
東京養沢

苔月間

Tokyo-Yozawa

The Moss Month

Yozawa
Coque

詳細情報はこちらから
Please check our website for more details
→　http://tokyoyozawacoque.com/

養沢苔の展示・モスリウムづくりワークショップ

YozawaCoque 展  at みつばちファームカフェ

問合せ先（contact）︓株式会社 mokadocos（mokadocos Co.,Ltd）
mail︓coque@tokyoyozawacoque.com　☎︓070-4131-1076

2017 年 1 月 23 日（月）～ 31 日（火）
モスリウムの展示とワークショップを開催します
ワークショップの開催日程はウェブサイトでご確認下さい

最寄駅：JR 五日市線　武蔵増戸駅　下車徒歩 12 分

東京都あきる野市上ノ台 37-3（37-3 Uenodai, Akiruno-shi, Tokyo）
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website︓http://tokyoyozawacoque.com/

Yozawa
Coque

地域資源発掘型実証プログラム事業養沢センター Yozawa Center

クラインガルテン野良坊
Kleingarten Norabo

養沢毛鉤専用釣場
Yozawa flyfishing area

徳雲院
Tokuunin Zen temple

      龍珠院
Ryushuin temple

瀬戸の湯
Seoto-no-Yu Spa

あきる野ふるさと工房
Akiruno-Furusato-Kobo

戸倉しろやまテラス
Tokura-Shiroyama-terrace

城山
Mt.Shiroyama

小宮ふるさと自然体験学校
Komiya Furusato

Nature experience school 秋川国際マス釣場
Akikawa International Trout Fishing Ground

Musashi Itsukaichi Sta.JR
JR 武蔵五日市駅

JR 武蔵五日市駅の駅前バス乗り場（1番乗場）から、上養沢行に乗り、
27 分で「海入道」に到着。「海入道」から徒歩すぐ。
Get on a bus to Kamiyozawa from the bus station (bus stop No. 1) in 
front of Musashi-Itsukaichi Station on JR Line, 27 min. bus ride, get 
off the bus at “Kainyudo” .  A short walk from “Kainyudo” .
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日帰りできる秘境
東京養沢のディープな森の
小さな宇宙をお楽しみ下さい
Enjoy small cosmos of a “deep” forest in Yozawa (Tokyo), 
the unexplored place where making a day trip is possible.

2017 年 2 月１～ 28 日
1st ~ 28th of February 2017

東京都あきる野市
養沢で、苔 coque と遊ぶ
Have a good time with Coque (moss) in Yozawa, 
Akiruno city in Tokyo.

We organize an exhibit and workshop of Mossriums. Please check our 
website about the dates for the workshop. 

Access: 12 min. walk from Musashi-Masuko Sta. on JR Musashi-Itsukaichi Line

Mon. 23rd ~ Tue. 31st of January 2017

Yozawa Coque Exhibit at Mitsubachi Farm café

YozawaCoque 展  at 荻窪パスタアマーレ
2017 年２月 12 日（日）～ 19 日（日）

東京都杉並区上荻 1-24-4（1-24-4 Kamiogi Suginami-ku,Tokyo）

最寄駅：JR 中央線　荻窪駅　下車徒歩 10 分

モスリウムの展示とワークショップを開催します
ワークショップの開催日程はウェブサイトでご確認下さい
We organize an exhibit and workshop of Mossriums. Please check our 
website about the dates for the workshop. 

Access: 10 min. walk from Ogikubo station on JR Chuo Line

Sun. 12th ~ Sun. 19th of February

Yozawa Coque Exhibit at PASTA Amare in Ogikubo

Yozawa Moss Exhibit and Mossrium workshop

養沢の風景を切り取ってモスリウムに・・・
Re-create scenery of Yozawa as your Mossrium 

アクセスマップ
access map



program１プログラム

program２プログラム

program３プログラム

2 月４日（土）、11 日（土）、10:30 ～ 15:00
Sat. 4th / Sat.11th of Feb.  10:30 ～ 15:00

外国人向け（英語）忍者が案内する
養沢苔ツアー（外国人限定、軽食付き、各日定員 15 名）

養沢の忍者が、養沢を案内します
苔の観察も行います

English guided moss tours with Ninja in Yozawa
 (for overseas nationals only / with a light meal / capacity of 15 for each day) 

Ninja of Yozawa will guide you around Yozawa area. 
You can also observe moss.

養沢苔ウォークとモスリウムづくり（各日定員 15 名）

2 月４日（土）、11 日（土）、　18 日（土）、
　25 日（土）、13:30 ～ 16:00

養沢の代表的な苔で
モスリウム（苔のテラリウム）づくり

Sat. 4th / Sat. 11th / Sat. 18th / Sat. 25th of Feb.
13:30~16:00

Moss walk in Yozawa and Mossrium workshop 
(capacity of 15 for each day)

Let’s make a Mossrium  (terrarium of moss) 
of representative Yozawa moss.

養沢苔観察会（軽食付き、各日定員 15 名）

2 月４日（土）、25 日（土）
10:30 ～ 15:00

苔の先生、上野健先生と、
養沢の苔をみて歩く

Sat. 4th / Sat. 25th of Feb.  10:30 ～ 15:00

Yozawa Moss observation meeting 
(with a light meal / capacity of 15 for each day)

Walking and observing moss of Yozawa
with Mr. Takeshi Ueno, an expert on moss.2017 年 2 月１～ 28 日

　東京のあきる野市の養沢には、ここが東京なの？
と感じる場所があります。ここには、大岳山などか
ら流れてくる清らかで豊かな水があります。その水
に育まれた環境は、都心からわずか 1 時間半にも関
わらず、苔むした沢を中心にした癒しの空間が広がっ
ています。
　この環境を活かし、地域の活性化を図るために、
水と苔を活用した魅力的な体験づくりに取り組んで
います。

Yozawa in Akiruno city has places where you may 
wonder “Am I in Tokyo?” There is clear and rich water 
that flows from Mt. Odake. The environment nurtured 
by the water has many relaxing spaces centering 
around mossy mountain streams, even though it is 
only 1.5 hour away from the center of Tokyo. In order 
to make full use of this environment and to revitalize 
the local area, we are working on organizing 
attractive events utilizing water and moss.

Please check the website for details 
→  http://tokyoyozawacoque.com/

主催者︓養沢活性化委員会・苔部会
Organizer: Yozawa Revitalization Committee / Coque Committee
本事業は東京都の「地域資源発掘型実証プログラム事業」の取り組みの一環で実施しています。
This project is implemented as part of the Demonstration Program Project for the Exploration of Local Resources by the Tokyo Metropolitan Government

申し込み方法（定員になり次第募集締切）

参加したいプログラム番号、希望日、氏名、住所、年齢、電話番号を、
以下のメールアドレスにお送りください。
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Tokyo-Yozawa
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Yozawa
Coque

How to apply (We will stop accepting applications once all the places are taken)

Please send the following information to the email address below. The program number 
and the date you wish to join, full name, address, age, phone number.

coque@tokyoyozawacoque.com
詳細情報はこちらから

全てのプログラムは「参加費無料」で実施されます
The fee to participate in each program is free of charge.
集合・解散はすべて養沢センターとなります
The meeting / finishing point of each program is Yozawa Center.


