花と水と緑のまち
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令和２年春のチューリップ畑

新型コロナ後の新たな観光

一般社団法人羽村市観光協会
会長 池田 恒雄

昨年のいまごろ、まさか１年後に新型コロナウイルス

けて楽しむ「マイクロツーリズム」を提案されています。

感染症が世界を席巻し、私たちの生活にこれほど大きな

長距離移動による感染リスクを避けて地元への「小さ

影響を与えるとは、誰が予想できたでしょうか。

な旅行」を楽しんでいただく、地域特性を発見し愛着を

外出自粛に加え、多くのイベントが中止。

持っていただく、地域で育まれた文化や生産活動を魅力

今後、私たちは新型コロナウイルスの存在を常に念

につなげていく、そんな新たな地元志向のツーリズム。

頭に置いて生活していかなければなりません。
そのような中、国内外に多くのリゾートを運営され
よし はる

ている星野リゾートの星野佳路社長は、地元に目を向

それはまさに、羽村市観光協会の理念でもあります。
「ピンチの中にチャンスあり」この言葉を胸に、今年
度も魅力あるプログラムを提供してまいります。

酒「はむら」開発記
フルーティーで飲みやすいお酒に
とうじ

まえさこ

石川酒造(株)の杜氏（最高製造責任者）
、前迫氏によ
ると、酒造りの水はすべて石川酒造の敷地から汲み上
げたもので、羽村の水は初めてとのこと。
「羽村の水
と、その水で育ったお米だから、きっとおいしい酒が
できるはずです。
」と太鼓判を押してくれました。
こうじ
1 月 30 日は仕込み。蒸し米、酒母、 麹 、仕込み水
をタンクに入れてもろみ（お酒のもと）になります。
2 月 17 日、石川社長と前迫杜氏立会いのもと、もろ
みの出来を確認。まるで青リンゴのようなフルーティ
ーな香りに思わず顔もほころびます。
もろみを撹拌する清水副会長

◀石川社長らと工程の打合せをする
池田会長（左から２人目）と清水
副会長（左）
。お酒の出来に期待
がふくらむ

羽村の特産品を作りたい
羽村市観光協会の事業の一つに「特産品、土産品宣
伝及び開発奨励」があります。
羽村には、お菓子などの食料品を中心にさまざまな特産
品がありますが、市内に酒造会社がなかったこともあり、お
酒は今までありませんでした。
日持ちがして、羽村の看板になる特産品を作りたいとい
う思いから、独自にお酒造りに取り組むことになりました。

巨大な圧搾機でもろみを搾る▶

◀羽村の水を石川酒造へ搬入

酒「はむら」反響とこれから
4 月 19 日、限定 1,900 本の販売開始。
甘口で、羽村の水そのままにスッキリした飲み口、
「冷やすとまるで白ワインのよう」と、大好評です。
これから暑くなる時期、キンキンに冷やして夕涼み
のお供にいかがでしょう？定価は税込 1,760 円です。
もろみを搾った後の酒粕も、酒米のものと違い、ほ
のかに甘口です。その特性を活かして何かできないか
と考えたのが、甘酒風味のジェラートです。
瑞穂町にある清水農場とのコラボによって現在開発
を進めています。

羽村の米を蒸す▶

羽村のお米と水へのこだわり
お米の生産農家でもあり、ビール製造の経験のある
清水副会長を中心にスタートしたこのプロジェクト、
こだわったのは羽村のお米と水です。
醸造は、福生市にある石川酒造(株)にお願いするこ
とができ、昨年 12 月に羽村産のコシヒカリ約１t を搬
入し、精米具合 60％にまで磨いていただきました。
そして今年 1 月、羽村の水 1,200ℓを搬入しました。

また、観光案内
所でも羽村の特産
品としてのお酒や
食料品を販売でき
るよう、酒類販売
免許の申請や食品
衛生責任者講習会
の受講を進めてい
るところです。
特産品開発から
スタートしたこの
プロジェクト、こ
れからの新たな展
開に夢がふくらみ
ます。(事務局記)

◀蒸された米はタンク内へ

もろみをチェックする石川▶
社長(右)と前迫杜氏。香り
の良さに顔もほころぶ

このポスターのある市内酒店で販売中
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観光協会も応援！
＃羽村エール飯

皆さんが愛情を込めて育てた力作がそろいました。
※新型コロナウイルス感染症防止のため、夏季花いっ
ぱいコンクールは中止になりました。

湧き上がれ羽村市民。羽村市民５万５０００人のテイク
アウトプロジェクト！！
何それ？という方は今すぐスマホでチェック！飲食店は
短時間営業の中、テイクアウトを充実させ頑張っておりま
す。みんなでメニューを写真で撮り掲載するだけ。絶対美
味しい、新たな発見が満載です。
“美味しいはコロナに負
けない！持ち帰ろう羽村の美味しい飯”を合言葉に市内飲
食店を羽村市観光協会も応援します！あの味を、あの大切
なお店を応援できるのはあなたです！いかがですか？
「今日は羽村エール飯にしなぁ～い？」
観光協会理事 佐藤 元信

春 季

審査日

令和 2 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

富士フレーバー㈱

優 秀 賞

日野自動車㈱
間坂第一町内会

優 良 賞

本町第一町内会
双葉町松原町内会

（写真は各部門の最優秀賞）

町内会・自治会・事業所(花壇の部)
最優秀賞

本町第一町内会

優 秀 賞

UR 羽村団地自治会
川崎西町内会

優 良 賞

川崎東町内会
五ノ神中町内会
栄町第一町内会

学校・幼稚園・保育園の部

観光案内所ご利用案内
休業日 土・日・祝日（ただし、3～5
月、9～11 月は火・水)
＊3～5 月、9～11 月の祝日、はむら花
と水のまつり期間中は開所します。
開所時間 午前 9 時～午後 5 時

最優秀賞

羽村第二中学校

優 秀 賞

羽村西小学校・羽村
西少年野球クラブ
五ノ神幼稚園

新型

優 良 賞

＊新型コロナウイルス感染症防止のた
め、ご来所の際はマスク着用、手指
の消毒にご協力ください。

栄小学校
さかえ幼稚園

羽村市観光協会
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

観光協会では、新規・継続会員を募集しています。

田。そのチューリップ球根の購入費は、皆様からの協賛

観光に関わることで、地域の歴史文化やさまざまな人と

金で支えられています。

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。

＊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

会 費 ① 正会員（法人・事業所・団体もしくは個人）

期間中宮の下運動公園臨時駐車場が１台無料に、15 万

② 賛助会員

円以上お申し込みいただくとチューリップ畑にオーナ

いずれも年間 1 口 2,000 円です。

ー看板を立てさせていただきます。

羽村市の観光振興のために、できるだけ多くの口数での
協賛金

ご協力をお願いします。
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個人 1 口 500 円 団体・法人 1 口 10,000 円

はむら

花

多彩な花色と形 アジサイ
観光協会理事 大崎

だより

玄

去には称することになったとか。
語源、名の成り立ちについて有力な説は藍色が集まっ
たことを意味する「あづさい（集真藍）
」だが、他説も。
万葉集や平安時代の書物には「安治佐為」などがみられ
みなもとのしたごう

る。和名の「紫陽花」は、平安時代の学者 源

順 が、

はくきょ い

唐の白居易がライラックを「紫陽花」としたことを誤用し
フレッシュランド西多摩散策路にて

たらしい。紫陽花は日本ではアジサイで通用。

梅雨をふきとばす勢いでアジサイが市内でも、お寺、

品種は、ホンアジサイ、ガクアジサイ、ヤマアジサイ、

公園、校庭、宅地の庭などに様々に咲き比べをしてく

西洋アジサイなどに大別できるが、中性花になっているも

れて、私たちの眼を楽しませてくれている。

のが多く、種子を結ぶ品種は少ないので、増やすためには
さ

一般的に挿し木をする。

アジサイは日本のガクアジサイを原種として多くの
品種改良が進み、今では 300 種を超えているという。

白色のアナベルやカシワバアジサイ、スミダノハナビ

ガクアジサイは小さな花の集まり(花序)の周りを縁

（隅田の花火）など、図鑑やネットで調べると、その多
種多様さと多さに圧倒される。

どるように萼（がく）が大きく発達した花びらのよう

あきる野市のサマーランドや南大沢あじさい山などの見

な装飾花をもつので、ひき立つ形になる。

学も一興だろう。興味のある品種の一枝をもらい、鹿沼土

中の小さな花が変化して装飾花となり球状になった

の挿し木で容易に小型鉢が。また、花を逆さに吊るしてド

のが、ふつうのアジサイで、手まり咲となる。

ライフラワーも。葉は有毒なので料理は不可。

アジサイの色は多彩で、青、紫、水色、ピンク、白、
緑と変化に富み、これは育つ土壌の PH で変化し、酸性

定時社員総会 書面議決結果

なら青系、アルカリ性なら赤系になるといわれている。
花のアントシアニンと土中のアルミニウムイオンとの

新型コロナウイルス感染症防止のため、5 月 22 日に開

結合が作用するらしいが。遺伝説もあり複雑だ。

催予定だった令和２年度一般社団法人羽村市観光協会第

日本は火山国なので酸性土のため青色系が多い。これ

４回定時社員総会は、各社員に議案書を送付して書面に

らをさして、アジサイの「七変化」とか「八仙花」と過

より議決していただきました。
その結果、提案された２件の議案が認定されました。

編 集 後 記

ご多用のところ書面議決に対するご理解とご協力ありが

新型コロナウイルスの影響により、
「はむら花と
水のまつり２０２０」や「第４５回はむら夏まつり」
など、普段であれば多くの人で賑わう様々なイベン
トが開催中止になりました。このように私たちにと
って大変厳しい環境ではありますが、これからも皆
様に羽村市の魅力あるスポットやイベント等をお伝
えしていければと思っています。
今回の“酒「はむら」開発記”などもその一つで
ありますが、羽村市には多摩川に象徴される豊かな
自然や歴史・文化などの多くの資産があり、これら
の観光資源を活かした新たな取り組みを考えていき
たいと思います。羽村市の観光振興に向けて、今後
とも皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
観光協会理事(編集部会員)
星野 博之
【編集委員】
清水亮一 和田 豊 田村義明 佐藤元信
羽村和也 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

とうございました。
◆議決書返送数 123/社員総数 183（回収率 67.2％）
※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 令和元年度事業報告
認定 賛成 123/反対 0
認定第 2 号 令和元年度公益会計・収益会計収支決算
報告・令和元年度会計監査報告
認定 賛成 123/反対 0

羽村市観光協会役員の変更
人事異動により、羽村市観光協会の理事が次のとおり
変更になりました。
異動日：令和 2 年 4 月 1 日
新
旧
佐藤 新吾
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藤森 純一

推薦団体等
羽村市動物公園園長

