東京農林水産 おすすめイベント
八丈島フリージアまつり

チューリップまつり

入谷朝顔まつり

西多摩

t04996-2-1377（八丈島観光協会）

t042-555-9667（羽村市観光協会）

23区
t03-3841-1800（入谷鬼子母神内 入谷朝顔実行委員会）

八丈富士を望むフリージア畑で花の摘み
取りや花遊び体験ワークショップ、スタ
ンプラリー、特設カフェ、八丈太鼓演奏
＆体験などを満喫できる。

市内唯一の水田
「根がらみ前水
田」では、裏作としてチューリッ
プの球根を植栽。
関東最大級の
チューリップ畑を展望台などか
ら存分に楽しめる。
開催日程 /4月上旬〜下旬
開催場所 / 根がらみ前水田

日本最大級の朝顔市。
入谷鬼子
母神
（真源寺 ）を中心に、言問
通りに約60軒のアサガオ業者
と約80軒の露店が並び、約12
万鉢のアサガオが沿道を彩る。
開催日程 /7月6〜8日
開催場所 / 入谷鬼子母神周辺 写真提供：台東区

●はちじょうじまふりーじあまつり 伊豆諸島

開催日程 /3月下旬〜4月上旬
開催場所 / 八形山フリージアまつり
特設会場

●ちゅーりっぷまつり

写真提供：
八丈町産業観光課

夏の風物市（あさがお市）

南多摩
t042-623-6311（八王子 ･ 夏の風物市実行委員会）
●なつのふうぶついいち（あさがおいち）

JR 八王子駅北口の歩行者専用
「西放射線ユーロード 」で地元
八王子市産のアサガオや江戸
風鈴、八王子市の産物などを販
売。
飴細工の実演販売なども。
開催日程 /７月第１土・日曜
開催場所 / 西放射線ユーロード

東京味わいフェスタ
●とうきょうあじわいふぇすた

せいせき朝顔市（ふるさと多摩夏まつり） 江戸川区特産 金魚まつり
●せいせきあさがおいち（ふるさとたまなつまつり）

南多摩

t03-5662-0539（江戸川区産業振興課農産係）

地 元 農 家 が 丹 精 込 めて育 てた
1000鉢を超えるアサガオが並ぶ
朝顔市を中心に、採れたて野菜の
販売や各種イベントを開催。

金魚の養殖が盛んな江戸川区
で20種類以上もの金魚の展示・
即売や金魚関連グッズ、区の特
産品などを販売。
もちろん金魚
すくいも楽しめる。
開催日程/7月下旬
開催場所/江戸川区立行船公園

開催日程 /7月上旬の土・日曜
開催場所 / 京王聖蹟桜ヶ丘駅西口
周辺

23区

木場の角乗
●きばのかくのり

東京産食材の料理や東京の伝統工芸品、観光スポットなどを紹
介。
有名シェフプロデュースのキッチ
ンカーなども楽しみ。

江戸時代、木場で働く筏師が、
川に浮かべた材木を鳶口ひと
つで乗りこなし、筏に組む仕事
の余技から誕生した角乗を再現。

開催日程 /10月上旬
開催場所 / 丸の内：丸の内仲通り・行幸
通り、有楽町：東京国際フォーラム地
上広場、日比谷：日比谷公園草地広場

●とうきょうのうりんすいさんふぇあ

11月2日は都市農業の日

農産物の展示・販売や、野菜の収穫・植え
付け、シクラメンの葉組み、試験ほ場の見
学、ツリークライミングなどイベント多数。
開催日程 /10月下旬の土曜
開催場所 / 東京都農林水産振興財団立川
庁舎

東京都食育フェア

23区
t042-528-1371（JA 東京中央会都市農業改革室農政担当）

23区
t03-5320-4882（東京都産業労働局農林水産部食糧安全課）

都内産の農林産物の即売や品
評会、郷土芸能のステージなど。
野菜や花を積んだ
「花デコ軽ト
ラ」のパレードがユニーク。

楽しみながら食育への関心を
深めるクイズやゲームなどの
ワークショップ、東京産食材の
試食提供などを実施。

開催日程 /11月２・３日
開催場所 / 明治神宮宝物殿前
広場

開催日程 /11月中旬
開催場所 / 代々木公園ケヤキ
並木通り
（予定 ）

伊豆諸島

練馬大根引っこ抜き競技大会

●とうきょうとしょくいくふぇあ

関東東海花の展覧会

t03-5910-3066
（JA 東京あおば 地域振興部）
中太で長く、青首大根に比べ引き抜くのに3
〜5倍の力が必要とされる練馬ダイコンを
引き抜くイベント。
本数を競う
「選手権の部」
と長さを競う
「グループ参加の部」がある。
開催日程 /12月上旬
開催場所 / 練馬区内のダイコン畑

23区
●かんとうとうかいはなのてんらんかい
t03-5320-4832（東京都産業労働局農林水産部農業振興課）

約300万本の椿が開花する大島で、
椿の花びら染めや夜まつり、スタ
ンプラリー、ミス椿の女王コンテ
ストなど、多彩なイベントが開催
される。
開催日程 /1月下旬〜3月下旬
開催場所 / 大島町各所

関東･東海地域の生産者が育て
た花々約2000点が出品され、
「花
の品評会 」を実施。フラワーア
レンジメント教室なども開催。
開催日程 /2月上旬ごろ
開催場所 / サンシャインシティ
文化会館

特別編集

23区

●ねりまだいこんひっこぬききょうぎたいかい

t04992-2-2177（大島観光協会）

●いずおおしまつばきまつり

北多摩

t042-528-0505
（東京都農林水産振興財団）

開催日程 /10月中旬
開催場所 / 江東区民まつりイベ
ント池
（都立木場公園 ）
写真提供：江東区広報広聴課

●とうきょうとのうぎょうさい

伊豆大島椿まつり

東京農林水産フェア

23区

t03-3647-9819（江東区地域振興部文化観光課文化財係）

23区

●えどがわくとくさん きんぎょまつり

t042-338-6848（多摩市経済観光課）

東京味わいフェスタ公式サイトへ

東京都農業祭

●いりやあさがおまつり

アンケートお待ちしています！
今後の東京の農林水産業の情報発信をより充実させる
ため、みなさまのご意見・ご感想をお寄せください。
回答方法

QR コードからアクセスの場合➡

URL からアクセスの場合⬇

http://asp.rurubu.com/tokyo/
norinsui/enquete/top

東京の農林水産総合サイト
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東 京 の 魅 力 を 再 発 見 ！
※本誌掲載のデータは2017年10月末のものです。
発行後にデータが変更になる場合がありますので、お
出かけの際には電話等で事前に確認されることをおすすめいたします。
なお、
本誌掲載内容による損害等は、
補償いたしかねますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
※本誌掲載の入園料などは大人料金を掲載しています。
※原則として消費税込みの料金で掲載しています。
※定休日は原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィークを省略しています。
※利用時間は特記以外原則として開店
（館）
〜閉店
（館）です。
オーダーストップや入店
（館）時間は通常
閉店
（館）の30分〜1時間前ですのでご注意ください。
※交通情報については、天災の影響や季節などにより変動する場合がありますので、お出かけの際には
各交通機関にお問合せください。
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もっと知りたい農林水産業の旬な情報は、サイトでチェック！
トウキョウグロウンで検索

TOKYOGROWN
http://tokyogrown.jp/
QR コードを読み取って
今すぐ Check!

検索

