10 周年 記念開催

NPO オーガニック事業協会

www.organic-jk.org

50 店以上が出店（過去最大規模）

土
日

10 月 29 30

開催
：
場所

日
日

中野セントラルパーク
パーク アベニュー
（東京都中野区中野4-10-2）

10：00〜16：00

10 年めの自然栽培フェア
多くの方のご支援 ・ ご協力をいただき、 この 「自然栽培
フェア」 は 2013 年にはじまり、 10 年めを迎えることができ
ました。 本イベントを継続し今年も開催できます事に、 出店
者様 ・ 関係者の皆様に、 心より感謝申し上げます。
この 10 年のあいだに、ウクライナ ・ ロシア戦争やコロナ禍
で世界は激変し、 資源高と食糧争奪戦は進み、 日本は記録

日本には︑
肥料に頼らない︑
農薬に頼らない︑
世界に誇る農業技術がある︒

JR「中野駅」北口より
徒歩 5 分

小雨決行・荒天中止

生産者と直に語り合える！
全国から、 新米 ・ 野菜 ・ くだもの ・ スイーツ ・ 添加物
不使用の加工品 ・ 個性豊な雑貨を扱う 50 店舗以上が
出店します。 買い物だけではなく、 援農・研修・就農相談、
等々、 ご出店者に声をかけてください！
●開催場所：中野セントラルパーク・パーク アベニュー
（東京都中野区中野4-10-2）

的な酷暑も重なって、 国内農業の維持や食糧 ・ エネルギー
の確保、 国産化の重要性に、 気づく人たちが増えてきました。
私たちは、 自然栽培の技術を研鑽しながら、 自分や家族
や仲間の健康と、 住み暮らせる地域社会を考えています。
ひとりでも多くの方と想いを共有し、 生産と消費 ・ 交流の

イベント詳細は、
協会公式 FB へ

輪が拡がり、 持続可能な生活と経済が地域や足元から拡が
るようにと願い、 実践しています。
NPO 法人オーガニック事業協会

メンバー一同

【主催】NPO 法人オーガニック事業協会
【共催】NPO 法人世界環境改善連合
【後援】 中野区
【企画・運営】 第 10 回自然栽培フェア2022 実行委員会
（事務局：オーガニック事業協会）

10 周年 記念開催
自然栽培フェア2022
出店者

※出店者、
販売商品は、
出店申込時の一部内容です。
変更される場合がありますので予めご了承願います。
詳しくは公式ホームページをご覧ください。

出店予定者一覧

出店内容（一部）

出店者

出店内容（一部）

明石農園

葉菜類、うどん、人参

農業体験『ソラシドコミュニティ』 取り組みのご紹介

阿部自然農園

お米、玄米餅、大豆

だんだん炉の食卓

西条柿、乾燥舞茸、食べるいりこなど。

あんばい農園

生落花生おおまさり、落花生油、煎り落花生

Dressing Sisters

レモン&クリーム

農家が作るご飯 IRIE( アイリー )

南部どりスパイシーチキン、塩麹漬け焼き、カレー

正すの実

有機玄米、有機米使用米粉、ハチミツ

味坊

発酵白菜・発酵調味料

タンポポ農園

野菜、お米、米麹

イベファーム

温州みかん

ベジタガーデン高田馬場店

農産物、ジャム、お茶、

N.HARVEST

有機スパイス、有機ドライフルーツ、有機紅茶など

三穂の郷農園

日本ミツバチ蜂蜜・味噌・梅干し

Christmas Santa

ローストチキンライス、ビール、オーガニックワイン

つくばきくらげ販売

黒きくらげ、山くらげ、海老イカ大根サラダ

グリーンフィールドプロジェクト

有機種子、有機野菜、有機系の栽培キット

NPO 法人 つぼみの明日の会

明花のだし

絃

温州みかん、新生姜、れんこん、グリーンレモン等

T.SWEETS.LABO.

米粉の焼き菓子、シュトーレン、コーヒー・他

五代目森山清次兵衛

米粉、おかき、米、玄米餅

どまんなか野菜

さつまいも

kokoro ふぁーむ縁（えにし）

自然栽培米(コシヒカリ・ササニシキ）米粉、等

NaturalOrganicPROJECT

オリーブオイル 蜂蜜

さつまいも照沼

干芋、焼き芋、芋菓子

ナチュラル生活！

未晒し蜜蝋ワックス、竹の洗剤(バンブークリア)他

作ぜん農園

ササニシキ・つや姫・ひとめぼれ

nico

書籍

コロッケ

布ナプキン＆エコストア SoaLa

オーガニックコットン使用の布ナプキン、他

自然食の店

サン・スマイル

加工食品

書籍

指圧

カボス&ハーブ

生落花生

等

にんじん
ジャム 塩

レモン

3552 食堂

パン、焼き菓子、シュトーレン

nokichi

珈琲、スープ

さとやまコーヒー

コーヒー豆、収穫野菜

はたけとなかよし

野菜、米、大豆加工品

自然栽培の仲間たち

スープ、ジュース、お菓子

Paradise Beer & Gelato & Donuts

生ビール、
ジェラート、
ドーナッツ、
フランクフルト

自然栽培パーティ

野菜・米・加工品

光珈琲

エチオピアの森で育った野生のコーヒー

柴海農園

やさい各種・ピクルス・パテ

まじめな蜂蜜

アカシア、熊野水木、蕎麦

Seed Hokkaido

フルーツほおずき

むせひ屋

野菜、お茶、たまご、小麦粉、お菓子

十四農園

野菜、米、加工品

MOMINOKI HOUSE

自然栽培米、玄米焼きおにぎり、宇宙せんべい

有機・自然栽培のお茶【善光園】

深蒸し煎茶・ほうじ茶・紅茶・玄米茶など

Linio( リニーオ )

ベジキーマカレー、スパイスジンジャー

NPO 世界環境改善連合

協会PR

YOKOHAMA WOOD

木製食器（人気製品は、汁椀、箸、マグ等）

そばの実カフェ sora

そば粉ドーナッツ

Buds

無添加ナッツ・ドライフルーツ

SORANOSITA

生姜、生姜シロップ、生姜パウダー、生姜ケーキ他

出店枠・満席御礼（7/20 時点）

中野ブロードウェイ

パークアベニュー
サウス

イースト
中野
セントラルパーク

中野区役所

中野サンプラザ
ホール

中野税務署

中野サンモール商店街

【主催】NPO法人オーガニック事業協会
【共催】NPO法人世界環境改善連合
【後援】中野区

YOKOHAMA WOOD

中野体育館

中野四季の森公園

公共交通機関からのアクセス
JR 中央線 、JR 総武線、
東京メトロ東西線
「中野」駅より徒歩 5 分
http://www.nakano-centralpark.jp/

野方警察署

by

中野通り

中野セントラルパーク
パークアベニュー

東京警察病院

そば粉マフィン・クッキー

等

ペデストリアンデッキ
至三鷹

北口
JR・東京メトロ 中野駅

至東京

南口

http://www.organic-jk.org/
http://npo-weo.org/

www.organic-jk.org

