特別企画

埼玉県のマスコットは、みなさんお馴染みの ｢コバトン｣。コバトン自身は
県の鳥シラコバトがモチーフですが、さまざまな分野に登場して雰囲気を盛
り上げています。コバトンがあけた宝箱から埼玉産の米、野菜、畜産物など
が飛び出した「宝箱コバトン」もあります。コバトンが楽しそうにほほえん
で県産農産物を PR しています。

ご当地キャラに見る“農”

オケちゃん

所沢市茶業協会イメージキャラクター

江戸時代、中山道の宿場町だった桶川
は、染料になる紅花の一大産地であり農
産物の集散地でもあったところ。着物に
草履ばきというオケちゃんの頭にも、紅
花が咲いています。市民の花として親し
まれている紅花は、歴史と伝統を現代に
生かす桶川市のシンボルです。

ところ茶ん

所沢市は入間市に次ぐ狭山茶第二の生産地。市
の花も ｢ お茶の花 ｣ です。
「ところ茶ん ( ところちゃ
ん )」は、狭山茶の産地 ･ 所沢を PR し、所沢茶
業の振興を図るマスコットとして平成 10 年に誕
生。小坊主姿で、いれたての狭山茶をしずしずと
運んでいます。

川越市マスコットキャラクター

ロッコ ＆ ナッチ

坂戸市と女子栄養大学が協働するさかど葉酸プロジェクト。市民の健康
増進やコミュニティづくり、地産地消をテーマに、葉酸を含んだ地元産野
菜の PR、葉酸が効果的に摂れる食品開発などを行っています。その食品
の PR 事業の 1 つとして坂戸市商工会では「葉酸たっぷり食品展開事業」
を実施しています。キャラクターのロッコ＆ナッチは双子の兄妹。ロッコ
(Rocco) はブロッコリー、ナッチ (Nach) はホウレンソウ ( スピナッチ )
からのネーミングです。

ときも

多くの観光スポットをもつ川越市のキャラク
ターは、江戸時代から時を告げてきた「時の鐘」
の“とき”と、名産のサツマイモの“いも”を
合わせた「ときも」です。丸い顔はほくほくの
焼きいもを思わせる健康的な黄色、体はサツマ
イモの品種「紅赤」と同じ紅赤色。頭に観光シ
ンボルの時の鐘がのっています。

日高市マスコットキャラクター

くりっかー & くりっぴー

男の子が「くりっかー」、女の子が「くりっぴー」。
栗の生産が県内一の日高市らしいネーミングです。デ
ザインは市の鳥カワセミがモチーフで、栗の形をした
体をもち、頭のてっぺんには巾着田で有名な曼珠沙華
( まんじゅしゃげ ) が躍っています。最近、電子レン
ジで加熱すると鬼皮と渋皮がポロッとむける ｢ 日高ぽ
ロン ｣ を発売するなど、日高の栗栽培は意気軒昂です。
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名所・名物、伝承行事・伝説などとさまざまですが、もちろん地
域特産の農産物は主要なモチーフ候補です。県内を眺めてみて
も、農林水産物やその加工品を、全体あるいは一部に取り入れ
ているキャラクターがたくさんあります。キャラクターから
も市町村などの特産農産物、産地を垣間見ることができます。

坂戸市商工会「葉酸たっぷり食品展開事業」キャラクター

■お知らせ… クイズの応募はがきに、皆様から〈みらの〉についてのご感想やご意見を書いていただきました。その中から、
いくつかを欄外に設けた【あぐり倶楽部】に紹介します。掲載の方には〈みらの〉のオリジナル・クオカードをお送りします。

埼玉県マスコット

「コバトン」

とまちゃん

真っ赤なほっぺにつぶらな瞳。北本トマトのブランド
化を進めるために生まれた「とまちゃん」は、笑顔で元
気を振りまく特技をもつ女の子です。かつて ｢ 石戸ト
マト ｣ のブランドで全国に名をはせた同市は、伝統を
受け継いで今もトマト栽培が盛
ん。北本トマトカレー、トマ
ト大福、とまとルンルン揚
げ餃子という特産品も開
桶川市マスコットキャラクター
発 ･ 販売しています。

埼玉には農産物キャラクタ ーが多数ある

北本市の北本トマトイメージキャラクター

”
”
ゆるキャラ とも ご当地キャラ ともいわれるマスコッ
“
“
トキャラクターが、自治体や各種団体のイメージアップに大活
躍しています。印象的な愛称とデザインに夢を織り込んだキャ
ラクターは着ぐるみになったものが多く、イベント会場などで
子どもたちの人気者です。そのモチーフは地域の歴史や自然、

全国から着ぐるみのキャラクターが大集合する「ゆるキャラⓇさみっと in 羽生」。4 回目にあたる今
年も 11 月 23 日 ( 土 )・24 日 ( 日 ) に、羽生水郷公園で開催。47 都道府県に加えドイツなど 7 カ国か
らのエントリーもあり、375 団体・452 キャラクターが勢ぞろいします。( 写真は昨年の大集合の様子 )

毛呂山町マスコットキャラクター

もろ丸くん

毛呂山町は日本最古のユズの産地といわれます。
もろ丸くんは特産のユズをイメージした元気な男
の子。春と秋に地元の出雲伊波比神社に奉納され
る流鏑馬 ( やぶさめ ) の凛々しい姿です。ひたい
や弓の矢にデザインされているのもユズの葉です。

越生町マスコットキャラクター

うめりん

越生梅林の観梅でに
ぎわう越生町。県内一
の梅の産地です。キャ
ラクターは特産品の梅
をモチーフにした「う
めりん」。梅干を保存
している壷から姿を現
した女の子、梅の妖精
です。赤く漬かった梅
の色の衣装、帽子にか
ざした梅一輪が鮮やか
です。

吉見町マスコットキャラクター

よしみん

血液型はビタミンＣ型、町の特産のイ
チゴをイメージした「よしみん」です。
頭のつぶつぶは国指定史跡の吉見百穴を、
お腹の 2537 は日本一の荒川の川幅を表
わしています。「吉見のイチゴはおいしい
よ。みんなで遊びに来てね！」と呼びか
けています。

三芳町マスコットキャラクター

みらいくんとのぞみちゃん

「みらいくん」は自然の源の“しずく”をイメージした水の精、
そのガールフレンドが「のぞみちゃん」。のぞみちゃんの帽子は
特産のサツマイモの形、靴やベストもサツマイモ色です。上の
キャラクターは“富 ( とめ ) の川越いも”で知られる上富地区
の畑で、2 人が楽しくいも掘りをするバージョンです。

川島町マスコットキャラクター

かわべえ、かわみん

「かわべえ」は江戸時代、お蔵
米として川越藩に献上されていた
お米からのネーミング。「かわみ
ん」はかわべえの孫です。2 人の
頭部はイチジクの形。イチジクを、
米とイチゴに続く第 3 の特産品に
しようと産地化に取り組む川島町
の意気込みが感じられるキャラク
ターです。

秩父地域の
「しゃくし菜」キャラクター

しゃくし〜菜

白くて大きい葉柄部分が、ご飯を盛る杓子
に似ていることから「しゃくし菜」。雪白体
菜ともいう秩父地域特産の漬物用野菜です。
杓子を手にする可愛いキャラクターは、行政
機関や漬物加工業者、ＪＡなどが協力して平
成 22 年に作成。「シャキシャキした食感の
しゃくし菜漬、秩父の味をどうぞ」と呼びか
けています。

ときがわ町マスコットキャラクター

のラビたん、みかんちゃん、ときのこちゃん

美里町マスコットキャラクター

ミムリン

神川町マスコットキャラクター

神じい、なっちゃん

城峯山に住み神川町のことなら何でも知っている仙人
が ｢ 神じい ｣。「なっちゃん」は神じいの孫で、神川の
どこかの梨畑に住んでいる妖精です。2 人とも町の名産
の梨がモチーフ。もちろん梨が大好き。神じいの杖やなっ
ちゃんの胸に咲いている花は、名物の冬桜です。

ブルーベリーの栽培面積が、
市町村単位では日本一の美里
町。季節には観光農園や直売所
がにぎわいます。｢ 美夢里 ( み
むり )｣ の文字から夢のある美
里の鳥として誕生した「ミム
リン」は、ブルーベリーが大
好物。食べ過ぎて頭も体もブ
ルーベリー色になってしまい
ました。

ときがわ町には公共施設ごとに設けたキャラクターが 10 体あり、そ
のうち 3 つが農産物を素材としています。「のラビたん」は顔が青ナス、
耳がのらぼう菜。ときがわ町など比企地域特産の伝統的野菜を生かした
デザインです。「みかんちゃん」は大附地区で実るミカン、
「ときのこちゃ
ん」は原木栽培されるシイタケがモデルです。

上里町マスコットキャラクター

こむぎっち

上里町は日本有数の種子用小麦の産地。発芽
性が良く、品種として純粋な種子を広く送り出
しています。小中学生からの公募によるキャラ
クターの愛称は「こむぎっち」。豊かに実った
種子小麦のヘアが特徴です。町内にある関越自
動車道・上里サービスエリア ( 下り ) では、地
元産小麦を使ったうどんなど、こむぎっちメ
ニューが人気です。

【あぐり倶楽部】〈みらの〉No.52 の「これ、な～んだ？」で回転まぶしを見て、懐かしくなりました。幼いころ、回転
まぶしをいたずらして「お蚕さんが目を回すよ」と祖母に叱られたのを思い出しました。( 斉藤正敏さん／北本市・47 歳 )
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ご当地キャラに見る“農”
深谷市イメージキャラクター

ふっかちゃん

全国ブランドの深谷ねぎで有名な深谷市は、ネ
ギの産出額が日本一の埼玉にあって最大の産地。
ウサギのようでシカのような「ふっかちゃん」には、
深谷ねぎの角がにょっきり。胸には市の花チュー
リップのボタンが 2 つ。ふっかちゃんの好きな食
べ物は深谷和牛、トウモロコシの味来 ( みらい )、
煮ぼうとう。地元産のおいしさ揃いです。

深谷市の「ゆめ☆たまご」キャラクター

ゆめ☆たまご、深谷ねぎ之進、ぶろっころん

「ゆめ☆たまご」は深谷市の産学官連携プロジェクト。自慢の技術や知識、ユニークな商品や
製品、サービス、アイデアを通じて地元産業の魅力を発信しています。「ス・テ・キな…産学官
系 ( さんかくかんけい )」がモットーです。ゆめ☆たまごには、深谷ねぎでバリッと決めた「深
谷ねぎ之進」、ブロッコリーヘアの「ぶろっころん」の 2 人の仲間がいます。

羽生市マスコットキャラクター

ムジナもん、
いがまんちゃん

行田市のマスコットキャラクター

羽生市のキャラクターは「ムジナもん
と仲間たち」。主役のムジナもんは農産
物ではありませんが、ひたいにモロヘイ
ヤの葉っぱを載せて、すましています。
いがまんちゃんは羽生市など北埼玉地域
で昔から作られてきたいがまんじゅうが
モチーフ。妖精になって、仲間のまわり
をふわふわと飛び回っています。

こぜにちゃん、
フラべぇ

白岡市マスコットキャラクター

なしべえ、なしりん

＊掲載の全画像には自治体等の登録商標や著作権がありますが、表記を略させていただきました。

目と鼻が「な」
「し」の文字。
梨のことなら何でも知ってい
るおじいちゃんが「なしべ
え」。ぱっちり目が可愛い孫
の「なしりん」は、おじいちゃ
んが作った梨が大好き。白岡
産の新高や幸水がモチーフの
2 人は、昨年 10 月 1 日に同
市の特別住民票も公布された
人気者です。

吉川市イメージキャラクター

なまりん

か つ て「 吉 川 に 来 て、
なまず、うなぎ、食わず
なかれ」といわれた吉川
市。川魚料理の食文化を
もち、今も ｢ なまずの里 ｣
として知られる同市のキ
ャラクターは「なまりん」。
ナマズから変身した、お
しゃれな女の子です。好
き な 食 べ 物 は 吉 川 ネ ギ、
特技はかくれんぼです。

春日部市の「春日部やきそば」キャラクター

とろ★りん

「春日部やきそば」は、地域活性化をめざして市商工
会議所青年部が開発したＢ級グルメ。あんかけ焼きそば
なので、キャラクターの愛称は「とろ★りん」。髪の毛
は焼きそばの麺、衣装は焼きそばの“あん”、紫はトッ
ピングしたシソと、市の花の藤の色。インパクト十分な
“キモかわ系”ゆるキャラです。

草加市の
「草加せんべい」
キャラクター

パリポリくん

味・香り・歯ごたえの 3 拍子揃っ
た“本場中の本場のせんべい”が草
加せんべい。キャラクターは白い長
袖シャツに青のつなぎ姿で、巨大な
せんべいをかじる「パリポリくん」。
PR ソング「まあるいしあわせ」の
リズムに乗って、イベント会場など
で華麗に ( ？ ) 踊っています。
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行田名物のご当地グルメは、
地元で昔から手軽に食べられ
てきたゼリーフライとフライ。
キャラクターの「こぜにちゃん」
は、おからを主としたゼリーフ
ライがモチーフで小判型をして
います。もう 1 人の「フラべぇ」
はフライがモチーフ。フライづ
くりに必要なフライ返しと押し
ぶたを持っています。

八潮市マスコットキャラクター

ハッピーこまちゃん

法被 ( はっぴ ) 姿で「さぁ、ごはんを食べ
るぞ！」とポーズをとる「こまちゃん」。こ
まちゃんの愛称は八潮特産のコマツナからの
ネーミングです。コマツナ生産が全国一の埼
玉県の中でも、八潮市はトップクラス。こま
ちゃんの頭にも、みどり豊かな地元産のコマ
ツナが揺れています。

越谷市の ｢こしがや鴨ネギ鍋｣
イメージキャラクター

ガーヤちゃん

「鴨がネギを背負って来た」─ことわざ通りの「ガーヤちゃん」。越谷ネ
ギと市内にある宮内庁埼玉鴨場をヒントに、市商工会が開発した「こしが
や鴨ネギ鍋」のキャラクターです。長ネギを背負った鴨が、ごていねいに
鍋の中に入っている姿は愛くるしく、思わず笑いが出てしまいます。

【あぐり倶楽部】「野菜観察のすすめ」の特集、どれもこれも野菜の不思議をこの年になって知ることができました。
何種類かの野菜を作っていますが、畑に行って孫にも伝えていこうと思います。( 中畝千恵子さん／長瀞町・70 歳 )

