
木島平米「村長の太鼓判」
　木島平村で採れるお米の中でも、厳しい品質基準
を満たしたお米が「村長の太鼓判」
に認定されます。

やまびこの丘公園
　園内のダリア園では、夏
から秋にかけて260種が開
花し、開花時期に合わせて
「ダリア祭り」が開催されま
す。小動物とのふれあいや
マレットゴルフなどを楽しむ
ことのできる「望郷にこにこ
ファーム」も人気です。　
■　所下高井郡木島平村大字上木島3278
■　問木島平観光（株）☎0269－82－4404

　木島平村で採れるお米の中でも、厳しい品質基準　木島平村で採れるお米の中でも、厳しい品質基準
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米・食味分析鑑定コンクール
国際大会で
10年連続金賞受賞

名水火口蕎麦

日本酒「内山乃雫」

 【8】　No.1666 令和2（2020）年10月5日 　 【9】　  　特　集 特　集

　午後３時30分～（５分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります　

放送時間　毎日正午～、午後４時～、８時～（各30分）※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

J:COM（地デジ11ch）
「テレビ広報ちょうふ」

〈５日号〉 10月５日～11日　職員インタビュー、調布・木島平村採れたて旬情報！
〈12日号〉10月12日～19日　職員インタビュー、事業リポート

アスパラガス
　採りたては、生でも食べられる
ほどで、太くて柔らかく甘味に定
評があります。

　オヤマボクチ（山ごぼう）をつ
なぎに使った、風味豊かでのど
越しの良い蕎麦です。

望郷にこにこファーム

　新型コロナウイルス感染症により影響を
受けている村の事業者支援と、特産品を通
じた村のPRを目的に、送料無料・数量限
定・特別価格（定価の３割引き）で特別販売
を行いました。

　毎年秋に開催されている村民祭の時季に
合わせて、花火を打ち上げます。

木島平村の特産品セット特別販売

木島平村で花火打ち上げ

　日本有数の米どころであ
る木島平村の豊作を祈願す
るため、深大寺で「お田植え
の儀」や「稲刈りの儀」を開
催。

　調布市の小学生が
村内１５軒の家庭に４
泊５日でホームステイ。
畑仕事などを通して村
の生活を体験。

　調布市の小学５・６年生が２
泊３日で村を訪れ、英語プログ
ラムや収穫体験を通して生き
た英語を体験。

今年で盟約35周年

　村の特産品が当たるお楽しみ
抽選会や鬼島太鼓、子どもたちの
ダンス発表などの催しが行われ
る村の魅力が詰まったイベント。

望郷にこにこファーム

ま  ぐせ

　調布市と木島平村の姉妹都市盟約を記
念して村で結成され、交流イベントなどで力
強い和太鼓の演奏を披露。

　トレッキングや手すき和
紙、スキーなどの体験を通
して四季折々の木島平村を
楽しむバスツアーを、年間３
～４回開催。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい
る市内の大学生の生活を支援するため、相互友
好協力協定締結大学など5つの大学の7つの学
生寮（約750人）に対し、1人当たり2kgの木島平
村のお米を提供しました。提供を受けた大学生は
SNSなどで村をPRしました。

買ってみよう

　木島平村の特産品などを販売しているアンテ
ナショップです。他にも旬の野菜や観光情報な
ども取りそろえています。　
■　所小島町1－34－11　営業時間／午前10時～
午後6時　定休日／日曜日、祝日　
■　問新鮮屋☎489－3610

食の駅 新鮮屋

　木島平米や野菜などの農産物の直売やそば処、カフェなど
の飲食店があります。今年8月にブランコなどの木製遊具や
ドッグランも設置され、今おすすめのスポットです。
■　所下高井郡木島平村大字上木島38－1
■　問道の駅ＦＡＲＭＵＳ木島平☎0269－62－2201

木島平村自慢の特産品

　長野県の北端に位置する木島平村は、スキーリゾートや温泉地に囲まれ、季節を問わず多くの人
が訪れます。また、清らかな水と肥沃な大地に恵まれた、故郷を思わせる懐かしく美しい風景が広が
る農村地域です。
　調布市と木島平村は教育、文化、スポーツ、産業などの分野での交流を通し住民同士のふれあい
を深めながら両市村の発展を図ることを目指して、昭和60年8月1日に姉妹都市盟約を結びました。
　これまでの調布市と木島平村の交流の取り組みや、木島平村おすすめの特産品・観光名所を木島
平村の職員が紹介します。

　村内で宿泊する費用を助成します。　
　■対市内在住・在学・在勤者と家族、重度障害
者を介護する方（障害者１人につき１人まで）
助成額（1泊）／2000円。中学生と65歳以上
3000円※最大連続3泊まで
■他指定宿泊施設や手続きなどの詳細は市■HP
（下記2次元コードからアクセス可）参照　
■問スポーツ・保養施設インフォメー
ションコーナー☎481－7142

北信州木島平スキー場
　北陸新幹線飯山駅からタクシーで15分、豊田飯山ICから
20分、飯山駅からシャトルバスも運行しています。眺望とパウ
ダースノーが自慢で、日本最大級のそりコースや子ども宝探
し大会など、家族連れも楽しめる施設やイベントもあります。
営業期間／12月下旬～3月下旬※降雪状況により変更あり
■費リフト１日券（特別割引）／大人(中学生以上)2000円、シニ
ア(50歳以上)1600円、小学生以下700円
■問木島平スキー場☎0269－82－3434

調布市と木島平村のこれまで
　姉妹都市盟約締結以降、市と木島平村はさまざまな交流事業や取り組みを行っています。

一面に咲く
ニッコウキスゲは
圧巻です

お土産を
買うなら
ここ

木島平村の郷土料理

　新型コロナウイルス感染症の影響により直接交流することが難しい状況ですが、盟約35周年を記念
して次の事業を行っています。

晴れた日には
北アルプスが
望めます

調布駅から徒歩3分ファームス

道の駅 ＦＡＲＭＵＳ木島平

カヤの平高原
　標高1500メートル付近に位置す
る広大な高原には、樹齢３００年を超
える日本屈指のブナの原生林が広が
ります。また、「北ドブ湿原」「南ドブ湿
原」では、ミズバショウやニッコウキス
ゲなどの高山植物を鑑賞することが
できます。
■所下高井郡木島平村大字上木島　
木島山国有林内　
入山可能期間／６月上旬～１１月上旬
■問カヤの平高原総合案内所☎090－
8025－4288

大好評につき
11月にも第２弾を

予定

姉妹都市・宿泊費助成制度

■　問文化生涯学習課☎481－7139

動画で木島平村を楽しもう
　市■HP (下記2次元コードからアクセス可)で
は、木島平村の豊かな自然や文化を自宅で楽
しめるよう、YouTubeの動画を紹介していま
す。自宅で旅行気分を味わってみませんか。

Info

キノコ三昧きんちゃくキノコ三昧きんちゃくキノコ三昧きんちゃく

木島平村職員 宮島さん 

木島平村職員 市之宮さん

木島平村職員 水澤さん

木島平村職員 滝沢さん

Happy　森旅

小さなお子さん
でも滑れます

エノキタケ………50g
ブナシメジ……100g
シイタケ…………2本
しょうが…………少々
卵…………………2個
油揚げ……………4枚
塩…………………少々
つまようじ………8本

材料(4人分)

作ってみよう

作り方

今シーズンは
特別割引します

こう しゃ さん

食の駅 新鮮屋
アンテナショップ

アクセス
調布市から車で約3時間40分
東京駅からＪＲ北陸新幹線で飯山駅ま
で110分、飯山駅からシャトルバスで
20分

【A】
水………600cc位
だしつゆ…100cc
砂糖………大さじ1
みりん……大さじ1
だしパック………1

❶エノキタケ、ブナシメジは根を除き、1cmに切り、下ゆでして、しんなりさせて水を
　切っておく。シイタケ、しょうがは千切り
❷油揚げは熱湯をかけ油抜きをし、二つに切り開いて袋にする
❸卵を割りほぐし、❶と塩を入れて混ぜる
❹❷を湯飲みなどに入れ、口を開き、❸をスプーンで入れ、つまようじで口をふさぐ
❺【A】を鍋に入れ、❹を並べて入れ、約15分弱火で煮る

　木島平村産の米
と名水で作られた、
自慢の日本酒です。

馬曲温泉　望郷の湯
　目の前に高社山がそびえる、源泉かけ流しの絶景露天風呂です。檜
造りの内風呂もあり、一日の疲れを癒してくれます。
■所下高井郡木島平村大字往郷5567－1　■時午前8時～午後9時(受付
午後8時30分まで)　定休日／毎週水曜日※祝日は営業　
■費大人500円、小学生200円　■問馬曲温泉☎0269－82－4028

季節ごとの展示の様子

家族みんなで
楽しめます

調布でも
買えます

今はキノコが
旬です

N

旧甲州街道

調布駅京王線

新鮮屋 パルコ

トリエＣ館（シアタス調布）
トリエＢ館（ビックカメラ）

薬局
●

調布銀座ゆうゆうロード

　交流ツアー（ぶどう狩り）

お田植えの儀

木島平い～なか
交流フェスタ in調布

小学生ホームステイ

鬼島太鼓

稲刈りの儀

小学生英語体験　(平成３０年度まで)

　交流ツアー（マレットゴルフ）

(平成２２年実施)

(6月)

(7月)

(10月予定)

調布市内の大学生　木島平村産の
お米で応援プロジェクト
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Let’s
speak English.
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昨年のラグビーワールドカップ
2019日本大会でも
パフォーマンスしました

やまびこの丘公園
ダリア園

きじま


