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落合
川

南
沢
通
り

トウモロコシや枝豆の
収穫体験を行い、農
業でつながる人と人の
輪を大事にしています。
皆さん、野菜の甘さ
や新鮮さに毎回驚か
れています。

数多くある品種の中から、その時期に適し
たより美味しい品種を選んでいます。

「平成の名水百選」に選ばれた市内の水を使
用し、みずみずしい野菜作りに役立ててい
ます。

良質で有機質を多く含んだ堆肥を土に入れ、
健康的で美味しい野菜を育てます。

ひとしの野菜 こだわり三ケ条

篠宮農園の野菜♪

❶
品種

❷
水

❸
土作り

メイン：甘唐辛子  白茄子  
トウモロコシ  A5ランク鹿児島和牛

焼物：トマトの生姜焼き
ケールの素揚げ オクラの大根おろし
サバのレモン焼き

東久留米の野菜の美味しさ、農業
の魅力が一人でも多くの方に伝
わったらいいですね！

食を通じて地域の繋がりを広げて
いきたいですね。

トマト約７個分の旨味が凝縮。
加工は、社会福祉法人にて
行っています。

子どもに大人気の
篠宮さんの似顔絵
入りパッケージ

東久留米の野菜を食べよう！東久留米の野菜を食べよう！

お造り：オクラ  平目  鰹 蒸物：枝豆とトマトと若鶏の茶碗蒸し 焼き茄子餡掛け

地産地消を
  目指します！
地産地消を
  目指します！

Only One

　篠宮農園代表の篠宮仁さんは、東久留米の豊かな水をもとに、年間
約20品目の野菜を生産しています。
　篠宮さんは、市内の飲食店等と協力して東久留米の野菜の美味しさ

を広めるイベントを企画する等、地域活性化のため、常に遊
び心を持って挑戦を続けています。土に触れ、新鮮な野菜
の甘さやみずみずしさを味わえる収穫体験イベント
は、食べる人と作る人の距離が縮まるので開催者であ
る篠宮さん自身も楽しみにしているそうです。

篠宮農園

東久留米から東京の農業を元気に！

篠宮農園 代表　篠宮仁さん

Walking ＆ Joy

きれいな水と豊かな土壌に
恵まれたまち
　東久留米市には原始・古代の遺跡をはじめ、黒目川と落合川が市内の中心
部を流れ、環境省による「平成の名水百選」にも選ばれた「落合川と南沢湧水群」
があり、歴史と自然が豊かな魅力的なまちです。

※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。

Café てん

季節感あふれる色とりどりの
ケーキと焼き菓子が人気。

Pâtisserie Cafe  M.YASUHIKO
エム ヤ ス ヒ コ

◆所在地：東久留米市南沢1-14-11
◆アクセス：西武池袋線「東久留米駅」から徒歩13分
◆HP：https://hitoshinoyasai.com

篠宮農園

①東久留米駅　　 ②竹林公園　　 ③落合川いこいの水辺

　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　④南沢氷川神社　　 ⑤東久留米駅

　柳久保小麦を使用した東久留米の新名物
　『ひがしくるロフ』

しのみやひとし

篠宮農園は、古くから農業を
営んでおり、篠宮さんは
20代目くらいとのこと。

畑の広さは約1.7ヘクタール。

「関東の駅百選」に選ばれている
東久留米駅

ちくりんこうえん

みなみさわひかわじんじゃ

　約2000本の孟宗竹が生い茂る公園は、
静寂に包まれ、「新東京百景」の一つに選
ばれています。遊歩道
を散策すると日常の疲
れも癒されます。
　公園の一画から湧く
水は、清らかな湧水池
を作り、「東京の名湧
水57選」に選ばれてい
ます。

竹林公園

未来に遺したい水と緑
　遊歩道から直接水辺に降り、
川遊びを楽しめます。また、
芝生の上でシートを広げて
ちょっとしたピクニック気分で
一休みできます。

落合川いこいの水辺

　南沢緑地保全地域の湧
水地に鎮座し、湧水守護神
として創建されたと伝わっ
ています。緑と湧水の里の
鎮守として崇敬を集めてい
ます。

　柳久保小麦は、江戸時代の嘉永４年
（1851年）に、現在の東久留米市柳窪
に住んでいた奥住又右衛門が旅先から
持ち帰り、栽培したのが始まりだと言われています。
　背丈は一般的な小麦より高く、取れる粉は粘り気があ
り、香りが豊かという特徴があります。収穫量が少なく
倒れやすいことなどから一時は姿を消しましたが、又右
衛門の子孫が、昭和の終わりに“幻の小麦”の栽培を復
活させました。
　市内の飲食店ではこの柳久保小麦を使ったメニューが
あり、うどん、パン、かりんとう、クッキーなどに使用
されています。

南沢氷川神社 柳久保小麦
やなぎく ぼ こ むぎ 
～ 幻の小麦 ～東久留米市

の
特産品

武蔵野の雑木林からの湧水

メープルクッキー

　篠宮さんが企画に携わった『東久留米野菜を食べる
日！』というイベントが今年の夏に２回、開催されま
した。市内の農家の方たちが丹精を込めて育てた野
菜を、野菜ソムリエがコーディネートし、板前さんの丁寧な仕事
によって、地元の野菜たちを洗練された一品に仕上げました。

完熟トマトケチャップ

HP Instagram

もうそうちく

一面に広がる
竹林は圧巻！

水辺で
カワムツ釣り
を楽しんで
いる人も
いました。

東久留米市役所
の１階にある落ち着いた
雰囲気のカフェ。
障害のある方が働く場にも
なっています。

Caféてん 自慢の
『柳久保小麦うどん』

1日限定5食
（水・木・金のみ）

東久留米市内で
栽培された柳久保小麦
を使った手打ちうどん東久留米市の“おいしい”

新商品

多摩地域の魅力を訪ねる健康さんぽ
文責：編集部
　取材協力・写真提供（一部）：篠宮農園

社会福祉法人イリアンソス
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落合川いこいの水辺
Café てんCafé てん

Pâtisserie Cafe
M.YASUHIKO
Pâtisserie Cafe
M.YASUHIKO

●東久留米市役所●東久留米市役所

●南沢水辺公園●南沢水辺公園

イトーヨーカドー ●イトーヨーカドー ●

落合
川

南
沢
通
り

トウモロコシや枝豆の
収穫体験を行い、農
業でつながる人と人の
輪を大事にしています。
皆さん、野菜の甘さ
や新鮮さに毎回驚か
れています。

数多くある品種の中から、その時期に適し
たより美味しい品種を選んでいます。

「平成の名水百選」に選ばれた市内の水を使
用し、みずみずしい野菜作りに役立ててい
ます。

良質で有機質を多く含んだ堆肥を土に入れ、
健康的で美味しい野菜を育てます。

ひとしの野菜 こだわり三ケ条

篠宮農園の野菜♪

❶
品種

❷
水

❸
土作り

メイン：甘唐辛子  白茄子  
トウモロコシ  A5ランク鹿児島和牛

焼物：トマトの生姜焼き
ケールの素揚げ オクラの大根おろし
サバのレモン焼き

東久留米の野菜の美味しさ、農業
の魅力が一人でも多くの方に伝
わったらいいですね！

食を通じて地域の繋がりを広げて
いきたいですね。

トマト約７個分の旨味が凝縮。
加工は、社会福祉法人にて
行っています。

子どもに大人気の
篠宮さんの似顔絵
入りパッケージ

東久留米の野菜を食べよう！東久留米の野菜を食べよう！

お造り：オクラ  平目  鰹 蒸物：枝豆とトマトと若鶏の茶碗蒸し 焼き茄子餡掛け

地産地消を
  目指します！
地産地消を
  目指します！

Only One

　篠宮農園代表の篠宮仁さんは、東久留米の豊かな水をもとに、年間
約20品目の野菜を生産しています。
　篠宮さんは、市内の飲食店等と協力して東久留米の野菜の美味しさ

を広めるイベントを企画する等、地域活性化のため、常に遊
び心を持って挑戦を続けています。土に触れ、新鮮な野菜
の甘さやみずみずしさを味わえる収穫体験イベント
は、食べる人と作る人の距離が縮まるので開催者であ
る篠宮さん自身も楽しみにしているそうです。

篠宮農園

東久留米から東京の農業を元気に！

篠宮農園 代表　篠宮仁さん

Walking ＆ Joy

きれいな水と豊かな土壌に
恵まれたまち
　東久留米市には原始・古代の遺跡をはじめ、黒目川と落合川が市内の中心
部を流れ、環境省による「平成の名水百選」にも選ばれた「落合川と南沢湧水群」
があり、歴史と自然が豊かな魅力的なまちです。

※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。

Café てん

季節感あふれる色とりどりの
ケーキと焼き菓子が人気。

Pâtisserie Cafe  M.YASUHIKO
エム ヤ ス ヒ コ

◆所在地：東久留米市南沢1-14-11
◆アクセス：西武池袋線「東久留米駅」から徒歩13分
◆HP：https://hitoshinoyasai.com

篠宮農園

①東久留米駅　　 ②竹林公園　　 ③落合川いこいの水辺

　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　④南沢氷川神社　　 ⑤東久留米駅

COURSECOURSE

　柳久保小麦を使用した東久留米の新名物
　『ひがしくるロフ』

しのみやひとし

篠宮農園は、古くから農業を
営んでおり、篠宮さんは
20代目くらいとのこと。

畑の広さは約1.7ヘクタール。

「関東の駅百選」に選ばれている
東久留米駅

ちくりんこうえん

みなみさわひかわじんじゃ

　約2000本の孟宗竹が生い茂る公園は、
静寂に包まれ、「新東京百景」の一つに選
ばれています。遊歩道
を散策すると日常の疲
れも癒されます。
　公園の一画から湧く
水は、清らかな湧水池
を作り、「東京の名湧
水57選」に選ばれてい
ます。

竹林公園

未来に遺したい水と緑
　遊歩道から直接水辺に降り、
川遊びを楽しめます。また、
芝生の上でシートを広げて
ちょっとしたピクニック気分で
一休みできます。

落合川いこいの水辺

　南沢緑地保全地域の湧
水地に鎮座し、湧水守護神
として創建されたと伝わっ
ています。緑と湧水の里の
鎮守として崇敬を集めてい
ます。

　柳久保小麦は、江戸時代の嘉永４年
（1851年）に、現在の東久留米市柳窪
に住んでいた奥住又右衛門が旅先から
持ち帰り、栽培したのが始まりだと言われています。
　背丈は一般的な小麦より高く、取れる粉は粘り気があ
り、香りが豊かという特徴があります。収穫量が少なく
倒れやすいことなどから一時は姿を消しましたが、又右
衛門の子孫が、昭和の終わりに“幻の小麦”の栽培を復
活させました。
　市内の飲食店ではこの柳久保小麦を使ったメニューが
あり、うどん、パン、かりんとう、クッキーなどに使用
されています。

南沢氷川神社 柳久保小麦
やなぎく ぼ こ むぎ 
～ 幻の小麦 ～東久留米市

の
特産品

武蔵野の雑木林からの湧水

メープルクッキー

　篠宮さんが企画に携わった『東久留米野菜を食べる
日！』というイベントが今年の夏に２回、開催されま
した。市内の農家の方たちが丹精を込めて育てた野
菜を、野菜ソムリエがコーディネートし、板前さんの丁寧な仕事
によって、地元の野菜たちを洗練された一品に仕上げました。

完熟トマトケチャップ

HP Instagram

もうそうちく

一面に広がる
竹林は圧巻！

水辺で
カワムツ釣り
を楽しんで
いる人も
いました。

東久留米市役所
の１階にある落ち着いた
雰囲気のカフェ。
障害のある方が働く場にも
なっています。

Caféてん 自慢の
『柳久保小麦うどん』

1日限定5食
（水・木・金のみ）

東久留米市内で
栽培された柳久保小麦
を使った手打ちうどん東久留米市の“おいしい”

新商品

多摩地域の魅力を訪ねる健康さんぽ
文責：編集部
　取材協力・写真提供（一部）：篠宮農園

社会福祉法人イリアンソス
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