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- Massage 「外遊び」
「自然体験」の大事さがか

ん失われています。私たちの活動は、か

「フリースペース」が挙げられます。「谷

取りが難しくなってきたと言えます。ま

つてないまでに注目されていると感じま

つて当たり前だったはずの様々な体験の

保のそらっこ」として続けてきた活動が

た、任意団体としての設立から 10 年が

す。私たちの活動は 2013 年に国立市と協

場を国立市のなかで確保していくこと、

さらに多くの人を引き寄せて展開して

過ぎ、運営メンバーも世代交代を徐々に

働で立ち上げたコミュニティ農園「はた

田畑などの地域資源と様々な生き方、働

いっています。認定こども園は 2020 年の

進めながら「子育て世代が責任をもって

けんぼ」に端を発しますが、2021 年は参

き方をする人たちとの出会いの機会を生

開園のときに入園してくれた子たちが卒

自分たちの地域を作っていく」という文

加者数が 7000 名を超え、いままでで最も

み出していくこと、それを次の世代に残

園の年を迎えます。

化を根付かせていきたいと考えています。

多くの人たちが「はたけんぼ」に来園し

していくことだと考えています。

た 1 年でした。
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その他、特筆したいのは自宅で養蚕体

若い世代が子育てしながら、新たな挑戦

大変ありがたいことに 2021 年も事業規

験ができる「お蚕フレンズ」です。複数

ができる NPO であり続けるために、引き
続きご支援、ご協力を賜れれば幸いです。

かつては子どもの遊び＝外遊びだった

模は広がりました。市の子育て支援拠点

の大手メディアに取り上げられ、このプ

はずですが、コロナ禍でますます狭い空

事業は、城山公園など屋外活動に力を入

ロジェクトを含む農泊事業が農林水産省

間で一人過ごす時間が大人も子どもも増

れ多くの参加者に恵まれ、学生団体「た

による「ディスカバー農山漁村の宝」の

えてしまったのではないかと思います。

まこまち」と連携してのゲストハウスに

優良事例として表彰されることにもつな

また同時に、子どもが大声で走り回った

は昨年の倍以上の方が宿泊、畑の家のコ

がりました。

り、高いところに登ったり、火をいじっ

ミュニティ活動、場所貸し事業も定着し

こうして事業が広がる一方で、NPO 法

たり、刃物を扱ったり、ちょっと危ない

てきました。そして新たに取り組んだ事

人としての一体感であったり、組織とし

ことにも挑戦できる場所も機会もどんど

業としては、日中の小学生を対象とした

ての仕組みづくりについては、よりかじ

2022 年 5 月吉日
NPO 法人くにたち農園の会
理事長 小野 淳
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– 谷保のそらっこ

フリースペース –

［活動記録］
はたけんぼの好きな場所で、自由に自分
時間やお友達と遊ぶ時間を過ごしていま

「空の下でつながろう！」を合言

友達と会いたい、一緒に〇〇した

す。やりたいことや挑戦してみたいこと

葉に、2021 年６月からスタート。

い！と仲間と過ごす楽しさを感

が出たときにスタッフと一緒に考えて企

ここでは決まったカリキュラムは

じ、かけがえのない仲間と出会う

画したり、スタッフ側から味噌作りや陶

ありません。
『やりたい子この指

ことができました。時にはぶつか

とーまれ！』の雰囲気で何をする

ることもありますが、それも大切

もあります。希望者で出かけた高尾山の

か決めています。毎回の昼食作り、

な学び。相手の気持ちを考え、自

遠足では山登りをしながら同じ時を共有

烏骨鶏の世話、味噌作りや陶芸体

分の気持ちを伝え、どうしたら良

し、絆を深める良い機会になりました。

験、お絵描き教室、木工など、子

いか一緒に考える。少人数だから

どもたちのやりたい気持ちを大切

こそできる、丁寧な関わりを大切

に実施しました。烏骨鶏の遊び場

にしています。学校だけが居場所

6月

6人 （4回）

を作ったり、冬のパーティーをし

じゃない、一人ひとりがかけがえ

7月

7人 （2回）

たり、子どもたちの発案で行った

のない存在だというメッセージを

8月

6人 （1回）

企画もありました。出会ったとき

伝え、応援してくださる方々に感

9月

18人 （5回）

はなんとなく一緒にいた子どもた

謝しながら今後も活動していきた

10月

17人 （4回）

ちでしたが、回を重ねるにつれ、

いと思います。（荒木友梨）

11月

54人 （8回）

12月

78人 （8回）

1月

45人 （7回）

2月

65人 （8回）

3月

52人 （7回）

芸体験、お絵描き教室、木工、稲作体験
など提案したりという形で活動すること

時には一人で、
時には一緒に。 描きたい、造りたい・・・
「今
好きな場所で思い思いの時間
を過ごします。

日はなにする？」自然に湧き
出る気持ちを大切に。

●活動実績（利用人数）

累計348人

48回

「 竹 筒 ご は ん が 食 べ た い！」 広い空の下で生きものに触
の一言がきっかけ。青竹を切
り出す所からチャレンジ！

れ、土に触れ、人と関わり、
ゆるやかにつながる時間。

みんなで企画して実現した冬
のパーティー。季節感あふれ
る素敵な会になりました。

巨大オセロがはたけんぼに出
現！？丸太に色を塗ってみん
なで作りました。

（１回あたり平均7.25人）

■参加者の声
少しずつ自信と意欲を回復し、表情も生き生きとして元
気になったことが嬉しい／遅刻早退 OK の自由さが、本
人に負担が少なくてよい／だんだん場に慣れてお友達が
できたことに、成長を感じている／子どものやりたい気
持ち、やりたくない気持ちに寄り添ってくれるのがいい
／これまではビクビクして自分の気持ちなんて言えな
かったが、子ども同士の話し合いも丁寧に支えてもらう
中で、コミュニケーショ
ンスキルの発達や情緒面
の成長を支えてもらえて
いる実感がある／太陽を
浴びて活動するので、早

親子で高尾山へ。子ども達だけではなく、
ママ達もつながった１日。仲間とともに眺
めた山頂の景色は澄み渡っていました。
6

く寝るようになった／自
由で、活動を無理強いさ
れない点が本人に合って
おり、のびのび過ごせて
いる（年度末アンケート
より抜粋・要約）
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– くにたちはたけんぼ –

［活動記録、活動実績（2 月末現在）］
【総利用人数】 7301 名
【単発イベント】

2021 年 度 は、 平 日 休 日 と も に、

けるようアプローチやトイレの改

ますますはたけんぼの稼働率が高

修等も行うことが出来ました。こ

まる一年となりました。一年を通

れだけの参加者の方々や企業、そ

して、総勢 7300 名以上（2 月末

の他たくさんの支援を得て、はた

集計）の方々にお越しいただく

けんぼは成り立っております。関

他、株式会社メトロール様協賛の

わってくださる皆さまには、心よ

もと、国産花火大会も新たに企画

り感謝申し上げます。

し、100 名以上の方にお越しいた

2022 年度は、お越しくださる皆

だき、地域の皆様に喜んでいただ

様への楽しい場の提供はもちろん

くことができました。さらに、い

のこと、はたけんぼやその周辺環

くつかの助成金を頂く中で、はた

境を次世代へと引き継いでいける

けんぼ全体のリニューアルも行う

よう行政や企業などに向けて、よ

ことができました。広場の屋根を

り具体的にアプローチをして、持

高く、拡げ、収納スペースなども

続性の高い地域を作っていきたい

確保し、入口の新規柵や掲示板の

と思います！（武藤芳暉）

設置、車椅子の方もお越しいただ

5/25

NAS 保育園ジャガイモ堀り
計 22 名

5/29

親子ジャガイモ堀り体験
計 35 名

5/29

小麦 & 大麦 & ジャガイモ
収穫体験

11/21

お米作りの前のジャガイモ収

打ち上げ花火のセッティング

穫体験。宝物探しのようで、 の様子。花火をテープで固定
なんだかわくわくしますね！ して、いよいよ着火間近！

計 30 名

はたけんぼ花火大会
計 102 名

2/12

麦踏オープンデイ
計 21 名

3/19
全7回

種まきオープンデイ
計 12 名

田んぼの上で火を焚いて、当

はたけんぼの夕日。一日の終

国立市立第三中学校

たり前に煮炊きができること
は本当に有難いです！

わりにこういう景色を見ると
疲れが飛んでいきますね。

トイレも美しくなりました！
車いすの方ももちろんです
が、快適空間になりました！

屋根が高くなり、見渡しがよ
くなりました！ロフトの秘密
基地を作りたいとの声も。

田んぼの特別授業

生徒 6 名

【事業別利用】（1 月末現在）
田んぼ関連事業：1814 名
谷保のそらっこ：2235 名
放課後クラブニコニコ：1696 名
観光：1147 名
認定こども園：142 名
その他：232 名
【畑区画利用団体】
6 団体
【パートナーシップ団体】
リトルホースとふれあう会
デッキと屋根も拡張されて、 1 年越しの竹遊具。ブランコ
収納スペース拡がり、より使 に、ネットに加えて、滑り台
いやすくなりました。
も設置される予定です。

雄鶏・雌鶏ともに増えて、賑
やかになりました。雄鶏に蹴
られないように注意！
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オープンデイも冬から再開。
気軽に来ていただけるような
日も作っていきたいです！
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【活動記録（保育行事を中心に）】
4月
5月
6月
7月

8月
10 月
11 月

12 月
1月
2月
3月

入園進級式
親子遠足・4・5 才バス遠足
保護者全体会
日曜参観
とうもろこし狩り
クラス会 ボディーペイント
お泊り保育
夏季保育
運動会・芋ほり・ハロウィン
バス遠足・黒鐘公園遠足
おかえり風の子！
子どもも大人も本気運動会
（卒園児運動会）
お楽しみ会
焼き芋
レストランやさん
お 別 れ 遠 足・ 卒 園 式

そのほか 誕生会・季節の行事など
2 歳児風の子広場・園庭開放 18 回開催
延べ 153 人参加
（3 月中旬時点）

– 認定こども園国立富士見台団地風の子 –
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開園 2 年目を迎えた 2021 年度。

とする風の子では、会えない中で

クラス会の中止や休園など、風の

の共有の難しさを痛感した 1 年で

子もコロナの影響を大きく受けま

もありました。

した。運動会・クラス会・誕生会

でも、どんな時でも子どもの笑顔

・お楽しみ会・・・風の子の保育

と元気に変わりはありません。

や行事が温かいのは、人と人が繋

遠くに行けなくても、身近な自然

がっているから。その日一日の行

の中には、“大発見”“これなんだ

事ではなく、そこに向かうまでの

ろう”“不思議だぞ”があふれて

準備や練習もみなで共有している

います。青空の下に密はない！

から。コロナ禍で、中止・延期が

子どもたちのやりたい気持ちを大

続く中でも、保護者の皆さんと協

切に、保育者だけでなく、保護者

力しながら、子どもたちが楽しみ

のみなさん地域の皆さんと共に創

にしていた行事を何とか形を変え

意工夫し、子どもも大人も育ち合

つつ、行うことができましたが、

えるより良い環境を探求していき

人と人との繋がりの深さを拠り所

ます。（小野宏子）

【泥まみれ】はたけんぼで泥
まみれ！子どもも大人も、泥
んこサイコー！

【新米】はたけんぼ米で作っ
たおにぎり♪何個もおかわり
して食べました♪

【お泊り保育】
花火・夜プール・ 【風の子パーク】久々のイベ
肝試しに手巻き寿司！みんな
のやりたいが山盛り！

ント！たき火、ゲーム、子ど
もたちも出店しました！

【葉っぱ】葉っぱがあれば、【焼き芋】大きなたき火に恐
そこは遊園地！子どもは遊び る恐るおいもを入れる子ども
の天才です。
たち。火の力を知る大切さ。

■保護者の声
この春卒園する次男の風の子生活は、そのほとんどをコ
ロナと共に過ごしました。年長として初めて取り組むお
泊まり保育や風の子での成長がいっぱい詰まった運動
会、3 年間の団結力が発揮されるお楽しみ会やレストラ
ンやさん。その時々の状況に左右されながらも、子ども
たちのやりたいを最大限実現していこうとする先生方の
努力によって、ほとんどの行事を楽しむことができまし
た。『子どもたちを中心に』を合言葉に、保育者も保護
者も協力し合う中で培われ
てきた風の子の土台があっ
たからこそ、コロナ禍でも
貴重な体験を多く経験する

風の子の運動会は「みんなで楽しむ運動会」
子どもたちも、応援する保護者・家族も、
みんなキラキラ輝いていました！

ことができました。この経
験が、子どもたちの成長と
なり、心の支えとなること
は間違いないと思います。
（2021 年 度・22 年 度 卒
園児保護者）
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– 畑の家・みんな畑 –
2021 年度の畑の家は、前年度と

素づくり体験。季節のてしごと倶

変わらず、大人向けの草木染め体

楽部での、月 1 程度の平日の場づ

験や恒例となった沈殿藍作り体験

くり。また、「Bokettona」さん

を行いました。また、新たな動き

との共催企画である「おひるね事

として、親子向けの左官体験や平

業」や「つちのこひろば」との緩

日開催の手しごと倶楽部、そして

やかな連動の中で、お母さんの癒

油絵の展示会も初開催いたしまし

しの場づくりもできたらと思いま

た！初年度より、畑の家の性質

す。みんな畑での活動も会員の方

上、大人向けの空間をイメージし

のみの活動に加えて、外からの参

ていた部分が大きかったのです

加者がふらりと畑でノンビリ過ご

が、地域に根差す中で、親子向け

せるようにするなど、よりオープ

やごちゃ混ぜで楽しんでいただけ

ンな日を増やして、畑の家とみん

るような企画も今後より一層意識

な畑を最大限に生かし、地域に貢

していきたいと考えています。具

献できる事業にしていきたいと思

体的には、タエアカデミーさん協

います！（武藤芳暉）

賛のもとの親子での草木染めや酵

［活動記録、活動実績など］
5/9

ヨモギ染め体験

6/27

茜染め体験

大人 3 名

大人 7 名

9/6,11,19（全 3 日）
沈殿藍づくりワークショップ
大人 8 名
9/20

親子漆喰フォトフレーム
づくり

9/20

親子 5 組

大人向け漆喰塗り
ワークショップ

2/28

5 月は日本のハーブ「蓬」の 6 月は、初の茜染め体験を開
季節。蓬の薬効がそのまま凝 催しました。力強い赤に圧倒
される染め会でした。
縮した染めとなりました。

大人 3 名

季節のてしごと倶楽部
味噌づくり－ 5 組 8 名

3/26

親子桜染めワークショップ
3組7名

3/28

季節の手仕事倶楽部

コミュニティ会員は皆マイ ぷりぷりのトマト。野菜たち

春のパンづくり

ペースに作業。それぞれが集 のつやつやの生命力あふれる
中している場は心地よいです。 様には、力をもらいますね！

11 組 28 名

●会員数
・畑の家会員

10 名

・区画利用会員

7組

・コミュニティ会員

4名

・共催：Bokettona 「お昼寝事業」
●利用時間数
総計 800 時間（主催事業等含む）

恒例の沈殿藍づくり講座。藍 親子漆喰フォトフレームづく
を腐らせた様子。臭いは、
、
、 り。お花や野菜で模様付した
是非体験してください。
フォトフレームが完成！

大人の漆喰塗り。参加者にい 初の畑の家での個展開催。画
つも女性が多いのが不思議で 家の大木菜々子さんの迫力満
す。みなさん上手でした！
点の絵が並んでおりました。

くにたちの桜で桜染め。今年度より、親子
向けの草木染め体験もはじまりました！
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畑仲間で忘年会！冬野菜のお
鍋 を 作 り、 燻 製 器 で 燻 製 祭
り！馬小屋もステキ空間に。

2022 年より本格始動の季節
の手しごと倶楽部。初回は、
味噌づくりイベントでした。
13

利用者数

– ゲストハウス「ここたまや」–

14

観光宿泊業界は 2021 年もコロナ

の巻」は特に好評でした。

禍で大打撃の 1 年でしたが、「こ

また 11 月 27 日には「ここたまや

こたまや」は結果として 2020 年

3 周年感謝祭」と題し、各部屋で

の倍以上のお客様に宿泊いただく

これまでを振り返る展示会を準備

ことができました。これはひとえ

し、50 名を超える方が遠方から

に、学生団体「たまこまち」皆さ

も訪れてくれました。2018 年に

んの力に依ることが大きいです。

民泊の準備を始めたころに新入生

3 代目代表となった吉良慶信さん

として加わってくれたメンバーも

のリーダーシップにより数値目標

4 年生となって卒業。創設者の坂

を立て、SNS、口コミを駆使し

根千里さんは谷保のスナックを事

た集客が成功。そして、一橋大学

業承継して起業するというミラク

以外からの新メンバーも多く迎え

ルな展開もありました。

20 名を超える団体に成長しまし

若者たちが新しいことに挑戦する

た。9 月からは 4 代目の請川文香

ことがこのコロナ禍でより難しく

さんを中心に、
宿泊だけではなく、

なっていると感じます。「ここた

お正月イベント、読書会などを開

まや」事業を通して、田畑や地域

催。地域とのつながりを広げて

の人材とつながり、地域資源を学

くれました。辻調理師専門学校の

生たちが気軽に使って、挑戦でき

小山伸二さんを招いての焚火での

る環境を維持していきたいと思い

コーヒー焙煎会「朝活！コーヒー

ます。（小野淳）

累計泊数

「 た ま こ ま ち 」 も 6 大 学 20 「朝活！コーヒーの巻」焚火
名を超える団体に成長しまし での珈琲焙煎体験。煎り加減
も人ぞれぞれ。
た。

1月

14

18

2月

12

61

3月

20

27

4月

2

3

5月

3

4

6月

4

18

7月

14

33

8月

25

86

3 周年感謝祭では「ここたま 感謝祭に合わせて作った「こ

9月

18

40

10 月

8

22

や」の歴史を振り返る展示を こたまや」
ロゴ入り T シャツ。
各部屋に。

11 月

30

36

12 月

14

23

年集計

166 名

436

学生団体たまこまち
初代代表：坂根千里さん
教室だけでなく、
も っ と 社 会・ 商
売・ 自 分 の こ と
をリアルな形で
学 び た い！ そ ん
な好奇心溢れる
学 生 が、 学 生 団
体「たまこまち」
には集まってきます。コロナで大学生
活は一変。自宅からオンラインで授業
を受けるだけ。出会いや偶然の気づき
が激減しました。
しかし、
「ここたまや」
の活動をとおして様々な挑戦を変わら
ず続けることができました。
そんなゲストハウスも 3 周年。初期か
ら携わっている学生もいよいよ卒業。
「ここたまや」を通していろんな時を
過ごした国立・谷保に再訪し、また新
しい挑戦がここで始まる未来が楽しみ
です。

大家さんをはじめ、地域の人 農林水産省から優良事例とし
たちも気軽に参加できる感謝 て表彰をうけました。
祭となりました。
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【活動記録（抜粋）】
●あそびの講座（水・土曜日）
わらべうた、絵本の読み聞かせ、音楽・
表現あそびなど。それぞれに講師を招
き、親子で楽しめるあそびのじかんを
実施しました。
●まなびの講座（水・土曜日）
成長を促すタッチケアや食育、歯育て
講座など。お子さんの成長に深く関わ
る分野について、家族みんなで学べる
講座を実施しました。
●おでかけひろば（火曜日）
地域の公園にスタッフが出張し、おで
かけひろばを実施。太陽の光を浴びて
風を感じ、土にふれ、集った仲間たち
と自然遊びを中心とした外遊びを楽し
みました。

– 地域子育て支援拠点事業「つちのこひろば」–
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コロナが終息しない状況でした

てしていくか悩んでいます。私た

が、人数・時間制限を設けつつ活

ちは「あそぶ・まなぶ・つながる」

動は通常通り継続してきました。

場を大切に活動しています。ここ

けれど時代は変化しています。コ

では、親御さんの承諾の下、子ど

ロナ感染拡大防止を考えるあま

も同士がふれあうことを見守りま

り、人との距離の取り方が分から

す。他のお子さんの動きを懸命に

なくなってきているのかもしれな

見つめる瞳、真似しようと動く身

いのです。子どもと接したことが

体、そしてなにかできたときの溢

ない、遊んだことがない、という

れんばかりの笑顔、それを一緒に

ベビーたちが現れてきたのがその

喜ぶ子どもたち、見守る笑顔の大

証かもしれません。小さな手を差

人たち。そんな時間を過ごしなが

し伸べて相手に関心を示しても、

ら、子どもたちは成長していきま

すーッと引き離され、遊ぶことさ

す。そして親御さんたちも。どん

えできなかったりするのです。マ

なときも傍らに居続ける。そんな

マたちは、こんな時代にどう子育

確信の年でした。（菅井まゆみ）

●その他の催し（金・土曜日）
夏には夏祭り、春・秋には地域の神社
へお散歩など季節を意識したイベント
を行ったり、利用者のママが中心と
なったママ部活なども初めて実施。そ
の他、近所の工房でいただいたカンナ
くずなど廃材を活用した遊びのじかん
や、どうぞの気持ちを繋げる無料バ
ザーも実施しました。

【利用者数（累計）】 3,868 名
4 月：322 名

10 月：377 名

5 月：298 名

11 月：209 名

6 月：420 名

12 月：242 名

7 月：353 名

1 月：267 名

8 月：328 名

2 月：350 名

9 月：182 名

3 月：520 名

つちのこやの和室でのんびり

つちのこやでの講座風景。み

遊ぶ様子。冬の縁側はポカポ
カ気持ちいい♪

んなで歌や絵本、そして表現
することを楽しみました。

畑で野菜収穫。種蒔きや手入

床一面に大きな紙を広げ、描

れ、収穫などの作業を通して
土にふれました。

きたいものを思い切り描いて
楽しみました。

城山公園で遊ぶ様子。林の中
に設置したハンモックで風を
感じながらゆらゆら。

落ち葉のプールで、わしゃわ
しゃ。あら、上からも葉っぱ
が～。秋の楽しい遊びです。

■参加者の声

鈴木千仁さん（お子さん：志晴くん）

つちのこひろば最大の魅力は、子どもも大人も心が解放
されのびのび過ごせること！毎回息子は着いた途端、目
を輝かせ遊び始めます。子どものどんな姿でも「いいよ
ね〜！」と受け止め肯定し共に成長を喜んでくれる実家
のような場所であり、こども同士親同士が自然と距離を
縮め、
いつの間にかお友達になれるあたたかい場所です。
講座では、息子なりにじーっと見て集中したり、にこに
こと楽しんだり、体を動
かしたり。色々な物に触
れて見て聞いて感じて、
たくさんの刺激を受けて
います。私も思い切り楽
しみながら息子の意外な
姿に驚いたり、新たな発
見をしたり！家庭ではな
かなかできない経験をさ
せて頂き、感謝の気持ち
でいっぱいです。
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【活動記録（抜粋）】
●ほしっこひろば（１〜２歳、親子）
累計：279 組、576 名
●にじっこひろば（２〜４歳、親子）
累計：380 組、746 名
実施月：４月〜３月（全 58 回）
ほしっこ・にじっこ両ひろばともに、田
んぼの１年、感触遊びや季節の制作、木
工、手指を使った遊び。水遊びや土手滑
り、季節のお散歩を取り入れ地域の公園
へのお出かけも実施。親子イベント夕涼
み会、講師による音楽遊びなども取り入
れダイナミックなあそびを通じ様々な体
験ができるプログラム。

– 谷保のそらっこ 森のようちえん –
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今年度もコロナ禍という厳しい状

の「今しかないかけがえのない

況でしたが、「空の下で遊ぼう！」

時間」を過ごせたように思いま

を軸に谷保のそらっこにたくさん

す。自然の中で遊ぶことで情緒の

の親子、幼稚園生、小学生が足を

育ち、運動発達を促し、様々な物

運んでくれました。はたけんぼの

へ挑戦する心、やり抜く力を育む

田畑に囲まれながら、土に触れ、

ことができました。子どもは実体

稲作作業や野菜の植え付け収穫を

験を通して自ら動く力、楽しむ心

したり、用水路で生き物探しをし

を育み、それを見守ってくれる大

たり、感覚を使った様々な感触遊

人がいることで安心して新しい世

びも楽しみました。また、ワーク

界へ進み出していくことができま

ショップなどの体験型プログラム

す。これからも参加者の皆様と一

も充実したものとなりました。コ

緒に子ども達の成長を見守り、共

ロナ禍の中でも、一年を通して五

に育ち合う輪を広げ、繋がり合う

感をフル活用しながら、空の下で

温かな子育て環境の場を作ってい

繋がり合う喜びを感じ、子ども達

きたいと思います。（高橋千春）

●はっぱひろば（年少〜年長、子どもの
みの活動）累計：1022 名
実施月：４月〜３月（全 50 回）
寒天遊び、粉遊び、泡遊び、氷遊び、ダ
イナミック絵具遊び、スポイト遊び、張
り子ランタン作り、凧上げ、ベンガラ染
め、木工や季節のクラフト、陶芸体験、
うどん作り、織物体験。稲作、野菜の植
え付け等の畑仕事、とうもろこし狩り。
科学実験（ドライアイス、静電気、風、
空気、音）、お馬さんとの触れ合い。また、
専任講師による表現あそび、火起こし体
験、ナイフワーク、生きもの観察、和太
鼓など。主活動後は、はたけんぼでの自
由遊びの中で、異年齢で過ごし、自然遊
びを楽しむ。

登場したのは片栗粉の山！サ

泥の感触。はじめはドキドキ

ラサラからトロトロまで。最
後は水の上を走る実験！

している子も、最後は泥んこ
の中で笑顔です。

キラキラ寒天に夢中！年齢に

お手製ブランコに、木登り。

よって遊び方や関心を示すポ
イントも変わってきます。

腰の高さの草地もなんのそ
の、多摩川探検！！

木工遊び。自分だけの作品が
できると嬉しいね！

秋の散策。制作したのはステ
ンドグラス。覗いた景色はど
んな風に見えるかな？

■参加者の声
●もくもくひろば（誰でもどうぞ）
累計：846 名／実施月：５月〜３月
親子企画（全 16 回）
箱メガネづくり、さくらんぼ狩り、ジャ
ガイモ堀り、ホタルを見に行こう、高尾
の森遠足、ヤマメのつかみ取り、丸太で
の時計づくり、キノコの菌打ち体験、化
石割り体験を実施。
ママ企画（全８回）
「ママの自分時間」でのリフレッシュを目
的として、性教育＆防犯講座、ヨガ、臨
床心理士の話、バランスボール、かご編
み、味噌づくりを実施。
【利用者数（累計）】 3190 名

【にじっこ、ほしっこひろば】
色々な体験ができ、子育てのヒントがたくさんもらえた
／自分では思いもよらない楽しい遊びや過ごし方で、1
年間楽しく参加できた／季節を感じる活動が多く、充実
していた／子どもが積極的に変化していき、心身ともに
成長を感じた／たくさんのお友達と関わって過ごすこと
ができた。
【はっぱひろば】
年齢の違うお友達からよい
刺激がもらえた／活動で出
てくる焼き芋が大好きで「最
高！」と言っていた／遊ぶ
だけではなく、作る楽しさ
も体験できて達成感があっ
た／子どもに何かあったと
き、こまめに連絡をもらえ
て安心感があった（年度末
アンケートより抜粋・要約）
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– 放課後クラブニコニコ –

［ニコニコの一年
４月

抜粋］

蓬餅作り

春野菜

綿と藍の種まき

今年で 7 年目のニコニコ。コロ

の会」自体を今後どう自立させる

ナの影響か、前年と比べると参加

かが法人全体のキーワードに。ち

夏野菜の植え付け

者が倍増し
「のんびり少人数」だっ

なみに下の写真は、今年一番印象

府中用水探検

た活動が「みんなで賑やか」に変

深い活動として選びました。この

ジャガイモの収穫

貌を遂げました。子どもたちもス

日の予報は「曇り、にわかに小降

タッフも、その変化には戸惑いを

りの雪」でしたが、当日は予報に

感じていました。まだ幼い 1 年生

反して本降りの雪。おまけにプロ

の参加が多く、子どもたち同志の

グラムは「餅つき」で、こんこん

諍いもしばしば。その子本来が持

と降る雪の中餅つきを決行するこ

つ個性を受け止め、みんなが楽し

とに。極寒の中、震えながら思い

める場を作るにはどうしたら良い

切り遊んで、みんなと食べたホカ

のか。スタッフで常に話し合い、

ホカのお餅とお雑煮。突然の雪に

実践、反省を繰り返しました。ま

飛び出す子どもたちの貪欲を全力

た運営面では、セブンイレブン記

で受け止められる場所でありたい

念財団の３年間に渡る「NPO 基

と、本来の目的を思い出した 1 日

盤強化助成」1 年目。助成の名の

でした。（村井里子）

５月

６月

種籾（米）まき

種まきをした稲を観察、田植 はたけんぼの夏は暑い！ザリ
「せーの、
えまであと 1 ヶ月。いただき ガニと一緒に用水で
ばっしゃん！」
ますまであと 7 ヶ月。

田んぼで泥遊び
田植え

ニンジン収穫

ホウキ草の種まき
７月

収穫した藍で染色
用水の生き物探し
用水で水遊び

８月
９月
10 月

夏野菜の収穫

ホウキ草の収穫
ママ下湧水とおんだしへ遠足

理事長新居の上棟式、餅投げ 竈門で炊いた今年の新米とお

用水の生き物探し

に参加。突発的イベントもた 味噌汁。
毎回お代わり続出で、
まにあるのです。
おかまは空っぽ。

秋野菜の植え付け

稲刈り

綿の収穫と綿紡ぎ

脱穀

秋野菜の世話
ハロウィン仮装パーティー
11 月

新米かまどご飯
焚き火で焼き芋

通り、ニコニコのみならず「農園

火起こし大会
冬野菜の植え付け
12 月

冬野菜収穫＆調理

染色

キャンドル作り＆

育てた綿で紡いだ糸の機織は 空の下、
太鼓ワークショップ。
毎 年 恒 例。 来 年 は 作 品 を イ ２週連続で練習、発表会では
メージして種まきできる？
みんなバッチリ。

焚き火おやつ
１月

餅つき

２月

土づくり

機織

ダンス

太鼓ワークショップ
雛飾りづくり
３月

味噌作り

にんじん種まき

ジャガイモ植え付け
堆肥作り

〈活動実績〉
活動回数

134 回

累計参加者数：1,962 名
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突然の大雪。こんな日は遊ぶっきゃない！

■参加者の声 参加者

あやさん（小２）のお母様

「放課後の子ども達にとってこんな理想的な場所がある
なんて信じられない」というのが正直な感想です。放課
後、外でたくさん遊んできて欲しいという親の願いとは
裏腹に、子どもが安心して外遊びできる環境はほとんど
ありません。公園があっても、親がつきっきりで見守る
のは難しいです。畑仕事
や川遊び、その他たくさ
んのアクティビティが体
験できて、全力で遊んで
くれる大人がいて ... お
迎 え に 行 く 度 に「 こ こ
は奇跡のような場所だ
な〜」と感謝の気持ちで
いっぱいでした。引っ越
しでもう参加できないの
が残念でなりません。今
後もこの活動が続いてい
くことを願っています。
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［活動記録、活動実績］
【親子田んぼ体験】
6/12,13,20 ／田植え
		

計 233 名

7/3,11,8/9

／草取り & 花の観察会

		

計 58 名

9/26,10/2,3 ／稲刈り
		

計 225 名

11/20,21 ／収穫祭

計 242 名

5 月からの大事な育苗期間！ 5 月末は、小麦の収穫時です。
毎年、育苗箱の枚数が増えて 「麦秋」の風景は、稲とはま
た違った美しさです！
いっております。

【大人の田んぼ倶楽部】会員数：14 名
6/19 ／田植え

計 10 名

6/19,26,7/3,10

草取り

		

計 37 名

※ 4 日開催

田植えスタート！田植えはそ 大人での田植えは小雨の中。

9/23

稲刈り

計 12 名

11/13

収穫祭

計 12 名

12/18

注連縄作り

こそこに泥んこ遊びに夢中に 親子とは違う静かで集中した
なる子もいますよ！
時間が流れていました。

計9名

【Gifte! プログラム】
● Gifte! 田んぼ体験

– 田んぼ体験 –
水田の拡大から 3 年目となっ

課題も迫ってきております。谷保

た 2021 年度も沢山の親子・大人

の田園風景を残すことは、我々の

の参加者の皆様と共に、一年間を

力だけではできないことをまざま

過ごさせていただきました。毎年

ざと思い知らされる年でもありま

のこととして、ご参加くださる方

田植え

計 73 名

7/25

草取り

計 71 名

10/17

稲刈り

計 75 名

11/23

収穫祭

計 74 名

11/3

種まき

計 71 名
計 131 名

した。改めて、我々だけでなく、

		

※ 2 枠に増加

もますます増えており、我々ス

参加してくださる皆様やスタッフ

● Gifte! 餅つき体験

タッフに親しんでいただくだけで

の仲間たち、そして関係してくだ

12/26.27,28,30,1/4,5

なく、活動を応援してくださる方

さる全ての方々のお陰で成り立っ

もますます増えてきており、本当

ていると心から思います。2022

に有難い限りです。2021 年度は、

年度は、これまでの活動の積み重

新たにお米の裏作である小麦栽培

ねのお陰もあり、新たな水田を手

体験も始まる等、より事業として

伝わせていただくお話もいただき

も拡大し、活動の基盤が強く定

ましたので、より一層の感謝の気

まってきていると感じます。

持ちでお米作りにいそしみたいと

しかし、その一方で、一部水田

思います。（武藤芳暉）

毎年田んぼに訪れる親子鴨。 大人の田んぼ倶楽部は、作業
田んぼに通うと、その成長も の後は焚火の時間。焚火を囲
見れるのが喜びの一つです。 う至福の時間です。

● Gifte! 小麦体験
2/23,26 麦踏み

が宅地開発されるなど、現実的な
22

7/4

計 390 名
実りの秋！ 2021 年度は、収 親子での稲架がけ風景。刈る
穫量も増加し、600 ㎏以上の だけでなく、落穂を拾い集め
お米が収穫できました！
るところまでがお仕事！

大人も稲刈り頑張りました！
とっても暑い日で、皆さんへ
とへとの稲刈りでした！

稲刈りの後の、はたけんぼ産
小麦のピザ！サクッとした触
感でとっても美味しい！
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［実施企画］
●おうちで蚕を育てよう！お蚕フレンズ
プロジェクト
約１ヶ月の「おうち養蚕」と SNS によ
る情報交換、交流を楽しむ企画。
「春蚕」
6 月〜 7 月

参加者数：98 名

日本在来種「小石丸」
。小振 「カラフル蚕の自由研究セッ
りでピーナッツのように真ん ト」上：錦秋鐘和 / 左：眞玉姫
中がくびれているのが特徴。 Ⅱ / 右：ローザ / 下：小石丸。

「カラフル蚕の自由研究セット」
7 月〜 8 月

参加者数：９名

「秋蚕」
8 月〜 9 月

参加者数：17 名

●お蚕クエスト！みんなの桑マップ

芦沢養蚕オンライン見学会 営繭直前の５令蚕 in 飼育台。

６月１９日

超巨大回転式飼育台「ボンビ 均一管理のため、上下に観覧
クス」説明中の芦澤さん（右） 車のように回転します。

参加者数：６名

雨天の中でしたが、国立駅前の赤い駅舎
からスタートし、城山公園の古民家まで
国立を縦断しながらお蚕さんの食草であ
ルーペ越しの２令幼虫と３令幼虫

る桑をマッピングする企画。ゴールの城
山では桑茶の振る舞いと、座繰り体験を

– お蚕フレンズプロジェクト –

行いました。
●芦沢養蚕オンライン見学会

24

2 年目となる 2021 年の春は、新

長田さん、毎年蚕種を購入してい

聞 TV など各種メディアに取り上

る長野の上田蚕種のご担当者も見

げていただき、大河ドラマ「晴天

学会にご参加いただき、今の養蚕

を衝け」の影響もあってか幸先の

を支える 3 者の対談を実現でき

良いスタート。Facebook の非公

たことは感無量でした。

レンズが「畑の家」に集結し、「おうち

開グループも登録者数 115 人とな

また今年は、育てやすく一般的な

座繰り機」の制作や、蚕の蛹おつまみに

り、前年参加の先輩が今年の現役

一代交配品種に加え、日本在来種

舌鼓を打ちながらのお蚕トークを楽しみ

生に SNS でアドバイスするとい

の「小石丸」、夏には「カラフル

う、部活のような流れが生まれま

蚕」として黄色い繭を作る「眞玉

した。

姫Ⅱ」オレンジ色の繭を作る「ロー

withSAEDECO

オ ン ラ イ ン 見 学 会 で は 年 間 120

ザ」も登場。

10 月 26 日

万頭の蚕を飼育する山梨県の芦沢

今後も「おうち養蚕 + オンライ

養蚕へ。数十年前の最新機械を駆

ン交流」をベースに、枠にとらわ

使した大規模養蚕農家の現在をラ

れないここだけのコンテンツにこ

イブで熱く語っていただきまし

だわり、発信し続けます。（村井

た。八王子長田養蚕５代目当主の

里子）

9 月 11 日

参加者数：55 名

●お蚕フレンズ
9 月 25 日

「お蚕クエスト」ゴールの城
山国立市古民家は元養蚕農家
住居。竈門で座繰り体験

伊 料 理 Casa di Camino 川
上シェフ考案で蚕食も思案
中。試食会お楽しみに。

オフ会

参加者数：８名

コロナ禍の中、少人数ながら個性的なフ

ました。
●シルクのアクセサリーワークショップ

シルクのアクセサリーワーク 記念すべき第一回お蚕フレン
ショップでは繭を真綿に加工 ズオフ会。フレンズなら一度
する真綿作りから挑戦。
はやりたい座繰り体験。

参加者数：５名

【視察・研修】
日野市

仲田の森蚕糸公園・桑園・桑ハ

ウス視察
群馬県

撚糸研修・藁まぶし作り研修

繭から生まれる素材は多彩。 仲田の森蚕糸公園は、
「旧農
左からケバ、きびそ、生糸、 林省蚕糸試験場日野桑園」。
つむぎ糸、角真綿、袋真綿。 日本養蚕研究の中心でした。
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–（株）みらいスクールとのコラボで贈る Gifte ！親子体験 –
ワクワクの学び体験を子どもに贈る Gifte ！体験として、

– 旅するがっこう –
［活動記録］

はたけんぼやつちのこやを舞台に行う「畑で始める０か

●東京の自然の中で流木クラフト＆ラフティングにチャ

らのものづくり体験」も定番化。今年もたくさんの家族

ンレンジ！地域の仲間と協力して自分から何でもやって

にご参加いただきました。Gifte ！では「学び」により

みよう！〜

重点を置き、子どもだけでなく大人も楽しめるプログラ
ムが好評です。
［活動記録（抜粋）］

2021 年 11 月（1 泊 2 日）
協力：みたけレースラフティングクラブ
参加者数：10 名
国立から多摩川でつながる東京都御嶽のエリアで、紅葉

●季節の旬をいただく！やさい畑体験

をながめながら、10 人の小学生がラフティングに挑戦。

全３回（植え付け、収穫、クッキング）

水温 12℃。ちょっぴり冷たかったけど、みんなで息を

参加組数：48 組

合わせてビュンビュン進むチームワークを感じてきまし
た。

●作付けから味噌作りまで！だいず畑体験

火起こしして、露天風呂づくり！

全４回（植え付け＆ジャガイモ掘り、枝豆収穫、大豆収穫、

落ちてる石を削って、ナイフづくり！

味噌作り）／参加者数：40 組

大きな石があったから、しがみついて登ってみる！
秋の自然に包まれて、チャレンジ満載の 2 日間でした。

●綿で紡ぎ、藍で染める！畑から始める手織り体験
全４回（植え付け、藍の生葉染め、綿の収穫と綿紡ぎ、

●北海道東いぶりへ行こう！

機織）／参加組数：36 組

〜馬やヒツジと森づくり〜
仲間と、冬の北海道東いぶりの自然を感じながら

●田植えから収穫祭まで！家族で楽しむ田んぼ体験

森で過ごそう～

全４回（田植え、草取り＆生き物調査、稲刈り、収穫祭）

2022 年１月 4 泊 5 日

参加組数：24 組

協力：いぶり自然学校
参加者数：17 名

●新年を祝う伝統行事！餅つき＆しめ縄作り体験
全１回／参加組数：150 組

幼児 5 歳〜中学生まで 17 人が大家族のように銀世界の
中で過ごした 5 日間。

●麦ふみからピザ作りまで！家族で野菜も楽しむ小麦畑

冬のイコロ・和みの森。馬、ひつじ、にわとりの世話は、

体験

水もえさも凍っちゃう。

全３回（麦播き、麦踏＆ジャガイモ植え付け、収穫＆ピ

雪かき、薪割り、雪合戦、かまくら、ソリと遊びも仕事も、

ザ作り）／参加者数：48 組

朝から晩までやっても飽きずに没頭。
道産子馬の「ナナ」が森から切り出した木材を運ぶ姿「馬
搬」や、馬そりもドキドキ体験。
非日常の時間を、仲間との折り合いを大切に、工夫して
暮らした森での生活。
みんなが割った薪は、数年後に暖かい薪ストーブに使わ
れる暮らしの循環を知る。
小さな都会の自然体験と、大きな自然との行き来は、地
域の方にご協力いただき、
生き抜く力、豊かな感性につながる心と身体を育む機会
となりました。（佐藤有里）
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– ご寄付・ご支援いただいた皆様へ –

– message –

松橋さんには、2020 年度よ

子たんぼ」に孫達と参加し

り続けて田んぼ体験にご参

ました。泥にまみれる田植

加いただき、そんな中「花

え体験も素晴らしかったが、

火大会をやろうよ！」とい

スタートから 10 ヶ月。参加

2021 年度、当法人の活動へのご支援

11 月にはご寄付いただいた花火で「は

焚火を囲んで大人達との対

う松橋さんからのご提案に、

当初は元気がなかった子ど

として、総額 196,000 円のご寄付を

たけんぼ」で初めての花火大会を開催

話 も 楽 し み で し た。「 子 ど

即時開催を決めました。

もたちが目を輝かせて駆け

いただきました。

しました。打上花火も手持ち花火もす

も達を、季節外れの花火で

あっという間に 100 名もの

回り、生き生きと活動する

喜ばせたいね」いたずら心

参 加 者 が 集 ま り ま し た が、

姿を目にし、フリースペー

での企画だったが 100 人以

花火大会は本当に素晴ら

スの存在意義を実感してい

上の参加希望者にはビック

しいものとなり、終了後の

ます。今後も、居場所を必

誠にありがとうございます。

べて国産！という素晴らしい時間に、

いただいたご寄付は、主に、日中の居

大人も子どもも大興奮でした。

場所を必要としている子どもたちを対

コロナ禍で多くのお祭りや花火大会が

リ！農業を通じた地域おこ

皆さんの笑顔とたくさんの

要とする子どもたちが安心

象に始めた「谷保のそらっこ フリー

中止になるなか、このような機会が持

しの可能性に、将来の希望

感謝の言葉が忘れられませ

して過ごし、様々な事を体

スペース」事業での活動費に使わせて

てたことをありがたく思っておりま

を感じます。今年も応援し

ん！是非、毎年の恒例とし

験し、学び、自己肯定感を

て喜ぶ親子の元気な声が聞

ていきたいと思います！

高められる活動を続けたい

きたいです！

ご提供、ありがとうござい

と考えています。引き続き

ました！

温かいご支援とご理解をお

いただきました。

す。参加者からは「子どもに初めて大

お陰様で、週に２回、各回１０名程度

きな花火を見せてあげられた」との声

の子どもたちをはたけんぼに迎えるこ

もありました。

とができました。
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「大人の田んぼ倶楽部」「親

（花火をご提供いただいた支
援者

株式会社メトロール

代表

松橋卓司様）

（はたけんぼ担当理事
藤）

武

願いいたします。
（理事

荒木、高橋）
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–「農が身近にある暮らし」を実現するために –
サポーター募集

special thanks
LOHATY

指田美月

太田洋行

NAKAGAWA
SACHIKO

柴田由香里
首藤なずな

大庭まゆみ
池崎オサム

suwa

小川純子

池田剛彦

鮎田よし子
為井淳一

小野円
小野宏子

中山昭子
中山隆志

井龍あい子

小林まどか

長岡有希子

羽立由卯花
奥野宏子

小林未央
小澤由佳子

田中えり子
田中沙織

自然と人の営みが調和し、子どもた

せん。前ページの背景画像は、たく

ちの笑い声が響く田んぼや畑。そん

さんの親子と一緒に農体験を行った

な里山風景がここ、東京都国立市谷

田んぼの風景です。耕運、田植えや

保には残っています。

稲刈り、用水の通水管理といった稲

0 歳から 12 歳までが利用できる田

作を、遥か昔から脈々と受け継いで

畑を活用した子育て支援を中心に、

きた地元農家の営みがあってこそ今

横田亜紗子
沖田吉史

松浦えりか
松橋卓司

田中容子
那波ゆず

大人も楽しめる畑や手仕事の機会を

に残る環境です。

加藤恵子

松元彩佳

内岡恵

加藤彩加

松川久実

年森恭子

河野真太郎
岩井智史

松尾祐子
松本卓也

富山夕可里
武田陽子

岩本拓也
岩本侑哉

上杉久代
新井弓子

武藤あかね
武藤芳暉

吉村多恵子

森田慧

平島素子

橋立真美
金井大治
古谷野 苑子
荒木友梨
高橋千春
高沼恵
高沼陸人
高瀬健男
高野宏
根本多恵子
佐藤アミ
佐藤有里
佐藤留美
佐藤颯
佐伯有香
佐野麻子
坂東正朗
山田里子

菅井まゆみ
菅原由美
瀬上幸子
笹泰子
是川夕
西脇さやか
石村国興
石村美果
川口さやか
川口毅
前川友子
早川紗枝
蔵田一美
村井祥平
村井里子
村田憲郎
村田和歌子
太田真帆

峯岡智子
北里圭司
木村淳二
野原勇
野島美佳
緑川まゆ
和久光代
和久倫也
齋藤あけみ
齊藤亜紀子
高橋真奈

創出する私たちの活動は、ご支援い
ただいている個人・団体の皆様に

写真中央の田んぼは 2021 年の稲刈

よって成り立っています。

りを最後に、現在は住宅が建ってい

特に、日中の居場所を必要としてい

ます。活動を応援したい！と思われ

る子どもを対象としたフリースペー

た方は、ぜひサポーターとしてご支

ス事業の運営や、減りゆく身近な田

援ください。共に「農あるまち」
「農

畑を残し次の世代にバトンタッチす

のある暮らし」を子どもたちに受け

るためには皆様のご支援が欠かせま

継いでいきましょう。

参加方法
●

寄付で応援（法人・個人）

毎月サポーター

毎月継続的に定額（月額 1,000 円、3,000 円、

5,000 円、10,000 円）をご寄付をいただく。
都度サポーター

ご都合の良い時にご寄付をいただく。

支援物資の寄付 物品や食料品などをご寄付をいただく。
https://hatakenbo.org/support
●

一緒に活動して応援

（株）エマリコくにたち
ニッポー設備（株）
満建築工房（株）
順不同／敬称略

法人 社員・顧客を対象とした農体験プログラムをご要望に沿って
企画・提案いたします。また、共同企画のご相談も歓迎いたします。
さまざまな形で CSR 活動との協働が可能です。

●はたけんぼのお隣・満建築工房様よりなんと水道水のご提供。ホースで水を引かせていただき、

是非お気軽にお声がけください。

念願の上水設備を設置。

https://hatakenbo.org/contact_hatakenbo
個人 子育て支援活動・畑仕事・イベントのスタッフやボランティ
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［写真上から］

●子ども用品のリサイクル事業「ぷくぷく」には常時 120 センチ以下のお下がりが提供され、必要
な人の手に。
●つちのこひろば利用者より、成長されたお子さんが卒業した木製レールおもちゃのプレゼント。

アとして一緒に活動してくださる方、随時募集しております。

●「くにたちどろまみれ」で温水シャワー利用していた発電システムをニッポー設備株式会社様よ

https://hatakenbo.org/staff_boshu

りご提供いただきました。
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資料 –

〈概要〉

〈沿革〉

名称		

特定非営利活動法人

くにたち農園の会

本部事務局

〒 186-0011

設立年度 		

特定非営利活動法人内閣府認証取得

登記完了

法人設立

東京都国立市谷保 5119（やぼろじ内）
2016 年 12 月 2 日

2016 年 12 月 15 日

2011 年

国立市「農業・農地を活かしたまちづくり」協議会にて、新しい農園モデルを検討。

2012 年

任意団体「くにたち市民協働型農園の会」設立。

2013 年

閉園した梨園跡地にコミュニティ農園「くにたち はたけんぼ」開園。

2014 年 「はたけんぼ」を現在の地に移転
2016 年

〈役員〉
理事長

2017 年
小野淳

特定非営利活動法人「くにたち農園の会」設立
古民家シェアスペース「やぼろじ」に入居、
「田畑とつながる子育て古民家 つちのこや」開設。

副理事長 佐藤有里／武藤芳暉

2018 年

国立市から地域子育て支援拠点事業を受託「つちのこひろば」開始。

理事

村井里子／荒木友梨／小野宏子／高橋千春／松尾裕子

2019 年

ゲストハウス「ここたまや」にて民泊事業開始。

監事

是川夕

農林水産省「農泊推進事業」採択。都市農地貸借円滑化法により水田を拡大。
2020 年

認定こども園「国立富士見台団地風の子」開設
畑つきレンタル平屋「畑の家」開設

〈事業所〉
○コミュニティ農園「くにたち はたけんぼ」
○田畑とつながる子育て古民家「つちのこや」
○ゲストハウス「ここたまや」

〈メディア掲載／取材協力〉
○テレビ NHK「首都圏ネットワーク」（7/2

○認定こども園「国立富士見台団地

風の子」

○畑つきレンタルスペース「畑の家」
○新聞

読売新聞（5/30

しんぶん赤旗（お蚕フレンズ）

（2）畑作・稲作体験

農協共済新聞（10/13
○雑誌

（5）農地を活かしたイベント活動のサポート

〇WEB

けやき出版「BALL」（7/31

〇書籍

紹介）

みどころらくがん）
お蚕フレンズ）

サントリー YouTube「サントリー本気野菜の育て方」（7/17）
TOKYO GROWN （1/7

（6）農のある風景・環境の保全
（7）地元農産物の普及提供

食と農のプチ起業

「畜産コンサルタント」（8/20

（4）動物とのふれあい、飼育体験

はたけんぼ）

こそだてひろば）

お蚕フレンズ）

（1）都市農地を活用できる団体への畑区画貸し出し
（3）乳幼児、児童の野外体験活動

はたけんぼ）

ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる！」（11/17
○ラジオ ＦＭ東京「サステナデイズ」（11/4

〈事業内容〉

お蚕フレンズプロジェクト）

テレビ東京「よじごじ DAY ｓ」（10/26

農林水産振興財団

「食と農のプチ起業」（6/28

イカロス出版

新春記事）
小野淳著）

（8）都市農業振興にかかわる普及啓発活動
（9）災害時の防災拠点として機能できる施設整備
（10）都市農地を活用した事例の情報発信

〈受賞〉
農林水産省

関東農政局 「ディスカバー農山漁村の宝」優良事例認定

（11）子育て支援事業
（12）認定こども園設置法による認定こども園の事業
（13）その他目的を達成するために必要な事業

〈助成一覧〉
セブンイレブン記念財団

環境市民活動助成（NPO 基盤強化助成）／日本財団

成金（通常募集）／東京都産業労働局
振興機構

保育園等による木育活動の支援事業／国立青少年教育

子どもゆめ基金／（公社）国土緑化推進機構

摩地域市民活動助成／一般社団法人第一生命財団
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2021 年度助

緑と水の森林ファンド／真如苑 多

待機児童対策・保育等助成事業
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