
立川と語ろう  立川に生きよう

立川が音楽で溢れる日
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揚げ焼きそば  860円（税込）　野菜の量  200ｇ
餃子は単品（6個）550円（税込）

②

　多摩立川保健所によると、人
が必要なカルシウムやカリウム、
ビタミンC、食物繊維などの栄養
素を十分確保するためには、１
日350g の野菜を食べることがお
勧めだそうです。でも都民の平
均摂取量は 275gで、あと一皿の
お野菜が欲しいところ！
　そこで、立川市内の飲食店で
多摩立川保健所の「野菜メニュー
店」になっているお店をご紹介。
今月は柴崎町の福来軒さん。大
正元年創業の老舗です。自家製
麺をさっぱり揚げた揚げ焼きそ
ば。魚介の旨みたっぷりの野菜
あんが絡まって、ボリューミーな
のにあっという間の完食です！ 
塩味ベースのタンメンは野菜の山
で麺が見えない。野菜の下に箸
を入れてすくい上げると、ふんわ
り湯気と一緒にツルツル麺が。
春は野菜の季節です。おいしく、
たくさん野菜を食べさせてくれる
福来軒はおススメです！

監修：東京都多摩立川保健所

立川市柴崎町 2-18-7
TEL　042-527-3928
営業時間　11：45～ 15：00　
　　　　　17：00～ 20：00
不定休

福来軒

タンメン  820円（税込）　
野菜の量  205ｇ



沼本コレクション点と線 ⑧

　日本で初めて鉄道が新橋―横浜間に開通した明治5年（1872）、機関車を始め運転する人、
技術、営業制度など、すべては英国人のお雇い外国人指導を受けて鉄道は動いていました。
1840年、英国の鉄道会社の出札掛だったエドモンソン（1792～1851）が硬券（硬い乗車券）
のカード式乗車券を考案し、彼の名前を取ってエドモンソン式乗車券として約150年以上も
同じサイズ（A型）で現在のJRや各鉄道会社でも用いられています。A型券と呼ばれた当時
の乗車券の裏側には、英・独・仏の三か国語で注意事項が記載されたたいそう立派なもので
した。その後、日本の鉄道も硬券をはじめ、軟券など時代と共に変化していきました。
　私は国鉄時代、東京西鉄道管理局経理部審査課という部署で、現場より請求されてくる
乗車券が制度に合っているかを審査し、それを印刷場に送付したり、連絡乗車券の精算な
どの業務をしていたことがありました。それまで駅の仕事に勤務したことがないため、苦労
の連続でした。しかしその甲斐あって、乗車券の制度についてかなり詳しくなりました。人
間にも名前があるように、乗車券すべてにも名前があり、規則、制度によって決められてい
ます。ひと昔前は乗車券の出改札業務はすべて人の手を介して乗車券を販売していましたが、
その後自動券売機や自動改札装置、自動精算機などが登場し、在来線や新幹線の指定席ま
で、自動的に発券できるようになりました。
　世の中は更に進化し、昭和60年（1985）3月25日、国鉄末期、これからのキャッシュレス
時代の到来にふさわしい、国鉄初のプリペイドとして発券機で切符が買えるオレンジカード
が登場しました。当初は首都圏を中心に千葉県内の主要駅のみで販売され、その1年後には
関西地区（大阪・天王寺）にも導入され、その後全国に拡大されました。「小銭を持たずに切
符が買える」というキャッチフレーズで、当時は大好評を博しました。初めは基本デザインの
他に、国鉄の企画、広告、フリーデザインなど、1000円、3000円、5000円、1万円の額面
のカードが販売され、その後、金額によってプレミアも付加されデザインも豊富になり、多く
のファンが集めるようになりました。その時代の世相を反映したデザインもあり、当時の時刻
表にも、全国の駅で販売される情報が掲載されるようになっていきました。
　昭和63年4月民営化により、JR6 社にオレンジカードは引き継がれました。その後、平成
25年（2013）3月31日をもってJR各社はオレンジカードの販売を終了し、28年間の幕を閉じ
ました。
　平成3年（1991）JR東日本から販売されたストアード・フェア・システムのプリペイドカード
がイオカードです。磁気式カードで、カード対応の自動改札機であれば、カードを使って自
動改札口に直接挿入するだけで運賃が引き落とされるシステムでした。メリットも多く、切符
を買う手間がいらない、乗り継ぎ精算もできるようになり、利便性は更に向上。しかし後の
ICカード（Suica）の登場により、平成17年（2005）には販売を停止、翌年には販売済みのイ
オカードも自動改札での利用ができなくなりました。現在は自動券売機では切符の購入、精
算のみできるようになっています。
　平成13年（2001）11月18日からJR東日本が開発したSuicaが登場しました。ICチップを
内蔵したカードで、自動改札機をタッチするだけでスムーズに改札を通過できるようになりま
した。名称の由来は「super urban intelligent card」で、「スイスイ行けるICカード」という意
味も持っていました。カードにチャージすると、何回でも使用できる便利さ、更に平成18年

（2006）携帯電話会社と連携してモバイル・スイカを提供開始。JR各社もそれぞれに名称を
つけて活躍しています。時代と共に営業関係、販売機器がシステム化しています。立川駅で
は平成13年（2001）11月18日にICカードSuicaの利用が開始されました。

案内人
沼本忠次氏（日本鉄道構内営業中央会  事務局長）

切符からカードへ、ICへ



あの人、この人、立川人 61
［ 立川に育まれて ② ］ 

［インタビュー］

実行委員長  梶原哲也氏
額縁の専門家、音楽の専門家。
どちらにも全力投球というけれど、基本は全部同じだと思うんだ。

第8回TACHIKAWA
いったい音楽まつり

――いよいよ5月18日、19日、梶原さんの季
節到来ですね。
梶原　「第8回立川いったい音楽まつり」でしょ
う？ でも、僕、これで引退しようと思っている
んです。
――え？ 本気ですか？
梶原　なんだかんだ言って、もう8回ですよ。
新しい時代へ入れ替わっていく時だと思うんで
すよ。
――梶原さん、おいくつですか？
梶原　今年55歳になります。だからいい節目
なんです。10年の節目。「立川いったい音楽ま
つり」は8回ですが、僕自身はその前身の「お
となバンドフェスティバル」に2回関わっていま
す。2回目の打ち上げの席で鈴木（一廣）さんと
瀬（順弘）さんと「立川いったい音楽まつり」の
話になって、こういうのやってみようねって。
――当時、鈴木さんは「立川まちおん」を立ち
上げていませんでした？
梶原　「おとなバンド」よりも前に鈴木さんが

「まちなかライブ」というのをやっていて、それ
をホールでやろうとしたのが「おとなバンドフェ
スティバル」。規制でストリートミュージシャンの

「路上ライブ」ができなくなってしまったから、1
年に１度くらい立川の街で演奏できるといいね
と言って始まったのが、「立川いったい音楽ま
つり」です。で、僕はその「おとなバンド」に出
演して第1回から関わっているんです。
――瀬さんもまだ立川市地域文化振興財団に
所属されていた頃ですね。
梶原　そうです。そこに、坂下香澄さん、鈴
木節子さん、伊東 功さんなどが参加してくれて、

「いったい音楽まつり」が始まりました。「いった
い」ができて今年8年、僕の街なか音楽活動と

いう意味では10年。「いったい」も僕自身も次の
ステップへということです。
――ご自身の次のステップとは？
梶原　昨年、全国理美容専門学校Kawaii選
手権のドキュメント映画の音楽監修をさせても
らい、文部科学省、通産省、外務省の事業で
もある「Kawaii文化伝承」で海外にも行かせて
いただきました。
――お仕事としてですね。
梶原　ボランティアというのはボランティアだ
からできることとボランティアだからできないこ
と、というのがあるんです。
――ええ。
梶原　全国区、あるいは海外で動くとかプロの
ミュージシャンを多摩地域に呼ぶとか、あるい
は音楽の枠を超えて他のジャンルと融合させる
とか。こういうことは、去年あたりはもう「いっ
たい」で既にトライし始めていたことなんです
が、結局ボランティアの限界を超えてしまうこ
とになって、形にしきれない。だから、それを
具体化していけるようにしたいなと思うわけで
す。
――なるほど。まさに次のステップ。
梶原　自分の中には7つのカテゴリーがあって、
その1つが「いったい」なんです。これは市民音
楽祭というイベントで、音楽を楽しむ連中が自
由に街なかで年に一度お祭り騒ぎをするという
ものです。でもこれ1つでも実はすごく労力の
いるもので、いつまでもこれをやっているとこ
れしかできない（笑）。
――そうでしょうねえ。
梶原　8年も経てばある程度成熟してきていま
す。市内20会場のうち、今年は南口方面に5
会場できて、会場を設けることで南北をつなぐ

こともできた。立川市も市報にドーンと載せて
くれるようになり、「いったい」もひとつのゴール
には来たかなという印象を持っています。
――それで「いったい」も次のステップ。
梶原　僕ではできないこともあると思うんです。
例えば今の若い人たちの音楽、ヒップホップ中
心だったりDJであったり、ラップ、レゲエ、そ
ういった音楽関係はたぶん僕がトップを続けて
いたら入りづらいかなと思うし。現在30 代の女
性ディレクターなどはそういった関わりが多いか
ら、仲間に加わって出演してくれる人も色が変
わって来ると思うんです。今までのものはその
ままに、新しいカラーが生まれてくるのもいいん
じゃないかなと。
――そうですね。「いったい」も組織が大きくな
りましたよね。実行委員は今、何人いらっしゃ
るんですか？
梶原　30人です。
――立派な組織ですよね（笑）。価値観も多様
でしょうし。
梶原　僕ね、ある認知症の施設ですごい発見
をしたんですよ。エレベーターに乗ったんです。
そのエレベーターには隠しボタンがあって、こ
れを探し出さないと下には降りられない仕組み
になっているんです。
――へえ。
梶原　施設の運営者はこう言うんです。「すば
らしい完全介護に守られた施設です」って。徘
徊されてしまうと大変じゃないですか。ね、こ
れは一般的な意見です。でもアンチな人だとこ
う言うんですよ。「自由に外に出ることもできな
い牢獄のようなところだ」って。どっちも間違っ
ていない。エレベーターが簡単に降りられない
という事実は1つだけど、見方はいろいろなわ

けです。このアンチな人が「自由にさせろ」って
騒いだら、施設は運営できないですよね。
――そうですね。
梶原　それがまさに「いったい」にもあった現
実でした。もうこれではやりきれないという状
態になったので、僕が強権発揮して「実行委員
会」をぶっこわして2つに分けたんです、ディレ
クターと実行委員とに。
――そうだったんですか。でも、それは梶原
さんだからできたんですよね。人望というか信
用があるから。
梶原　いやあ、かなり強引でしたけどね。でも、
嬉しいのは喧嘩を売ってくれる人間がいっぱい
いるということです。この間も呼び出されて話
し合っていたら「最近ちゃぼさん独裁者になっ
てるんじゃないの？」って言うんですよ（笑）。
――ええ（笑）。
梶原　だから、じゃ、お前の言う独裁ってな
によ？って聞いたら、なんでもかんでも自分で
勝手に決めていくことだって言うんです。へえ、
じゃ、俺は独裁じゃない。なぜならば、今年
度の実行委員会は決議で全部進んでいるだろ、
俺が勝手に決めたのは夕飯の弁当と、書類整
理してた実行委員にファミレスで食べてこいっ
て言ったことだけさ。だから俺は独裁じゃな
い！ってね（笑）。
――（笑）
梶原　そんな会話ができることがすばらしいよ
ね。
――だから独裁じゃないんですね。独裁者に
は誰も何も言えないですから。それにしてもよ
くやってこられましたよね。最初の頃は立ち上
げで…。
梶原　立ち上げの苦労、ありましたねぇ。実行
委員長という看板はありましたが、第2回くら
いまではチンプンカンプンでしたね。財団のこ
ともよくわからなくて…。財団に浅沼（宏）さんっ
ていらしゃるでしょ。
――えくてびあんもお世話になりました。
梶原　彼のおかげで財団の存在をよく知るよう
になりましたね。昭和記念公園の鈴木（剛之）
さんにもお世話になりました。中期はIKEAが

できたり、ららぽーとができた
り。あの時期の大変さはまた別
物でしたね。どうやってそうい
う所に参加してもらうか、突破
していく大変さがありました。一
方で演奏する参加者は放ってお
いてもどんどん増えていくんで
す。
――今年も400組以上の応募
があったそうですね？
梶原　そうなんですよ。今年の
特徴はなぜかビックバンドが多
い、それからビートルズバンド
が多い。
――へえぇ。
梶原　今まで実行委員会組織だけだった時に
は、演奏者の数が多いから減らそうとか、会
場を抑えようとかいろいろ言われていたんだけ
れど、頑としてそれを認めないまま進めてきて、
去年出演者が1700名を越しました。会場数は
30か所。
――よくクレームが来ませんでしたね。
梶原　昔はありましたよ～。でも初めてクレー
ムが来たときは嬉しかったですね。ようやくク
レームが来る認知度まで行ったかって（笑）。
――ポジティブ～。
梶原　マンションからうるさいってクレームが
来て謝りに行って中に入らせてもらったら、本
当にすごかった。もう音じゃない。いろいろな
所にぶつかりながら3か所の会場の音が上がっ
ていくから、音ではなくてもう…唸ってるんです
よ。だから下ではそれほどじゃないのに、上層
階がうるさくて。でも、それがあったおかげで、
僕らもどうすればいいかって考えるようになりま
した。実行委員はデシベル計を持って歩くよう
になり、飛ばない音響を考えるようになり。
――飛ばない音響？ そんなことできるんです
か。
梶原　できます、できます。それは頭ひねって
考えて。で、意外に単純なことだったんですよ。
それを教えて良くなったのがららぽーと。それ
からエキュートさん。演奏しているの聴いたこ

とないですか。
――あ、あります、あります。近づくと結構大
きい音なのに、少し離れると聞こえなくなっちゃ
う。
梶原　そうなんですよ。それ！ 意外にプロは
その仕組みを知らない。大きい音を出すのがプ
ロの仕事だから。
――昔、昭和記念公園で有名歌手のライブやっ
て、立川市以外の街から苦情がきたことありま
したね。
梶原　ああ！ ありました。三鷹まで聞こえたっ
ていう（笑）。
――ところで、第8回のテーマは？
梶原　「立川でドーナツになる2日間」。
――またまた、わかるようでわからないテーマ。
梶原　うちっぽいでしょ（笑）。「いったい」とい
う輪（ドーナツ）。いろいろな輪を作っていこう
よ、演者さんが出演するだけではなく横のつ
ながりを作っていく輪。演者同士に限らなくて
も出逢った輪で広げていきたいなという意味の
ドーナツです。
――ミュージシャンで、フレーマーで、これか
らも自由に人生を歩まれるのでしょうが、ご自
分にとって最後の「いったい」。改めて「いった
い」とは？
梶原　「そこらじゅう（一帯）」の「いったい」と、

「一体になる」の「いったい」と、「いったいあれ
は何だ？」の「いったい」と（笑）。第8回を終えて、
新しい風が吹き込んできますよ！

東京都あきる野市生まれ。54歳。東放学園音響専門学校時代にプロの音響現場へ踏み
込む。やがて自分の興味は音響よりもドラマーだと自覚、多くの人の協力でプロのドラマー
として活動を始める。河合奈保子、佐野量子、つちやかおりなどのバックバンドを担当、
夜のヒットスタジオ、ザ・ベストテン、ミュージックステーション、クイズ！ドレミファドン！
などの番組に出演、全国ツアー、海外での演奏なども経験。時代がドラマーからコンピュー
ターの打ち込みに変化する中、ドラマーとしての将来性に疑問を感じ芸能界を離れ、額縁
メーカーへ。額縁店店長、ギャラリー開業の後、立川市に額縁専門店プリムベールを独立。
2004年40歳を期に音楽活動再開。2007年額縁工房併設の新店を開業。1階で額縁を
扱い、3階で音楽の取り組みをする。2008年、北野武監督作品『アキレスと亀』で60枚
に及ぶ額縁の製作を担当。一方2010年「おとなバンドフェスティバル」に出演。2012年
には「第1回立川いったい音楽まつり」の実行委員長を引き受ける。2018年、全国理美容
専門学校Kawaii選手権のドキュメント映画の音楽監修、第15回Kawaii選手権東京大会
の総監督を務める。「第8回立川いったい音楽まつり」で一区切り、新しいスタートを切る。

梶原哲也氏



「立川村十二景」から

完成、37年にはプールも新設された。
　昭和45年創立100周年の6月には新講堂が
落成。昭和55年3月に創立110周年記念式典
挙行、やがて元号は平成へ。
　平成元年8月には校庭改修工事が完了しス
プリンクラーが設置された。平成2年2月、創
立120周年記 念 式 典
挙 行、 郷 土 学 習 室、
第二図書室、ランチ
ルームが設置され、床
可動式プールが新設、
窓はアルミサッシにな
り、放送室ではテレビ
放送、さらにはインター
ネット導入、パソコン
学習が始まった。時代
が要求したのはそれだ
けでなく、学校にも非

「
学
校
教
育
発
祥
之
地
」
碑
（
柴
西
公
園
）

だった。鐘の音で始まる朝礼は
規律正しく、校長先生の話を聞
いた後、児童たちは「金剛石の
うた」を歌った。――金剛石も磨
かずば　玉の光はそはざらむ　
人も学びて後にこそ　誠の徳は
あらわるれ」。大正12年の関東
大震災の教訓から、大正14年に
はモダンな外観のコンクリート校
舎が落成した。
　昭和に入り人口の増加とともに
児童数も増え、昭和15年には現
在の第四小学校が分離された。
16年4月「立川国民学校」、19年には「立川市
柴崎国民学校」となる。
　昭和20年8月に戦争が終わると立川には米
軍が駐留し、頭上を飛び交う飛行機の騒音が
校舎の窓を震わせるようになる。22年「立川市
柴崎小学校」に、27年には「立川市立第一小
学校」となり、子どもたちのために保護者や地
域の人が団結、35年には防音校舎第三期工事

常通報装置及び防犯用監視カメラが設置され
た。平成12年2月、創立130周年記念式典挙行。
　平成22年2月、創立140周年記念式典挙行。
同年より大掛かりな校舎建て替えが進む。平
成26年8月、新校舎落成式典挙行。同27年
には校庭も完成。
　現在の校舎は、学校と社会教育施設（柴崎
学習館・柴崎図書館・柴崎学童保育所）を複合
化した建物で、学校の中で異世代交流が図ら
れ自然に地域コミュニティが築かれており、優
秀な建築物に贈られるBCS賞を受賞している。
平成31年3月、卒業を前に6年生の卒業論文
全校発表会が体育館で行われた。プレゼン
テーションには3つの要素が求められる。文字
の大きさやアニメーション、デザイン、著作権
への配慮などデータに関する諸事項、分かりや
すい内容か、自ら提示した最初の問いとまとめ

　明治２年、政府は「小学校ヲ設ケル事」とい
う条文を示した。柴崎村では板谷元右衛門ら
地元有志により、普濟寺境内にある心源庵を
借りて「郷学校」が設立された。時は明治3年
3月3日。これが立川市立第一小学校の始まり
だ。村童は40余名となっている。明治4年政
府は文部省を設置、翌5年には太政官布告に

よりすべての人々が就学することになった。「郷
学校」は「耦

ぐ え い

頴学舎」、「柴崎学校」と名前を変
え、児童数が120余名となった明治11年、普
濟寺から寄付された1650㎡の敷地（現在の柴
崎四西公園、当時は柴崎村澤）に新築移転し、
さらに明治22年には小川歌子女子の寄付によ
り2階建て校舎を増築した。「立川学校」「尋常
高等立川小学校」「立川尋常小学校」「立川尋
常高等小学校」と何度も名前を変えながら学校
も成長していった。
　「立川尋常高等小学校」が現在の地（諏訪神
社東）に移ったのは大正３年。木造2階建ての
新築校舎は“三多摩一の立派な校舎”と評判

が合致しているか、聞き手にとっ
て有意義な情報かどうかなどコ
ンテンツに関すること、３つめと
してプレゼンそのもののスキル
が問われる。5分という持ち時
間、どの発表者もよどみなく話
す。しかもパワーポイントをいと
も簡単にリモコン操作しながら。
見る者は、いつの間に小学生が

こんなことを学
ぶようになったの
だろうと目を見張
る。
　青空学級に通
う児童が堂々と、
聴衆を巻き込み
ながら時には笑
いも誘って、5分
間暗記した内容
を詰まることなく
発表した。「奇跡
は起きるんだよ」
と校長も他の先

生たちも感涙にむせんだ。
　令和２年2月29日に、 創 立
150周年記念式典が予定されて
いる。児童は地域社会と融和し、
柴崎町の商店とコラボ企画を進
行中。150年に向けてその毎日
を歩みながら、第一小学校は子
どもたちを常に育み未来へと送
り出している。

※資料写真提供：立川市歴史民俗資料館
　参考資料：立川市立第一小学校ホームページ、えくてびあん第一小学校創立140周年特別号、「写真集たちかわ」 、「立川村十二景を描いた父」、「立川市教育百年史」

創立150周年に向ける１年
全国で二番目に古く、東京で一番古い小学校
立川に生まれ、立川で歴史を刻み、多くの子どもたちを育んできた

立川市立第一小学校

明治時代

三多摩一の立派な校舎

昭和30年代の運動会

昭和30年代の遠足

郷土学習室には時代ごとに卒業生の集合写真が飾られていた 建て替え前の旧校舎（平成24年）

工事中はプレハブ校舎で学んでいた（平成24年）

日当たりの良い正門（平成22年）

講堂での入学式（平成22年）



Ｊ：ＣＯＭ 多摩：111ch

えくてびあんの輪えくてびあんの輪

串揚割烹 トントン
Pasta Frolla 立川南口店
不動産 コマツホーム
芹沢ガラス店
かみゆい処 わ
ファッションハウス ホマレヤ
ホテル ほまれ
ヘアーサロン オオヌキ
中国四川料理 山城
酒歩 たから
服地・洋裁材料 藤レディース
純中国料理 北京大飯店
リサイクル着物 着楽堂
天婦羅・うなぎ 良銀
ギャラリー きらら
生活雑貨 EAST END
特むし銘茶・海苔 菊川園
ジョイフルプラザ
めん心 堤屋
hoccori* café
立川わかば整骨院
（株）立川紙業
ピスターシュ
中華小皿料理 得得屋
Fashion You Me
石原薬局
B 級食堂 相模屋
サイクルハウス 輪輪館
ひがしミート
（株）正盛堂
小林歯科クリニック
ビューティーサロン ウィスタリア
オリオン書房 サザン店
ビストロ＆バル ラポール
WISH BONE
西武信用金庫 立川南口支店
たましん 南口支店
リオネットセンター立川
りそな銀行 立川支店
オリオン書房 アレア店
ほっとすぺーす 中屋
立川ワシントンホテル
Coffee Shop LARGO
パッケージプラザ カサイ
（株）けやき出版
ベーカリー & カフェ BAKU BAKU
喫茶 ギャラリー花
髪職人 YOSHIZAWA
のーかる
矢沢歯科
キッチンコート立川店
LaLaLa
スープ・カフェ なんでもない日
武本測量（株）
立川市柴崎市民体育館
NPO 法人 東京賢治の学校

（株）浅見酒店
伊藤接骨院
手作りケーキの店 プティ・パニエ
さえき 西立食品館

524-4521
540-8033
525-5811
522-3065
522-8202
525-2788
523-0588
528-0809
512-8356
528-1510
528-5101
522-6393
523-9702
522-6702
522-3913
523-9636
526-2035

0120-29-2775
525-6602
595-8379
526-8518
527-6111
526-7466
528-1060
523-1640
523-4067
525-9478
522-8100
522-6266
522-2328
527-8217
527-1116
525-3111
529-3088
527-7199
529-1311
528-2211
523-3321
522-4161
521-2211
522-2932
548-3380
525-6704
522-8601
525-9909
527-2721
524-3668
522-5593
512-5415
525-6600
540-1131

090-2564-3198
523-5114
524-7731
523-5770
523-7112

522-2823
524-7861
529-8364
529-5333
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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 柴崎町・富士見町 のお店です。

●立川女子高
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成城石井 ルミネ

GRANDUO
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中央線

立川南

南口

●立川市立
　第六小

南武線

フ
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立
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●立川錦郵便局

西国立駅

●ホテル日航立川 東京

〒190-0021
立川市羽衣町1-21-4
メゾン第4立川ビル1F
TEL  042-548-9223

営業時間
ランチ    11：00～14：30 （L.O 14：00）
ディナー 17：30～22：00 （L.O 21：30）
※5月より、ディナーの時間が変わります。

定休日  火曜日の夜、水曜日

駐車場  なし

 
☆詳しくは、『多摩てばこネット』
　［お店情報］をご覧ください。

　「女性が一人でも楽しめる」、「毎日食べられる」中華がコ
ンセプトの『癒食同源』。2014年１月、オーナーシェフと
奥様の二人だけで始めたお店には、ギャップと驚きが満
載です。外装はいかにも“中華”という店構え。けれど中
に一歩入ると、そこはまるでカフェギャラリー。横浜中華
街をはじめ、日本各地で20年以上キャリアを積んだベテ

ランシェフに
よる本格中華
を、 カジュア
ルなテーブル
で味わえます。 
　「 うちで 食
べて頂くなら、
この２品を」。

“豆苗のにんに
く強火炒め”と

“ソフトシェル
クラブの香草パン粉炒め”がシェフのおすすめ。強火で手
早く仕上げるシャキシャキの豆苗、一方、柔らかくて食べ
やすいソフトシェルクラブと、対比する食感も特徴。「脂も
たれしない」とお年を召した方のお箸もすすむようです。
　破格のおいしいランチは言わずもがな、ディナータイム
はまたひと味違った雰囲気で、様々なお酒に合うおつまみ
を揃えています。お客様の多様な好みに応えるやさしい味
付けを心掛け、メニューも豊富に。春巻き
を１本からオーダーできるのもうれしい。店
内にあふれる色彩のパワーと食による癒し
のダブル効果で、エネルギーをたっぷり充
電できるお店です。

『さだまさしと風に立つライオン』
講演　さだ まさし氏
開催日時　令和元年6月16日（日）  14時開演（90分）
開催場所　応現院（立川市泉町935-27）
主催　応現院文化講演会実行委員会
後援　立川商工会議所・立川観光協会・多摩都市モノレール株式会社
　　　立川バス株式会社・エフエムたちかわ
協力　有限会社えくてびあん
協賛　真如苑

無断転載を禁じます。

えくてびあん ⓒ 

5月号　第36巻　通巻 410号

令和元年5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  https://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.

ゆるり中華食堂 癒食同源 
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　歌手で作家のさだまさしさんの講演会が開催されます。時には癒し
を、時には勇気を、常に人に寄り添い心を温めてくれるのがさだまさし
さんの歌や小説、トークです。この度はどんなお話をしてくださるのか、
ものすごく楽しみです。立川で行われる講演会、立川市民の聴講希望
者を大募集します。応募多数の場合は抽選になりますが、以下の要領
でお申し込みください。当選の発表は入場整理券の発送をもってかえ
させて頂きます。なお、入場整理券の転売は禁止させて頂きます。

GET AHEAD  ―アルバルク東京―

豆苗のにんにく強火炒め

さだまさしさん、立川で講演！
立川市民の聴講希望者、大募集。

ソ
フ
ト
シ
ェ
ル
ク
ラ
ブ
の
香
草
パ
ン
粉
炒
め

　3月24日（日）、武蔵野のおもかげ残る保護樹林が無
料開放されました。本来は満開のコブシの下でオカリナ
のミニコンサートをと計画されていたようでしたが、季節
の移ろいは予測不能。コブシはすっかり終わっていました
が、代わりにコナシの白い花やボケの赤い花、木々の若
芽がとてもきれいでした。故・岸中友子さんが遺された美
しい庭をサンクチュアリ悠の皆さんで維持されての開放
日。いいお天気の中、オカリナの調べが鳥のさえずりと
共に心洗ってくれるようでした。

春の樹林  美しい音色とともに

　3月21日（祝）、午後からはきれいに晴れたのですが、午
前中は曇り空。荒川河川敷道路及び堀切水辺公園で、第72
回都民体育大会冬季大会　駅伝競走が実施されました。立
川チームは立川市陸上競技協会の松村監督の下、学生時代
箱根路を走ったり、各種マラソン大会などで好成績を収めて
いる選手たちが集まりました。一度は順位を一桁台に乗せた
ものの周りも強者。結
果 は24チ ーム中15位
となりました。みなさん、
お疲れさまでした！

おとなの駅伝、がんばりました

　3月24日(日)にアリーナ立川立
飛で行われたホーム戦で、アルバル
ク東京がBリーグ チャンピオンシッ
プ2018-2019 進出を決めました。
2連覇にむけて、「GET AHEAD」を
スローガンに戦っていきます。この
日は美しいプレーが炸裂、ことに日
本代表でもある田中大貴選手のアリ
ウープダンクは、さすが！ アシスト
の安藤誓哉選手もすばらしい。これ
から一試合ごとに熱さが増します。
楽しみですね。

1 区から2 区への襷リレー

選手のみなさんと松村岳四郎監督（左）　
4走の選手はお帰りになった後でした、残念。

田中大貴選手、アリウープダンクの瞬間

【申込方法】 1.または2.のいずれかの方法でお申し込みください。（応募はお一人様１回まで）
1.ハガキで申し込む。官製ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号・希望人数（本人含め2名まで）を明記し、
〒190-0023　立川市柴崎町2-1-10　高島ビル4階　「応現院文化講演会実行委員会行」で郵送。
2.PC、スマホよりインターネット応募フォームで申し込む。
http://www.bunkakoenkai.jp

【応募期間】
ハガキの場合は、2019年4月19日（金）～5月20日（月）必着。
インターネット応募の場合は、5月20日（月）17時まで。

【お問い合わせ先】
応現院文化講演会実行委員会　TEL 042-523-9898　受付時間：土日祝を除く10時～17時まで。

けやき台小学校の桜
　校庭で50年間子どもたちを見守り続けた旧け
やき台小学校の桜。樹木が腐食し伐採せざるを
えない状況から、今年が見納めの満開となりまし
た。3月29日と30日、あいにくの空模様でしたが、
旧けやき台小学校跡地を開放。地域の方々が校舎
やプールのあった位置を確認したりしながら花を
愛でていました。

奥山仁さん、なつこさんとさくらちゃん（左）
えみこさんと花ちゃん

　2006 年、昔「ばくだん畑」と呼ばれていた場
所にオープンしたカフェ、その名も「ばくだん畑」。
なつこさんとえみこさんのお店です。仲のいい姉
妹らしく、お子さんもお誕生が 2 週間しか違わ
ない満1歳。最近ようやくお互いを認識してきた
そうですよ。おじいちゃんの仁さんがお孫さんふ
たりにプレゼントした手づくり絵本が大のお気に
入り。主人公コーギーのとんちゃんが「さくらちゃ
んだ～」「花ちゃんだ～」と喜ぶシーン。自分た
ちが登場すると大喜びだそうです。それにしても
仁さん、器用です。上手なのは絵だけではあり
ません。お料理も上手。ばくだん畑の前にあるカ
フェ「ぴーぴーK70」は仁さんのお店です。ぴん
ぴんころり、元気で長生きを目指す 70 代のスタッ
フがお出迎え。気負わずに人生を楽しんでいる、
そんな印象のご家族でした。

◆新元号が発表になりました。昭和の時代に創
刊した「月刊えくてびあん」も三つ目の元号を迎
えます。この時に「リスタート」する方々や、世
代交代の時期ととらえる方々に多く出会います◆
世代交代が風を呼び、新たな時代を拓く力にな
る。第一小学校も少子高齢化の中で地域との共
存共栄を図っている、そんな印象です。150 年
に向かって1歩1歩進む149 年。長い歴史を積
み重ねられること自体が稀有なことなのかもしれ
ません。若葉台小学校は旧けやき台小学校と旧
若葉小学校、両方の歴史をさらに伸ばしていく2
年目を迎えています◆思わぬ朗報に驚いたのは、
立川市科学教育センターの拠点がある第八小学
校です。デンマークに本社を置くあのレゴ社から、
日本全国でただ1校、研究校として選ばれたの
だとか。今までの活動が評価されたのでしょうが、
これからが益々楽しみですね◆温故知新という
言葉がありますが、「古式ゆかしく」けれども現
代的に行われたのが真如苑の稚児行列。3月28
日、太鼓に先導されて街なかを練り歩くお稚児さ
んたち。沿道から「あら、かわいい」「あの音楽
がいいよね」と声があがっていました。朝方、空
には日暈、おだやかな日差しに諏訪公園の桜も
満開でした◆立川の空の下、えくてびあんは今日
も街の声に耳を傾けて！

えくてびあんスタッフ一同



立川と語ろう  立川に生きよう

立川が音楽で溢れる日
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揚げ焼きそば  860円（税込）　野菜の量  200ｇ
餃子は単品（6個）550円（税込）

②

　多摩立川保健所によると、人
が必要なカルシウムやカリウム、
ビタミンC、食物繊維などの栄養
素を十分確保するためには、１
日350g の野菜を食べることがお
勧めだそうです。でも都民の平
均摂取量は 275gで、あと一皿の
お野菜が欲しいところ！
　そこで、立川市内の飲食店で
多摩立川保健所の「野菜メニュー
店」になっているお店をご紹介。
今月は柴崎町の福来軒さん。大
正元年創業の老舗です。自家製
麺をさっぱり揚げた揚げ焼きそ
ば。魚介の旨みたっぷりの野菜
あんが絡まって、ボリューミーな
のにあっという間の完食です！ 
塩味ベースのタンメンは野菜の山
で麺が見えない。野菜の下に箸
を入れてすくい上げると、ふんわ
り湯気と一緒にツルツル麺が。
春は野菜の季節です。おいしく、
たくさん野菜を食べさせてくれる
福来軒はおススメです！

監修：東京都多摩立川保健所

立川市柴崎町 2-18-7
TEL　042-527-3928
営業時間　11：45～ 15：00　
　　　　　17：00～ 20：00
不定休

福来軒

タンメン  820円（税込）　
野菜の量  205ｇ


