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ワインと立川野菜を楽しむ
カウンタービストロ

　野菜は西砂町の小山農園から。
立川に古くからある野菜に加え、
立川市民にはあまり馴染みのない
西洋野菜の栽培にも取り組む小
山さん。収穫された野菜の顔に
は力があります。秋には秋の野
菜！ おいしい野菜を料理するの
は先月に続き、〈ビストロ・ヴァン
マルシェ〉の五戸シェフ。小松菜、
ゴボウ、大根、サツマイモ。野
菜の個性を大切に、そのままだ
とまるで和食のような優しい味の
テリーヌは、マスタードが効いた
ソースでパッと洋風に変身します。
スープのきれいな色はニンジンで
す。甘みも栄養価も高くなる秋の
ニンジン。立川野菜で季節を楽
しんでみてはどうでしょう。

立川野菜とお店のコラボ

ビストロ･ヴァン マルシェ
（お店の詳細は7ページです）
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　砂川三番交差点の東、五日市街道南側、砂川町2丁目10番地に立川市教
育委員会が立てた「砂川地区と井戸」という案内板がある。この案内板には
「…この辺りにまいまいず井戸があったといわれています…」と記され、場所
も井戸についても明確にされていない。現在のところ、まいまいず井戸があっ
たというのは口伝で、資料や文献に井戸の存在を証明するものは見つかって
いない。「立川民俗の会」の会員であった故・荒井一さんは昭和初期のこの
付近に住んでいたので、所在を確かめようとずいぶん探したが場所の確認
はできなかったと、以前話しておられた。この辺りは残堀川の旧水路にあた
り周辺より地形が低く、昔から「窪方」と呼ばれ今でもこの地名が残っている。
昔この付近から「泉」が湧いたことがあるとも伝えられ、現在の市役所や昭
和記念公園北部に「泉町」という町名がついたのはこのことに由来する。
　一面の原野であった砂川に最初に開拓者が入植したのは、寛永4（1627）年、
旧残堀川流路にあたる現在の砂川三番、四番付近、つまりこのまいまいず
井戸があったといわれる場所だった。柴分けといわれる萩原、宮崎、清水、
内野、矢島、豊泉の六人衆が入植した。承応3（1653）年に玉川上水が開削
される26年も前である。玉川上水から分水を受け砂川分水が通水したのは、
開削のさらに2年後である明暦3（1655）年で、この間入植した人たちは生活
用水をどのように確保していたのであろうか。残堀川の水を利用して生活し
たと思われるが、雨季か降雨時以外水流の少ない残堀川だけでは生活用水
の確保ができなかったと考えられ、窪方といわれるこの場所にまいまいず井
戸を掘って生活用水を確保し開発にあたったと思われる。
　最初に六人衆が入植してから28年後、明暦3年五日市街道沿いに砂川分
水が通水して生活用水が確保され、まいまいず井戸はその役割を終わった。
利用者がなくなり、以後長い年月の間に自然にその形を失い、今日ではまい
まいず井戸の所在の確認ができなくなったと考えられる。
　現在立川市周辺でまいまいず井戸が存在するのは、青梅線羽村駅北口駅
前と青梅街道沿いの青梅新町新田（再現）、府中市郷土の森公園（再現）で
ある。手桶に水を入れ天秤で担いで、螺旋状の細い通路を登り降りして水
を汲む作業はどれほど大変な作業であったことだろうか。

案内人：豊泉喜一氏

砂川の
まいまいず井戸

東京都指定史跡　青梅新町の大井戸

東京都指定史跡　五ノ神まいまいず井戸（羽村駅前）

砂川三番交差点近くにある案内板に書かれている文面

立川市泉町　市役所や応現院、昭和記念公園北部が入る。かつて「窪方」というバス停名もあった。
（写真提供：立飛ホールディングス）
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立川消防署長にきく
秋の火災予防週間を前に
メキシコで大きな地震が起きたばかり。
災害は忘れたころにやってくると言われるが、
何もない時にこそ、備えが肝心！

神戸市出身。1986年4月東京消防庁入庁。荻窪消防署警防課長、予防部副参事、
人事部副参事、救急医務課長を経て、三鷹消防署長、京橋消防署長、2016年
4月1日より立川消防署長。阪神淡路大震災や東日本大震災で、発災直後の被
災地に入り、不眠不休の活動をした経験から、消防は「知識・技術とともに体力」

「極限状態で最後にものを言うのは、普段いかに鍛えているかという自分への自
信」と、自らも体力づくりに励んでいる。正月の市民駅伝、立川ハーフマラソン
にも出場している。若々しい署長だ。

増田哲生 氏

――えくてびあんでは毎年10月に行われる
事業所の自衛消防審査会の取材を続けて
きています。自衛消防審査会の目的は何で
しょう。
増田　自分たちの事業所、お店をまず自分
たちの手で守る、自衛ですからね。守る対
象というのは、従業員であり、お客様です。
地震が、火事が発生した時、あるいは救急
事故が起きた時に、公的な救助が届く前に
いかに守れるか。その技術を身につけ、練
習の成果を競う大会が自衛消防審査会で
す。
――出場する事業所は防災意識が高いと
言えますが、どこの事業所も屋内消火栓の
扱いを新人教育のひとつにされています。
増田　はい。事業所やお店には、そこを訪
ねて来ているお客様の安全に対して絶対的
な責任があるわけです。その責任があるの
だというところを新入社員に教育する。そ
れも単に言葉だけでなくて、行動で覚えさ
せるということが、自衛消防審査会に新人
を出場させる狙いかなと思います。
――「現場確認に向かえ！」なんて、日常に
ない動きとか言葉があって、面白いです。
昨年、審査会の事前取材で各事業所をお
訪ねしました。普段対応が丁寧な真如苑さ
んでは、女子隊員が「よし！」と言えなくて、
練習の時いつも「ハイ！」って（笑）。
増田　（笑）そこは競技ですから、ある程度
形というものを作ってそれを競い合うしかな
いんですよ。単にタイムを競うだけじゃなく
てね。多分に芝居がかったと思われるかも
しれませんが、あれは自衛消防の活動を洗
練してまさにエッセンスだけを抜き取った動

き、形なんです。どんなスポーツだって形
というものがあるように、基本の形を身に
つけておくことで、いざという時、それを応
用してどんな風にでも自分の中で動くことが
できるということです。
―― 9月に行われた消防大会でも、各市の
消防団が基本操作を披露してくださいまし
た。とても美しく。
増田　実際の火事で、「右へ注水！」「よし！」
なんてやりません。でもあの形を徹底的に
練習することで、実際の火事でも安全に確
実に消火活動ができるわけです。
――消防署の方も普段から訓練されている
んですよね。
増田　それはもう訓練、訓練です。昔は火
事が多かったので実戦で鍛えられました。
でも、今は延焼火災というのは減ってきて
います。ありがたいのだけれど、一方で若
い隊員の経験する場もなくなってきている
わけです。昔に比べて一人前になるのに時
間がかかる。それを補うのは訓練しかあり
ません。1に訓練、2に訓練。体力づくりと
訓練、それが消防隊員としていい仕事がで
きることにつながるし、自分を守ることにな
ります。お金をもらってそれを仕事としてやっ
ているのですから、しっかりやらないとい
けません。
――署長は以前、救急部にいらっしゃいま
した。最近の救急でなにか特徴といったも
のはありますか？
増田　とにかく出場件数が増えているとい
うのが特徴ですね。立川消防署管内の昨
年の出場件数は、14,821件、前年比349件
の増でした。

――なぜこんなに増えているのでしょう
か？ 
増田　ひとつ言えることは、確実に高齢者
が増えているということです。高齢者という
のは疾病が重症化しやすい。もうひとつは、
高齢者の一人暮らしや高齢者だけの世帯で
は、病気になると自分で病院に行かれない
んですね。救急車に頼らざるを得ない。そ
れは仕方のないことなのかなとは思います
が、救急の件数が増えることで、119番に
通報してから実際に救急車が到着するまで
の時間が遅くなってしまうわけです。
――そうですね。
増田　そこで自分たちでできる応急手当が
大事になってきます。心臓マッサージをする
とか、AEDが近くにあったらそれを使うと
か。そういう知識を身につけていただく必
要がありますよね。
――心臓マッサージも、見るとやるとでは
大違い。とても力がいるんですね。救急要
請は右肩上がり。それはそのまま受け入れ
るだけですか。
増田　いろいろな手立てがあると思います。
もちろん救急隊を増やすというのも１つの
手立てですが、不要不急の救急要請を減ら
すというのも１つ。そのためには、救急車
を呼ぶ必要があるかなと迷ったら♯7119に
相談するというようなことも呼び掛けていま
す。また出動要請は、出動し、病院に運
んで戻ってきて1件なのですが、1件の時
間が短くなれば救急隊が増えたのと同じ効
果があります。なるべく早く現場で措置をし
て、運ぶべき病院を早く決めて、速く運んで、
次の出動要請に備えるようにする努力もして

いかなければならない。なにか１つ対策を
とれば救急の問題が解決するということは
ないのです。ありとあらゆる手段を同時に
とっていかなければならないですね。
――火事も救急も、自分の身は自分で守る
意識を市民も持たないといけないですね。
まもなく秋の火災予防週間が始まります。
立川・国立管轄内の皆さんにお伝えしたい
ことはありますか？
増田　2つあります。1つは、住宅用の火
災警報器を付けていただきたいということ。
立川市、国立市は住宅地ですから、住宅
火災が多い。昨年も2人亡くなり、今年も1
人亡くなっています。その火災をよく調べて
みると、住宅用火災警報器が付いていない。
火災というのは、起こったとしても早く気づ
けば早く消せるし、逃げられます。そのた
めの住宅火災警報器です。すべての家庭に
義務付けられていますから、それが付いて
いるかどうか間違いなく確認してほしいとい
うのが１つ。
――もう1つは。
増田　今、地震があちこちで起こっていま
す。日本にいる以上仕方のないことで、地
震の発生をなくすことはできません。でも事
前の備えで被害は軽減できます。立川・国
立エリアでの地震に対する備えは、津波で
はなくて、やはり揺れや火事への備えです。
揺れによる怪我とは、家具が倒れたりテレ
ビが飛んできたり。ですから、それを防止
する。東京消防庁では「家具転防止」と言っ
てますが、それを確実にして家の中をまず
安全なところにしていただきたい。そして火
が出たら、みんなが助け合って小さなうち

に初期消火。
――ホームセンターな
どに突っ張り棒のよう
なものが売っていま
すね。
増田　住宅の状況に
もよりますが、ボルト
で締めてしまえば一
番確実です。突っ張
り棒でもいいし、家
具の手前にゴムを噛
ませて家具を壁側に
ちょっとずらしておくだけでも効果はありま
す。併用すると更に効果的です。
――こうしたことは何度も聞いていますし、
目にもしています。が、実際にはやらない人
が多いです。
増田　日本のどこかで大きな地震が起きる
と、その時は皆さんやるんです。でも喉元
過ぎると何も起きないことが当たり前になっ
てきてしまいます。阪神淡路大震災の時は、
本当に各家庭でこのような「家具転防止」が
なされたり、持ち出し袋を準備したりしまし
た。でも何年も経つと意識が低下してきて、
東日本大震災でまた非常時への対応に意識
が戻りました。去年熊本でもありましたが、
日本はいつどこで直下型地震が起きてもお
かしくありません。立川も特別危険なところ
ではないと言われていますが、起きてもおか
しくない。
――そうですね。
増田　本当に大事なのは、まず耐震。阪
神淡路では、一番多く人が亡くなった原因
は家の倒壊です。その次が家具。箪笥が

倒れてきて下敷きになったとか。阪神淡路
以降建物の耐震は強化されました。その後
九州で起きた地震では、家庭内の家具だ
けでなくオフィスの家具や什器で怪我をする
人が多かったんです。コピー機、複合機な
どは飛んできますからね。
――あんなに重たいのに。 
増田　消防署では当たり前ですが、全部ボ
ルト締めです。オフィスもきちんと防災意識
をもって備えていただきたいです。固定され
ていなかったら、家具は走ります。
――凶器になってしまう。
増田　その通り、凶器になってしまいます。
オフィスも、自分の家でも、家具が凶器に
ならないように。見渡してみて、もしここで
震度6、震度7の地震が来たらどうなるか。
箪笥が倒れてくるなとか、ロッカーが倒れて
くるなとか。じゃあ、ここは突っ張り棒をし
て揺れに備えようという具合に。備えること
が命を守ることにつながります。皆さんには
その2つを確実にしてくださいとお伝えした
いですね。



深まる秋に
『立川立飛流鏑馬』
鎌倉時代に創始した伝統の弓馬術礼法
場所は夏までヤギがいた立飛みどり地区
およそ300ｍの馬場が設えられる
日本の伝統文化　小笠原流流

や ぶ さ め

鏑馬が執行される

　流鏑馬は、馬を馳せながら弓を引き、鏑矢を射放つことをいう。「新猿楽記」
によれば、朝廷の警護にあたった武者などにより宮中の儀式として行われて
いた。鎌倉幕府以降は武士の士気高揚のために重要な儀式として盛んに行
われてきた。
　「立川立飛流鏑馬」を執行するのは、「弓馬術礼法 小笠原教場」。830年受
け継がれる武家の礼法「小笠原流」による流鏑馬だ。文治2（1186）年、源頼
朝に召し出された初代・小笠原長清は、頼朝の『糾

きゅうほう

方（弓馬術礼法）指南』を
仰せつかり、源氏の兵法と公家の礼法・弓馬術を融合させる。そこに新たな
武家政権にふさわしい作法を築いた。江戸時代に入ると徳川家康に重用さ
れ、小笠原家は明治維新まで代々幕府の弓馬術礼法の師範を務めた。 江戸
幕府が終焉を迎えると、一般にその門戸が開かれることとなり、無駄のない
美しい立ち居ふるまいは、日本の「美」の代名詞となっている。
　地元のお祭りで行われる流鏑馬ではなく、一子相伝で伝統を守る「家」が
行う流鏑馬は、今では小笠原家だけになった。宗家小笠原清忠氏は31代目。

「流儀を教えることを生業としない」という戒めがあり、宗家の長男であり次の
宗家である清基氏は神経科学博士を取得後、製薬会社に勤務し昼間は会社
員としてガン治療薬の研究を続けている。
　多摩地区で小笠原流流鏑馬が執行されるのは今回が初めて。当日の英語
解説は、国文学研究資料館長のロバート キャンベル氏。立川にいて、この
機会を逃すのはあまりにも惜しい。

『立川立飛流鏑馬』
日時：2017年11月19日（日） 
　　  午前10時から、午後1時30分から（入替制）
開催場所：株式会社立飛ホールディングス　みどり地区特設会場

主催：立川立飛流鏑馬実行委員会
後援：立川市、立川市教育委員会、立川市体育協会、立川弓道会、立川商工会議所、
立川市自治会連合会、立川観光協会、立川市商店街振興組合連合会、立川市社
会福祉協議会、立川青年会議所
※立見席を定員まで無料開放。着座観覧席の一般販売はなし。

写真は鶴岡八幡宮流鏑馬神事（2016年）の様子。

二
〇
一
六
年
秋
、
小
笠
原
流
宗
家
、
嫡
男
の
清
基
氏
ら
が
み
ど
り
地
区
を
視
察
し
た
。

小笠原清基氏

宗家小笠原清忠氏（左端）
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花みどり文化センター
昭和天皇記念館

インヴォラーレ・ルーデンス
立川ルーデンステニスクラブ
blooming bloomy ららぽーと立川立飛店 
東京消防庁 立川消防署
Café はぁもにぃ♪
大和ハウス工業（株）多摩支店

パティスリー プルミエール
砂川庵 甚五郎
西砂歯科医院

私立立川ひかり保育園

B3＋ギャラリーウェルメイド
fresh shop スーパーはしもと

みのーれ立川
JA 経済センター 立川店
JA 東京みどり 立川支店
陶工房 己流庵
たましん 砂川支店
珈琲豆焙煎工房 まめ吉
BREAD & Sweets マニシェール

café de La Boum  
山梨中央銀行 立川支店
株式会社 セレモア
超こってりらーめん パワー軒
H.works
ベーカリー リオンドール

（有）まつい測量
ピーコック 玉川上水店
菅家医院

立川農産物直売所
いなげや 立川幸店
たましん 幸町支店
中国料理 SANFUJI
西武信用金庫 幸町支店
お米屋さん 大黒屋

（株）松浦商事
江戸前・富山の魚と酒 緑寿司
至誠キートスホーム
とんかつ・割烹 かつ亭
ドイツ製法ハム・ソーセージ ゼーホフ工房
和洋菓子 たちばな
BS タイヤショップ 佐藤商会
在宅療養支援診療所 立川在宅ケアクリニック
古楽の小屋 ロバハウス

レストラン サラ
浅見内科医院
スーパー ヤオコー
ひとひとて
ありた整骨院
カフェ タイニーガーデン
カフェ・レストラン てくたく

たましん 栄町支店
いなげや 立川栄町店
ニュースサービス日経 立川中央
チーズ王国 本社
高橋酒店
彩食中華 須﨑
寝具の石川
手作りパン工房 Bonheur ～ボヌール～

528-1751
540-0429

525-9677
548-1215
526-0119
512-7810
525-1821

531-4835
531-6788
531-4129

531-1273

538-7250
536-2331

538-7227
536-1824
536-1821
537-6102
535-4411
535-1070
537-2202

534-6541
536-0871
534-1111
535-1665
537-7763
535-4882
534-4411
538-3861
536-4602

536-2439
537-1820
535-5311
536-3813
537-3101
536-0851
536-6001
536-4800
538-2323
535-4611
535-5009
537-0347
537-0912
534-6964
536-7266

534-0602
537-0918
538-1711
507-7352
534-1622
507-1346
536-5788

536-9711
523-7201
522-4507
513-4101
522-4479
507-0981
524-1333
536-3207
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えくてびあんはリストのお店にあります。
今月は 緑町・泉町・西砂町・一番町・上砂町

砂川町・柏町・幸町 ・若葉町・栄町 のお店です。

栄
町

若
葉
町

一
番
町

柏
町

上
砂
町

無断転載を禁じます。

えくてびあん ⓒ 
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BISTRO ,VIN MARCHE’
ビストロ・ヴァン マルシェ
〒190-0023　
立川市柴崎町3-7-7 SK立川駅前ビル3F
TEL 042-595-6829
営業時間　　
月～土・祝前日  11：30～14：30

（ 料理L.O.13：30  ドリンクL.O.13：30 ）
／17：30～23：00

（ 料理L.O.22：00 ドリンクL.O.22：00 ）
日・祝日  11：30～14：30

（ 料理L.O.13：30 ドリンクL.O.13：30 ）
／17：30～22：00

（ 料理L.O.21：00 ドリンクL.O.21：00 ）
定休日なし

　多摩モノレール立川南駅のすぐ西隣。デッキと同じフ
ロアにあるビストロ・ヴァン マルシェは、厨房がよく見え
るカウンタービストロ。ガッツリ系や大食いとは無関係の、
本当においしいものをゆっくり楽しむお店です。本号「立

川LOVE」できれいな野菜料
理を作ってくれたのは、ビスト
ロ・ヴァン マルシェの五戸雄
也シェフ。お皿に季節を描く
アーティスト。春から夏は濃
い色の野菜をふんだんに使っ
て、輝くような明るい季節を
描きだし、これからのしっと
りした秋から冬は、誰かと一
緒に食べたくなるような優し
い料理を演出します。
　写真はランチメニューから

〈マルシェランチ〉をご紹介。
オードブルは〈立川野菜のテ
リーヌ〉、この日は里芋でした。
立川産もみじ卵や翡翠ナス、

燻製した生クリームと秋らしい一皿です。続いて長ネギの
スープ。ネギの白い部分と緑色の部分がきれいに混ざり
合う上にアクセントの焦がしネギ。ネギをたくさん食べて、
この一皿で免疫力アップまちがいなし。メインは愛媛産真
鯛のポワレ。季節の野菜を添えていただきます。パンとコー
ヒー、さらにすてきなデザートがついて2500円。お腹だ
けでなく、目も心も幸せになるランチです。ランチもディナー
も必ず予約してくださいね！

ワインと立川野菜

ビストロ・ヴァン マルシェ

　前号でお届けしたT-BIKEのレンタサイクル。認知度
が上がってきて、9月の連休には全車貸し出しだったよ
うです。場所は立川タクロス2階の駐輪場。ここで電
動アシスト自転車が借りられます。需要が増えてきたり
多様化するようなら、車種や台数も変わってくるかも
しれないですね。立川は自転車の似合う街です。交通
ルールを守って安全にサイクリング。気持ちよさそうで
す。お問い合わせは、042-529-6555です。

レンタサイクル順調です

　9月10日（日）快晴の下、国営昭和記念
公園 みどりの文化ゾーンで、第59回北多
摩地区消防大会が開催されました。立川
での開催は4回目、初回は昭和39年日野
橋下多摩川川原で、2回目は立川基地跡地

（通称お祭り広場）、3回目は立川市総合
福祉センター東側イベント広場でと、開催
場所にも時代と街の変遷を感じます。
　国立市、清瀬市、武蔵村山市、昭島市、
三鷹市、国分寺市、調布市、東久留米市、
府中市、小金井市、東大和市、西東京市、
小平市、武蔵野市、東村山市、狛江市に
立川市。17市の消防団が集結し、基本操法演技に続
き一斉放水、優良分団が表彰されました。操法など身
に着くまでの度重なる訓練は大変です。最近は消防団
に入団する人が減っていると聞きますが、街の安全に
は本当にありがたい存在です。団員の確保が難しい時
代だからこその自治体相互の連携ですね。
　この日、すてきな演奏を聞かせてくれた立川市吹奏
楽団のみなさま、お疲れさまでした。

見ごたえのある式典でした
　10月14日、15日はアリーナ立川立飛のこけら落とし。アル
バルク東京のホーム試合です。サッカーや野球のように一般に
広く観戦されるスポーツではありませんが、間近で観ると大迫
力。アルバルク東京は強いチームです。選手1人ひとりの情報な
ど、ホームページで見ているだけでも面白い。その選手たちが
目の前で激しく動きまわるのですから、面白くないわけがない！
チケットなど詳細はアルバルク東京のホームページでどうぞ。

応援！アルバルク東京

　3月に国文学研究資料館のインタビュー集が出まし
たが、今度は極地研です。「立川の研究者たち　国立
極地研究所編」サブタイトルは「立川の世界一！ インタ
ビューで綴る極地研の仕事」です。2009年に極地研
が立川に移転してきてから、えくてびあんが取材して
きたものを一冊に集めました。極地研の中で研究され
る内容がギュッと詰まった冊子です。お問い合わせは、
国立極地研究所広報室　042-512-0608まで。

極地研のインタビュー集

　えくてびあん9月号にご登場いただいたトニータ
ナカさん。トニーさんが理事長を務める一般社団
法人 日本メイクアップ連盟主催の「kawaii」選手
権大会（於・東京国際フォーラム）を拝見してきま
した。全国の理美容学校で開催された予選会には
約4000人が参加。厳しい審査を勝ち残ったファ
イナリストの中から、「東京kawaii大使」が選ばれ
ます。後援に文部科学省、経済産業省、外務省が
入っていて、「東京kawaii大使」は11月に文化交流
のため中国を訪問、「日本かわいい」を発信してき
ます。トニーさん、大活躍の審査会でした。

「日本かわいい」

　9月9日（土）、サンサンロードで今年もにぎやかに「子育て
教育フェア」が行われました。子育てに関する様々な角度からの
ブースが集まり、毎年大賑わいのイベントです。今年はお父さん
の姿が目立ったように感じました。フリーマーケットのコーナー
が充実。ふじ幼稚園の加藤園長にうかがうと、「大人のお店屋さ
んごっこ」がコンセプトなのだとか。この日のサンサンロードは
大きな大人の幼稚園という感じでした。

今年もにぎやかに教育フェア

左がトニータナカさん（国際フォーラムで）

インタビュー集の表紙と新所長 中村卓司先生のページ
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　西砂町で農業を営んできた小山さん。本家は
横田基地による移転で西砂町に。当時はそうして
西砂町に転居されたお宅が多かったそうです。昔
ながらの作物を作る清さんの一方で、若葉町か
ら婿に入られた三佐男さんはカラフル野菜の作り
手です。立川市内外のレストランで小山農園のカ
ラフル野菜が使われています。そうそう、9月で
終わった朝ドラ！奥茨城の郷土料理にも、赤坂洋
食屋さんのごちそうにも小山さんの野菜登場でし
た。高島屋立川店前では、毎週土曜日、14時か
ら16時まで新鮮野菜の高島屋マルシェを開催中。
撮影のこの日も名前入りTシャツで登場です。６
年生の珠寿ちゃんは、運動会の前日でしたが疲
れた様子もなく、すてきな笑顔。保育園から帰っ
てきた瑚晴ちゃん、カメラの前に立ったら急に恥
ずかしくなっちゃったかな。終始和やかな撮影と
なりました。

小山清さん、三佐男さん、珠
す ず

寿ちゃん
瑚
こ は る

晴ちゃん

◆災害はいつどこで起こるかわからないとわかっ
ていても、備えは万全かと訊かれると、どうで
しょう。立川消防署長が伝えたい2つを実際に行
うこと、それが大事ですね◆月刊えくてびあんの
紙面に入りきらなかった情報は、えくてびあんの
ブログにアップされています。現在、自衛消防審
査会までの事前練習風景と、事業所の皆さんの
応援メッセージがアップされています。応援メッ
セージにご協力いただきました立川消防署長、立
川市長他、諸団体のみなさま、ありがとうござい
ました。10月12日に開催された審査会当日の様
子とともに、自衛消防隊の頑張りをご覧いただけ
ますとありがたいです。ブログの名前は「立川は
Ecoutezbienえくてびあん」です。http://ecoutez.
exblog.jp/◆なんだかんだともう11月号。立川で
1軒だけの達磨屋さん、村野さんでは達磨製作が
佳境です。立飛みどり地区に開発事業計画の看
板も立ちました。世間はなんとなく騒がしいけれ
ど、えくてびあん、今年取材すべきはきっちりと、
気持ち引き締めてがんばります！

えくてびあんスタッフ一同

9月24日 三遠ネオフェニックスとの練習試合の様子



立川と語ろう  立川に生きよう

備えて安心――立川消防署長備えて安心――立川消防署長
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❹

ワインと立川野菜を楽しむ
カウンタービストロ

　野菜は西砂町の小山農園から。
立川に古くからある野菜に加え、
立川市民にはあまり馴染みのない
西洋野菜の栽培にも取り組む小
山さん。収穫された野菜の顔に
は力があります。秋には秋の野
菜！ おいしい野菜を料理するの
は先月に続き、〈ビストロ・ヴァン
マルシェ〉の五戸シェフ。小松菜、
ゴボウ、大根、サツマイモ。野
菜の個性を大切に、そのままだ
とまるで和食のような優しい味の
テリーヌは、マスタードが効いた
ソースでパッと洋風に変身します。
スープのきれいな色はニンジンで
す。甘みも栄養価も高くなる秋の
ニンジン。立川野菜で季節を楽
しんでみてはどうでしょう。

立川野菜とお店のコラボ

ビストロ･ヴァン マルシェ
（お店の詳細は7ページです）




