立川と語ろう 立川に生きよう

[annex]

赤トンボうちわ １５名様プレゼント

11

先月号でその完成図を掲載した「ららぽーと立川立飛」
。９月２７日現在、まだちょっとその姿を想像する
のはむずかしいようです。ところで、株式会社立飛ホールディングスが本年 11 月 1 日、創立９０周年を迎え

ダイオウイカはこれで撮った！

ます。1924 年（大正１３年）に、
飛行機の設計、
制作、
販売を事業目的として「石川島飛行機製作所」を設立、
中央区月島に工場を新設しました。1930 年（昭和 5 年）に立川へ移転。以来、立川総面積の 1/25 を擁し

ていろいろな事業を展開。その間には読者の皆様もよくご存じの軍用制式機「九五式一型練習機」
（赤トンボ）
も製作していました。90 周年を迎えるにあたり、赤トンボをモチーフに新しい立飛のキャラクター（ゆるきゃ
ら？）を創ったそうです。えくてびあんではこのかわいい赤トンボが描かれたうちわを 15名様に記念品として
プレゼント！

飛行機の街「立川」に「赤トンボ、キタ―！」って感じですね。フルってご応募ください。

［ 応募方法 ］
ハガキに、
①うちわの送り先住
所 ②お名前 ③連 絡 先（日
中ご連絡がとれる電話番号
④えくてびあんの読 後 感 想

⑤赤トンボうちわ希望 とお書
きの上、
〒190-0023 立川市
柴崎町 2-1-10 高島ビル４階

えくてびあん 「赤トンボうち
わプレゼント」係 までお送り
ください。応募多数の場合は

抽選になります。抽選の結果
は赤トンボうちわの発送をもっ
てお知らせといたします。
（な
お、ハ ガ キ は 消 費 税 改 定 後
52 円になっております。投函
前にお確かめください。
）

とんぼが飛行機になっていく様子
飛行機の街立川ならではのアート

赤トンボうちわ 3 種

9 月 27 日現在 立飛駅周辺の様子

表紙の人／寿司勝三代（錦町）

④

日野煉瓦
甲武鉄道開通を
もたらした人々

多摩川鉄橋

白く塗られてしまったが、上り線は今も日野煉瓦製のまま

日野側多摩川鉄橋の橋台部分

前号で日野総鎮守 八坂神社をご紹介した。9月14日と15日にはその例大祭が
行われ、14日早朝お神輿に御霊が遷される様も、15日夜街を練り歩いたお神輿
から本殿に御霊が戻される様子も荘厳で神秘的なものだった。700 年の歴史を持
つ神社だが、明治初年神仏混淆禁止令の発布により、牛頭天王社から八坂神社
へと改称、土淵英が宮司となった。現在の土淵眞佐子宮司の曽祖父である。土
淵英は、
高木吉造と河野清助と共に会社を設立する。それが「日野煉瓦製作所」だ。
多摩川を渡る中央線鉄橋の上り線橋脚にはこの日野煉瓦が使われており、125 年
の時を経て今なお中央線を支えている。
河野清助は日野市の豪農で土淵英の妻の父親。娘婿が設立した日野煉瓦製作

宮司が御霊を抱えてお神輿に遷す
（ 八坂神社で）

お神輿の宮だしの様子
（ 八坂神社で）

所の会計主任をしていた。日野市には『河野清助日記』という貴重な史料が残され
ている。高木吉造は土淵英の実兄。高木家子孫の話によれば、明治 5 年に19 歳
でアメリカに渡り、学を修めて帰朝、各種事業を興したという。兜町に株式取引
所の出店、日野銀行の創立、日野煉瓦製作所の設立、事業だけではなく自由民
権運動家としても名が残るほどの活動をしていた。日野煉瓦製作所では工業監督
員だった。横浜出身の横田金佐衛門が煉瓦の専門家として招かれ工場長となった。
明治 20 年 10月に日野煉瓦製作所の新設認可願いを提出し、翌 21年には本格
的に操業している。工場は日野の下川原（日野警察署北側）に設置され、煉瓦の
いぬま

材料となる粘土は工場の南側、万願寺の藺沼周辺で採取されていた。前述の『河
野清助日記』には「土淵英東京より帰宅、鉄道局へ煉瓦売込約定す」とあり、甲
武鉄道建設に日野煉瓦を使ってもらうべく奔走していた英の姿が思われる。甲武
鉄道の起点である新宿駅では、日本煉瓦製造株式会社（埼玉県深谷市）製造の「上

立川に唯一残っている日野煉瓦使用場所。かつての根川は幅が広く、水量が多
かったためもっと大きな鉄橋がかかっていた。これはその残骸。

敷免製」煉瓦が多量に発見されており、新宿～立川間に使用されていた。しかし
上敷免煉瓦は多摩川を渡ることが難しく、日野経由八王子へ鉄道を敷くには日野
に煉瓦工場を作らざるを得なかった。鉄橋橋脚の工事には、当時珍しかった潜水
夫が登場する。老いも若きも見学に行ったそうだが、地上で楕円形の橋脚を作り、
掘削しながら沈めていく工法だった。明治 22 年 8月11日、立川～八王子間開通
の祝賀会には、日野市豊田の地ビール『山口麦酒』がふるまわれたそうだが、これ
ふるさと

は大政奉還からたった 20 年しか経っていない『新選組』の故 郷日野で起きている
事実。多摩の人々はなんと柔軟な心なのかと感心せざるをえない。
日野煉瓦製作所は明治 23 年 8月、操業期間わずか2 年で廃業する。土淵英の
急死によるものだった。
（参考資料：日野ニュース 日野の遺跡“こぼれ話”）
上り線、立川側の橋脚

ひとつだけ白く塗られていない

［インタビュー］
あの人、この人、立川人

⓫

他人事ではない、
自分事！

「母さん、助けて」にだまされないで

耳タコ状態の「振り込め詐欺」
これだけ喚起すれば誰もひっかからないだろうと思うのだが

固定電話にかかってきます。

たねぇ、それはシュレッダーしてくださいって。

加藤

大坪

今は学校の名簿などにも住所や電話番

シュレッダーしないと、預金口座にお金がなく

私に電話ください。110 番でもいいし、警察署

号を入れなくなりましたが、
20年位前までは入っ

なっていると気付きますね。すぐ警察に通報さ

の電話でもいいです。とにかく連絡をいただき

ていました。その頃高校生だった人の親といえ

れて口座を凍結されてしまいますから。

たいです。

ば…。

加藤

加藤

── ちょうどターゲット年齢。それにしても、

いるので、被害者にはお金を振り込んでいると

取り組んでいるわけではなく、署長以下挙所一

こうして警察や金融機関が一体となって歯止め

いう意識がない。言われるままに操作している

体となって対策しています。訳の分からない電

をかけようとしていたら、そう簡単に引き出せ

だけですから。

話がかかってきたら、ほぼ全部詐欺です。金

ないでしょう？

── それも固定電話にかかってきて、そうなる

融機関へは警察からお願いして声をかけてい

加藤

んですか？

ただいています。いちいち確認されてイヤな思

犯人は知っていますので、これを逃れる方法を

加藤

そうです。自分の携帯番号を教えちゃう

いをされるかもしれませんが、これは金融機関

ちゃんと教えてくれるんです。

んですね。今日中に手続きしないともらえなく

が悪いわけではなく、警察がお願いしているこ

大坪 「おばあちゃん、銀行は何に使うんです

なりますって言われると、人間はこの「今日中」

とで、立川署では多額の場合の声かけを強く

か？振り込め詐欺じゃないですか？って聞いてく

という期間限定に弱いんです。親心、儲けた

要請しています。老後の資金を電話1本で取ら

るから、その時はね、家を改築するとか孫の

い心、そこをついた心理犯罪です。

れてしまうのですから、息子の前の携帯番号に

勉強資金だとか、止められないようにしてよ」と

──で、聞くところによりますと、立川はその

かけて確認するか、警察へご連絡ください。

話す。話しているうちに、犯人がとてもいい人

被害率が高いとか。どうしてでしょう？

── 警察に電話するって勇気がいりますが、

になって、金融機関や警察が悪者になってくる。

大坪

もっと身近に感じて連絡すればいいんですね。

──いったい何て言ってかかってくるんですか？

── 信じやすい高齢者が多い？

加藤

加藤

今は金融機関で止められるということを

人柄がいいんです。

加藤

特殊詐欺については生活安全課だけで

もうひとつ。消防訓練のように、家族で

昨年あたりから狙われています。被害

やってみるといいです。合言葉も決めて、息子

けるようになっていますが、例えば会社のカバ

件数は、本庁全体のデータでは 25 年上半期は

や孫の携帯番号は書いておいて。高齢者と言

ンをコンビニに置き忘れた、その中に小切手が

1263 件。26 年上半期は 1062 件ですから、201

いますが、
「お母さん」というジャンルに年齢は

らい「オレオレ詐欺」とか「振り込め詐欺」のこ

入っていて今日中になんとかしなきゃいけない

件減です。が、八方面（多摩東部）となると、

ないです。圧倒的に被害は70 代が多いですが、

とは聞いています。それでもひっかかる。

とか、今多いのは妊娠させちゃって弁護士が

219 件 ―224 件で、5 件 増で す。 立 川署だと、

中には 50 代もいます。犯人は研究してマニュア

加藤

明日の被害者はあなたの家族かもしれない

巧妙です。手口がどんどん変わったり、

警視庁のホームページでその会話が聞

お金が戻ってくるという心理を利用して

また電話がかかってきたら、真っ先に

示談金を取りに来るとか、会社の金を横領した

13 件―20 件ですから、プラス7件。

ルを作って会社組織のようになっていますから、

また元に戻ったり。

とか。

── 増えちゃってるじゃないですか。

そんな犯罪の手先にならないよう中学生や高校

── 振り込め詐欺と一口に言いますが、どん

── そんなの、自分の責任でなんとかしろ！っ

加藤

生にも話をしています。また、アクションプログ

な種類があるのですか？

ていうお母さんいないんですか？

が多い。その中で、東京は減ったが埼玉、千葉、

ラムといって企業を通じて息子さん世代に注意

加藤

全国的に調べてみると、1都 3 県の被害

特殊詐欺には、振り込め詐欺と振り込

大坪 「親心スイッチ」が入った高齢者はすごい

加藤

神奈川は増えている。23 区は減ったが、それ

喚起をしています。親が被害に遭うということ

め類似詐欺とがあります。振り込め詐欺には４

ですよぉ。息子を助けたくて、払いたくて、金

害に遭わないでしょうけど、ほとんどの母親は、

以外は増えている。ドーナツ化現象なんです。

は、親だけの責任ではありません。子どもにも

種類あって、代表的なオレオレ詐欺、還付金詐

融機関の窓口へ行って。誰からの忠告も聞かず、

どんな親でも「助けてあげないと」
と思います。

取締と警戒が強くなった都心から、外周へ移

責任があります。うちの親に限ってと思っては

欺、融資保証金詐欺、架空請求です。融資保

早くお金をおろしてと暴れるわけです。相手が

── それが親心なんですねえ。

行してきています。受け子を検挙する件数が増

いけないですね。

証金詐欺とは、お金を融資しますよ、ついては

警察官でも、もう見えなくなっていますから。

大坪

えていることからも、そう推測できます。その

保証金を支払ってくださいというものです。架空

金融機関の窓口の若い女性ではなかなか太刀

婦の家があって、息子の家には大学生の孫が

中に多摩地区が入っているということです。

請求は手紙やはがき、メールなどで覚えのない

打ちできません。

住んでいる。その孫が家にいる時に、孫を装っ

──どうしたらいいんでしょう？

有料サイトなどをあたかも利用したかのようにし

── 電話で話している間に洗脳というか、催

た電話がかかってきて「妊娠させてしまった、

大坪

加藤喜一 警視

て請求し、払わなければ訴えるなどというもの

眠術にかかっちゃうわけですね。

親には言わないでくれ」
と。で、
自称「孫の友達」

毎日聞いている声だからわかるだろうと思うで

警視庁立川警察署 生活安全課長

です。それ以外のものが振り込め類似詐欺にな

大坪

にお金を渡してしまった事例があるんですよ。

しょうが、犯人は最初に「風邪をひいてノドが

ります。金融商品、サイト使用料、競馬、ロト6、 「警視庁を訴えてください」と言うんです。

── 笑っちゃいそうだけど笑えない事実です

痛い」などと電話してきますから、声では絶対

個人情報削除料、類似はいっぱいあります。

──こんなの絶対にひっかからないと思うので

ね。かわいそうに…。

に判断できません。だから合言葉を決めておい

大坪

すが、どうしてひっかかるのか、そのメカニズ

加藤

てください。

教えますとかね。訳のわからない話なのに振

ムを教えてください。

家族の絆も切れてしまう場合もあり、息子や家

加藤

加藤

り込んでしまう。実際にあった話で、ロト6 で

族に言えないでいる人もいます。見ず知らずの

た事例では、①息子が家にいた。②息子から

3 千万円取られたケースがありました。みんな

す。犯人は家の固定電話にしかかけてきません。

人に何百万も用意して、息子によろしくとお菓

たまたま電話があった。③息子の前の携帯に

── 大坪さん、先日柴崎会館で講話を聞きま

周囲はお金を持っていないと思っていたおじい

たいていの場合電話に出るのはおじいちゃんで

子までつけてしまうんですから、親心はすごい

電話した。

したよ！ 面白かったです。

ちゃんが、３千万円取られたんです。他にもあ

はなくおばあちゃんです。最近は息子の名前を

です。その心理に付け込んで、本当に罪深い

──前の携帯？

加藤

生活安全課は防犯、少年、不審者対応訓練、許認可事
務、生活安全相談、ストーカーとか DVなどの困りごと
相談を受ける最初の窓口として、地域課同様市民に一番

近い存在。事件を未然に防ぐため、
日夜努力されている。

当り馬券 教えますとか、ロト6 の番号

それを解くのが大変なんです。最後は

昼間家にいるのは、ほとんど高齢者で

そういうおばあちゃんやお母さんなら被

同じ敷地におばあちゃんの家と息子夫

被害に遭った方のプライドは傷つくし、

合言葉です。
親子で合言葉を考えておく。

電話がかかってきて被害に遭わなかっ

なたの個人情報が名簿に載っていますから削

名乗ってかけてきますからね。最初から信じて

犯罪なんです。

加藤

らっているんです。面白すぎちゃって…（笑）。

除してあげますよ、とかね。

しまいます。

── 還付金詐欺のシステムを教えてください。

号に電話してほしいと言うんですね。教えられ

大坪

あの日は柴崎町の馬場郵便局長がお話

── お金を持っているのもすごいと思います

──どうして名前がわかるんですか？

市役所とか社会保険庁を名乗って電話

た新しい番号ではなくて、以前から使っていた

をなさると聞いて、その前に一言注意喚起させ

が、これだけテレビやいろいろなところで騒が

大坪

大坪

してきます。携帯電話で指示しながらATM で

番号にかけてみる、ということです。前の番

ていただきました。私は皆さんの記憶に残る講

れていて、
どうしてお金を払っちゃうんでしょう？

るいは流出した教育関係の名簿などを手に入

操作させる。最近は預金口座まで聞いてきます。

号に確認さえすれば、被害は免れるわけです。

話をと心がけています。ああして講話をしても、

大坪

それが「親心」
なんです。

れて、それと電話帳を照らし合わせてあとはド

指示通り、例えば 999993とかを押させるんで

①と②はたまたま被害に遭わなかったのです

警視庁では「親心スイッチ」と言います

ンドンかける。名簿はどこで流れているかわか

すね。で、右側に送金って出てきたでしょう？

が、③は誰にでもできますし、これができれば

らないです。名簿に携帯番号はありませんから、

じゃそこを押してくださいねぇ、紙が出てきまし

絶対に被害に遭いません。

いろいろな所へ出向いて、話をしても

ひっかかるんです。

加藤

── そうですよね。もう、聞き飽きたというく

が、それがオンになるともう前しか見えない。

高校の名簿を仕入れているんです。あ

携帯が壊れちゃったから、こっちの番
大坪正和 警部補
警視庁立川警察署 生活安全課 防犯係長
（犯罪抑止対策事務局）
防犯の中から特に振り込め詐欺を未然に防ぐため、多く
の高齢者に接し、あらゆるところでお話をしている。金

融機関からの連絡で駆け付けると、被害者が既知の高齢
者だったりするところから、講話を繰り返し行っている。

深海ダイオウイカを
撮った！

「凄ワザカメラ」を作ったのは私たちです。
栄町立飛ビル 6 号館にある株式会社フローベル。
社員数は 30人くらい、だそうだが、
実は、立川が誇る「凄い会社」！

顕微鏡用 3CCD デジタルカラーカメラ

モニターの中で対戦することもできる。イベントに貸し出してくれる。

NHK の壮大なプロジェクト──深海で泳ぐダイオウイカ

人が直接社名を見ることは少ないが、実はあらゆるところ

を撮影する──。NHK スペシャルをご覧になった方々も多

で目にし、お世話になっている。日本陸上競技連盟が着

いだろう。様々な工夫を凝らして、１０年に及ぶ悪戦苦闘の

順判定に使っているソフト付カメラがそう。アラスカ大学で

毎日。いかなる改良、工夫を重ねても、ダイオウイカだけ

オーロラを研究している赤祖父俊一先生が登場したテレビ

は撮れなかった。そんな時、強力な助っ人として登場する

番組が使ったのもフローベルのカメラだった。色も匂いも

超高感度 EMCCD カメラ。国際宇宙ステーションからの美

ない放射能を線量で色分けし、可視化した放射能検知カ

しい映像を撮影した番組『宇宙の渚』。今まで宇宙飛行士

メラも福島で実際に使われている。有名メーカー製内視鏡

しか見られなかった夜の地球の絶景や、謎の閃光スプライ

カメラも、開発したのはフローベル。細胞活動の変化を微

トやもちろんオーロラ、流星など、暗闇の中に起きている

弱発光でオートフォーカスをとりながら立体的に動画で視る

不思議を映し出したのが、このカメラだった。

顕微鏡、暗闇で行われた伊勢神宮遷宮を撮影など、超高

果たしてダイオウイカは、深海の潜水艇に仕込まれた超
高感度 EMCCD カメラに映し出されることとなる。

ボールに付いているロゴマークの動きを高速度撮影。移動・回転情報からボールの速度・回転方向・回転数などの正確な数値を導き出す。

国内 140 ヶ所の有名コースをバーチャルラウンド。インパクトの瞬間を瞬時に
計測、解析してくれる。ボールのスピンによる弾道方向を忠実に再現する。

暗闇の中でも鮮明にターゲットを捕える超高感度カメラ。前方にあるカラフルな
ターゲットを映しながら室内を暗くしていくと、右 ２枚の写真のようになる。

月明かり程度で、写真にはターゲットは写らないが、モニターには鮮明に映っている。

感度カメラの応用編は多岐に渡る。
フローベル本社はどの部屋を覗いても面白い所ばかりだ
が、ゴルフの打ちっぱなしかと思われるスペースや、スポー

株式会社フローベルは、カメラに特化して成長してきた。

ツジムと見まがうような固定式自転車が置いてあって、社員

他所とは異なるソフト付き特殊カメラや超高感度カメラを

の福利厚生施設かなと思って聞けば、全国展開のゴルフ専

開発する開発専門会社だ。製造部門は持っていない。注

門店にはフローベルの分析機が置いてあり、その人の癖や

文があれば何でも創る。発注されてできなかったものは？

打ち方を科学的に分析してくれるというではないか！いやい

と尋ねると、
「記憶にない」と答えた。OEM なので一般

や、地味なようでどこまでも凄い会社だった。
照度 10 ルクス。ろうそくの灯り程度で、室内はぼんやり明るい。

えくてびあんの輪
えくてびあんはリストのお店にあります。
今月は 富士見町・緑町・泉町・西砂町・一番町
上砂町・砂川町・柏町・幸町 のお店です。

富士見町

529-0458
中華レストラン 東華園
526-2322
榎本調剤薬局
有料老人ホーム サンビナス立川 527-8866
522-5684
飯塚花店
うさぎ専門店 ラッキーラビット 524-6054
522-2220
（株）ホーミー
カフェ・貸しホール ばくだん畑 522-2214
090-6935-1227
Café Cuisson
522-2884
波多野米店
529-8323
立川市社会福祉協議会
523-5281
桜井電材（株）
525-0860
立川市歴史民俗資料館
523-1859
乙黒東洋整骨院
522-5972
インテリア アイアイ
528-1741
たましん 富士見町支店
522-4019
滝ノ上米店
522-4500
酒 ESPOA おぎの
建築リフォーム（有）日防商会 0120-263821
524-3268
（株）立川印刷所
524-4893
調剤薬局 団地の薬局
クルマークショップ富士見 540-0621
524-6958
松栄寿司
523-4791
ふじみ食堂

緑町

524-9321
陸上自衛隊立川駐屯地
540-4300
国立国語研究所
512-0652
国立極地研究所
050-5533-2900
国文学研究資料館
国営昭和記念公園 総合案内所 528-1751
528-1751
花みどり文化センター
540-0429
昭和天皇記念館

泉町

ハウジングワールド立川
東京消防庁 立川消防署
Café はぁもにぃ♪

527-1321
526-0119
512-7810

西砂町

パティスリー プルミエール 531-4835
シャーロックホームズ 立川店 531-7856
531-6788
砂川庵 甚五郎
560-4544
パン工房 ゼルコバ

一番町

CHINESE DINER 陶桃

531-3100

B3＋ギャラリーウェルメイド 538-7250
fresh shop スーパーはしもと 536-2331

上砂町
砂川町

538-7227
みのーれ 立川
536-1824
JA 経済センター 立川店
536-1821
JA 東京みどり 立川支店
537-6102
陶工房 己流庵
535-4411
たましん 砂川支店
535-1070
珈琲豆焙煎工房 まめ吉
BREAD & Sweets マニシェール 537-2202

柏町

534-6541
café de La Boom
536-0871
山梨中央銀行 立川支店
超こってりらーめん パワー軒 535-1665
535-4882
ベーカリー リオンドール
538-3861
ピーコック 玉川上水店
536-4602
菅家医院
536-6240
うなぎ専門店 うなちゃん

幸町

立川農産物直売所
いなげや 立川幸店
たましん 幸町支店
中華レストラン SANFUJI
西武信用金庫 幸町支店
お米屋さん 大黒屋

536-2439
537-1820
535-5311
536-3813
537-3101
536-0851

吉本英明さん、栄一さん、和海さん、拓海さん

立川市総合防災訓練が行われました

立川防災航空祭

9月7日（日）そぼ降る雨の中、柏小学校で立川市の総合防災
訓練が行われました。行政と地域住民、関係団体が連携して行
う実践的訓練です。多くの方が参加され、役割ごとにテキパキと
動く多角的な訓練の様子を見せていただきました。炊き出しのご
飯作りにもコツがあり、地域の皆さんの手際よさに感心するばか
り。一方で、立川市と災害時応援協定を締結している日本通運株
式会社、東京都トラック協会、赤帽首都圏軽自動車運送協同組合、
さいたま市が清水市長に救援物資を届ける演習もあり、災害発生
時からの一連の流れを知ることができました。訓練は大事ですね。

9月28日（日）
、すばらしい晴天の下、立川防災
航空祭が行われました。朝早くから開場を待つ来場
者が長く列を作っていました。前日の27日に御嶽山
が噴火、その救助活動などから予定していた活動展示を縮小した形で行われました。自衛隊や立川広域防
災基地連絡協議会に加盟している団体は、災害時、なくてならない存在ですね。

キュータくん大人気！
9月9日は
「救急の日」、そして9月7日から13日までは
「救急医療週間」でした。
立川消防署では行事の一環として、伊勢丹立川店 2 階正面入口で、心肺蘇生
法やAED の使い方、緊急時の応急手当
についてなど、市民の方々に体験してい
ただきました。
「もしも…」の時は決して
他人事ではありません。AED の使い方
を知っていれば、命を救えるかもしれ
ないのです。見ながら通り過ぎる自分
から、AED の使い方を知ってる自分に
変わるチャンス！ キュータくんも通る皆
さんに笑顔？ を振りまいていました。

『新東京風景論』三浦 展 著 ―― NHK 出版
帯に「もう『箱』はいらない」と書かれた本が出版されました。実はこの本の中に、
立川市歴史民俗資料館が貸し出した昔の立川写真が掲載されています。日本橋・
新宿・青山・渋谷・品川・羽田・豊洲・立川・多摩など、都市の風景をジブリ的、
アトム的、パンク的の 3 つの評価軸で分析し、日本人はこれからどう街をつくって
いけるかを問いなおす一冊。面白いことが書いてありました。
「今から見れば当然
すぎてわからないが、特に何があるわけでもない谷根千のような町が注目された

のは、特に何があるわけでもない町こそが東京では珍しくなっていたからである。
新しいものがあるのではなく、新しいものがなく、古いものが残っている町の風景
に人々は惹かれ始めた。」立川の街づくりには、一読が必要な本かもしれません。
（谷根千＝谷中、根津、千駄木）

キーワードは
「第一デパート」
懐かしくて、探し求めたくなる風景を誰しもみんな持っています。立
川っ子や立川に親しんだ人たちの心の風景もいろいろあるでしょうが、
そのひとつ、
「第一デパートがあった銀座通り」は、サブカルの街立川に
ふさわしい心の故郷。そこに
フォーカスした展示が、国営
昭和記念公園花みどり文化セ
在りし日の第一デパート（平成 24 年 5月8日）
ンターにて開催されます。
国営昭和記念公園のイベント「昭和の時代展」の一環としての展示
で、期間は平成 26 年11月8 日（土）～12 月7日（日）まで。場所は
花みどり文化センター エントランス付近。コトブキヤさんも参加だと
か！ どんなものが登場するかは、ドキドキのお楽しみ！
平成 26 年 9月27日

Ｊ：ＣＯＭ 多摩：111ch

きれいな虹が出ました
9月6日（土）、不安定なお天気で夜になって大雨が降った立川。
夕方 5 時頃、きれいな虹が出ていました。

正秋バンド から 光バンドへ
「正秋バンド」をご存じの方は多いでしょ
う。リーダーの高橋正秋さんを中心に、日
野市にある東京光の家の利用者が組むバン
ドです。25 周年を機に、メンバーも9 名か
ら11名へ。生まれながらに光を失ってはい
ても、心の光をもって多くの皆さんに愛と
勇気を届けたいと、その名も「光バンド」と
して新たなスタートを切りました。9月13日
（土）、その最初のステージ、チャリティコ
ンサート「愛のサウンドフェスティバル 愛
と勇気のスタートライン」が RISURU ホール

創業 65 年になるそうです。現在営業している
立川のお寿司屋さんでは一番の古参になりまし
た。栄一さんが三代目、和海さん、拓海さんは四
代目になります。初代店主のお名前が
「勝頼」
。先
祖は武田家の
家臣だったそ
うで、 同じ 名
前であること
から先祖代々
の恩を忘れぬ
ために「勝」の
字を頂き、 屋
号を「寿司勝」
としたのだと
か。お寿司屋
さんは敷居が高いと言うと、最近は常連さんに混
じって、若いお客様も少しずつ増えているのだそ
うです。誰だって本物の美味しさに惹かれますも
んね。二代目の英明さんは、もうすっかり栄一さ
んに任せてお店には立たないそうですが、こうし
てみると、やっぱり貫禄です！

で開催され、清水庄平立川市長も駆け付け、また収益金の一部が小川富史立川市社会福祉協議会会長
に手渡されました。ひたむきな努力と誠実さが伝わってくる演奏会でした。

［31］

ごちそうパンです

パン工房 グラーティア
ハード系がお好きな方はぜひぜひ召し上がってみてくだ
さい。小麦粉の美味しさをズーンと引き出して、そのまま
でもいいし、バターをちょっと塗ればさらに美味しさが増
す 本 物！ドイ
ツパンのよう
な大きなカン
パ ー ニ ュ は、
薄くスライスし
てチ ーズやハ
ムとご一緒に。
素朴な味だか
らこそ、 野 菜
や卵、ハムや
チ ーズ、 どん
な素材ともよく合います。フィグはいちぢくの入ったほんの
り甘いパン。ちょっとずつ切っては口に。いつのまにかた
くさん食べてしまいます。調理パンも忘れてはいけません。
焼き立てアツアツのゴーダチーズに出会った日！その味は
本当に忘れられないものでした。大きめのパンなのに、
ペロッと1つ、あっという間にまるごと食べてしまいました。
冷めてもおいしいのはオニオンです。シャキシャキ玉ねぎ
の食感がすごくいい。
ペストリー系のパンはケーキのようにお茶でいただくの
もいいものです。これからの季節、秋の味覚をアフタヌー
ンティーで楽しみませんか？カフェもいいけれど、夫婦で、
親子で、家族で、友達と、すてきな時間をご自宅で、どうぞ。

無門庵
●
●
立川病院

西国立駅

立川病院
東病棟
●
さいとう
●内科外科
クリニック
●ローソン

立川市錦町4-4-5 大山ハイツ102
TEL 042-512-8667
営業時間 9：30 ～20：00
定休日 水曜日 第1・3 木曜日

◆もうすっかり立川に馴染んだ小ねたジローさん。
自転車でスイスイどこへでも取材に出かけています。
そこで今月からは、えくてびあんスタッフ全員が持
ち回りで「かたこと」を書くことにしました。それぞ
れの個性豊かに、このコーナーもどうぞお楽しみく
ださい。◆都立立川高校近くにあった立川福祉作
業所のパン屋さん「BAKU BAKU」が建て替え工
事のため 9月30日で閉店しました。新築店舗での
営業再開は平成 28 年春になるそうです。安くてお
いしい市民の味方！早く帰ってきてほしいですね。
◆再開といえば、曙町の四ツ角飯店が新店舗で営
業再開するそうです。5のつく日の餃子サービスデー
も復活するのでしょうか。楽しみです。◆えくてび
あんはこの夏より創刊32 年目を迎えています。立川
に関係ある話題を拾い、立川市内 300 余か所に配
布している完全地域密着タウン誌です。たかがタウ
ン誌、されどタウン誌！ えくてびあんは国立国会図
書館にも蔵書されています。少しずつ少しずつ、お
知り合いが増えてきました。どこへ行っても、どな
たとお話しても、楽しく勉強になることばかり。
「立
川と語ろう 立川に生きよう」がモットーです。どう
ぞ皆様、これからもよろしくお願い申し上げます。
えくてびあんスタッフ一同

えくてびあん

ⓒ

11月号 第 33 巻 通巻 360 号
平成 26 年11月1日発行
発行
有限会社えくてびあん
〒190-0023
東京都立川市柴崎町 2-1-10 高島ビル 4F
TEL 042-528-0082 FAX 042-528-0065
E-mail message@tamatebakonet.jp
URL http://www.tamatebakonet.jp
発行人 黒須 環
企画・写真・編集 えくてびあん編集スタッフ
デザイン 池田隆男（ WATER DESIGN ASSOCIATES）
印刷
三浦印刷株式会社
無断転載を禁じます。

立川と語ろう 立川に生きよう

[annex]

赤トンボうちわ １５名様プレゼント

11

先月号でその完成図を掲載した「ららぽーと立川立飛」
。９月２７日現在、まだちょっとその姿を想像する
のはむずかしいようです。ところで、株式会社立飛ホールディングスが本年 11 月 1 日、創立９０周年を迎え

ダイオウイカはこれで撮った！

ます。1924 年（大正１３年）に、
飛行機の設計、
制作、
販売を事業目的として「石川島飛行機製作所」を設立、
中央区月島に工場を新設しました。1930 年（昭和 5 年）に立川へ移転。以来、立川総面積の 1/25 を擁し

ていろいろな事業を展開。その間には読者の皆様もよくご存じの軍用制式機「九五式一型練習機」
（赤トンボ）
も製作していました。90 周年を迎えるにあたり、赤トンボをモチーフに新しい立飛のキャラクター（ゆるきゃ
ら？）を創ったそうです。えくてびあんではこのかわいい赤トンボが描かれたうちわを 15名様に記念品として
プレゼント！

飛行機の街「立川」に「赤トンボ、キタ―！」って感じですね。フルってご応募ください。

［ 応募方法 ］
ハガキに、
①うちわの送り先住
所 ②お名前 ③連 絡 先（日
中ご連絡がとれる電話番号
④えくてびあんの読 後 感 想

⑤赤トンボうちわ希望 とお書
きの上、
〒190-0023 立川市
柴崎町 2-1-10 高島ビル４階

えくてびあん 「赤トンボうち
わプレゼント」係 までお送り
ください。応募多数の場合は

抽選になります。抽選の結果
は赤トンボうちわの発送をもっ
てお知らせといたします。
（な
お、ハ ガ キ は 消 費 税 改 定 後
52 円になっております。投函
前にお確かめください。
）

とんぼが飛行機になっていく様子
飛行機の街立川ならではのアート

赤トンボうちわ 3 種

9 月 27 日現在 立飛駅周辺の様子

表紙の人／寿司勝三代（錦町）

