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はむら花と水のまつり 2022 写真コンクール最優秀賞 山本 和広氏「鯉のぼりも元気よく」

チューリップの美しさの陰で
新型コロナまん延防止等重点措置の解除を待わびたかの
ように一斉に花開いたチューリップ。
例年は早咲きと遅咲きのものが入れ替わるのが普通で、
こんなにまとまって咲いたのは珍しいことです。
色とりどりのチューリップは、新型コロナでともすれば
落ち込みがちな気持ちを励ましてくれました。
美しさの陰に隠れてあまり知られていませんが、チュー
リップ畑は多くの皆さんによって支えられているのです。
球根の購入費用を協賛いただいているチューリップオー
ナーや、チューリップ募金に寄付をしてくれた皆さん。

一般社団法人羽村市観光協会
会長 池田 恒雄

咲き終わった球根を掘り取り、それをまた半年後に植え
付ける地道な作業に携わっていただいている保育園・幼稚
園児、小中学生、オーナーを含むボランティアの皆さん。
掘りあげられた球根を良い状態で半年間保管できるよう
創意工夫している農家さん。
そして、チューリップ畑に来たことを機にその美しさに
魅了され、新たにこれらの活動に加わってくれる方も。
そうした皆さんがチューリップに注ぐ愛情にお応えする
ためにも、これからも市やチューリップ生産組合と連携を
図りながらチューリップの生育に取り組んでまいります。

春の訪れを告げる 花と水のまつり
今年も新型コロナ防止に配慮して開催
今年の花と水のまつりも新型コロナウイルス感染症防
止に配慮して模擬店は出さず、会場での手指消毒や片側
通行などの対策を講じてのスタートでした。
模擬店こそありませんでしたが、多くの皆さんが来場
され、桜やチューリップの花を楽しまれていました。

展望台が復活、そして『おりたたぶ』も集合
今年はチューリップまつり会場に２年ぶりに展望台が
復活。人数制限や手指消毒を徹底して高所からの展望を
楽しんでいただきました。
また、チューリップ畑はマンガ『おりたたぶ』の聖地
にもなっていることから、ファンの皆さんが 4 月 4 日・
16 日に折りたたみ自転車で集まってくれました。
会場周辺の皆さんのご理解と関係者の皆さんのご尽
力によって支
えられている
はむら花と水
のまつり、新
型コロナ後を
見据えて新た
な取り組みが
はじまってい
ます。

好評だった市内店舗スタンプラリー
来場者に市内店舗を回っていただこうと、昨年度に引
き続き市内店舗スタンプラリーに取り組みました。
今回は日野自動車工業㈱羽村工場も参加して、ヒノト
ントン ZOO 入場券やノベルティーグッズなどを提供して
いただきました。
他県からのご応募もあり、「羽村市内の店舗を知るこ
とができてよかった」という感想もいただきました。

昭島・福生・羽村 初の３市合同ツアー
6 月 17 日（金）
・24 日(金)の２日、羽村取水堰から西武立川駅（昭島市）までの玉川上水
をたどる初の３市合同ツアーを行いました。
市内だけでは見ることのできないいろいろな観光スポットを満喫できたツアーでした。
翌週の 24 日（金）は、 旧ヤマジュウ田村家住宅（福生市）
羽村駅から福生駅までの
史跡をたどりました。
羽村市内では、中里介
山の墓、玉川水神社から
羽村堰に至り、上水沿い
の新緑を楽しみました。
福生市に入ってからは、上水路を掘り替えた跡「加美
上水公園」や多摩御陵造営に必要な砂利を運搬した鉄道
跡「加美上水橋」
、田村酒造を経て明治時代の古民家「旧ヤ
マジュウ田村住宅」を見学しました。
行政の枠を越えて見聞を広げることができた３市合同
ツアー、観光協会では今後も積極的に取り組んでまいり
ます。どうぞご期待ください。

6 月 17 日(金)は、西武立川駅をスタートして牛浜駅ま
で玉川上水をさかのぼりました。
昭島市内では、旧立川飛行機によって築造された暗渠
や戦後横田基地の航空機騒音により多くの住宅が集団移
転した跡地にできたエコパークなどを見学しました。
福生市に入ってからは、
玉川上水暗渠（昭島市）
国内現存最古の道路レンガ
アーチ橋「日光橋」、上水開
削時に砂利層が水を吸い込
んだと伝わる「みずくらい
ど公園」などを巡り、文化
の森では森の木々が萌芽更
新されている様子を観察す
ることができました。
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チューリップ掘り取りに
415 人が参加

パンジー、ビオラの配置を工夫して、皆さんが愛情
を込めて育てた力作がそろいました。
（写真は各部門
の最優秀賞）
春 季

審査日

令和４年 4 月７日

町内会・自治会・事業所・学校・幼稚園（街路の部）
最優秀賞

㈱ジェイテクト

優 秀 賞

小作台東町内会
双葉町松原町内会

はむら花と水のまつり終了後、チューリップの球根が十
分に育つのを待って 5 月 10 日（火）から 17 日（火）にか
けてチューリップ掘り取りを行いました。
15 日(日)にはチューリップオーナー、小学生を含むボラ
ンティア、観光協会関係者など 213 人が、10 日、13 日、
16 日は保育園・幼稚園の先生・園児も園行事として加わっ
てくれました。
掘り取られた球根は今年 11 月の植え付けに向け、農家
さんが保管します。

神明台上町内会
優 良 賞

栄町第二町内会

町内会・自治会・事業所（花壇の部）

チューリップ保育園▶
の皆さん

最優秀賞

本町第一町内会（上左）

◀ 日野自動車工業㈱
羽村工場の皆さん

栄町第二町内会（上右)
優 秀 賞 神明台町内会
優 良 賞 間坂第二町内会
栄町第一町内会
※同点による最優秀賞２点

学校・幼稚園・保育園の部
最優秀賞

小作台小学校

優 秀 賞

羽村第二中学校

少年野球羽村ドル▶
フィンズの皆さん

多摩学院幼稚園
優 良 賞

羽村西小学校・羽村
西少年野球クラブ
富士見第一保育園
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観光協会会員募集中

チューリップオーナー
も募集しています！
関東屈指のチューリップ畑で知られる根がらみ前水田。
そのチューリップ球根の購入費は、皆様からの協賛金で支え
られています。
＊申込口数に制限はありません。個人及び団体・法人で 1 万円
以上お申し込みいただくと、チューリップまつり期間中宮の
下運動公園臨時駐車場が１台無料に、15 万円以上お申し込み

観光協会では、新規・継続会員を募集しています。

いただくとチューリップ畑にオーナー看板を立てさせていた

観光に関わることで、地域の歴史文化を訪ねたり、イベン

だきます。

トやチューリップの植え付け、掘り取りなどを通じてさまざ

協賛金 個人 1 口 500 円 団体・法人 1 口 10,000 円

まな人とふれあうことができます。私たちの仲間になりませ
んか？くわしくは観光協会（☎042-555-9667）まで。
会 費 ① 正会員（法人・事業所・団体もしくは個人）
② 賛助会員
いずれも年間 1 口 2,000 円です。
羽村市の観光振興のために、できるだけ多くの口数でのご
協力をお願いします。

「酒はむら」好評販売中 残りわずか
はむらのお米と水を使って、石川酒造で醸造
した日本酒「はむら」
。令和元年に販売を開始し
て以来、大好評を博しています。
冷酒がおいしい季節です。ぜひこの機会にフ
ルーティーな香りをお楽しみください。
価格

1,760 円（720mℓ）

「酒はむら」は、羽村市観光案内所（羽東 1－
13－15）のほか、市内酒店でも販売しています。
岡田屋酒店（羽中 4-1-26） 田村五作商店(羽西 2-9-11)
北浦酒店（羽東 3-16-21） 奈賀屋支店(羽東 1-19-2)
杉田屋（羽東 2-1-8）
ファンタス羽村店
高橋酒店（羽東 1-21-1）
(五ノ神 2-2-7)

編 集 後 記

定時社員総会

令和３年度も新型コロナウイルスの影響により、各
種イベントの開催も難しく、私たちにとっても大変厳
しい状況となりました。現在ワクチン接種も進んでい
ますが、まだまだ先が見えない状況です。
昨年度から編集委員に加わり、さくらまつりに参加
させていただきました。「 羽村 の 堰」 に咲き誇る満開
のさくらに心が踊らされました。
さらに、羽村市の観光資源の一つである「根がらみ
前水田のチューリップ」。 咲き終わった後の球根の掘
り取りで心地良い汗を流し、水田から見る向こう山の
風景に心が動きました。このような羽村市の原風景を
いつまでも残し観光振興に向けて、皆様のご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。
観光協会理事(編集部会員)
新藤 正巳
【編集委員】
清水亮一 市川二三男 田村義明 青田昇一
新藤正巳 佐藤新吾
星野博之 齋藤正夫
小山茂樹 大崎 玄
【事務局】羽村市観光協会事務局

開催

令和 4 年 5 月 27 日(金)、羽村市コミュニティセンター３階
ホールにおいて、橋本市長をはじめ多くのご来賓のご臨席を
得て令和４年度一般社団法人羽村市観光協会第６回定時社
員総会を開催しました。
新型コロナウイルス感染症を防止するためいままで書面に
より議決していたので、こうして一堂に会しての開催は 2 年ぶ
りのことです。
その結果、提案された２件の議案が承認されました。
◆出席 30＋委任状提出 101/社員総数 162（80.9％）
※定款第 16 条に規定する開会要件である過半数
◆議決結果
認定第 1 号 令和３年度事業報告

認定

認定第 2 号 令和３年度公益会計・収益会計収支決算報
告・令和３年度会計監査報告 認定
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