
主催：一般社団法人　東京都農住都市支援センター　協力：東京スマイル農業協同組合

間て董萎撃1聯
亀戸大根と小松菜の収穫体験をして、江戸東京野菜を食してみよう！！

このたび、東京都農住都市支援センターでは、東京農業を広く消費者にアピールし、ご理解いただくため、
下記の内容で「江戸東京野菜探訪ツアー」を開催いたします。

詳細につきましては、下記の通りです。お申し込みをお待ちしております。

◇案内役：農林水産省「地産地消の仕事人」
大竹　道茂氏（江戸乗京野菜・伝統野菜研究会代表）

開催要領

◆開催　日

◆集合場所

◆解散場所
◆募集人数
◆参加費
◆行程表
◆交通手段
◆持ち　物
◆そ　の他

今、話題の
江戸東京野菜！

平成24年11月17日（土）

銀座1丁目「京橋大根河岸青物市場跡」午前9時30分集合
（最寄り駅：東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩3分）
JR総武線「新小岩駅」午後3時45分予定
40名（一家族4名まで）
お一人2，000円（昼食・収穫物のお土産等）※当日現金でお持ちください。
別紙をご覧下さい。
バス（大型バス・貸切）、一部徒歩
軍手、筆記用具等
畑に入りますので汚れてもいい服装、お履きものでお越しください。

お申し込み方法

別紙、参加申込書をダウンロードし必要事項を記入の上、月　日（）までにFAXか郵送でお申し込み
ください。先着順とさせていただきます。

①FAXでお申し込みの場合：
FAX番号　042－528－5908　まで参加申込書をお送りください。

②郵送でお申し込みの場合：
〒190－0023
東京都立川市柴崎町3－5－24JA東京第2ビル　2階
一般社団法人　東京都農住都市支援センター　まで参加申込書をお送りください。

参加決定の方には、平成24年　月　日（）までに詳細を記載した参加者決定通知書を郵送いたします。
残念ながら定数を超えて、ご参加いただけない方にはご連絡いたしませんのでご了承ください。

※この企画におきまして、当日、主催者の広報担当などが写真の撮影をし、東京農業のPR・日本農業新聞
などの記事に使用させていただくことがありますので、ご了解の上お申し込みください。

※雨天時の対応
原則、小雨の場合は決行いたします。中止の場合は、前日の7時までにご連絡いたします。
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【お問い合せ先】

〒190－0023東京都立川市柴崎町3－5－24
一般社団法人東京都農住都市支援センター

（JA東京グループ）
「江戸東京野菜探訪ツアー」事務局

TEL：042－528－5903
FAX：042－528－5908

ご不明な点がございましたら

お気軽にお問い合せ下さい♪

■■



一般社団法人　東京都農住都市支援センター

平成24年度　農業まらづくり基礎講座

「江戸乗京野菜探訪ツアー」行程表（案）

1．日　時：平成24年11月17日（土）9：30～15：45

2．行程表：

案内役：農林水産省選定「地産地消の仕事人」

大竹　道茂（江戸東末野菜・伝統野菜研究会代表）

時　 間 行　　　 程

9：30 r京橋 大根 河 岸 青物 市 場跡 」集 合 （住 所 ：東 京都 中央 区 京橋 3 －4 ）

（最 寄 り駅 ：東 京メトロ銀 座線 「京橋 駅」3番 出 口より徒歩 3分 ）

9：45　　 一一　 10：00 （京 橋 大根 河岸 青物 市場跡 ・広場 ）

開会 挨 拶

東京 都農 住都 市支援 センター　 森戸 伸行 専務理 事

行程 説 明等

ご紹介

東京 シティ青 果株 式会社 （石川　 勲 会長 ）

10：00　　 ～　 10：15 （バス駐車 場まで徒歩 で移動 ）

10：15　　 ～　 10：30 （東 京駅 「鍛 冶橋駐 車場 」を出発 ・バ スで移 動）

10：30　　 ～　 11：00 （途 中でバスを降 り、隅 田川 と小名 木川 の歴 史を学 ぶ。）

11：00　　 ～　 11：30 （バスで移動 ）

11：30　　 ～　 12：15 亀 戸 の香 取神 社 （亀 戸 大根 の碑 ）

昼 食 は香 取神 社 にて亀 戸大 根弁 当

12：15　　 ～　 13：00 （バ スで移動 ）

13：00　　 ～　 13：45 江 戸川 区 の生 産者 （木村 重任 さん）の 畑 を視 察 ・亀 戸大 根 を収 穫体 験

13：45　　 ～　 14：00 （バスで移動 ）

14：00　　 ～　 14：45 江 戸川 区 の生産 者 （小 島 啓達 さん ）の畑 を視察 ・小 松 菜を収 穫 体 験

14：45　　 －　 15：10 （バスで移 動）

15：10　　 ～　 15：40 新小 岩 の香 取神 社 ・小松 菜 の発 祥 の 地を見 学

15：45 J R 総武 線 「新 小 岩駅 」で解散

※行程は都合により変更する場合もございます。



（FAX）042－528－5908　く平成24年　月　日（）まで〉

一般社団法人東京都農住都市支援センター

「江戸乗京野菜探訪ツアー　事務局」　行き

参 加 ＝申　 込　 書

申込日：平成24年　　月　　　田

ふりがな

参加こ家族代表者　氏名

11月17日（土）「江戸乗京野菜探訪ツアー」に参加します。
（1家族あたり4名までとさせていただきます）

【参加者氏名・年齢・性別】　　※参加人数　　　名

代表者の方を含め、参加する方の氏名を記入してください。

ふりがな

①生麦童

ふりがな

②塵＿宣

ふりがな

③畠＿皇

ふりがな

④氏　名

年齢（　　）（男・女）

年齢（　　）（男・女）

男・女

※年齢は、開催当日（平成24年11月17日）現在の年齢をこ記入下さい。

【こ家族代表者のこ連絡先】

こ住所　〒

男・女

TEL（こ自宅）　　　　　　　　　　　　　　TEL（携帯）

EAX

※「参加申込書」にこ記入いただきました個人情報は、本ツアーの開催、連絡に使用します。


