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新選組ゆかりの地を巡る
Walking ＆ Joy

　日野市は、「新選組のふるさとを訪ねるみち『日野』」が、日本ウオーキング
協会の「美しい日本の歩きたくなるみち500選」に選ばれています。この他に
も日野市は、国土交通省の「水の郷百選」に認定されています。日野のまちを
歩いてみましょう♪

Neighbor's Farm（ネイバーズファーム）
Only One

　2019年春、高幡不動駅から徒歩10分の住宅街の中で、生産緑地を借り受けた
20代の東京大学出身の女性が農業を始めました。
　代表の川名桂さんは、自分自身に何か特別な技術を身につけることができ、
人間として本質的なものが農業だと学生時代に思い、
農業の世界へ入りました。

うまみの強い♪トマト

①高幡不動駅　　②高幡山明王院金剛寺　　③向島用水親水路　　④ネイバーズファーム
　　 ⑤愛宕山地蔵院石田寺　　⑥土方歳三資料館　　⑦万願寺駅

土方歳三銅像

都市農業と地域のつながり―。

※各施設の休館日、開館時間等は、ホームページでご確認ください。

❶論理に基づいた栽培
環境制御型ハウスで徹底的かつ緻密に栽培環境を管理。
❷安全面と衛生面の徹底
農薬の使用は必要最低限。栽培室と集荷場所は土足禁止。
従業員の体調管理や手の消毒の徹底。
❸環境への積極的な配慮
冬場、ハウスの夜間暖房で出る二酸化炭素を、昼間の
トマト栽培へ再利用する技術の導入。

ネイバーズファームのトマトの魅力
「３つのこだわり」

◆住 　 所：東京都日野市新井870
◆アクセス：京王線、多摩モノレール

高幡不動駅北口徒歩10分
https://www.neighborsfarm.tokyo/

Neighbor′s Farm
（ネイバーズファーム）

農園から発信中
販売情報や畑の様子をお届けしています

「ネイバーズ」の名前に込められた想い

　ネイバーズファームで最も情熱を
注いでいるのがトマトの栽培です。

野菜は自動販売機で購
入できます！両替機を
導入し、売り上げがUP
しました

風が心地よい こもれびの散歩道
高幡山明王院金剛寺

　関東三大不動の１つ「高幡のお不
動さん」と呼ばれ、親しまれています。
88体の弘法大師像を巡る散策コース
は、山内八十八ヶ所巡りとしてお遍
路さんの気分を楽しめるようになっ
ています。数々の弘法大師像の顔を
見ながら歩くこと約１時間、適度な
アップダウンと土の上を歩く心地良
さが最高でした！６月から７月にか
けてはあじさいがとてもきれいです。

鬼の副長・土方歳三の素顔を知る名所
愛宕山地蔵院石田寺 土方歳三資料館

　新選組副長土方歳三の子孫が平成
６年に開設した資料館です。
　歳三の愛刀「和泉守兼定」や鉢金をはじめ、歳三が売り歩いた家伝の
秘薬である石田散薬の資料など、ゆかりの品々が展示されています。

　宗派は真言宗、高幡山
金剛寺の末寺です。
　土方歳三のお墓があり、
命日の５月11日のみなら
ず、歳三を慕う多くの参
詣者が訪れています。ま
た、寺内には樹齢400年
以上ともいわれる「カヤ
の木」（日野市指定天然記
念物）があります。

「水」のある風景
向島用水親水路

　用水路沿いにある全長500ｍの遊歩道には雑木
林が植栽され、森林浴が楽しめます。水遊びや
魚取りが楽しめ、運がよければカワセミを見る
ことができます。途中には水車やあずまやがあ
り、休憩スポットも充実しています。

栽培室内では、
花粉を集めてくれる
“マルハナバチ”が
活躍しています！

代表
川名桂さん

けいもえ
スタッフ
山口萌さん

　『ネイバー』の意味は『お隣さん』
　「お隣さんちで採れた野菜だよ！」
　東京でも、そのくらい近い距離感で畑と食
卓が繋がってほしい。新鮮でおいしい野菜を
リアルタイムで届けてお客様の反応がみたい。
そのような想いで川名さんのネイバーズ
ファームは誕生しました。
　日野市で、生産者と地域の人が有機的に繋
がりながら胃袋だけではなく「心も満たす」
農業を目指しています。そして、守り継がれ
てきた農地を未来に受け継ぎ、豊かな魅力あ
ふれるまちをつくっていきたいそうです。

せきでんじ

88体の弘法大師像の顔や
表情に注目して歩きましょう♪

水車小屋

不動堂

カヤの木

土方歳三義豊之碑

見晴台からの眺め

潤徳小学校のビオトープ

散策の際は、
飲み物を忘れずに！

いずみのかみかねさだ はちがね

綺麗な環境でしか
美味しい野菜は
育ちません！

Neighbor′s 
Farm

ロゴ入りトラッ
ク

２人でしっかりと仕事を回して、豊かな生活
を送りたいですね。ネイバーズファームは、
人が集まれるような場所にしたいです。
飲食店やシェアハウスもいいなと思います。

ブラック農業に
ならないように、
勤務時間は
８時～１７時。
日曜日午後は
必ず休むように
しています。

自由にやっています。

働きやすくて、
桂ちゃんには
感謝しかない。
ありがとう！

多摩地域の魅力を訪ねる健康さんぽ
文責・撮影：編集部

取材協力・写真提供（一部）：Neighbor′s Farm
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新選組ゆかりの地を巡る
Walking ＆ Joy

　日野市は、「新選組のふるさとを訪ねるみち『日野』」が、日本ウオーキング
協会の「美しい日本の歩きたくなるみち500選」に選ばれています。この他に
も日野市は、国土交通省の「水の郷百選」に認定されています。日野のまちを
歩いてみましょう♪

Neighbor's Farm（ネイバーズファーム）
Only One

　2019年春、高幡不動駅から徒歩10分の住宅街の中で、生産緑地を借り受けた
20代の東京大学出身の女性が農業を始めました。
　代表の川名桂さんは、自分自身に何か特別な技術を身につけることができ、
人間として本質的なものが農業だと学生時代に思い、
農業の世界へ入りました。

うまみの強い♪トマト

①高幡不動駅　　②高幡山明王院金剛寺　　③向島用水親水路　　④ネイバーズファーム
　　 ⑤愛宕山地蔵院石田寺　　⑥土方歳三資料館　　⑦万願寺駅

COURSECOURSE
土方歳三銅像

都市農業と地域のつながり―。

※各施設の休館日、開館時間等は、ホームページでご確認ください。

❶論理に基づいた栽培
環境制御型ハウスで徹底的かつ緻密に栽培環境を管理。
❷安全面と衛生面の徹底
農薬の使用は必要最低限。栽培室と集荷場所は土足禁止。
従業員の体調管理や手の消毒の徹底。
❸環境への積極的な配慮
冬場、ハウスの夜間暖房で出る二酸化炭素を、昼間の
トマト栽培へ再利用する技術の導入。

ネイバーズファームのトマトの魅力
「３つのこだわり」

◆住 　 所：東京都日野市新井870
◆アクセス：京王線、多摩モノレール

高幡不動駅北口徒歩10分
https://www.neighborsfarm.tokyo/

Neighbor′s Farm
（ネイバーズファーム）

農園から発信中
販売情報や畑の様子をお届けしています

「ネイバーズ」の名前に込められた想い

　ネイバーズファームで最も情熱を
注いでいるのがトマトの栽培です。

野菜は自動販売機で購
入できます！両替機を
導入し、売り上げがUP
しました

風が心地よい こもれびの散歩道
高幡山明王院金剛寺

　関東三大不動の１つ「高幡のお不
動さん」と呼ばれ、親しまれています。
88体の弘法大師像を巡る散策コース
は、山内八十八ヶ所巡りとしてお遍
路さんの気分を楽しめるようになっ
ています。数々の弘法大師像の顔を
見ながら歩くこと約１時間、適度な
アップダウンと土の上を歩く心地良
さが最高でした！６月から７月にか
けてはあじさいがとてもきれいです。

鬼の副長・土方歳三の素顔を知る名所
愛宕山地蔵院石田寺 土方歳三資料館

　新選組副長土方歳三の子孫が平成
６年に開設した資料館です。
　歳三の愛刀「和泉守兼定」や鉢金をはじめ、歳三が売り歩いた家伝の
秘薬である石田散薬の資料など、ゆかりの品々が展示されています。

　宗派は真言宗、高幡山
金剛寺の末寺です。
　土方歳三のお墓があり、
命日の５月11日のみなら
ず、歳三を慕う多くの参
詣者が訪れています。ま
た、寺内には樹齢400年
以上ともいわれる「カヤ
の木」（日野市指定天然記
念物）があります。

「水」のある風景
向島用水親水路

　用水路沿いにある全長500ｍの遊歩道には雑木
林が植栽され、森林浴が楽しめます。水遊びや
魚取りが楽しめ、運がよければカワセミを見る
ことができます。途中には水車やあずまやがあ
り、休憩スポットも充実しています。

栽培室内では、
花粉を集めてくれる
“マルハナバチ”が
活躍しています！

代表
川名桂さん

けいもえ
スタッフ
山口萌さん

　『ネイバー』の意味は『お隣さん』
　「お隣さんちで採れた野菜だよ！」
　東京でも、そのくらい近い距離感で畑と食
卓が繋がってほしい。新鮮でおいしい野菜を
リアルタイムで届けてお客様の反応がみたい。
そのような想いで川名さんのネイバーズ
ファームは誕生しました。
　日野市で、生産者と地域の人が有機的に繋
がりながら胃袋だけではなく「心も満たす」
農業を目指しています。そして、守り継がれ
てきた農地を未来に受け継ぎ、豊かな魅力あ
ふれるまちをつくっていきたいそうです。

せきでんじ

88体の弘法大師像の顔や
表情に注目して歩きましょう♪

水車小屋

不動堂

カヤの木

土方歳三義豊之碑

見晴台からの眺め

潤徳小学校のビオトープ

散策の際は、
飲み物を忘れずに！

いずみのかみかねさだ はちがね

綺麗な環境でしか
美味しい野菜は
育ちません！

Neighbor′s 
Farm

ロゴ入りトラッ
ク

２人でしっかりと仕事を回して、豊かな生活
を送りたいですね。ネイバーズファームは、
人が集まれるような場所にしたいです。
飲食店やシェアハウスもいいなと思います。

ブラック農業に
ならないように、
勤務時間は
８時～１７時。
日曜日午後は
必ず休むように
しています。

自由にやっています。

働きやすくて、
桂ちゃんには
感謝しかない。
ありがとう！

多摩地域の魅力を訪ねる健康さんぽ
文責・撮影：編集部

取材協力・写真提供（一部）：Neighbor′s Farm
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