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三鷹オーガニック農園
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　三鷹の森ジブリ美術館へ向かう人たち
でにぎわう「風の散歩道」沿いに、玉川
上水は流れています。
　この流れは、自然の川ではなく、もと
もとは江戸時代に掘られた上水道でした。
江戸の人口が膨らんで、神田上水や井戸
などでは飲料水が不足したため、庄右衛
門、清右衛門という兄弟が、1653 年から
1654 年にかけて、羽村から四谷大木戸に
至る約 43キロの上水を完成させました。
高低差が緩やかな土地に短期間で上水を
完成させた土木技術は、非常に優れたも

のだったたようです。兄弟は、その功績
により、玉川という姓を与えられました。
　三鷹市で玉川上水というと、作家太宰
治ゆかりの場所。風の散歩道沿いには、
太宰の故郷青森県の特産品である玉鹿石
がおかれていて、6月 19日の桜桃忌には、
多くのファンが訪れています。
　玉川上水のおかげで、流れの周りは自

然がとても豊かです。春は桜や梅、梅雨
時にはアジサイ、夏は青々とした樹にセ
ミの声、秋はイチョウ、冬は落ち葉の間
に咲くスイセンも。流れを泳ぐ水鳥に出
会えることもあります。
　三鷹の街歩きには、ぜひ玉川上水をコー
スに加えて、自然を楽しんでください。

玉川上水

　三鷹市役所と野崎の交差点の中間地点
に「安全な野菜づくりのカルチャースクー
ル入会募集中」と言う大きな横断幕があ
ります。そこを曲がり、倉庫の敷地を抜
けると三鷹オーガニック農園の農園が広
がります。農園内には、乗馬倶楽部や事
務所として使用している特大トレーラー
ハウス、そしてその中で営業している会
員制農園レストランがあります。
　いままで三鷹オーガニック農園では、
一年を通し大規模に武蔵野うどんの小麦
や深大寺そばのそばを栽培したり、サツ
マイモを作ってまいりましたが、平成２
１年より農園の１/3の敷地を利用し三鷹
市内で初めての取り組み「体験型貸し農
園」（農業スクール＋貸し農園）をスター
トしました。
　体験型貸し農園とは、市民農園のよう
な単なる区画貸し農園ではなく、農家が
種・苗・農具・肥料の材料を準備して、
農作業のノウハウも合わせて公開する農
園です。当農園では特に無農薬・有機栽
培にこだわり、本格的なコンパニオンプ
ランツの導入や、化学的な農薬や肥料、
動物性堆肥（糞・尿）を一切使わずに、
野菜の育て方を農家の視点で基礎から学
んでいく授業を行っております。ホーム
センター等で売られている一般的な種
（F1）を極力使わず、日本各地の古い農家
の皆さんが代々受け継いでいる貴重な伝
統的なお野菜の種を入手しその種を使用
しながら、１年間を通じて約５０種類の
野菜を作ります。５年前より無肥料・無
農薬・不耕起栽培の自然農法エリアを増
設し、昨年より自然農法専門特別講師を

園の他に、ちびっ子乗馬教室やさつまい
も掘り、じゃがいも掘り、農園マルシェ（朝
市）、収穫祭などさまざまなイベントも
行っており、パーティイベントスペース
として貸出しもしております。（詳しくは、
農園サイト
http://ameblo.jp/organic-h21/theme-100
44380384.html まで）過去において、企
あああ業の懇親会・餅つき大会、お誕生
日会・少年野球親睦会・子育てコンビニ
芋掘り大会等など、先日も三鷹市勤労者
福祉サービスセンター主催の「夏休みファ
ミリーじゃがいも掘り体験！！」が、行
われました。
　今年１１月には、農園ウェディングが
行われる予定で、ますます魅力ある農園
を目指し充実の三鷹オーガニック農園で
す。このような当農園の取り組みに、ご
興味持たれましたら当農園連絡先までご
連絡ください。
　現在平成 27年度後期授業の入会受付
を行っております。もちろんレストラン
利用会員登録や作業ボランテイア希望の
皆様の受け付けも行っております。
〈農園データ〉
三鷹オーガニック農園
所在地：三鷹市上連雀９－１６
電話：０８０―２００１―１６６５
http://ameblo.jp/organic-h21/
「体験型貸し農園」募集については、
http://ameblo.jp/organic-h21/theme-100
46448930.html
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　井の頭公園の緑の中、実力派アーティストの爽やか
なライブを聞きながら、秋の一日をゆったり過ごしま
せんか？三鷹市姉妹友好市町村の物産販売、市内のお
店による軽食・飲み物の模擬店、個性豊かなアート系
のフリマなどお楽しみ満載！
日　時 : 平成 27 年 10 月 18 日 ( 日 )11:00 ～ 17：00
場　所 : 井の頭恩賜公園　西園
出演者：森恵、THE BOCOS、ヒグチアイ　　　　　
　　　　Schroeder-Headz.、おおはた雄一
詳細はフェイスブック等で発表します！
●　Facebook
https://www.facebook.com/mitakamorifes

　三鷹の森フェスティバル２０１5

外国人向け

　　三鷹駅前まち案内マップ

井の頭公園検定申し込み開始！

みたか都市観光協会の事業紹介みたか都市観光協会の事業紹介

第4回

祭

牟礼神明商工会こどもまつり　①牟礼神明商工会　10月 4日（日）
三鷹駅前イルミネーション点灯式　②三鷹駅前 5商店会　11月 21日（土）※場所は三鷹駅南口です。
スーパーM-マルシェ秋フェスタ 2015　③協同組合三鷹中央通商店会　11月 22日（日）
収穫祭　④泰成商店会　11月 21日（土）
市商連フェスタ　⑤三鷹市商店会連合会　10月 3日（土）※場所は三鷹市役所中庭周辺です。
わくわくフリーマーケット 2015　⑥富士見商店会　　11月 8日（日）※場所は法専寺です。 祭

井の頭恩賜公園が 2017 年に 100 歳を迎えることを記念して始
まった「井の頭公園検定」、通称「いのけん」。「いのけん」を通
して、井の頭公園の魅力を感じてみませんか。
実施日　：３・２・1　級　平成 27 年 12 月 13 日（日）午前・午後
　　　　　（午前の部：10 時 30 分集合、11 時 00 分試験開始）
　　　　　（午後の部：14 時集合、14 時 30 分試験開始）
会　　場：3・2級　三鷹会場　三鷹産業プラザ
　　　　　（三鷹市下連雀 3－38－4）　
　　　　　1級 武蔵野公会堂
　　　　　（武蔵野市吉祥寺本町 1‐6‐22）
問題数　：3・2級　100 問（90 分）4択式マークシート
　　　　　1級　　  50 問 (90 分 ) 記述式
合格基準：3級 60 点以上、2級 80 点以上
　　　   　 1 級 80 点以上
受験料　：3・2級　一般 2,000 円、18 歳以下 1,000 円　
　　　    　 1 級　　　一般 3,000 円、18 歳以下 2,000 円
申込期間：平成 27 年 9月 18 日 ( 金 ) ～ 10 月 31 日 ( 土 )
合格特典：各級の合格者には認定証・認定バッジを授与
　　　　　１級の上位合格者には、井の頭自然文化園年間パス
　　　　　ポート、井の頭公園特典ツアーなどを開催します。

＜内容に関するお問合せ＞

　●NPO法人みたか都市観光協会
　　三鷹市下連雀 3-24-3-101 三鷹駅前協同ビル 1F   TEL 0422-40-5525
　　定休日  火曜日、11/11 ～ 11/13、年末年始 12/29～1/3
　　営業時間  9:00 ～ 18:00

　●一般社団法人 武蔵野市観光機構
　　武蔵野市吉祥寺本町 1-10-7 武蔵野商工会館 1F   TEL 0422-23-5900
　　定休日 無休
　　営業時間  9:00 ～ 18:00

＜申込みに関するお問合せ＞

　　※9月 10 日（木）からお問合せを受け付けます
　●井の頭公園検定 受付事務局
　　三鷹市下連雀 3-27-1 三協ビル 2F （有）そーほっと内
 　　TEL 0422-24-9797
　　定休日 土、日、祝、年末年始 12/27～1/4
　　営業時間 10:00 ～ 17:00
※詳しくは　http://www.ino-ken.com/

　市民、学生、留学生、商店主、三鷹国際交流協会の
みなさんと協働で制作をすすめていた「三鷹駅前まち
案内マップ」が完成し、7月 17 日からみたか観光案内
所などで配布を開始しました。このマップは三鷹駅南
口の付近の、コインロッカー、海外銀行のカードが使
える ATM、Free Wi-Fi スポット、空港バス案内、ジブ
リ美術館チケットなど、海外から来られた方にとって
便利な情報を掲載しています。また、三鷹でゆっくり
過ごしてもらおうと、市内のミュージアムやカフェも
あわせて紹介しています。

外国人向け案内役キャラクター「たかじょうくん」が
三鷹を案内します

子どもも楽しく農業体験子どもも楽しく農業体験 農業スクール農業スクール

招き本格的自然農法栽培にもチャレンジ
しております。また当農園では、安全・
安心のために畑の土壌・作物の放射能測
定を定期的に行っております。
　このような当農園のこだわりの取り組
みは、関東エリアでも大変めずらしく、
平成２４年に東京農工大学で行われた日
本有機農業学会の第１３回大会でも「耕
す市民を育てる現場から」の全体セッショ
ンにて取り上げられ、また、日テレの「メ
レンゲの気持ち」や、テレビ東京の「L４
ＹＯＵ」、武蔵野三鷹ケーブルテレビでも
紹介されました。
　この当農園の取り組み体験型貸し農園
「安全な野菜づくりのカルチャースクー
ル」は、1年間コースで年 2回、4月スター
トと 9月スタートの入会時期があります。
年度途中からの参加も可能で、個人の入
会契約はもちろん、企業の福利厚生とし
てご利用される法人契約があります。
　有機農法クラスの授業は、４月、９月
を中心に朝 10時半から毎週土曜日、日
曜日第 7科目まで行われ、自然農法クラ
スの授業は、一年間を通して朝９時から
毎月２回～４回行われます。
　お昼には、会員制農園レストランがオー
プンし、農園で採れた採りたての伝統野
菜を調理してお出ししております。もち
ろん一般の方々もレストラン利用会員登
録をして頂ければ食事することができま
す。ランチメニューのほとんどがワンコ
イン５００円で食事する事ができ、夕方
から夜にかけては、ご予約によりパーティ
やご宴会なども承ります。
　当農園では、年間を通し体験型貸し農


