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8集特

　今年も大小60を越えるさまざまな企画が盛
りだくさん。2日間で国分寺をあそびたおそう。
b�国分寺駅～武蔵国分寺史跡周辺～西国分寺駅
の中央線南側エリア（国分寺駅北口の一部を
含む）
sぶんぶんウォーク実行委員会・市
■�開会宣言11月19日（土）11：00
　都立武蔵国分寺公園（南側）こもれび広場

ぶんぶんウォーク2016
　　　　　国分寺再発見

●オープンカフェ（両日）
� ※日によって出店店舗が異なります
クルミドコーヒー／CAFE�FLA っと／パン屋キィニョ
ン／レオーネ・ドーナツ／ヘルマーズキッチンカフェ／
めぐるみlabo&cafe ／市障害者センター

●ピクニックＬＩＶＥ（両日）
　ピクニック気分で音楽を楽しもう。
y12：00～15：30　e無料
■出演者
　19日＝ululutoie ／ fockea�crispa ／MIAMI ／53235
　20日＝�aolani ／ KaRaLi ／カガリビ，／カンバス／

DJnan（JARO）
■協力aolani&ululutoie

●ファーマーズマーケット（両日）
　JA東京むさし国分寺ファーマーズ・マーケット　ムー
ちゃん広場から、国分寺産の新鮮な野菜と花が届きます。

●OUTDOOR　READING（両日）
　絵本や、写真集・エッセイなど、たくさんの本を読め
る野外貸本コーナーを開催します。
e無料■提供YOURS�BOOK�STORE

●ハンモック編み編みワークショップ（両日）
tどなたでも（小学生以下は保護者同伴）※当日予約
A手のひらサイズのハンモックe1，000円
B子どもサイズのブランコハンモックe2，000円
C大人サイズのブランコハンモックe3，000円

●青空写真館（両日）
　プロカメラマンによる記念撮影をしませんか。年賀状
用の飾りもあります。
y11：00～12：30／13：30～15：30e1，000円／1
枚（追加撮影300円／1枚。写真は後日メールでお渡し）
■協力Ehecatl

11月20日（日）のみ

●よむよむきくきくえほんの会
　はらっぱで、手あそびや紙芝居を楽しみましょう。塗
り絵やおめんが作れるコーナーもあります。
y13：30～14：00t1～3歳e無料
■提供おはなしバトー

●パークヨガ　withクリスタルボール
　クリスタルボールの音色を聴きながら、朝ヨガしませ
んか。
ヨガインストラクター＝成田千絵さん　
クリスタルボール＝山本コヲジさん
y11：15～12：00（10分前集合）e無料

●�レンジャーと行く！森のガイドウォーク
　身近な森には不思議と驚きがたくさん。レンジャーと
一緒に公園を歩いて自然の新たな一面を発見しよう。
y11：00～／13：30～（各回1時間）
e無料c各30人

ピクニックタウン b都立武蔵国分寺公園（こもれび広場）

史跡湧水タウン

エリア周遊イベント

b史跡の駅おたカフェ

○バードハウスづくりを体験
d19日（土）14：00～16：00
c15組※先着順e2，000円／1箱
○手のひら市（両日）
　作家さんの絵や陶器、ピアスなどを展示販売
　sCatoqui
○森のライブ
d20日（日）14：30～
■出演小栗綾子（市内在住シンガーソングライター）
○音感水車展示（両日）
　sミズモリ団
●Special Event　スペシャルイベント
　希少な古代米の赤米を栽培・復活させるプロジェクト。今年
から国分寺の農家や市民農業大学でも栽培が始まり、市民有志
の方もバケツでの稲育成に取り組んでくれました。赤米を見た
り食べたりできます。
○こくベジ古代米カレーe1，000円
○古代米の展示会b武蔵国分寺跡資料館
○育てていただける方へ、古代米のもみを無料配布

●FARMERS TABLE　ファーマーズ　テーブル
　国分寺のこだわり農家さんの野菜・果物「こくベジ」の産直
市場。
■参加農家中村克之さん（日吉町）、清水雄一郎さん（北町）、
中村清治さん（日吉町）、岸野栄治さん（戸倉）、田中久義さん
（東元町）、佐藤慎太郎さん（東恋ヶ窪）※順不同
●YUMMY DINING　ユミ　ダイニング
　国分寺のレストランやお菓子屋さんによる地元の野菜や果実
を使った料理やドリンク、スイーツが楽しめるイートインスペ
ース。ここでしか味わえない特別メニューも用意しています。
■参加店舗ラ・ママン（パン）、ゲミュートリッヒ（パン）、東
経大エコキャンパスゼミ、OHANA、めぐるみLabo&cafe、
静海苑
●CULTURE TABLE　カルチャーテーブル
○野菜スタンプのオリジナルエコバック作り（両日）
y11：00～16：00

KOKUBUNJI TABLES
 地元の野菜を食卓に

　国分寺テーブルズは、国分寺の食と文化をまるごと味わえるマ
ーケット。青空のもと、産直の野菜や料理・スイーツを買ったり
食べたりしながら、音楽を堪能したり、工作したり。国分寺の魅
力で、おなかも心もいっぱいに。

●�Give Me Vegetable !　ギブ　ミー　
ベジタブル

　国分寺の農家さんが作ったおいしい野菜を入場料
に、持ち寄った野菜を料理人がその場で調理し、み
んなで分け合って堪能します。ごはんを真ん中に、
国分寺のあんな人、こんな活動の紹介。国分寺なら
ではの出会いと交流の場です。国分寺再発見！一緒
にいかがですか。
d19日（土）18：00～（開場＝17：30）c約50人
■入場料野菜（量や種類は自由。ぶんぶんウォーク
で購入した国分寺産の野菜をぜひお持ちください）
※ドリンク代別途
m�iカフェスロー☎（042）401―8505
hwww.cafeslow.comで

●エコマルシェ＆ワークショップ（両日）
y11：00～16：00
n「緑と癒し」をテーマに、手軽に体験できるヘッ
ドマッサージ、ねんどの手浴、みつろうのリップク
リーム作りなどのワークショップと、選りすぐりの
エコ雑貨、草木染の布や小物、多肉や山野草の寄植、
苔玉など販売します。

●�こんにゃく湿布と交流ランチ会（まい
にちいのち）（両日）

y11：30～17：00
※詳しくはＨＰをご覧ください

●特別企画　ポニーと遊ぼう（両日）
　国立市から二頭のポニーが子どもたちと触れ合い
にやってきます。引き馬体験と、餌やりの記念撮影
をします。
y11：00～／12：00～／13：00～／14：00～（各
回40分）※雨天中止b姿見
の池遊歩道の一部t小学生以
上（子どものみ）e各500円
i国立畑んぼ・平沢☎（080）
5021―6528

●�カフェといろいろびより×CHEERSコラ
ボ企画

bカフェといろいろびより（南町1―14―7プラウド国分寺1階）
n19日�＝ベビーグッズと子ども服のｘChange�Vol.23�

e無料／リフレクソロジーe1，500円（20分）
／クリスマスオーナメントクッキーワークショ
ップe300円／プロのヘアメイク＆フォトグラフ
ァーによる写真撮影会eヘアメイク＆撮影＝1，
500円、撮影のみ・ヘアメイクのみ＝1，000円

　�20日�＝紙芝居と割れないシャボン玉づくりy11：00
～・13：00～c各回親子10組※先着順e1，000
円／モザイクタイルのクリスマスミニ飾り、コ
ースターワークショップe各500円／ポジティブ
タロット占いe1，000円（10分）

　�両日�＝手作り品（消しゴムはんこ・陶器）／ぶんハピ
ねっと5周年記念品／焼き菓子・オリーブオイル
・ドライフルーツ等販売

●プレイセンター小さな森企画
d20日（日）11：00～15：00
bもとまち地域センター
○おもちゃの広場t0歳～おおむね小学3年生e無料
○お手玉のワークショップt小学生以上（保護者同伴）
e300円

●朗読ふくろうの会主催
d20日（日）13：30～14：10（開場＝13：00）
bもとまち地域センター
n宮沢賢治作「注文の多い料理店」「祭りの晩」をプロ
ジェクターを使って群読

●認定ＮＰＯ法人冒険遊び場の会企画
○Reたまご
d19日（土）11：00～15：00bBOUKENたまご（南町
3―9―25都営住宅1階）
nリサイクルバザー、スタンプぽんぽんリメイクコーナ
ー、ハンドマッサージなど
fリメイクに使用するＴシャツ・布バッグなど
○Reプレイステーション
d20日（日）11：00～16：00
b市プレイステーション
nリサイクルやリユースなどをテーマに、プレステマル
シェや体験遊びやワークショップ、手作り品の展示販売
など。遊びのコーナーもあります

●国立本店
　ギャラリーちびまど（南町2―10―10）で二日間限定
の出張国立本店をオープンします。
●ちいさなデザイン教室　育組
　見晴らしの良い屋上に「ヒミツのざいりょう」を集
めました。大人も子どもも遊べる「あそびらき」を開
催します。みんなで「あそび」をテーマに面白いこと
をやってみよう。
●さんちょうコーヒー部
　いろんなマウンテンのコーヒーを用意します。二日
間とも午前中はワークショップ（マイマウンテンブレ

ンドをつくろう）を開催します。（e1，000円）
●西荻ペーパートライ
　コーヒーペーパーフィルターを使って秋を収集する
トートバックをつくろう（e無料）
紙の糸「水引き」を使って小さな山の形のブローチを
つくろう（e500円）
●国分寺ひつじ堂
　たくさんの駄菓子やビールを用意してお待ちしてま
す。（e有料）

d20日（日）11：00～16：00
n本のフリマ／ビブリオマンシ―／みんなでつく
る物語／アコーディオンブックづくり／本であそ
ぶゲーム／出張としょかん　本の相談室／いまも
っている本を肴に四方山話コーナー／オススメ本
ＰＯＰ大賞／じぶんだけのための朗読コーナー

●一箱古本市 
　at アンティークアベニュー（両日）
　段ボール一箱分の本を売る一日だけの小さな古
本屋さんが大集合。店主さんたちの思い出の本と
の素敵な出会いがあるはず。
b国分寺マンションＢ1アンティ
ークアベニュー

●ジャズとクラシックの2日間
� 企画＝JFK　協力＝国分寺駅前倶楽部
b四小ひだまりホールe各回1，000円
d①19日（土）13：00～②19日（土）16：00～③20日
（日）14：00～※開場は30分前
n①クラシック②ミュージカル　オンクラシック③ラ
テン・スイング・ビバップ・ヴォーカルの共演※①②
は入れ替え制

●�中高生のためだけの音の葉コンサート
� 企画＝音の葉home�concert
　もうすぐ大人になる皆さんに贈る特別なクラシック
コンサート。
d20日（日）9：00～bクルミドコーヒー（いずみホー
ル裏）e1，500円（焼きたてマフィン・ワンドリンク
つき）mhttp://otonoha-concert.com/でiクルミド
コーヒー☎（042）401―0321

●�ギャラリーうぉーく　アートを楽しみながら街
をあるこう

■会場一覧
司画廊（写真）／三多摩医療生協ホール（交流カフェほか）／
くるみギャラリー（おもちゃ草紙）／634展示室（内田有個展
ほか）／アイアートクラブ（キッズ造形教室）／めぐるみLab
o&cafe（クラフト作家3人展）／ピオネロ国分寺店（ハンドペ
イントの靴屋）／本町・南町地域センター（朗読の小道・むか
し語り）／国分寺マンションアンティークアベニューフェスタ
／絵本とお話の店　おばあさんの智恵袋（作品展体験）／クラ
ラの部屋（アロマを使った体験ほか）／バードショップ　ピッ
コリアニマーリ（鳥モチーフ作品販売）／カフェスローギャラ
リー（マシマタケシ個展）／不動橋ポケットパーク（野菜販売
・パントマイムほか）／ギャラリーウノヴィック（昔の着物の
再生ほか）／駐車場ギャラリー（おだまき工房・インマーＳ＆
Ｅ・犬ちゃん屋＆シャドー工房）／ＩＢＡＮＯアトリエ（レコ
ードコンサートとお茶会）／ウエスモリ（染色・工作作品展示
販売）／フェアリーハウス　マイヨルド（プリザーブドフラワ
ーほか）／あふりかん・ままの台所（手作り雑貨・フェアトレ
ード商品販売ほか）／丘の上ＡＰＴ（ギャラリーコレクション）
／Klang＆ひろべかばん（金属アクセサリー・革製品）／ほか、
沿道の地元農家さんの採れたて野菜の販売所もにぎわいます。
※日時は会場ごとに違います

●クラフトヴィレッジ（アートタウン）
　真福寺公園で約60人の作家が集い2日間だけのクラフト展を
開催。陶器、オブジェ、木版画の雑貨、木工作品、ガラス小物、

布小物、アクセサリーなど、ワークショップも
あります。ここに来ればオンリーワンのお気に
入りに出会えるはず。美味しいキッチンカーも
やってきます。

●こくベジグルメラリー
d19日（土）～12月4日（日）
　30店舗が参加するこくベジグルメラリーで
す。食べて歩いて、地場野菜「こくベジ」を手に入れよう。

①まずは参加店舗、ジェイコムショップ国分寺店でスタンプ台
紙を手に入れよう②ぶんぶんうぉーくパンフレット掲載の店を
食べ歩こう③スタンプラリーをクリアして、国分寺野菜券500
円分、またはこくベジ飲食券をもらおう

●Instagram de ぶんぶんうぉーく（両日）
�　ぶんぶんうぉーくの各会場や店で、体験したり目撃したシー
ンや風景を撮影してインスタグラム「＃ぶんぶんうぉーく」に
投稿しよう。ぶんぶんうぉーく本部で投稿画像を見せて、市内
のお店で使える商品券を手に入れよう。
y11：00～15：00c各日200人※先着

●ぶんぶん　ぶんじの大冒険（両日）
　地域通貨ぶんじを持ってまちへ出よう。神出鬼没の探検隊に
出会えれば、ぶんぶんうぉーくを100倍楽しめます。詳しくは
フェイスブック・インスタグラムで
y12：00～16：00e100ぶんじ■企画地域通貨ぶんじ

ファミリーイベントスロータウン bカフェスロー

ブックタウン bもとまち地域センター

同時開催　音楽イベント

●ぶんぶんウォークまち歩き
� 企画＝まちづくりセンター
　真姿の池湧水群、史跡武蔵国分寺跡などの国分寺市の
名所を歩きながら、ぶんぶんうぉーくの主要タウンを巡
ります。
d19日（土）10：00～12：00c30人e無料※まち歩きマ
ップ付き
■行程西国分寺駅コンコース（集合）→東山道武蔵路跡
→史跡武蔵国分寺跡周辺（ピクニックタウン）→史跡の
駅おたカフェ周辺（史跡湧水タウン）→お鷹の道→真福
寺公園（クラフトヴィレッジ）（解散）
m月～金曜日の10：00～17：00に電話でまちづくりセ
ンター☎（042）324―0186へ※先着順
■当日連絡先午前9時までに本田☎（042）575―9322へ

●崖線実踏「はけの記憶を編む」
� 企画＝はけの学校
d19日（土）10：00～およそ2時間■案内人安田桂子さん
■テキストはけの絵てびきb国分寺駅南口母子像前（集
合）→東京学芸大学キャンパス内若草研究室（解散）c8
人e1，000円m電話で☎（042）385―7025（武蔵野から
編集室）・acoconblend@gmail.com（横田）へ※先着
順
■当日連絡先野口☎（050）3708―3457

まちあるきイベント

　本がつなぐひととまち「国分寺ブックタウン
フェスティバル」本に囲まれて幸せ！が詰まっ
た日。
　本の楽しみ方はいろいろあります。読むだけ
ではない本の楽しみ方を発見できるはず。

　本と紙、遊びと駄菓子それにコーヒー。ひょんな出会いと、ちょっとのひらめきを、誰かの「好き」につなげ
る楽しい二日間。

y11：00～15：30
 ※雨天中止

　全部合わせると150ｍのさわやかなピンクのピクニックラグ。
ハンモックも吊ります。ご自由にご利用ください。

さんちょうタウン b国分寺さんち

　まずは総合パンフレットを入手します。次に各
イベントの日時と場所を確認して、好きなところ
から「ぶんぶんウォーク」をスタートしよう。

総合パンフレット配布場所
　市政戦略室（市役所第3庁舎）・各公民館・各地
域センター・各児童館・いずみプラザ・ひかりプ
ラザ・いずみホール等の市の施設。都立武蔵国分
寺公園・ギャラリーウノヴィック・史跡の駅おた
カフェ・カフェスロー・パン屋キィニョン・ジェ
イコムショップ国分寺店その他参加店舗

� HＰやfacebookは　ぶんぶんうぉーく　で検索

ぶんぶんウォーク2016の楽しみ方

2016
→市政戦略室（内441）

11月19日（土）・20日（日）10 ： 00～
　16 ： 00

ちびまど

ぶんぶんウォーク本部
武蔵国分寺公園（南側）こもれび広場


