立川と語ろう 立川に生きよう

白砂ビーチがグランドオープン！
立川野菜とお店のコラボ

❶

今月の野菜は西砂町の鈴
木農園から。サラダに入っ
た 14 種の野菜とアロマレッ
ド（にんじん）のドレッシン
グ。にんじんの甘みが酸味
を抑えてまるでジュースのよ
う。控えめで他の野菜の味
をそこなわない。立川産豚
やわらとん

肉〈柔豚〉の角煮にかかっ
ているのは、
キタアカリ（じゃ
がいも）のソース。煮 汁に
溶かすととてもクリーミー。
和 風シチューというお味。
立川ブランド堪能の２品で
した！

榎本哲也

（えのもとてつや）

立川市富士見町 2-13-19
富士見町ビル地下 1 階
TEL 042-519-3448
営業時間

17：00 ～ 23：00

定休日 毎週日曜日
（ 月曜祝日の場合は日曜営業 → 月曜休 ）

表紙の人／小林家女性４代（西砂町）

ふぐと創作和食

❽

砂川の地名
案内人：豊泉喜一氏

三番組「石橋」
、四番組「中宿」、五番組「塚場」、六番組
ダイウエ

「台上」
、
七番組「坂下」
、
八番組「下宿」、九番組「砂川新田・
田堀」
、十番組「前新田」とそれぞれ「何番組」のほかにつ
けられた字名で、公式に使われることはないが地域同士
で使われていた。
周知のように砂川は、青梅の新町新田や小平の小川新
田とともに、江戸時代初期、今からおよそ四百年前、武
蔵野に最も早期に開発された新田である。その砂川には
昔から五日市街道に沿って東西におよそ 6 ～ 7キロにわ
たって一番組から十番組までの地名がある。この「何番
組」という地名がどうしてついたのか確たる根拠は見当た
らない。開発当時、伊奈道と言われた五日市街道沿いは
無人の原野であった。そこに、人の暮らしには欠くことの
できない生活用水の砂川分水が引かれ、その両側に一番
組から八番組までの、俗に鰻の寝床のようだといわれた
細長い街村が形成された。
「何番組」という地名は開発当
初、未だ地名のない広大な原野に入植する大勢の農民を
グループ分けするとき、組分けした組の名前がそのまま地
名として残ったのではないかと思われる。砂川と同時期、
青梅街道沿いに引かれた小川分水に沿って開発された小
平の小川新田でも、砂川と同じように一番組から八番組の
地名があり、砂川と同様な状況で開発された地域に地名

「御祭禮」の幟。嘉永元年（弘化五年）
に砂川十番組氏子中と書かれてある。 お店の名前にも旧地名が反映されている。
この写真は明治百年記念（一九六八年）
に十番組で建てた時のもの。

砂川の地名には「何番組」のほかに「中宿」とか「田掘」
という地名がある。一番組は「橋場」、二番組「上宿」、

をつけるとき、この「何番組」が使われたと考えてもよい
のではないか。
ところが、立川市と合併直前に砂川町が発行した「砂川
の歴史」の年表には、開拓が始まって七十年余り後の貞享
東を下郷一番から四番に分けたとあり、これが何時から
再び一番から八番に戻ったかは不明である。その後東側
にできた砂川新田（田掘）を九番組、砂川前新田を十番組
としたため、砂川は一番組から十番組までの地名が成立
した。
かつては五日市街道の両側にのみあった家並みだが、
街の発展と共に新しく団地や住宅街が続々とできて、区域
や地名が複雑に入り混じった。そのため立川市と合併後、
町名地番整理が行われ、砂川町は九つの町に分割された。
「何番組」という古くからの地名は次第に使われなくなって
きているが、五日市街道の信号機には一番組から十番組
までの地名がまだ残っている。

五日市街道の交差点。モノレールの駅には砂川七番と
いう駅名がある。

元年（1684）、砂川新田を上郷一番から四番、五番組以

［インタビュー］

松永憲一郎氏

あの人、この人、立川人 44

松永憲一郎氏：警視庁立川警察署長。長崎県出身。1983 年に警視庁巡査を拝

命、調布警察署刑事組織犯罪対策課長、第一機動捜査隊副隊長、亀有警察署
副署長、捜査第二課理事官、深川警察署長、科学捜査研究所長などを歴任。

タッグを組んで
安心安全
松永立川警察署長にきく
世界情勢がちょっとむずかしい
対岸の火事ではすまないか？

不安を立川警察署長にぶつけてみた

ロに狙われる可能性があれば、皆さまと協

族の会話の中で、
「鞄をなくして

力の上、それを未然に防止しなければなり

すぐにお金が必要というのは詐

ません。市民の皆さまに意識として持って

欺だよ」とか「還付金が戻るとい

いただきたいのは、テロの未然防止には、

う話は嘘だよ」など、是非とも振

今回の覚書に協力してくださった関連機関

り込め詐欺について話題にして

だけでなく、市民の皆さまのご協力が不可

いただければと思います。

欠だということです。市民の皆さまの身近
で、例えば室内から薬品の臭いがしたり、

―― 警察活動は守備範囲が広

薬品のビンや容器が大量に捨てられていた

いのですが、今度は交通事故

りするなど、
「いつもと違うな」
「何かおかし

についてです。立川市内の交通

いな」と思うことがありましたら、迷わずに

事故の現状はいかがですか？

立川警察署に通報をお願いしたいのです。

松永

本年 5月末現在の立川市

内の交通事故状況ですが、交
――さて、立川は高齢者を狙った振り込め

通人身事故件数は 273 件（前年

―― 早速ですが、本年 4月21日に締結され

の人が集まる施設や大規模イベントに対す

生活を守る機能として役立てていきたいと

詐欺など、特殊詐欺の被害が多いと聞いて

同時期比＋18 件）、死亡者はな

た「テロなどから市民を守る取り組みに関す

る警戒強化等、総合的なテロ対策を目指す

考えております。

います。

し（前年同時期比±0人）、重傷

る覚書」についてお話しください。

点に特徴があり、このような大きな協力枠

―― イベントの際の警備はどのようにされ

立川市内では、本 年 5月現 在、18

者は 1人（前年同時期比＋1人）
、軽傷者は

が多い。高齢者になると誰もが、若い時に

松永

松永

での覚書締結は全国でも稀なものとなって

るのですか？

件の被害が発生しています。手口は、息子

334 人（前年同時期比＋33人）で、交通人

比べ確実に身体能力や判断能力が低下して

管轄する立川市と国立市について、各市役

います。

松永

などを騙るオレオレ詐欺が 11件と最も多く、

身事故件数は、62 の自治体のうち、18 番目

います。自転車を含め、車両を運転する際

所を筆頭機関とした 2 つの覚書締結を執り

―― 具体的には？

りの人員が必要となります。警察だけでは

次いで還付金詐欺が 4 件、架空請求詐欺

となっています。なお、6月12日（月）の朝、

は、交差点でのアイコンタクトや安全確認を

行いました。賛同くださり覚書を結んだ機

松永

立川警察署としては、国際テロ等の

足りないこともありますので、最近の警備傾

が 3 件でした。

立川市内の曙橋交差点で右折してきたダン

しっかり行うなど、より慎重な運転を心が

関は、立川市では立川市役所、立川市薬

現状や各種情勢の情報提供を各関係機関

向としては、イベント主催者側による自主警

―― 昨年、自動通話録音機 1000 台を立川

プカーに歩行者が轢かれて亡くなっており、

けていただきたいですね。なお、高齢運転

剤師会、東京都宅地建物取引業協会立川

に行いつつ、テロ等に関する各種研修会

備の充実をお願いしています。警察とイベン

市が市民に無償貸与すると報道されました

立川警察署管内では、本年すでに 3 件（立

者対策のひとつである運転免許証の自主返

支部、全日本不動産協会多摩北支部、立

を開催し、各種指導や訓練等も実施してい

ト主催者側で事前に警備方針を決め、どこ

が、その後はいかがでしょう？

川市１件・国立市２件）の交通死亡事故が

納に関して、これまで個別の問い合わせが

川警察署管内警備業者連絡協議会で、当

きます。各市役所には、市民に対するテロ

に何をするために何人くらい必要かなどの検

発生しております。

あれば相談を受けていましたが、昨年立川

署を含めると６機関になります。また国立

等の対策に関する周知など啓発活動を主と

討を重ねて、更に当日の現場でも警備担当

松永

を通じて、自動通話録音機の設置をお勧め

―― 交通事故に対してはどのような取り組

市内において高齢運転者による痛ましい交

市では、国立市役 所、国立市薬剤師会、

してお願いしています。薬剤師会には、爆

の警察官が警備に従事する傍ら、自主警備

しており、設置世帯は確実に増えておりま

みをされているのですか？

通死亡事故が発生したことを受け、高齢者

東京都宅地建物取引業協会国分寺国立支

発物の原料となり得る薬品の購入などの不

従事者に指導・助言を行うような方法を採っ

す。その効果として設置世帯からの被害は

の交通安全講習会の機会に併せて、出前

部、全日本不動産協会多摩中央支部、立

審情報の提供。東京都宅地建物取引業協

ています。

松永

1件も出ておりません。また設置世帯からは、

は、他の警察活動同様、当然ながら警察

型の出張相談を新たに実施しています。

川警察署管内警備業者連絡協議会になり、

会と全日本不動産協会については、普段見

――なるほど。

悪質業者からの勧誘電話もかかってこなく

の力だけではその目的を果たすことはでき

―― 安心安全な街づくりのため、立川警察

こちらも６機関です。警備業者連絡協議会

慣れない人が出入りしているなど、テロリス

松永 自主警備には警備業者が従事するこ

なったとの声も寄せられています。まだまだ

ません。立川国立地区交通安全協会を始

署は何か他にも取り組んでいらっしゃいま

は両市に渡っているので、両方の覚書に参

ト等の潜伏先になり得る物件の情報提供。

とも多いことから、今回の覚書締結の意味

設置世帯が少ないことから、今後も引き続

め、自治体などの関係機関・団体はもとより、

すか？

加していただいています。

警備業者連絡協議会については、不特定

も出てきますし、特に東京 2020 大会では同

き自動通話録音機の設置に向けて広報啓

民間企業など地域の方々とも連携し、交通

―― 他地域でも行われているそうですが、

多数の人が集まる施設や大規模なイベント

時にいくつもの競技が行われますので、自

松永

発していきたいと考えております。

立川警察署の覚書締結の特徴とは何でしょ

において不審者及び不審物件を発見した際

主警備の練度を今から上げていく必要があ

―― 高齢者を抱える家族はどんな点に留意

う？

の警察への通報や必要と認める活動を行っ

ると思います。

ていただきます。

―― 一般市民はどのような意識でいればよ

県警察本部と一般社団法人群馬警備業協

―― 先日も東飯能駅でしたか、手榴弾のレ

いのでしょう？

会との間で、
「国際テロリズム等の未然防止

プリカを拾ったということがありました。

に関する協定」が締結され、また本年1月

松永

松永

26日には足立区と警視庁の間で「足立区テ

今回の覚書締結は、立川警察署が

大規模なイベントの警備にはそれな

かた

市民の皆さまにはあらゆる警察活動

重大交通事故を抑止していくために

安全意識の高揚に向けて、交通安全講習会

最近ウイルスを使った大規模なサイ

バー攻撃の被害が世界規模で発生している

（教室）
、反射材直接貼付活動などの広報

との報道が散見されます。東京 2020 大会

したらよいでしょう。

啓発活動や悪質性・危険性・迷惑性の高い

に向け、警察としてもサイバーセキュリティ

松永

交通違反の取締り強化に力を入れています。

について諸対策を講じなければならないと

巧妙です。電話の相手が誰であっても、い

―― 事故はやはり高齢者が多いのでしょう

ころでありますが、立川警察署では管内の

かなる理由でも、
「すぐにお金が欲しい」と

か？

中小企業がサイバー攻撃被害に遭わないよ

のかという声もお聴きしますが、立川市は

言われたら、自分ひとりで対応しないで、

立川警察署管内における昨年の交

う、行政とタッグを組んで「サイバーセキュ

することは、今後益々難しくなる現状から、

多摩地区の中でも、不特定多数の人が集ま

松永

必ず家族でも警察でもいいですから、
「こん

通人身事故の割合としては、自転車が関与

リティに関する協定」締結に向け始動したと

ロ及び災害対策事業の推進に関する覚書」

これらの取り組みの下に、相互にテロ対策

る商業施設が最も多い街です。いわゆるソ

な電話がかかってきた」と相談してください。

する事故が最多で全体の約 32 ％。次いで

ころです。協定締結が実現すれば、中小企

が締結されています。今回の立川警察署の

に関する意識を高め、さらに各種情報を共

フトターゲット対策上、重要な地域なので

そうすれば決して被害にあうことはありませ

高齢者の関与する事故が約27％を占めるな

業のサイバー攻撃に対する抵抗力が高まる

覚書は、警察署と行政、民間 4 機関にまで

有して、関係機関内の対応力を強化し、東

す。東京 2020 大会では、立川市内にも多く

ん。

ど、高齢者が関与する事故も多くなってい

ほか、他市への波及効果も期待できます。

協力関係の裾野を広げ、爆発物の原料とな

京 2020オリンピック・パラリンピック競技大

の人々が来訪すると思われます。警察として

高齢者を抱えるご家族の方は、お互いに

ます。事故原因については管内の事故に限

―― 本日はお忙しい中、本当にありがとう

り得る化学物質の管理強化、不特定多数

会（以下：東京 2020 大会）を見据え、市民

は、ソフトターゲットとなり得る施設等、テ

普段からよく会話をすることが大事です。家

らず、
全体的に「発見の遅れ（安全不確認）」

ございました。

松永

昨年 5月18日に全国で初めて、群馬

警察の力だけでテロ等を未然防止

立川でテロ等に関する覚書が必要な

犯人の電話口でのだまし言葉は実に

海がなくても白砂のビーチ

タチヒビーチ グランドオープン
都会のビーチが人気です
砂しかない、でも砂がいっぱいある

これって、想像力、創造力をかきたてるんです
多摩モノレール立飛駅のすぐ西側にビーチはあります。
ビーチですから、海がなくても楽しみ方は一緒。壁面の青い海をバック
に写真を撮って SNS でアップ！「え？ハワイにいるの？」とコメントもらえ
ます。
白い砂はパンパンとはたけばサラッと落ちるので、子どもたちに大人
気。子連れママさんたち増殖中。おもちゃなんかいらない。子どもは砂
だけで遊べます。
各シェードを廻って歩くと、
「当世 BBQ 事情」が見えてきます。達人た
ちはさすが、短時間で満喫。アヒージョに始まってパエリアまで作っちゃ
う。女子力の高い男子たち、クラッカーにチョコをはさんでこんがり焼い
たマシュマロをプラス！ めっちゃおいしそうでした。かと思うと、BBQ
は初めて～という女子 6人。ようやく火がおきたと思ったら、火柱、火柱、

火柱。真っ黒になったソーセージを食べて「めっちゃ、楽しい～！」。
えくてびあん、取材だなんだ言いながら、すでに何度も行っちゃいま
した。だって、楽しいんですもの。
〈タチヒビーチ〉
多摩モノレール立飛駅より徒歩1分（車の場合は近隣の駐車場をご利用ください）
入場料 300 円 ワンドリンク付
バーベキュー利用料金 大人1500 円 子ども750 円 未就学児は無料
（利用料金には食材、ドリンク、調味料、包丁、まな板、紙コップ以外はだいたい含
まれています）
※ららぽーと立川立飛内のブルーミングブルーミーで購入した 3,000 円以上の持ち
込み食材レシートで 500 円の割引券を1枚もらえます。割引券はタチヒビーチ内のカ
フェ、売店で使えます。
【営業時間】10：00 ～22：00 （ BBQ 最終受付19：30／カフェL.O. 21：30 ）

左は練習機
「 赤とんぼ」 右は園舎模型

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 曙町・羽衣町・錦町 のお店です。

曙町
錦町

額縁専門店 プリムベール 528-6789
524-0611
たましん 東立川支店
ギリシャレストラン SHUPOUL 519-3923
522-5657
林歯科医院
522-5732
中島豆腐店
新鮮野菜・惣菜 立川商店 522-3565
522-3353
本・事務用品 泰明堂
522-3677
本と文具 ないとう
524-7852
赤松タバコ店
521-0236
BB TAKAOKA
527-0146
まごころ銘茶 狭山園
お好み焼ともんじゃ焼 こけし 526-1267

Ｊ：ＣＯＭ 多摩：111ch

マンホールトイレ、ご存知ですか？

6月16日（金）、快晴のよいお日柄の中、
（仮）Fuji 赤と
んぼ保育園の地鎮祭が諏訪神社 高橋宮司により執行さ
れました。地域社会貢献を最重要課題とする（株）立飛
HD が施設を建設、ふじようちえんが運営するスタイルの
企業主導型保育事業。企業主導の話題性もさることなが
ら、今回の目玉はやっぱり「赤とんぼ」！ ふじようちえん
と同じ手塚貴晴さん、由比さんご夫妻の設計による園舎
は、もちろん立川飛行機時代の九五式一型練習機、通称
「赤とんぼ」がモチーフです。立川飛行場開設95年の本年、
これぞ立川、まさに立川。世界に飛び立つ園児は、来年
1月のオープンに向け秋ごろからの募集になるそうです。

6月より地域防災訓練が行われています。今年はこの訓練の中にマ
ンホールトイレの組立てや使用方法などが組み込まれています。マン
ホールトイレとは、災害による停電や断水で水洗トイレが使えなくなっ
た時、プールの水などを使って排泄物を直接下水道管に流す仕組みの
仮説トイレです。市内 30 か所の一次避難所全てに整備されました。
えくてびあんでは幸小学校で行われた訓練に参加、トイレの仕組み
を見学しました。約 800ℓの水を入れて使うこと、溜まった汚水を本
管へ流すことなど、
「読んだ」
「聞いた」だけではわからないことばかり。
知らないと困ることもあります。いざという時のために地域防災訓練
には積極的に参加した方がいいですね！

左から 内野建設 内野良一社長、中村建設 中村陽子社長、
手塚貴晴氏、手塚由比氏、加藤積一ふじようちえん園長、
加藤久美子副園長、立飛 HD 石戸敏雄会長
（ 現 取締役相
談役）
、村山正道社長

西砂町、小林家 4 代です。2011 年 6 月号にも表紙に
ご登場いただいた小林養樹園さんご一家。前回のモデ
ルはハツ子さんと男性陣に、瑞希さんと千紘さん。まだ
瑞希さんが小学 2 年生でした。今回は女性陣で固めて
いただくことに。当時は小さくて写真嫌いだった千紘さ
んも今回はしっかり笑顔をキープ。広いお庭が遊び場だ
そうで、木登りが得意なんですって。瑞希さんは前回同
様、常ににこやかな笑顔でした。どんどんこれからきれ
いになっていく予感がします。正子さんもお嬢さんの由
佳さんも、全然変わってなくて、小林家の女性はみんな
「美魔女」？ だってね、初代美魔女のハツ子さん、撮
影当日が 96 歳のお誕生日。すてきな笑顔で、目も耳も、
足腰も、どこにも悪い所がない！ 毎朝 50 分くらいの
ウォーキングと編み物は欠かさないそうです。撮影準備
をする間、子育て中のご苦労など少しお話しくださいま
した。お誕生日プレゼントの花束は、バラが 100 本あ
りました。まずは 100 歳目指して、お元気で！

人知れず街を研究
国際基督教大学（ICU）で同大学の田仲康博教授による〈カル
チュラル・スタディーズ〉を受講する学生さんが、6月立川にやっ
てきました。
「それまで当たり前だと思っていた『風景』には、権
力の視線や自らの思い込みが織り込まれてはいないだろうか.…。
このクラスの最終的な目的は、
『制度としての視覚』からどうやっ
たら自由になれるかを考え、実践する方法を探る」ということだ
そうで、立川を研究対象に市民へ取材を試みたそうです。その
一環として、今の立川を語るには外すことのできない存在、立
飛 HD を訪問。石戸会長（現取締役相談役）、村山社長にインタ
ビューしました。どんな研究結果が出たのか、知りたい！

ポリタンクで水を運んで入れます。プールに近い避難所では
直接ポンプで組み入れることもあります。

お店がほとんどない、いえ、まったくない住宅街に 5月
15日、カフェがオープンしました。道路からのぞくと、お
店の奥からイケメンマスターが笑顔を見せてくれます。ラン
チは日替わりで1メニューのみ。月
曜日は大人気の煮込みハンバーグ。
ボリューミーです。火曜日は写真の
生姜焼きプレート。薄味のようでしっ
かりしたお味。最後まで 飽きずに
いただけます。水曜日はマスターの

『3 × 3 PREMIER.EXE』とは世界に先駆けて誕生し
た 3人制バスケットボールのトップリーグ。今シーズン
は12チームから18チームに拡大しただけでなく、3カ
ンファレンス制採用、外国籍選手が 30 ％というグロー
バル化などトピックスがいっぱいのシーズンとなってい
ます。6月17日（土）と18 日（日）の2日間、ららぽー

力作、スパイシーカレー。これは絶
対食べてください。木曜日はチキン
withトマトソース。金曜日はマスター
の気まぐれランチ。気まぐれだから、

オレンジ色は
〈 TACHIKAWA DICE〉のテーマカラー

続編が楽しみ！
〈FA ガールズ〉
原作・製作コトブキヤのアニメ〈フレームアームズ・ガール〉。無事最終回放送したところで、その２期が期待
されています。舞台は立川。ぺデストリアンデッキはもちろん、オニ公園や諏訪通り商店街、大衆劇場けやき
座、栄町の高橋商店、ヤギまで登場、立川中を巻き込んで、えくてびあんも毎回エンドロールにその名前を記
していただきました。11話の舞台、立川湯屋敷 梅の湯さんでは 6月24日（土）に、急遽開店前の13 時から2
時間ほど、店内をファン
に解放。思う存分聖地巡
礼、撮影会。ファンの皆
さん、同じく舞台となっ
た伊勢屋さんでお稲荷さ
んを買って、お風呂に入っ
て堪能されたようですよ。
続編は、いつかな？

おうちカフェです

Café JIRO

3 × 3 PREMIER.EXE 2017 Season
開幕しました！

と立 川立 飛の会 場でその開幕 戦が 開 催されました。
2020 東京オリンピックの正式種目に追加採用されたこ
ともあり、この日は多くの観客と共に各メディアも揃っ
て地元立川のチーム〈TACHIKAWA DICE〉の熱い戦
いを観戦。立川から世界へ！ 応援しています。

マンホールトイレの組立て訓練

［57］

左側が ICU の学生さんたち

行ってみないとわかりません。ご飯
にはおまじないをかけてあります。
ティータイムのブレンドコーヒー

めがね・とけい・補聴器 カワハラ 525-4427
522-7692
鳥料理 くし秀
522-4874
寿司勝
595-9071
IL COVO
イタリア料理 トラットリア ドン シェ～ 512-8735
宮地楽器 MUSIC JOY 立川南 526-1779
カフェといいもの penta merone 529-5221
522-7472
中国料理 五十番
527-1680
一六珈琲店
手づくりみそ 材料専門店 北島こうじ店 524-3190
new gyoza 1059 餃子天国 526-2283
イタリアンダイニング asa 529-5668
523-3917
バル アラディ
527-1440
CAFE SOMMEILLER
529-1088
中国整体院
526-5925
中国菜館 多味軒
522-3440
日本クッキングスクール
元祖 5 本指ソックス専門店 LASANTE 540-1616
521-1111
ホテル日航立川 東京
525-1100
美容室 アリス
595-6810
手打ちそば くまはら川
526-2278
カフェ あちゃ
528-2389
FALCO hair
523-5336
N HAIR WORLD
創作料理 caﬀe & bar 厨～ kuriya ～ 595-7449
524-5787
TTM（株）
526-2226
Bakery Café Crown
548-7460
日本空手道 佐藤塾
524-4187
三田花店本店
529-5123
いわさき痛みの整骨院
525-9212
にしやま薬局
たましん RISURU ホール 526-1311
528-0511
たましん 錦町支店
525-1004
カレー店 CHOTA

保育園、できます

マンホール ト イ レ の 外 観

羽衣町

529-5468
手打ちそば しぇもと
522-6211
シンボパン
525-0222
天ぷら わかやま
524-0288
多摩水族館
522-3437
すし 魚正
522-2901
園部肉店
528-3241
Cut Studio SOFIA
528-1470
レストラン いなつき
立川市女性総合センター アイム 528-6801
エミリーフローゲ 立川高島屋店 526-9788
立川高島屋 ギフトサロン 525-2111
522-1231
オリオン書房 ノルテ店
522-3921
洋食屋 にゅうとん

小林ハツ子さん（中央）
、
（右から）正子さん、
瑞希さん、由佳さん、千紘さん

だからご飯だけ食べてもおいしい。
お味噌汁は出汁が利いた温かいおふくろの味。それもそ
のはず、マスターの義理のお母さんが作っています。ラン
チはサラダとたっぷりのコーヒーがついて 800 円。おなか
いっぱいになります。遠くからというよりも、ご近所の方に
時間を楽しんでもらうというのがコンセプト。
ティータイムも濃い目のコーヒーでくつろいで
ください。もちろん紅茶や他のドリンクもあ
ります。場所は真如苑第七駐車場のおとなり。
中嶋氏碑の東側。お店の名前のJIROは「中
嶋次郎兵衞」からとりました。元市長であり
立川市名誉市民第一号 中嶋舜司さんのお
嬢さんとその娘婿さんのお店です。

火曜日のランチ 生姜焼きプレート

線

中央

真如苑●
●市立一中

線

青梅

至 立川駅

●諏訪の森公園
●諏訪神社
市立一小●

奥多摩

街道

〒190-0023
立川市柴崎町1-6-6
TEL 045-522-3237
営業時間
11：30 ～18：00
ランチはなくなり次第終了
14：30 ～ ティータイム
定休日
基本的に土日はお休み（ワークショップ
などイベント開催することもあります）

◆「立川で三代」を表紙のテーマにして 7年。特集
号も含めてこれまでに 84 組のご家族やお仲間がモ
デルになってくださいました。ありがたい限りです。
第 1回の撮影は 2010 年 6月14日、富士見町の荻野
さんのお宅でした。今号の小林養樹園さんの撮影
は第 10 回目。当時はカメラの前に立たず、裏方に徹
して下さった女性お二人を今回の主役に…と思って
いたのですが、やっぱり96歳のお誕生日、おばあちゃ
んが主役でした◆すてきなご家族を撮影し続けてい
るえくてびあん、松永立川警察署長のお話にはびっ
くりすることもありました。立川は孤独死の発見や
報告が他所に比べて遅いそうです。曙橋の交通事
故犠牲者の身元がわかるまでにも時間がかかりまし
た。絆とまではいかなくても、周囲にもう少し関心
があっていいのかもしれません。続・砂川深層の連
載を担当する豊泉喜一さんも、生活が便利になる一
方で希薄になる人間関係を常に案じていらっしゃい
ます◆ 4月25日に発行した特集号「空の都 立川」が
大好評でした。こぼれた話を集めて「空の都 立川」
第二弾を発行します。今年は立川飛行場開設 95 年。
ここが立川発展の起点という説あり。文化も教育も
スポーツも芸術も集まっていた昭和初期。歴史を振
り返ると未来が見えてくるかもしれません◆暑さの
折り、どうぞみなさま、お身体を大切に。えくてび
あんもがんばります！
えくてびあんスタッフ一同

えくてびあん

ⓒ

8月号 第 35 巻 通巻 393 号
平成 29 年 8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・DECK C.C.
無断転載を禁じます。

立川と語ろう 立川に生きよう

白砂ビーチがグランドオープン！
立川野菜とお店のコラボ

❶

今月の野菜は西砂町の鈴
木農園から。サラダに入っ
た 14 種の野菜とアロマレッ
ド（にんじん）のドレッシン
グ。にんじんの甘みが酸味
を抑えてまるでジュースのよ
う。控えめで他の野菜の味
をそこなわない。立川産豚
やわらとん

肉〈柔豚〉の角煮にかかっ
ているのは、
キタアカリ（じゃ
がいも）のソース。煮 汁に
溶かすととてもクリーミー。
和 風シチューというお味。
立川ブランド堪能の２品で
した！

榎本哲也

（えのもとてつや）

立川市富士見町 2-13-19
富士見町ビル地下 1 階
TEL 042-519-3448
営業時間

17：00 ～ 23：00

定休日 毎週日曜日
（ 月曜祝日の場合は日曜営業 → 月曜休 ）

表紙の人／小林家女性４代（西砂町）

ふぐと創作和食

