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国立市の大学通り・
さくら通りの桜並木
は圧巻です！

実は、とてもインドア派で、
読書と映画が好きです。

健康の秘訣は、眠くなったらす
ぐ寝ること、食事はできるだけ
自分で作ることです！得意料理
は、マーボーナス、スパイス
をたくさんいれたカレー！

今後は、新しい世界と
出会う機会を多く作っ
ていきたいです。人生
は長いので、自分の中
に湧き上がる“何か”に
目をそらさず、農業を活かして
“何か”やりたいと思ったときに実現
できるようにしていきたいです。

小野さんの最新著書
「食と農のプチ起業」

Only One

NPO法人くにたち農園の会
Walking ＆ Joy

学園都市と農ある暮らしが
楽しめるまち
　国立市は、都市の文化と農ある暮らしの両方が楽しめる、稀有なまちです。
　国立駅周辺の学園都市の味わいだけでなく、南部には農地や里山が広がる自然
の風景が迎えてくれ、国立の魅力を感じることができます。

　NPO法人 くにたち農園の会 理事長の小野淳さんは、人同士の繋がりが
希薄になる中、地域と人を結ぶ架け橋となるため、農地や古民家を活用し
た都市農業や子育て支援事業を行っています。

　コミュニティ農園「くにたちはたけんぼ」や古民家を活用
したコミュニティスペース「つちのこや」等を拠点とし、
子育てをしたくなるまちづくりを目指しています。
　小野さんの活動は、多摩地域の将来に期待できる
事業として2020年第18回多摩ブルー・グリーン賞に
おいて「多摩みらい賞」を受賞しています。

◆所 在 地：東京都国立市谷保5119
（やぼろじ内）

◆アクセス：JR南武線 谷保駅南口から
徒歩約15分

◆公式HP：https://hatakenbo.org/

NPO法人 くにたち農園の会

　国立を象徴する赤い三角屋根
とロマネスク風半円形の窓の「国
立駅」は、1926年に建築されま
した。2006年にJR中央線の立
体高架化工事にともなって解体
されたのち、2020年に再建。
現在、国立市の指定有形文化財
に指定されています。

旧国立駅舎

　菅原道真の子・道武が、
大宰府で没した父をい
たみ祀ったのを起源とし、
1181年に現在の地へ遷
したと伝えられる東日本
最古の天満宮。神社で
は学業と共に交通安全
の神を謳っています。

荘厳な空気のなかに人の温かみを感じる
谷保天満宮

　ママとは、この辺りの古語で、
「小さな崖」のこと。ママ下湧水に
は透明な清水があふれており、
2003年に「東京の名湧水57選」の
１つに選定されました。

ママ下湧水

　郷土の歴史や民族、美術、
自然に関する資料がそろう
博物館。喧噪を離れた静かな
異空間が心地よいです。

過去・現在・未来を結ぶ
くにたち郷土文化館 緑川東遺跡出土　石棒4本

（国指定重要文化財）

①国立駅　　  ②旧国立駅舎　　  ③谷保天満宮　　 ④くにたち はたけんぼ
　　　  ⑤くにたち郷土文化館　　  ⑥ママ下湧水　　  ⑦矢川駅

や　ぼ てんまんぐうきゅうくにたちえきしゃ

くにたち農園の会での
　　　　様々な事業活動♪

お蚕フレンズプロジェクト
　新型コロナウイルス感染症での外出自粛をきっかけとして、
2020年から家庭でのプチ養蚕とSNSでの情報交換、交流を楽し
む企画をはじめました。桑の葉は、都心の道端や植込みにも自
生しているので、『桑の葉さんぽ』も楽しめます。

桑の葉をモリモリ食べて
どんどん大きくなります！

蚕が繭を作る「お蚕マンション」

コミュニティ農園
「くにたちはたけんぼ」一橋大学兼松講堂

農あるくらしを身近に

理事長　小野淳さん

かねまつこうどう

ロマネスク様式の建物で、2000年
には国の登録有形文化財に選ばれ
ました。

櫻サブレ
（洋菓子店 白十字）  

大学通りの桜を
イメージ

国立産
ほうれん草を
使用

ほうれん草カステラ
（洋菓子店 白十字）

地元大学生の学
生団体と運営す
るゲストハウス
「ここたまや」
SNS等を駆使した
PRを行い、人気を
集めています。

田畑とつながる子育て古民家
「つちのこや」でのこども達へ
の絵本の読み聞かせ活動。

都内有数の水量で、
冬でも豊かに
湧き出ています

❶お蚕お姉さんのオンライ
ンお蚕トークセッション
❷繭から生糸を繰り出す
「座繰り」ワークショップ
❸養蚕農家のオンライン見
学会

蚕が繭を作る「お蚕マンション」

愛らしい姿
が魅力的

旧国立駅舎内の展示室

まつ

うた

うつ

畑の
人気者
烏骨鶏
（雄）

※各施設の開館状況等は、ホームページ等でご確認ください。

「忍者体験」を通して
畑の楽しさを
知りましょう！

おうちで蚕を育てよう！

お蚕フレンズプロジェクトでは、
こんなこともしています！

お蚕フレンズプロジェクトでは、
こんなこともしています！

畑での婚活♪
自ら収穫した野菜を
使ってのピザ作りも
体験できます。

国立の“おいしい”

まちの魅力
発信拠点

シルクをつくる虫 お蚕さんとの素敵な１か月

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）：  　　　　　　　
　　　　　　　　　　NPO法人 くにたち農園の会
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健康の秘訣は、眠くなったらす
ぐ寝ること、食事はできるだけ
自分で作ることです！得意料理
は、マーボーナス、スパイス
をたくさんいれたカレー！
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小野さんの最新著書
「食と農のプチ起業」

Only One

NPO法人くにたち農園の会
Walking ＆ Joy

学園都市と農ある暮らしが
楽しめるまち
　国立市は、都市の文化と農ある暮らしの両方が楽しめる、稀有なまちです。
　国立駅周辺の学園都市の味わいだけでなく、南部には農地や里山が広がる自然
の風景が迎えてくれ、国立の魅力を感じることができます。

　NPO法人 くにたち農園の会 理事長の小野淳さんは、人同士の繋がりが
希薄になる中、地域と人を結ぶ架け橋となるため、農地や古民家を活用し
た都市農業や子育て支援事業を行っています。
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事業として2020年第18回多摩ブルー・グリーン賞に
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NPO法人 くにたち農園の会
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体高架化工事にともなって解体
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　菅原道真の子・道武が、
大宰府で没した父をい
たみ祀ったのを起源とし、
1181年に現在の地へ遷
したと伝えられる東日本
最古の天満宮。神社で
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荘厳な空気のなかに人の温かみを感じる
谷保天満宮

　ママとは、この辺りの古語で、
「小さな崖」のこと。ママ下湧水に
は透明な清水があふれており、
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