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おりたたぶ

新春の夢 自転車に寄せて
昔、自転車に凝った一時期がありました。
ロードスポーツ車を駆って、都心や奥多摩へと自在に足を
延ばした爽快さは今でも鮮明に覚えています。
そんなことを思い出させたのは、最近ふと手にした一冊の
マンガ『おりたたぶ』
（こんちき著）
。

こんちき

一般社団法人羽村市観光協会
会長 池田 恒雄

顧みれば羽村市は、大田区大師橋から羽村堰までのサイクリ
ングロード「たまリバー50 キロ」や、自転車お守りのある阿蘇
神社があるなど、自転車との縁は浅からぬものがあります。
また、サイクルショップで有名な「なるしまフレンド」の
鳴島英雄会長が起業されたのは、なんとウチのお隣でした。

折りたたみ自転車に魅せられた少女たちが、その機能を活

そんなご縁を大切にしながら、堰の隣にサイクルステーシ

かして、羽村のチューリップ畑をはじめさまざまな観光地を

ョンが実現できたら、自転車というツールを起爆剤としてさ

巡ります。みなさんもぜひご一読を。

らに観光の幅が広がるのではと夢をふくらませています。

修了証を⼿に記念撮影

修了者の声

中村さん

昔からの暮らしや地形の話を聞き
ながら歩くことがとても楽しく多摩
地域のことをもっと知りたいと思っ
ています。そんな楽しい時間のお手
伝いができたらと思います。
しいこと、玉川上水が新田開発などに果たした役割などに
ついて学びました。
いよいよ第３回は現地実習。 実際に史跡を巡り、参加

11 人が修了
観光協会理事（観光ガイド部会長）尾上

者がそれぞれ 1 か所を選び、全員の前で解説しました。
観光ガイドの育成は時間を要しますが、実際に自分で

琢児

調べ、徐々に積み重ねることでスキルアップが可能です。

昨年は新型コロナのため、羽村市を訪れる観光客も減少
し、観光ガイド部会への案内依頼も激減してしまいました。
このような時ですが、新型コロナ収束後を見据えて、観光
ガイド養成講習会を開催して観光ガイドの充実を図りました。
10 人の定員を超える応募があり、新型コロナ感染防止
に配慮したうえで追加受入れを行った結果、11 人の方が
修了証を手にしました。
第 1 回は岡崎 学氏（はむら自然友の会）による「はむら
の自然と植物」。カワラノギク等の多摩川に見られる植物や
街中の帰化植物、多摩の植物方言等について学びました。
第 2 回は北原 瑞貴氏（羽村市郷土博物館学芸員）に

今回の参加者の中から観光ガイドとして登録される方が
増え、羽村市を訪れる皆さんにまちの魅力を伝え、あたた
かくもてなしていただける観光ガイドとして活躍されることを
期待しています。

よる「はむらの歴史と文化財」。羽村市では縄文遺跡は発掘さ
れているものの、弥生時代から鎌倉時代前期までは史料に乏

第1回「はむらの⾃然と植物」受講風景

チューリップオーナーになりませんか

＊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 万円以上お申込み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だきます。

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。

協賛金

個人 1 口 500 円 団体・法人 1 口 10,000 円

協賛をいただいた団体・法人一覧

ボランティアによる植付け

あ (株)アイコニック
(有)アイビーエンジニアリング
介護老人保健施設葵の
園・羽村
(有)秋山商店
(株)アサヒ
イオンタウン(株)
(有)池田靴店
市村酸素(株)羽村営業所
伊吹興産(株)
⻘梅信⽤⾦庫羽村⽀店
(公社)⻘梅法人会
か (株)開成
カシオ計算機(株)

【令和 3 年 1 月 15 日現在 50 音順】

(有)共栄モータース
コダマコーポレーション(株)
(株)コナモーレ
五乃神学園
栄学園さかえ幼稚園
さ
(医)三秀会羽村三慶病院
三鎮工業(株)
(株)ジーテクト
(株)島田組
(株)ジュウユウ
塾式ＣＯＳＭＯ
(医)新町クリニック
杉並電機(株)
(株)セイショウ
⻄武信⽤⾦庫⼩作⽀店
⻄武信⽤⾦庫羽村⽀店
(株)玉川苑
た
多摩信⽤⾦庫羽村⽀店
玉水保育園
チューリップ保育園
チューリップ・こどものいえ

(有)ちんか
帝人エコ・サイエンス(株)
(株)電子制御国際
東京羽村ライオンズクラブ
トキオ精工(株)
(株)土佐電業社
な 中根建設㈱
⻄多摩農業協同組合
日電高周波(株)
は 羽三協
羽⽤水保全会
羽村市商工会
羽村市町内会連合会
羽村市電気工事業組合
羽村市農業委員会
羽村市農業団体協議会
羽村たつの子保育園・
羽村しらうめ保育園
羽村ドルフィンズ
羽村まつの木保育園
日野自動車(株)
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富士フレーバー(株)
ま まつぼっくり保育園
(有)マルウエ
丸順商事(有)
(有)丸善産業
(有)ミセ
(株)みとも商会
望月建設(株)
や (有)山源産業
(株)山梨中央銀行羽村⽀店
郵便局
わ 早稲田大学校友会羽村
稲門会

⽇野⾃動⾞㈱⽻村⼯場

チューリップ植付に 760 人
きれいな花が咲くように願いを込め
観光協会理事（総務部員）

チューリップ保育園

「おじちゃん、これニンニク？」幼い会話にふと和む。
昨年 11 月 12 日より 6 日間にわたって、球根の植付けを行
った。市内外からのボランティア、市内保育園・幼稚園の園
児と引率者、事業所の有志、市職員、観光協会から多数の方
が参加された。
“新型コロナウイルスに負けるな”といった
勢いで、元気いっぱいに田んぼの泥にまみれながら植付け

はむらの観光振興のために

令和２年度

会員募集中

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
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。
【令和 3 年 1 月 15 日現在 50 音順】

羽村市観光協会会員一覧

あ ｱﾁｬﾘｱ･ｸﾙ･ﾃﾞﾊﾞﾀ合同会社
（有）秋山商店
(株)アサヒ
アジ庵ガンジー
ASHFORD
東町稲荷神社総代会
東町祇園ばやし保存会
東町はやし保存会
阿蘇神社総代会
餡味
(有)池田靴店
居酒屋⼩梅
居酒屋川
(株)一蔵
海と大地の旬ひみつ屋
(株)ヴィンヤード多摩
⻘梅信⽤⾦庫羽村⽀店
(公社)⻘梅法人会
(有)大⻄園
大野獣医科医院
（株）オオワダ
お好み焼き成
か カナル・トレーディング・
ジャパン㈱
かみ山
北浦酒店
北味
喫茶＆パブ ONE モア
きまぐれや・Hanenaka cafe
(有)共栄モータース
1/4KARAT

茂樹

に取り組む園児たちの姿に癒されながら、予定の田んぼの枚
数を終わらせた。その後、2 日ほど経って付近を散歩してい
る観光協会協力員から「球根がまだ植えてない田んぼがあ
る」と指摘され、急遽少人数で植付けして完了することがで
きた。そんなエピソード
たつの子保育園・しらうめ保育園
があり、今までにない体
験をした。いずれにせよ
新型コロナ禍のもとで皆
様のご協力により立派な
花が咲くことを楽しみに
しています。

さかえ幼稚園

観光協会では、新規・継続会員を募集しています。
観光に関わることで、地域の歴史文化やさまざまな
人とふれあうことができます。
くわしくは観光協会（☎042-555-9667）まで。

小山

高橋酒店
KUSHIYAKI garage diner
(株)瀧島商店
Chicken Drive
（社福）たつの子の会
KC‘S DAINING
玉川神社氏子総代会
香蘭飯店
多摩信⽤⾦庫羽村⽀店
工和会
(株)田村工務店
(株)コナモーレ
田村精肉店
五乃神学園
チューリップ生産組合
五ノ神社氏子会
(有)ちんか
さ サムデザイン
TS 倶楽部
三鎮工業(株)
帝人エコ・サイエン
ス(株)
(株)シーウィング
手打ちうどんそばまこ
と屋
(株)ジェイテクト
(株)電子制御国際
四川風居酒屋
東京羽村ライオンズクラブ
(株)島田組
(株)土佐電業社
(株)ジュウユウ
(株)トミマツ
（社福）松栄福祉会
ナイトスポット羽村Joy
な
まつぼっくり保育園
⻄多摩農業協同組合
(医)新町クリニック
(有)にちなん
神明神社氏子総代会
梅月
は
スナック開
(有)橋本園
スナック紅蓮
羽三協
スナックジョニー
羽村市料飲組合
スナックマロン
羽村市園芸組合
炭火
羽村市茶道会
(株)セイショウ
羽村市商業協同組合
⻄武信⽤⾦庫羽村⽀店
羽村市商工会
成友セキュリティ(株)
（公社）羽村市シルバー
(株)セレスポ⻄東京⽀店
人材センター
(有)総合衣料しもだ
羽村市町内会連合会
た ダイニングキッチンKyu’z
羽村市動物公園
タージデリ
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羽村市文化協会
羽村東口商店会

はむら市盆栽会
NPO 法人羽村市体育協会
はむらふるさとまつり実
行委員会

東日本旅客鉄道(株)河辺駅
日野自動車(株)
５４CAFE
(株)VOLLMONT セキュ
リティサービス
(株)福島屋
富士フレーバー(株)
プリティ
ホルモン屋山ちゃん
本町⻄口商店会
ま 間坂第二町内会
桝屋商店
松本神社
(有)丸善産業
(有)ミセ
望月建設(株)
森田木材工業(株)
や やきとり一浦
山田屋堰店
ゆうゆうキッチンぱぶ
ら (有)柳丸
レンタルキッチン＆スペー
スSATO

はむら

花

山茶花と椿
観光協会理事 大崎

だより

玄

中国ではツバキを「山茶（サンサ）
」と称しているが、
日本ではなまって「サザンカ」になったという。
江戸時代、武士から町民までに品種改良のブームが
あり、日本だけでも 1,000 を超える品種があるという。
基本種のヤブツバキの花色は赤だが、他に桃色、白
と多彩だし、花弁の地色と異なる色が混じった斑入り

ツバキ

のものある。一重、八重と花の形も多様だ。
17 世紀に西洋へ伝わり、冬でも常緑で開花するとい
サザンカ

うことで「冬のバラ」として人気になり、交配により

初冬の公園、庭木などに色どりをつけてきたサザン

多くの品種が生まれた。

カ(山茶花)の花の盛りは 12 月になって終わり、代わ

清水副会長 宗禅寺で講演

ってツバキ（椿）が大いに咲き始めた。
花の形や葉などが両者似ているので、どう見分ける

「羽村の水田維持と日本酒はむら」をテーマに

のかご存じの方も多いと思うけれど、改めて復習の意
味で違いをたどってみよう。
両者ともにツバキ科だが、開花時期はサザンカは 10
～11 月、ツバキは 12 月～3 月、花の形はサザンカは
平面的だが、ツバキはやや筒状で立体的で花弁は厚い。
違いが大きいのは落花の様子だが、サザンカは花弁
がバラバラに落ちるが、ツバキは花弁が丸ごと落花する。
サザンカの葉は縁がギザギザで葉裏の葉脈に毛が生
えているが、ツバキの葉裏には毛がなく花の香りもし
ない、などがある。機会があれば見比べてみては?!

宗禅寺（川崎 2－8－20）は、
“寺は文化の発信地”

ツバキの名は葉が厚いので「厚葉木」
、葉に艶がある

を謳い文句に毎月 1 回「土曜講座」を開催しています。

ので「艶葉木」が転じて「ツバキ」になったという。

昨年 11 月 14 日(土)、第 48 回となる講座は、高井和正
住職による仏教講座「浄土思想」、特別養護老人ホーム

編 集 後 記

神明園中村正人園長による「高齢者介護の現場から」、
羽村市観光協会清水亮一副会長による「羽村の水田維

羽村市が男子柔道ナショ
ナルチームのホストタウン
になっている、キルギス共
和国の伝統的な遊牧民の移
動式住居「ユルタ」の組立
て・解体ワーククショップ
に参加しました。
在日キルギス人ティムルさんの指導で、複雑な骨を組
み、フェルトを貼って完成したときの達成感は格別でし
た。今は両国間の往来は難しいですが、いつかまた自由
に交流できるようになることを心より願っています。
また、今回の表紙には、マンガ『おりたたぶ』で羽村
のチューリップ畑を紹介していただいた、こんちきさん
から絵をお借りしました。ありがとうございました。

持と日本酒はむら」の 3 つのテーマで行われました。
農家でもある清水副会長は、減少傾向にある農地の現
状をふまえたうえで、農地保全策と特産品開発という２
つの目的を融合させた酒はむらの開発に取り組んだ経緯
について、1 時間にわたり熱弁をふるわれました。
最後は、酒はむらを試飲。
約 30 人の参加者は、歯切れのよい“清水節”の語り口と、酒
はむらのフルーティーな余韻に酔われたのでは…。

酒類小売業免許を取得
羽村市観光協会では、昨年 6 月に清水副会長と佐藤

観光協会副会長(編集部会長)
清水亮一
【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

事務局員が酒類販売管理者資格を取得し、8 月に青梅
税務署長より酒類小売業免許の交付を受けました。
これにより酒類の販売が可能となり、羽村市のふる
さと納税に酒はむらのほか、はむりんポロシャツ、マ
スク等の返礼品提供事業者として登録しました。
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