こだいらのいいとこ︑

歩いて見つけよう︒

Kodaira
WalkingGuide
Book
Take free

1

小平は心地のいい緑道に囲まれた
おさんぽにぴったりのまち︒
たとえば︑
あのお店のパンケーキを味わって︑
直売所のおばちゃんと会話して︑

銭湯までぶらりと歩いてみる︒
今日は︑まだ行ったことのない
あの道の角を曲がってみようかな︒
そんなささいな一歩で
その目から見える小平が
もっとカラフルになる︒
これからこのまちを知るあなたも︑
さらに発掘するあなたも︑
たくさんの﹁いいとこ﹂を見つけてみてください︒
ぜひ︑このガイドブックと一緒に︒
小平に︑こないか？
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小平を、
歩こう。

小平は平らなまち︒
その平らな道を歩いていると
でこぼこした心も︑
気づけば穏やかになるもよう︒
このまちで出会える風景に心を躍らせて︑
小平さんぽに出かけてみませんか︒
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小平を、歩こう。① 玉川上水せせらぎさんぽ

古本・ギャラリー・美術館に水と緑
五感で楽しむ玉川上水あるき
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玉川上水せせらぎさんぽ
はー、
極楽ごくらく。

要予約の
「たまゆら御膳」
（1500 円）

1

ネイチャービューの足湯で、ほっと一息
じんわりと足を温めながら耳をすますと、緑道から木々
のざわめきや鳥の鳴き声が聞こえてきます。お湯は、深
さ250mからくみ上げた地下天然水をゴミ焼却炉の余熱
で温めたもの。緑道の散策に訪れた人はもちろん、地域
の人からも愛されるスポット。
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6

本のようにとじられた手
ぬぐいも。武蔵美の卒業 ●3月〜9月 9：30〜16：30、10月〜2月 9：30〜16：00／木
曜、年末年始休み／小平市中島町3-5／042-341-4345／無料
生作（200円）。

ジャンル豊かな古書と出会える
大学時代は映画研究に没頭していたという店
主・月安さんの趣味を生かした映画や音楽関
連の棚、文芸書、画集や写真集から絵本ま
で。武蔵美や津田塾など近隣の大学生がお
しゃべりに立ち寄ることもあるそう。天窓か
ら差し込む光も温かく、日常にひと息入れら
れるまちの古本屋さん。
●13：30〜19：00／火曜休み／
小平市たかの台34-1／
042-347-5401

右／美容室もアンティーク調の内
装。左／カフェスペースで優雅なく
つろぎタイムを。

2
一度は歩いてみたい、
あこがれのさんぽ道

人が集まる
「駅」のようなカフェギャラリー

原書と翻訳本の
セット販売も。

店内では選りすぐりのアンティーク小物や１点ものの
アート作品を販売しています。「つくった人の前向きな
気持ちが見る人にも伝わる」と店主が言うように、個性
が光る作品には、人を元気づける力があるよう。１階の
カフェでは旬の素材を使ったメニューが人気。２階には
予約制の美容室Studio Hozuとレンタルスペースも。
●11：00〜17：30／日・月曜休み／小平市小川町1-500-50／
090-2936-3422

週替わりパスタ
（800円）。
野菜の甘みたっぷり。
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心をくすぐる、おもてなし
オーナー夫婦がつくりあげた内装
は洗練され、落ち着いた雰囲気。
心おどる空間にするため、調度品
から器に至るまで、「好い」と思
うものをこつこつと集めたそうで
す。そんな内装にとどまらず、旬
の地元野菜をふんだんに使った料
理もこの店ならでは。つい長居し
てしまう訳は、オーナー夫婦こだ
わりの空間と味にあるようです。
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3

パープルスイートロードのポ
タージュ（400円）。

●水・木・日曜12：00〜20：00、金・
土曜12：00〜21：00／月・火曜休み、
不定休あり／小平市小川町1-741-53／
042-315-1106

広々くつろげる、
森田ガーデン。

趣向が凝らされた本格派ガーデン
「オープンガーデン」は、個人の庭などを一般に開放す
る活動のことで、玉川上水沿いにもいくつかオープン
ガーデンがあります。森田ガーデンは、広い敷地とテラ
スが魅力的な英国風ガーデン。フロール・コルベユは、
店先の花壇が美しいカフェ。しゃぶしゃぶ料理のいろり
の里では、名物の蒸気機関車もさることながら日本庭園
も必見です。

羽村を起点に四ツ谷まで続き、か
つては江戸のまちに水を供給して
きた玉川上水。一歩緑道に入る
と、景色が一変。どこまでも続く
緑のトンネルでは、四季折々の草
花が目を楽しませてくれます。カ
ワセミや蝶など野生の生きものに
も出会えるかも。

水際に下りられる
「じょうすいこばし」

緑にかこまれて、
ホッと深呼吸。

●森田ガーデン 不定休／小平市小川町1-647●フロール・コ
ルベユ 10：00〜19：00／月曜休み／小平市津田町2-28-10
●いろりの里 月〜金11：00〜15：00、17：00〜21：30、土・日
曜・祝日11：00〜21：30／年末年始休み／小平市上水本町2-1922／042-321-0294

左／フロール・コルベユ。右／機関車が走る、いろりの里。

6

玉川上水せせらぎさんぽ
下水道管の
中に入れます！

左／107歳までこのアトリエで制作
していました。
右／晩年は黒縁メガネが
トレードマークでした。

7
「また行きたい」
ディープな観光スポット
実際の下水道管の中に入れる、日本唯一の下

地下５階

水道テーマパーク。下水道管のある地下５階
まで、下水道が整備されるまでの歴史や、浄
水する仕組み、小平の昔の暮らしなどがフロ
アごとに紹介されています。おすすめはガイ
ドツアー（窓口にて申し込み。予約不要）。

※豪雨など水量の多い日は
入れません。

8
ひら

くし

扉の奥に
すすむと……

らしの裏側にある下水道事情をリアルに教え
てくれます。身近なことなのに、実は知らな
いことばかり。一歩足を踏み入れてみれば、
きっと新しい発見や驚きが待っています。

旧宅エリア

でん ちゅう

下水道管に
自由に入れるのは全国でも
ここだけですよ。

作家の暮らしと生き方を感じる場所
彫刻家・平櫛田中は晩年（98歳〜107歳）を小平で過
ごしました。代表作「鏡獅子」（右下写真）の制作過
程では、筋肉のつき方を忠実に再現するため、実際の歌
舞伎役者に裸でポーズをとってもらい試作をしたそう。
2016年には、行方不明になっていた「尋牛」が100年
ぶりに発見され話題に。これは師・岡倉天心に制作過程
を褒められながらも、完成前に岡倉が他界。その葬儀に
て完成を報告したといわれる作品です（常設展示ではあ
りません）。併設されている旧宅には「いまやらねばい
つできる わしがやらねばたれがやる」の書があり、晩
年まで尽きない、田中のみなぎる創作意欲を感じます。

その日に採取した微生物を顕微鏡で見せてく
れたり、豪雨時のエピソードを聞いたり…暮

●10：00〜16：00／月曜
（祝日の場合は翌日）
、
年末年始休み／小平市上水本町1-25-31／
042-326-7411／無料

職員
田中雅志さん
下水道と暮らしの関係を模型や映像で解説。
春の庭園は梅の花が彩ります。

100歳の時に作品制作用
に購入したクスノキ。30
年分はあるそうで、田中の
バイタリティを感じるエピ
ソードです。

これが地層！

美術館エリア
トイレの関連蔵書も
たくさん。

●10：00〜16：00／火曜、年末年始休み／小平市学園西町
1-7-5／ 042-341-0098／一般300円、小・中学生150円
後水尾天皇が「気楽坊」
と名付けた指人形をヒン
トにつくられました。そ
の表 情から、田中が楽
しみながら制 作した様
子が伝わってきます。

国内でも珍しい彫刻の魅力を
伝える美術館です。旧宅もほぼ
そのままなので晩年の暮らしも
垣間見えます。

学芸員
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田中の好きなモチーフ、
「鬼」の作品。

藤井明さん

代表作「鏡獅子」。
22 年もの歳月をかけて完成。
木彫りとは思えないほど、歌舞伎の
臨場感を感じさせます。

地下 5 階まで武蔵野の
地層が展示されています。

展示されている
小平市のマンホール
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小平を、歩こう。② 狭山・境緑道こもれびさんぽ

緑道沿いのカフェと、小平の文化に触れる
リラックスな時間を

7

狭山・境緑道
こもれび
さんぽ
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小 平 を、 歩 こ う。 ②
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狭山・境緑道こもれびさんぽ
新鮮野菜がいっぱいだよー。
見てってね。

4

一度見たら忘れられない、
桜満開の小平グリーンロード。

農家さんとのトークも楽しめます
小平は玉川上水の開通に伴って開墾された新田のま
ち。市内にあるたくさんの直売所には、食べごろ旬
野菜や果物・花がずらり。採れたてを購入できるの
も嬉しいですが、その場で農家さんにおすすめの食
べ方を聞くことができるのも楽しみのひとつ。新鮮
な小平野菜をぜひ食卓で味わってみて。

ぜひ一度、歩いてみてほしい道

1

遠方からもウォーキングやサイクリングに訪れる散
策の名所で、大正12年に整備された水道の上をな
ぞるように一直線に続く気持ちのいい道。キラキラ
のこもれびを浴びながら、桜、アジサイ、サルスベ
リ、サツキなど季節ごとに色とりどりの花に出会え
ます。公園やベンチも所々にあるので、休憩しなが
ら楽しもう。

本日の、
朝どれ野菜！

上／馬の背中のような「馬
の背」。眺めがいい。
右／彫刻家、斎藤素巖
（そがん）の作品が並ぶ
一帯「彫刻の小径」。

直売所の小屋たち。左／竹内園、右／ファームショップ中村園

5

竹林でリフレッシュ！

2

懐かしさ感じる小平の魅力発信地

江戸初期から中期の開拓ゾーン、江戸後期の農家ゾーン、明
治以降の近代ゾーンと、それぞれの時期の建物が敷地内に復
元されています。紙芝居や餅つきなどのイベントも豊富で、
小平の昔の暮らしを感じられる場所です。土・日曜・祝日に1
日50食限定で小平糧うどんが味わえます※。
●10：00〜16：00／月・第３火曜（祝日の場合は翌日）、年末年始休
み／小平市天神町3-9-1／042-345-8155／無料

緑道のかたわらでちょっと一息

優雅な時間を
どうぞ。

3
背の高い竹林がトレードマーク

昔あそび体験！

緑道沿いに現れる、広々とした原っぱと竹
林。この「たけのこ公園」は、昭和53年に
竹林の保存を目的に整備されました。敷地
内には、4つのバーベキューサイトもあり、
事前申請をすれば誰でも利用可能です。竹
林にはちょっとした遊歩道があり、さやさ
やと葉の擦れる音を聞きながら歩くと、緑
道とは一味違う爽やかさが感じられます。
上／竹馬、けん玉など遊び道
具がたくさん。
下／小平糧うどん
（1食500円）。※小平糧う
どんの営業日はふるさと村の
ホームページで確認くださ
い。

●9：30〜17：00 ※17：30〜のディナータイ
ムと雨天は要予約／月曜休み／小平市花小金
井6-45-25／090-8058-0498
店先に咲く
バラがお出迎え。

●小平市花小金井 7-9-10 ／ 042-346-9556
（水と緑と公園課）
大型コンビネーション
遊具も人気。
ランチプレートセット（1200円）。
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初夏にはバラのアーチが出迎えるカ
フェ。店主の奥様・森下さんは帽子作家
でもあり、店内で展示販売のほかオーダー
も可能。ランチメニューは、お客さんが飽
きないようにと日替わりのアラカルト。緑
道に面した大きな窓からは柔らかな日差し
が差し込み、白で統一された店内を温かく
照らします。

ハンドメイドの帽子や
雑貨を選ぶのも
楽しいひととき。

12

狭山・境緑道こもれびさんぽ

7

詩人や作家も眠る、
広大な都立霊園

6

花ガスは今でいう
イルミネーションの
ような存在。
炎にうっとり。

詩人・野口雨情や歌手・松島詩子、作
家・壺井栄などの著名人が眠る小平霊園
は昭和23年に開設されました。霊園内の
約半分は緑地スペースや園路なので、散
歩にも最適。園内には黒目川の源流とい
われる「さいかち窪」の雑木林もありま
す。数年前には人気の樹林墓地も開設。
たくさんの樹木や草地に囲まれた緑豊か
な霊園です。

間近で見る
炎の美しさ。

●正門開放時間４〜９月 7：30〜18：
30、10月〜3月 7：30〜17：00／東村山
市萩山町1-16-1

スタッフによる
裸火、
マントルガス灯、花ガスの
点灯実演は、
11：00から1時間おきに
行われるので必見！

左／小平駅までの道は昭
和の懐かしさを残した石
材店が立ち並ぶ。
右／リギダ松の並木。
魚の尻尾のように見える「魚尾灯」。
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人々の暮らしに寄り添う
ガスのあゆみ
新青梅街道沿いに見えるレンガ造りの洋
館が印象的なガスミュージアム。色あ
せない美しい外観ですが、2017年には
開館50周年。ガス灯館は、明治42年建
築の東京ガス本郷出張所を復元した建物
で、くらし館とともに東京都の歴史的建
造物に指定されています。必見なのはガ
ス灯館の点灯実演。暗闇の中にほの光る
優しい灯りを愛でながら、当時の暮らし
に想いを馳せてみて。その後は2階の企
画展がおすすめ。ガスにまつわる錦絵や
版画の展示などが楽しめます。ほかにも
中庭のガス灯も見所。また、定期的にコ
ンサートやワークショップも行われるの
でホームページをチェック。
●10：00〜17：00／月曜、年末年始休み／小平
市大沼町4-31-25／ 042-342-1715／無料

暮らしのガス器具
食パン焼き器

美味しい時間が過ごせる
週末カフェ
店主・貝塚純一さんの本業はカメラマン。
別宅として平屋のリノベーションをしたと
ころ、友人からカフェを開いてみては？
とすすめられ週末カフェをオープン。「お
店やさんごっこです」とはにかむ貝塚さん
ですが、きび砂糖を使ったスイーツもドリ
ンクも本格的。営業が待ち遠しい、知られ
ざる隠れ家カフェです。

ガス灯の点灯、
消灯を行う職業
「点消方」
。

中庭にある
17 本のガス灯も
見所のひとつですよ。
カニ型ストーブ
ガスミュージアム
平原優子さん

●11：30〜18：30／日曜営業／東村山市萩山
町1-31-4／050-3555-5064 ※1、２月は
冬期休業

左／貝塚さん撮影のポストカード。
右／長居したくなる優しい空間。
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ローカロリーメニューを
心がけてます！
店主
貝塚純一さん

夜に点灯し、明け方に灯を消すため寝坊は厳禁
ということで、点消方には既婚者が就くことが多
かったそう。当時のまちの灯りを支えていました。
ガトーショコラ（450円）は甘さひかえめで美味。

味わいあるレンガ造りの建物。
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スト
ポ
丸
♯
か
♯小平にこない
小平市の丸ポスト保有数は
都内の自治体ナンバーワンの 37 本！
てくてく歩くとふと出会える懐かしい風景。
カメラで思い出に残してみませんか。
♯府中街道（ふれあい下水道館向かい）
♯冬のある日

♯七小東公園 ♯思い出のポスト

♯日本一丸ポスト（ルネこだいら前）
♯武蔵美生待ち合わせ

正式名称：
郵便差出箱1号
（丸型）
高さ：約135cm
直径：約40cm
♯東京街道（秋山文具店前）
♯りりしいお顔

♯小平第六小学校（校舎内）♯子どもたちの人気者

♯中宿通り（ローヤルシティ小平そば）
♯後ろ姿かわいい

♯小平市役所 ♯頭のてっぺんキラリ

♯回田中通り（鈴木稲荷神社南）
♯お花に囲まれて

おみやげに
こだいら丸ポストサブレ
１枚130円〜
鈴木園の丸ポスト銘茶
1620円
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♯たかの台駅前郵便局 ♯夕暮れ時
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2

え ぐ う 〜

50 0

「eggg」の
クラシックパンケーキ
円

完全平飼いの直営農場で産まれた新鮮卵を使った、ふわ
ふわ食感のクラシックパンケーキ。2枚重ねた上には、
生クリームが山盛りです。自宅から歩いてすぐなので、
甘いものが無性に食べたくなったとき、ワンコインで笑
顔になれます。●11：00〜19：00／火曜休み／小平
市鈴木町1-466-16／花小金井駅南口から国分寺駅北口
行バス、「共済住宅前」下車徒歩5分／042-321-6999
▶MAP P.11

出口みちたかさん
市内在住の2児の父。休日には自転車で市内を
巡ったり、玉川上水の緑道散歩を楽しんだり。
お気に入りは、なかまちテラスの図書館。
プリンや卵かけご飯セットもおすすめ。

わたしの
いきつけ
グルメ
９人の小平市民のみなさんに、
お気に入りの一品を、
おすすめコメントと一緒に
ご紹介いただきました！

竹内菜津美さん
小平に越してきて8年目。小
学生の息子と夫と3人暮ら
し。好物はキムチとトムヤム
クン。趣味は読書。

T h i s

「よしふじ」の
肉汁うどん

i s

M y

3

少し甘辛のつけ汁と、適度な太さとこしのある
麺、風味豊かな一杯です。ぜひ小平の伝統食文
化、糧うどんを食べてみてください。しょうゆ
味のおだんごもおすすめですが、さすがにお腹
がいっぱいになるので我慢します。●11：00〜
14：30／木曜休み／小平市大沼町7-6-6／花小金
井駅南口から東久留米駅西口行バス、「大沼町2
丁目」下車徒歩2分／042-332-0522
▶MAP P.11

松村達男さん
10年前に定年となり、家内のカフェ
を手伝っている。オープンガーデ
ン、ライブコンサートでの交流を楽
しむ日々。
焼きだんご（300円）も絶品！
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F a v o r i t e

72 0

S h o p

円

1 080 円

1

「招来川菜館」の
燃湯麺
仕事の合間などにふらっと食べに来ています。辛味とコ
クのあるスープにトッピングのナッツが好相性。食べる
直前に火をつけてくれて、10秒ほど炎が楽しめます。辣
油の良い香りがたちこめ、辛いもの好きにたまらない一
品！●11：30〜14：45、17：00〜21：45（LO21：
00）／不定休あり／小平市学園東町1-4-28／一橋学園
駅北口徒歩3分／042-345-1515 ▶MAP P.5
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7

コワーキング
スペース「すだち」
の日替わりランチ

850 円

4

「Pizzeria Ampia」の
マルゲリータ

9 72 円

カジュアルで、入りやすい雰囲気が好きなお

すだちは女性のためのコワーキングスペース。飲食

店です。薪窯で焼くピッツァ。しっかりと焼
き上げた生地は外はカリカリ、中はモチモチ

の開業を目指す日替わりシェフが献立を考え、 自慢
のランチを披露するキッチンもあります。写真は水
曜日のお店「歩っぽ食堂」。小平の井上農園の有機

で魅惑の食感です。そのなかでもマルゲリー

野菜たっぷりのヘルシーなランチです。
NPO 法人マイスタイル代表理事
竹内千寿恵さん

●12：00〜14：00／平日営業（営
業日はHPを確認）／小平市学園東
町1-9-15コワーキングスペースす
だち／一橋学園駅北口徒歩5分／
042-312-1971▶MAP P.5

「暮らすまちで仕事をつくる」をテーマに
NPOを起ち上げて10年。自転車と徒歩でど
こにでも行ける小平暮らしが大好き。

8

「ラジマハール」
の ランチAセット

850

テイクアウトしてみたところ、そのおいしさ
にハマりました。ポークが肉のうま味も出て
いて一番好み。辛さが選べるのも嬉しいです
ね。夜は単品メニューも豊富でお酒も飲める
ので、友人を誘って行ってみたいですね。

円

妻と2歳の子どもと、地元小平に
暮らす。子どもが生まれてから、
まちの魅力を再発見することも多
い。趣味はサッカー観戦。

5

タイ料理店経営
重見泰子さん

●11：00〜15：00、17：00〜22：
00（土・日・祝日11：00〜22：00）
／無休／小平市天神町4-33-18／
小平駅南口徒歩15分／042-3132930 ▶MAP P.11

東大和市で夫とタイ料理店「カ
オチャイ」を営む。週末は子ども
たちと近所の小平中央公園へ出
かけることも。

9

こげらまんじゅう（１１０円）もおす
すめ。

伊勢屋さんは和菓子をつくり置きしないのが最
大の特徴。お餅もあんこも具材も、冷凍保存は
しないんだそうです。商品はその日につくるの
で、いつでも出来たてでおいしい。おすすめの
みたらし団子は柔らかくてもちもちです。
バイクルプラザミツイキ
満生 恵さん
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マリオ・ヴォットさん

小平はお店の賑わいもありなが
ら、穏やかで緑が多い暮らしや
すさが好き。趣味はサイクリン
グ。

おからドーナツ（80円）も人気。

「豊島屋とうふ店」
の神崎産在来種
大豆の豆腐

250 円

●7：00〜19：30／不定休あり
／小平市天神町1-223／花小金
井駅南口徒歩15分／042-3431303 ▶MAP P.11

鈴木町で夫と自転車屋を営んで
いる。サイクリングも好きだけど、
今はソフトテニスにハマり中。

●10：00〜19：00／日曜休み／
小平市小川西町3-3-22／小川駅
西口徒歩8分／042-342-4008
▶MAP P.27

●11：00〜20：30（土・日曜・
祝日〜20：00）／月曜休み／小
平市花小金井1-6-32石塚ビル1F
／花小金井駅北口徒歩4分／042465-1533 ▶MAP P.11

「伊勢屋」の
みたらし団子
90 円

タは、チーズとトマトの酸味が後を引くおい
しさ。
イタリア語講師

豊島屋さんのお豆腐は、口に広がる甘みと、大豆
のうま味が濃縮されていて、どれを食べても本当
においしいです。我が家では、冬は「湯豆腐」、
夏は「冷奴」でおいしくいただいています。

会社員

山上亮さん

●11：00〜15：00（LO14：30）、
17：00〜23：00（LO22：00）／
不定休あり／小平市花小金井南町
2-2-16ヴェルデ花小金井101／花
小金井駅南口徒歩5分／042-4518775 ▶MAP P.11

850 円

6

「メンデザイン」の
カルボナーラ
汁なし麺専門店が油そばの切り口で考案した創
作カルボナーラ。油そばに合わせた特注麺のモ
チモチ具合とクリーミーなソースの相性は抜
群！年末のお客さんによる総選挙で勝ち上がっ
てレギュラーになったメニューだそうです。
市内在住

木下佳祐さん
ポイントカードは置いておけます。

小平出身、小平をこよなく愛する
好青年。地域活動のリーダーや、
企画など地元を盛り上げる活動に
多数参加。
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小平のまちを歩くと︑よ
̶̶
く用水路を見かけますね︒
会長・政孝さん（以下政）
はい︒それによって街並みが
ユニークになっていると思い
ます︒意外なところに現れる
ので楽しいですよね︒

平は当時︑﹁逃げ水の里﹂と

られました︒丘陵地にある小

玉川上水と同じ江戸時代に作

政：多摩川です︒用水路は︑

のですか？

かった土地に小川村ができま

れができたことで︑何もな

よって作られた小川用水︒こ

1656年に小川九郎兵衛に

政：はい︒最初の用水路は︑

になったのですね︒

水はどこから流れてくる
̶̶

呼ばれるほど水の便が悪く︑

した︒まさしく用水路は︑小

力的な地域資源であるという

わるエピソードばかりです︒

きたみなさんの強い思いが伝

平の生みの親なんです︒

こと︒用水路は︑まちが発展

いえ︑用水路は小平の大事な

根付いていたみたいですね︒
ね︒

す︒このまちに住む人や訪れ

政：当初の役目を終えたとは

淑子さん（以下淑）：当時の

地域資源であり︑文化財なん

した軌跡を今に残していま

か︒

です︒この先もずっと︑世代

か︒

に残されているのでしょう

目を終えた用水路が︑なぜ今

上下水道の整備により役
̶̶

語り﹄も︑当時の様子が分か

の話をまとめた﹃用水路 昔

ます︒

て用水路の環境整備をしてい

人たちへの取材︑市と協力し

淑：はい︒これは2002年
ることができるのです︒

たものです︒用水路を守って

みなさんに聞いた話をまとめ

ね︒

る人に︑用水路のある風景を

めの活動を？

好きになってほしいですね︒

政：はい︒小平に住んでいて

お話を聞くと︑朝の水汲みが

水路の多くは家の裏手を通る

も︑身近にある用水路のこと

子どもたちの仕事だったよう

質がとても良かったのだと思
ように作られました︒その名

政：主に飲料水です︒多摩川

います︒ホタルやギバチがい
残で︑今でも私有地を流れる

の源流が流れていたため︑水

たこともあるそうです︒その

を知らない人も多いんです︒

を超えて守っていきたいです

他にも︑用水路で汲んだ水で

用水路が多くあるんですよ︒

用水路のことを知ってもらう

たのでしょうか︒

政：用水路が︑自然環境を保

ると︑とても好評ですね︒

活動や︑以前の用水路を知る

政：使い終わった水は畑にま

持していることが一つ︒水辺

水が汚れることはなかっ
̶̶

くなど︑住民の間には水をき

の環境には︑さまざまな生き
物が棲み︑私たちは身近なと

に会が発足してから︑

名の

ころで生物の多様性を垣間見

昔の用水路を知る人たち
̶̶

れいに保つための意識が強く

す︒

水として使われていたようで

り⁝農業用水ではなく生活用

野菜を洗ったり︑洗濯をした

です︒生活用水だったので用

大切にされていたのです
̶̶

用水路が開拓のきっかけ
̶̶

荒涼としていたようです︒

用水路の歴史や
用途を分かりやすく解説する
『小平の用水路』
。
市内の小学校でも
活用されています。

水と緑の会では︑そのた
̶̶

用途は何だったのです
̶̶

こだいら水と緑の会
馬場政孝さん、淑子さん（中央）
田中稔さん（左）
、船津好明さん（右）

そして二つ目には用水路が魅

31

22
こだいら水と緑の会●042-345-6772 http：//www009.upp.so-net.ne.jp/water-green
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小平と用水路の
つながりを知ると、
まち歩きがもっと楽しくなりますよ。
『用水路 昔語り』は、
これまでに制作された
３冊を１冊に
まとめた保存版。

ブルーベリー畑

あの人へ。自分へ。

ブルーベリーコンポートがつややかな、見た目も美しい
一品。ブルーベリーの下にはたっぷりのカスタードク

小 平 のブル ーベリー手みやげ

日本のブルーベリー栽培発祥の地である小平。
まちにはブルーベリーを使用した“おいしいもの“が
溢れています。ぜひお試しあれ！

リーム。優しい甘さとほどよい酸味がベストマッチ。国
産小麦粉を使用したふっくらとした生地もまた、中身の
おいしさを引き立ててくれます。
１個 180円

● Verde
10：00 〜 17：00 ／土・日曜・祝日休み／小平市天神
町 3-7-16 ／西武新宿線小平駅南口徒歩 15 分／ 042313-4461

プレミアム
小平ブルーベリーワイン

釜焼きプディング

小平産のブルーベリーを 100% 使用したワイン。甘さ控えめで飲み
やすく、香り豊かでみずみずしい味わいが口いっぱいに広がります。
プレミアムな１本は、自分へのご褒美や贈答用にもおすすめです。

釜飯風の出で立ちに目を奪われる、彩り鮮やかな「釜焼
きプディング」
。低温でじっくり焼いて、卵の甘さを生
かすのだそう。小平産ブルーベリーをはじめ、地元の牛

市内の酒屋で購入可能。
●小平酒商組合（代表・有限会社土方商店）
9：00〜19：00／日曜休み／小平市小川町1-2141／
JR武蔵野線新小平駅徒歩8分／042-341-0268

乳・烏骨鶏の卵を使用するなど釜の中には小平愛が詰
まっています。
●ル・パティシエ・クニヒロ
9：00〜22：00／無休／小平市花小金井1-1-6／西武
新宿線花小金井駅北口徒歩3分／042-461-9216

720ml 2850円
１個 1500円

ブルーベリーぜんざいの
杏仁豆腐
杏仁豆腐の上にはブルーベリーとつぶあん、タピオカ、
くず餅が入ったオリジナルぜんざい。そしてお店自慢の
杏仁豆腐は、
２種類の杏仁をブレンド。
こだわりが詰まっ
た一品は、
「医食同源」をコンセプトした杏 ’s cafe な
らでは。体がよろこぶスイーツです。

１個 378円

●杏‘s cafe
11：00〜23：00／木曜休み／小平市花小金井1-314／西武新宿線花小金井駅北口徒歩4分／042-4503141

ぶるべーどら焼き
小平を盛り上げたいと考案された「ぶるべーどら焼き」
。
甘酸っぱいブルーベリーあんもさることながら、しっと
りと焼かれた厚みのある生地のファンも多いよう。創業
40 年余、地元から愛される味をぜひ味わってみて。
●菓子舗 青柳
10：00〜19：00／木曜休み／小平市学園東町1-9-17
／西武多摩湖線一橋学園駅北口徒歩３分／042-3445444
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１個 150円

ブルーベリーチーズプリン
「素敵な田舎」がコンセプトのお店には、
暮らしに華を添えるスイー
ツがたくさん。ブルーベリーチーズプリンもそのひとつ。小平産ブ
ルーベリーと北海道産クリームチーズの濃厚なコクとなめらかな舌
触りをぜひ味わってください。
●菓子屋 イコナ
10：00〜20：00／火曜休み／小平市花小金井南町
1-7-8コーポエミリー1F／西武新宿線花小金井駅南口
徒歩8分／042-463-9997

ブルーベリー栽培の
礎を築いた

島村
ブルーベリー園

昭和43年、園主・島村速雄さん
が、恩師である元東京農工大教
授・岩垣駛夫博士にブルーベリー
栽培をしないかと誘われたことを
きっかけに、日本初のブルーべ
リー栽培が始まりました。量産
ができるようになるには、なん
と10年もの歳月がかかったそう
です。師弟の絆によって育ったブ
ルーベリーは、まちの誇りとなっ
ています。
●13：00〜18：00／不定休／
小平市花小金井南町1-10-13／
042-461-7824

１個 280円

これらの商品は、
小平の魅力が詰まった
「コダイラブランド」＊！
他にもたくさんあります！
http：//kodaira-brand.com

マスコット
キャラクター
ぶるべー

＊ Local（小平ならでは）、Original（個性的）、Value（価値を生み出す）、Excellent（優れている）をコンセプトに、
小平商工会が選んだ商品や製品、サービスのこと。
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●15：30〜23：00／小平市小
川西町3-26-4／水曜休み／西
武国分寺線・拝島線小川駅西口
徒歩5分／042-341-0418／大
人460円、
中学生300円、小学生
180円

●15：45〜23：00／小平市津
田町3-4-22／月曜休み／西武多
摩湖線一橋学園駅北口徒歩10分
／042-343-3018／大人460
円、小学生180円、未就学児
80円

1

小平銭湯と、
ちょっと一杯
1

2

3

4

4

元

場

このまちと一緒に63年
西武多摩湖線

居酒屋

西武多摩

小川駅西口から3分。飲食店が並ぶ懐かしい商
一橋学園駅 ろに現れる栄湯。
店街を通り過ぎたこ
小平浴場
小平浴場
と同じ昭和28年創業。
今ではかなり珍しい、薪
一橋大学 居酒屋
小平国際 松阪
の熱でじっ
こ
キャンパスくり沸かしたお湯に浸かれます。
玉川上
水
五日市
の道40年の店主さ
街道 んのあったかいおしゃべりも
楽しく、大きな湯船でバブルジェットを背中に受
けて高い天井を見上げれば、また明日も頑張ろ
う、と帰り道の足取りも軽くなります。浴槽裏の
ボイラー室では飼い猫のタビちゃんが居心地よ
さそうにぬくぬくしていました。
湖線

栄湯
中宿通り

居酒屋 元

小川駅

小平の銭湯文化財に浸かる
昭和28年創業の歴史あるこの銭湯、赤い温
泉マークと大きく「小平浴場」と書かれた煙
突が目印です。由緒ある歴史的建造物のよう
な外観の佇まいに唸りつつガラリと戸を開け
ると下駄箱と傘入れ。その先の番台を抜ける
と高い天井が開放的な木造の脱衣所があり
ます。浴場はシンプルで無駄がなく、壁一面
のペンキ絵が印象的です。ほぼ全てが建築
当時のままだという、日本の原風景的な風呂
に浸かりましょう。

小平浴場

一橋学園駅

西武多摩湖線

豊島屋
とうふ店
（P.20）

寺線

今年で 6 年目。とっても気さくな店長の江田さん
のおしゃべりに、楽しいお酒がすすむお店。おす
すめは、日替わりで旬の味が楽しめる刺身（この
日はアブラカレイのえんがわ）
。チーズのおつまみ
も充実しています。
● 17：00 〜 24：00 ／日曜休み／西武国
分寺線・拝島線小川駅南口徒歩 5 分／小平
市小川西町 4-17-24 ／ 042-348-0843

西武国分

一橋大学 居酒屋
小平国際 松阪
キャンパス
玉川上
水
五日市
街道

西武多摩
湖線
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昭和なつかし空間に会いにいこう。

3

立ち寄
る 駅からす
ぐの和
なら…
み酒

ホッピー（420円）
本日のお刺身（500円〜）
みそ漬チーズ（380円）

小平浴場

1.金魚柄のタイルがかわいい。
湯船は青のタイルで統一。2.夏
は縁側で涼みたい。3.この煙突
が目印。4.欄間の装飾が脱衣所
のアクセントに。

栄湯

2

1.のれんの後ろに見えるカラフ
ルな扉は傘入れ。2.ペンキ絵を
眺めながらゆっくり浸かろう。
3.味わいある「女湯」の文字。
4.お風呂の後のヤクルトは格別。

立ち寄
る 小平の大
衆コの
なら…
字で

居酒屋

松坂

老舗の銭湯に行ったならば老舗の酒場で飲みた
いところ、こちらは創業34年になる赤茶色のコ
の字カウンターが特徴の大衆酒場。ビールで喉
をならし名物のホルモン焼きをいただきつつ、女
将さんの小平話を肴にしてみるのも良いかもしれ
ません。
●17：00〜23：30／日曜休み／西武多摩
湖線一橋学園駅南口徒歩5分／小平市学園西
町1-16-12／042-345-7471

一杯

豆腐ステーキ
（480円）
ホルモン焼き
（450円）
生中ジョッキ
（480円）
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東京都
薬用植物園へ
行ってみたッ
東京都薬用植物園
●9：00〜16：30（4〜９月）、
9：00〜16：00（10〜3月）／月
曜休み（祝日の場合は翌日）※
4・5月の月曜は開園／小平市中
島町21-1／西武拝島線東大和
市駅徒歩2分／042-341-0344
／無料

魅惑の
薬用植物園に
行って
まいりました！
もんでんゆうこ
人々の日常を切り取ってイラスト
にする、
ペンスケッチャー。
趣味はラジオ・音楽を聴くこと、
花や植物のお世話をすること。

29
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Kodaira Season Calender

Meet. コダレンジャー

小平シーズンカレンダー

地域宣伝隊・
コダレンジャーは、小平の魅力を伝える３人組のヒーロー（丸
ポストレッド、グリーンロードグリーン、ブルーベリーパープル）
。市内のイ
ベントで、ヒーローショーを行うことも。小平をこよなく愛する彼らの動向
は「活動ブログ http：//d.hatena.ne.jp/kodaranger/」でチェック！

冬

秋

夏

春

Winter

Autumn

Summer

Spring

12月 なかまちテラス
イルミネーション
1月

小平神明宮 どんど焼

2月

小平ふるさと村 ひな人形の展示

Pick up!

写真提供：小平神明宮写真室・森写真館
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豊かな自然のある小平には、四季ごとに変わるまちの表情があります。
お気に入りの風景を見つけに出かけませんか？

9月

こだいら環境フェスティバル
下水道の日記念イベント
10月 小平ブルーベリーワインまつり
小平市民まつり
11月 産業まつり
小平ご当地グルメコンテスト

Pick up!

どんど焼＠小平神明宮

小平ブルーベリーワインまつり
＠小平中央公園

お正月の神様を送り出す「神送り」の行事。
「ど
んと」と呼ばれるやぐらを組み、旧年のしめ縄
や門松飾りが燃やされます。1年の健康を祈願
し参加者には「まゆ玉餅」が渡されます。

開催時には小平のブルーベリーを使用した「ブ
ルーベリーワイン」を試飲できます。その他、ブ
ルーベリーを使用したお菓子なども販売されま
す。

6月
7月
8月

ホタルの夕べ
花小金井サンバフェスティバル
灯りまつり
小平ブルーベリーまつり

Pick up!

灯りまつり＠市内各所
神社の祭事のときに参道などに飾られていた「ま
つり灯ろう」が再現され、市内各所の会場で幻
想的な灯りを観賞することができます。ユーモア
ある灯ろうを、１つひとつ眺めて見るもの一興。

3月
4月
5月

小平めグルメウォーク
ハナテン春の花まつり
武蔵野神社 祈年祭
こだいらグリーンフェスティバル
花と緑のこだいらガーデニング
コンテスト

Pick up!

こだいらグリーンフェスティバル
＠小平中央公園
小平の春の恒例イベントです。コダレンジャーや
ぶるべーが登場する舞台イベントや野菜市、園
芸市など、子どもから大人まで楽しめるブースが
盛りだくさん。
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つづきは

フラッと NAVI
で！
小平にこないか？

小平への行きかた Let’s go to KODAIRA !
都心から約25分とアクセスのいい小平。
自然豊かでどこかノスタルジックな雰囲気のまちに、フラッと遊びに来ませんか。
きっと心に残る風景や出会いがあるはずです。

https://kodaira-tourism.com
フラッとNAVI 小平

検索
小平市民が
直接レポート
〜レポーター
大募集〜

電車で

○東京駅・西武新宿駅から

西所沢

【萩山駅・青梅街道駅・一橋学園駅】
JR中央線国分寺駅より

西武

西武多摩湖線（萩山方面）

西武レオライナー

小川
新小平
玉川上水 西武拝島線
鷹の台
東大和市

西武新宿線（所沢方面）

車で

ポータルサイトレポーター募集！

お気に入りのスポットや記事を投稿して、
素敵な小平をみんなに紹介しよう

ポータルサイトから名前、メールアドレス、パスワード
を入力して「レポーター登録」すれば、あなたのおす
すめスポットを投稿できます。
※詳細はポータルサイトで確認

こだいら観光まちづくり協会会員も募集！

ポータルサイト内
「目で見るこだいら」に投稿！
小平についていいね！と思った場面を
写真＆動画に撮り、投稿して
みんなと共有しよう

ポータルサイトからでも、Twitter からでも写真を投
稿できます。
「会員登録なし」だから、いいね！と思っ
たら即アップ。Twitter の場合は、必ずハッシュタグ
「＃小平にこないか」を付けてください（付けないとサ
イトに反映されません）
。

会員になって一緒に“観光
＂でまちづくりしませんか？
法人
・団体会員：
１口1万円、個人会員：
１口 3000 円、
賛助会員：１口1000 円、観光まちづくりサポーター：
会費なし

おいしい
地元野菜を入手
＠直売所

東村山

中央自動車道
「国立・府中」IC より約35分

立川

西
武

池

袋

線

萩山

池袋

小平
青梅街道
一橋学園

花小金井

恋ヶ窪
西
武
国
分
寺
線
西国分寺
国分寺

西武新宿線

高田馬場

JR山手線

【小平駅・花小金井駅】

線

新秋津

八坂

JR中央線西国分寺駅よりJR武蔵野線

蔵野

秋津

JR中央線国分寺駅より
西武国分寺線（東村山方面）
【新小平駅】

JR 武

西武多摩湖線

季節の
イベント情報も
盛りだくさん

所沢

線

西武遊園地 西武園

【小川駅・鷹の台駅】

スポットや
イベント情報だけ
じゃない
家族や女子会など
おすすめの
観光コースも

山
狭

西武新宿
新宿

JR中央線

多摩モノレール

発行

こだいら観光まちづくり協会

企画

こだいら観光まちづくり協会
ワーキンググループ

印刷

株式会社アトミ

編集

株式会社けやき出版

デザイン

ササキサキコ

イラスト

ササキサキコ
（表１、表４、P４〜15、23）
五味健悟（P24〜25）
もんでんゆうこ（P28〜29）

写真

福森翔一（表紙、P4、6〜9、12〜15、18）
鈴木静華（P2〜3、10、16）

発行年月

2017年2月

表紙ウラ話
歩いてくれた人

FC 東京

吉本一謙さん

生まれも育ちも小平で、今も小平を愛
し在住する FC 東京の選手。
2001 年小平市立学園東小を卒業
後、FC 東京 U-15、U-18 を経て、
2007 年にトップチームに昇格。恵ま
れた体躯を生かした打点の高いヘディ
ングを武器に、攻守に制空権を握るセ
ンターバック。FC 東京の生え抜き選
手で、チームのムードメイカーでもある。

2017年度より まち歩きをスタートさせます！
小平市内を案内する
「まち歩きガイド」になりませんか。
希望者は下記にご連絡ください。
こだいら観光まちづくり協会
〒 187-0043 小平市学園東町 1-17-9
TEL 042-312-3954
info@kodaira-tourism.com
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「こだいら観光まちづくり協会」とは
かわいいトトロを
発見
＠こもれびの足湯

小平市の「観光まちづくり」を推進し、地域活
性化を図るために平成28年6月28日に設立し
た組織です。
〒187-0043 小平市学園東町1-17-9
TEL 042-312-3954
info@kodaira-tourism.com
＊掲載されている情報は平成29年2月現在のものです。＊価格は税込です。

歩いた場所
玉川上水、久右衛門橋の近く
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小平情報もりだくさん！
投稿もお待ちしてます！

フラッとNAVI

小平にこないか？

https://kodaira-tourism.com

