多摩立川保健所によると、人が

特上にぎり
３5０0 円（税込）

立川と語ろう 立川に生きよう

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

庭師の仕事、引き継ぎます

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「入船茶屋」。
宅配専門の和食屋さんです。お寿
司や鰻、天ぷらなどごちそうに加え、
立川特産のウドが入っている「うど
稲 荷」も有 名です。しか〜し！入
船 茶 屋で美 味しいものと言えば、
サラダを忘れてはいけません。ズワ
イガニたっぷりのカニサラダ。自家
製にんじんドレッシングが実に美味し
い。もう一品は塩こうじを使った鶏
肉ソテーが載った野菜たっぷりの
「鶏・塩こうじ焼き」。立川レモンプ
ロジェクトによる立川とびしまレモン
のアクセントが絶妙です。

かにたっぷりサラダ
850 円（税込）
野菜の量 170ｇ

③
監修：東京都多摩立川保健所
鶏・塩こうじ焼き 1200 円（税込）
野菜の量 200ｇ

入船茶屋
立川市柴崎町 2-2-26
TEL 042-524-6266
営業時間 11：30 〜 21：00
お持ち帰りの時間帯
11：30 〜 13：30
14：00 〜 20：30
不定休

表紙の人／チョコ専門店三代（柴崎町）

沼本コレクション 点と 線 ⑨

立川駅における団体旅行
事務局長）

私は平成元年より6 年間 JR 東日本立川地区で営業担当として、サービス
の向上と団体関係の仕事をしてきました。当時は民営化後であり、世の中
の好景気の追い風もあって、管内の駅では様々な団体旅行を計画、募集、
催行がなされていました。団体列車の「ジョイフルトレイン」が華やかな時
代でした。旅行の楽しさが溢れる特別グリーン車仕上げの団体専用列車と
して活躍、畳敷きのお座敷列車をはじめ、ソファーやコンパートメントの個
室を備えた欧風列車など、様々なタイプで編成された列車でした。カラオ
ケや踊り、飲食など到着寸前まで楽しめ、盛り上がる個性的な車輌ばかり
でした。

八高線を走るジョイントトレイン「 やすらぎ」
（ 上下とも）

案内人
沼本忠次氏（日本鉄道構内営業中央会

小宮付近

平成 5 年（1993）4月から大型 DC
（ディスティネーション・キャンペーン）と
して、JR6 社の中で行われ、
「しんせん山梨」を実施。当時の人気列車パノ
ラマアルプス号で何回となく山梨に向けて団体の添乗をした思い出があり
ます。その頃はびゅうプラザ直営の手作り団体及び旗振り団体が主体の旅
行でした。
それ以前は営業とは別の部署に在籍していたので、このような営業の仕
事がとても新鮮でした。国鉄という限られた世界の中で生きてきたので、
「こ
れが民間会社の仕事だ」
と思い大変でしたがやりがいがのある仕事でした。
団体旅行は、まず計画、募集、催行と列車の選定及び催行月日・時間
が大切で、どれかひとつでも欠けると商品として成り立たず、日の目をみな
いでボツ（催行中止）になることもありました。団体の計画には、会社全体
のキャンペーンや、各支社、地区、駅など単独で募集する団体もあります。
この列車の選定を決める「植付会議」という鉄道用語独特な会議があり、
各地区の営業担当者、支社の営業担当、運転関係の人などが一堂に集まり、
一列車ごとに決めていきます。地区の担当者は全権を担ってこの会議に臨
み、第一希望の列車・催行月や時刻が取れればいいのですが、希望に沿
わない場合、持ち帰って現場に説明するとブーイングが起こり「そんな時間
帯や曜日ではお客様は集まらない」と言われ、立場がありませんでした。
なりたりん

私は主にお正月の成田山初詣（通称『成田臨』）の担当や、全国の高校
野球の甲子園への選手、家族、応援団の輸送も数回行い、大口団体専用
列車や新幹線への混乗等の団体も経験してきました。
『成田臨』は成田山
新勝寺への初詣団体輸送列車のことで、関東各地から年の初めに運転さ
れています。同様に甲子園への団体列車も
『甲子園臨』と呼ばれていました。
また旅行シーズンは列車の確保も大変厳しいものでした。団体列車は限ら

お座敷列車の駅弁かけ紙

れた停車駅、停車時間の中で弁当、飲料、団体旅行に必要な物資の積み
込みなど、表面は華やかな反面、裏方には大変なドラマが展開していたこ
とを思い出します。それでもお客様から「今回の旅行はとても楽しかったで
す。また次回も誘ってください」等と言われると、大変さを忘れて次回の計
画にも力が入ります。以前と違って今では団体催行の仕方も変わっていると
思いますが、
基本的には「お客様のために何ができるか」を追求することが、
終着駅のない永遠のテーマだと思います。

ジョイフルトレイン各種オレンジカード

［インタビュー］

吉澤美樹さん

あの人、この人、立川人 62

株式会社 藤紋

［ 立川に育まれて ③ ］

新しい時代に新しい力
造園の未来を切り拓く
藤紋さんの仕事は確かだと聞いていた。
その社長に若い女性が抜擢されたと聞き、会長と社長に話をきいてみた

前回、30 年前に建てた時の写真が資料

でもこっちは、私と弟たち 3人でやっていた頃

館にあったので、それを見ていただきながら大

ですから、忙しくて手放してくれないところを

林組の現場監督さんに説明して、モノレールも

無理やり連れてきちゃってね（笑）
。彼は庭造り

ありますからね、いろいろな制約の中での作業

が好きだし、几帳面だしでお客様の受けがす

でした。あれは大変だった（笑）
。でも、あれ

ごくよくてね、そのおかげでどんどん次から次

は自治連会長の萬田さんと、豊泉喜一さんが

へと紹介が入ってきた。

頑張ってくれたからできたんですよ。

―― 庭師さんなんですね～。職人さん。

―― そうでしたね。ところで昨年お父様から

美樹

勘吾

社長を引き継がれた美樹さん、美樹さんもこの
みた。
花壇などもやっ

しゃるんですよね。立派な個人宅や高級レス

土地で生まれ育っているんですよね。

てみたのですが、農

トランのお庭。立川市役所の屋上もそうだし、

家と大して変わらな

立川市内あるいは近隣の宗教施設とか、学校

美樹

いかなと思いまして

や病院、結婚式場とか。どうやって営業されて

―― 造園の勉強をなさっていたのですか？

ね、親父の仕事を手

いるのですか。

伝いながら挿し木を

美樹

美樹

営業という営業はしていないです。お役

代表取締役。新しい時代の造園を目指して、

創業者であり父である勘吾氏の下で、仕事も社長業も修行中。

そうです。畑を通って学校に通っていま

残念ながら10 年前に亡くなってしまいま

したが、うちの会社のベースをつくったまさに
職人さんでした。
勘吾

どんな職種もそうでしょうが、専門の学

校を出てきてもすぐ使えるわけではないですよ。

したね。

昔は 1人前になるには 10 年も修行しなきゃだめ
だと言いました。ところが今は即現役で働いて

すか？

を卒業してから立飛さんで少しお世話になって、

もらわないと間に合わない、だから仕事を覚え

勘吾

それがしてきていなかったんです。大学

私は建築は専門じゃないと言ったんで

所関係以外はほとんどが紹介ですね。

その後は山にこもっていました（笑）
。

てもらうのに分業にするんですよ。ブロックを

して、独学で始めた

―― 両国国技館も？

――え？ 山？

積む人はブロックを積むことを覚え、電気やる

ちゃって（笑）。阿豆佐味天神社には猫返し神

んです。

勘吾

人は電気だけ、石を並べる人は石を並べると。

社の猫も寄贈させていただきました。

したり種を撒いたり

そうです。昔、東京農大出身の豊山さ

美樹

スキー場で働いていたんです。そこで家

すけれどね、お前の感性でやれなんて言われ

の仕事を訊かれたとき、
「お庭造っているなん

でもね、ひとりの人がお客様のところへ行って

――あの山下洋輔さんが発端の有名な猫。

す か。 そ の 頃、 立

―― 佐田の山理事長のあとに理事長になられ

て、すてきな仕事ね」と言われ、それまでそん

最初から最後まで仕事すると、終わった時には

川にも植木屋さんが

た豊山さん。

なこと考えたこともなかったのですが、他人に

親戚のようになっているんですよね。

美樹

多くなりましたよね。

勘吾

言われて改めて腑に落ちたというか。それで家

―― それが信用ですよね。それが次に繋がる。

上に庭を作ってくれということで、作りに行った、

に帰ってから少しずつ勉強するようになりまし

わったのは 皆さん、

そんなご縁で蔵前から両国に移るときにお稲荷

た。もう20 年くらい前の話です。

勘吾

同じ時期だったので

さん周りとか少し植栽をさせてもらったんです

はありませんか。

よ。国技館は大手の造園屋さんが全体の管理

勘吾

―― そうだったんで

農家から植木へと変

んと懇意にしていて。

そうです。で、双葉山道場の稽古場の

うちは高卒が多かったので、一通り仕

事を全部覚えさせました。だから今うちの会社

うちにはひとり、庭造りの原点のような

人材がいたんですよ。中学生の頃からうちで働

にいる人間は、全員全部できるんですよ。
美樹

安心して任せることができるから、いつ

北口サンサンロード入口のイルミネー

ションで飾られる木もそうですが、南口のケヤ
キもうちで移植させていただきました。
勘吾

あの時はトレーラーにトレーラーを積ん

できたんですよ。それでリモコンでトレーラー
を動かして木を運んだんです。運ぶ距離は 300
ｍくらいなんですけれど、新幹線を運ぶトレー

をしていたのですが、花が咲かないから、遠

きたいと言っていてね、それで私の出た学校を

のまにか造園以外の仕事も入って来るんです。

ラーを使いましたね。

吉澤勘吾さん

始めたのですが、や

くて申し訳ないけど面倒みてくれということで、

紹介して、そこから京都の花豊という会社に修

これは銀座のホテルの小さなガーデンで、こち

―― 何がどう大変だったのですか。

株式会社 藤紋 取締役 会長。昭和 35 年1月1日に吉澤園芸として創業。
昭和 48 年 4月13日、有限会社 藤紋、平成 6 年 6月1日に株式会社となる。

めたところも多いん

公益財団法人になるまでの25年間くらい管理も

行に出したんです。その頃ちょうど大阪万博を

らは声楽家のレッスン室。

ですよ。

させていただいていました。

やっている頃で、なかなか関西は忙しくてね。

―― いつの間に内装屋さんになっちゃったんで

勘吾

―― 続けて来られた

―― 個人宅のお庭もすばらしい。この鳴島さん

たんですよ。枝を枝折ったり、根回し（移植に

植木屋さん、それぞ

は、議員だったあの鳴島さん？

耐えられるよう十分に根を育たせること）した

勘吾

多くの農家が

―― 吉澤会長はこの土地の方でいらっしゃいま

れ二代目に移行されてきていますよね。

すか。

勘吾

勘吾

ここ（栄町）で生まれて育って、私が八

代目です。

美樹

そう。で、うちも二代目です（笑）
。
ちょっと頼りないですけれど（笑）
。

―― 芝生のいい時期もあったと聞いています。

―― 藤紋さんを創業されたのはどなたですか。

吉澤さんはなさらなかったのですか？

美樹 それは会長です。

勘吾

ゴルフ場の工事はしましたよ。立飛のゴ

美樹

立川国際カントリー倶楽部も少し工事さ

――では会長の先代まではこの土地では何を
なさっていたのでしょう。

ルフ場とか。

勘吾

そうです。親戚なんですよ。私の姉が

し

―― そうでしたか。知らなかった。美樹さんは

いろいろ繋がっているんです（笑）。

こうした会長の仕事を踏襲して、これからどう

―― 繋がりこそ大事ですよ。吉澤さんのご兄弟

していこうと考えていらっしゃるのですか？

は。

美樹

勘吾

美樹

お

では移植できないから、1年かけて枝を枝折っ

り、2 年くらいかけて段取りして運んだんです。

嫁いでいる。
美樹

木の枝は広がるでしょ。それをそのまま

4 人です。

今まで会社にこもって仕事をしていまし

たが、もっと会長について外に出ていこうかな

そのうち男3人は会社を一緒にやってい

と思っています。

ます。専務と常務です。

―― 会長はすべてが仕事だし、すべてが遊び

せていただきましたね。

――1つひとつが作品だから、カレンダーにま

だし、すべてが趣味。楽しんでやってらっしゃ

たんです。

―― そう！ そのなさったお仕事を毎年カレン

とめるのも楽しいんですね。今も現場に行かれ

いますものね。

――なぜ造園を始めようと思われたのですか。

ダーにされていらして。それを一冊の写真集に

るのですか。

まとめられたんですよね。
「十二支のあゆみ

勘吾

美樹

勘吾

勘吾

農業です。親父は主に西瓜を作ってい

私が高校を卒業したのは昭和 34 年なの

ですが、何とか農地を残せないかなと考えまし

一行三昧」です。

た。親父の仕事を見ていてね、これでは農地

美樹

は残せないと思ったんです。最初は学校（都立
農芸高校）で草花をやっていたので花をやって

カレンダー作ったり、そういうものを作

行きます。

なかなか会長のように中国まで行って石

をいっぱい買ってきちゃうようなことはできませ

―― 昨年のよいとまつりで、砂川十番組の幟を

んが、どんどん出て歩こうと思っています。異

建てました。あれも藤紋さんのお仕事で、吉澤

業種でもいいので、2 代目の方々と話す機会を

るのが会長は好きなんです（笑）。

さんはつきっきりで現場にいらっしゃいました

設けたりできたらいいなと。

―― 拝見するとすごいお仕事をなさっていらっ

よね。

――これからが本当に楽しみですね！
藤紋本社別棟にあるおもてなしの間

午風亭

細部にまで会長のこだわりが施されている

③ コインランドリー
栄町 6 丁目 6-25

梅雨ですよ。
お洗濯は大丈夫？

マンマチャオ栄町店

24 時間営業

⑦ コインランドリーさわやかピュア 立川若葉町店
若葉町 3 丁目 32-4 7 時～ 23 時
シューズランドリーあり

駐車場あり

乾燥機

洗濯機

ちょっと気になる立川のアレやコレ ①

大型コインランドリー

⑧ コインランドリーラビット 21 立川若葉町店

毎日見ているのに、毎日見ているから気づかない、街の変化や世の中の動き。
大型コインランドリー、使ったことありますか？

若葉町 3-7-14 6 時～ 23 時
シューズランドリーあり

駐車場あり

郊外には駐車場が広くて、洗濯物を放り込んだ
らゆったりカフェでくつろげる大型コインランドリー

西砂町

があると聞きます。さて、立川市内はどうでしょう。
明るくてきれいな大型コインランドリー、立川にもあ

①

⑨ セレネセレサ

⑨

一番町

砂川町

②

上砂町

るのです。梅雨時に部屋干しだと臭いが心配という

柏町

幸町

泉町

ままではと迷っている方、もしかしたら大型コインラ
ンドリーが便利かもしれません。家庭ではむずかし
い大物洗いができたり、スピーディーでふっくらガス
乾燥があったり、乾燥機の温度が選べて高温でダ
ニ退治できたりと、主婦にはとっても魅力的。休日
には男性の利用客も多いようです。

①

緑町

コインランドリー デポ 立川西砂町店
西砂町 1 丁目 80-8
24 時間営業 駐車場ありシューズランドリーあり

大型コインランドリー、何もかもがいいわけでは
ないですよ。上質のものや縮むものはちゃんとクリー
ニング屋さんにお願いしましょう。大型コインランド

②

コインランドリー ドルフィン 砂川町 4 丁目店
砂川町 4 丁目 11-19 6 時～ 24 時 駐車場あり
シューズランドリーあり
革靴、シューズ、ブーツなどの殺菌、脱臭あり

⑥⑤

高松町

24 時間営業

⑦
⑧若葉町

方、雨で靴が濡れちゃって乾ききらなくて困ってい
る方、毛布をしまいたいけれどワンシーズン使った

コインランドリー

砂川町 8 丁目 60-7

③

栄町

⑩

曙町

富士見町

柴崎町

④ ⑪
羽衣町

錦町

リーでは洗えないものもありますし、洗濯に失敗し

⑩ コインランドリーピエロ立川 高松町店
高松町 2 丁目 22-2 24 時間
シューズランドリーあり

たら取り返しがつきませんから、よく注意して。洗
濯機、乾燥機の前ではきちんと説明を読んだり見た
り、確認してから始めましょう。お店によってサービ
スやシステムも様ざま。スマホ対応していたり、靴
の脱臭・殺菌ができたり。あるところでは一旦コイ
ンを入れてしまってから「あ、間違えた！」と思っ
てももうコインは戻らないと注意書きがしてありまし
た。またあるところでは、基準の量以上入れるとき

シューズランドリー
下がブラシの付いた洗濯機で
上が乾燥機

れいになりませんとも書いてありました。みんなで
気持ちよく使うものですから、個人個人の責任も重
大。何でもかんでも洗えるわけではないけれど、賢
く使って憂鬱な季節を乗り越えましょう！

④ コインランドリー＆シャワー洗濯代行 立川店 ⑤ ランドリー TAKUMI 立川店
錦町 1 丁目 6-14 24 時間営業
水洗い洗濯を代行あり（受付は地下）

※ちょっと気になる立川のアレやコレシリーズは、断続的に掲載していきます。

富士見町 2 丁目 21-4 6 時～ 24 時
駐車場あり シューズランドリーあり

⑥ 洗い屋本舗 立川富士見町店

富士見町 1 丁目 4-26 6 時～ 25 時
駐車場あり シューズランドリーあり

⑪ 大型コインランドリー 洗い屋本舗 立川羽衣町店
羽衣町 2 丁目 41-1 6 時～ 25 時
シューズランドリーあり

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
緑町

519-9501
西村歯科クリニック
井上レディースクリニック 529-0111
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
525-3623
ぴーぴー K 70
522-2220
（株）ホーミー
カフェ・貸しホール ばくだん畑 522-2214
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
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
528-2151
日本交通立川（株）
524-6958
松栄寿司
523-4791
ふじみ食堂

泉町

540-4300
国立国語研究所
512-0652
国立極地研究所
512-0910
南極・北極科学館
050-5533-2900
国文学研究資料館
528-1751
花みどり文化センター
540-0429
昭和天皇記念館

西砂町 一番町

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 525-9677
blooming bloomy ららぽーと立川立飛店 548-1215
526-0119
東京消防庁 立川消防署
512-7810
Café はぁもにぃ♪
大和ハウス工業（株）多摩支店 525-1821
砂川庵 甚五郎
西砂歯科医院

531-6788
531-4129

私立立川ひかり保育園

531-1273

上砂町

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

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

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

砂川町

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

柏町
幸町

537-1820
535-5311
536-3813

おいでよ！ウェルビーイングシーカー
ポップでもロックでもクラシックでも、立川が聖地のアニメソングでも、もちろん伝統芸能も、なんでもOK
のエンターテインメントステージ。そのこけら落としが〈GREEN SPRINGS〉の幕開けです。自然と調和し、都
会でも心安らぐ空間を求めているウェルビーイングシーカー御用達。2019 年 4月12日、この街区開発を進め
ている立飛ホールディングスが記者発表会を開催し、昨年 7月2日までヤギがいた〈みどり地区〉の新しい姿を
このように説明しました。ロゴマークには「空」のブルーと「大地」のグリーン。2020 年 4月開業、
どんな風に「空
と大地がつながる」のか、楽しみです。

【街区】全体像 中央で Xに交差する街路は立川のまちの歴史と
ここから広がる未来を意味しています

左から 中西優さん、小春ちゃん、中西光春さん、
優斗くん、山本信恵さん

2019 年 4月14日、 諏 訪 神 社
で伝統芸能祭が開かれました。
時ならぬお祭りの雰囲気。え、
どこでお祭りがあるの？という
人たちが、なんとなく諏訪神社
に来てみると、そこはすっかり
夏まつりの風情です。神輿に提
灯、獅子舞、相撲にお囃子と、
テンポよくその魅力を披露して
いました。

とにかく元気なママなのです。昨年の「えくてび
あん 7 月号」でご紹介した〈ショコラチエエレガン
ス優〉の中西優さん。あの時、優さんの大きなお
なかにいたのが、この優斗くん。小春ちゃんも当
時はふじ幼稚園に通っていましたが、今は 1 年生
になりました。生粋の立川っ娘、優さんがカフェを
オープンしました。
〈カフェ BONS〉です。元気な
ママに振り回されて？ご主人の光春さんはカフェ
に、子守りに、そしてご自分のお仕事にと大忙し。
カフェは主にお母さんの信恵さんと優さんと 2 人
で運営しています。てんてこ舞いの毎日に、信恵
さん「人生で今が一番楽しい！」と。このカフェ、
もちろんメインはチョコレート。他にパウンドケー
キや焼き菓子などのスイーツも豊富に揃いました。
ランチには他店ではなかなかいただけない珍しい
パスタも登場します。場所は柴崎町 2 丁目のコラ
ボ 2 階。1 階のお花屋さんもステキですよ！

【TACHIKAWA STAGE GARDEN】
多摩地区最大の多機能
ホール、屋内外を一体化できるユニークな構造で 24 時間 365日
対応。2019 年 6月より利用予約受付開始。詳細は HP へ

みんなの「令和」
元号が変わり気持ちも新たになりました。清々し
いですね！ そんな思いをそれぞれに、令和の文字に
託してみました。柴崎町の紙匠 雅の店頭で往来する
人が「馬の毛」
「猿の毛」
「羊の毛」
「猪の毛」
「鶏の毛」
「鹿」？もあったかな、好きな筆を選んで令和の文字
を書いていきます。老若男女、外国人もトライ！ さて、
令和はどんな色の時代になるのかな？
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鉄板焼 しのや

上手な人は上手です

「記念日など特別な時だけじゃなく、気軽に行ける店に
したかった」。神戸ステーキの専門店で修行をしたオーナー
篠沢秀二さんは、1996 年、錦町に『鉄板焼 しのや』をオー
プン。鉄板に調理器具、食材も専門店と同じものを使い
『し
立川柴崎町
のや』の価格で提供すると、お客様から「安すぎる！」の声。
郵便局
●
〒190-0022
サシがびっしり入った特選黒毛和牛のおいしさは一目でわ
立川市錦町 1-5-25 佐保田ビル2F
かります。ふっ

ビーチスポーツの中心はここ！
4月28日
（日）、ビーチサッカー
「タチヒビーチCUP」第1戦が開催されました。
「パンナムスポーツ交流プロジェ
クト実行委員会」が設立され 4月16日には第1回実行委員会が開かれましたが、その実行委員でもある清水立
川市長、小町教育長も観戦。南米らしく賑やかなサンバショー、ビーチサッカークリニックもありました。
「裸
足で砂の上を走り回る体験
こそ今の子どもたちに大事」
と教育長はおっしゃいます。
6月にはビーチバレー、7月
と10月にはビーチサッカー
の第 2 戦、第 3 戦が開催予
定。ビーチスポーツの中心
は、立川ですね！

ビーチサッカーのみどころはオーバーヘッドキック クリニックには 100人以上の小学生が参加しました

4月の雪は寒かった
2019 年 4月10 日 は 冷 た い
雨。時おりみぞれになって寒い
1日となりました。桜は満 開、
八重桜も開きかかっている時に
降る雨は、一層冷たく感じるも
のです。でも翌朝は一転、美し
い景色が広がりました。山々に
新雪、そして手前に桜の風景。
えくてびあんならではの1枚を
お楽しみください。

ラー油のせハンバーグ

いなげや 立川幸店
たましん 幸町支店
中国料理 SANFUJI

伝統芸能祭

くら焼き上げ
たジューシー
なハンバーグ
や、鉄板だけ
で仕上げる焼
カツレアビー
フステーキに
リピーターは
拡大。食事を
ゆ っくり楽し
めるこのお店の７割が、常連のお客様といいます。
オープンキッチンで、惜しみなく調理法を明かすのも『し
のや』のコミュニケーション。目の前で焼かれる手元に釘
付けのお客様も。常に飽きさせない工夫や変化が、料理
の随所に光ります。たとえば夏ならサザエ、秋はサンマな
ど旬の食材の味を鉄板の上で引き出すのも得意。さらに、
蒸す・揚げる・炒める…。
創業 24 年を迎え、
「この価格設定は間違ってなかった」
と篠沢さん。
『しのや』にとって、24 年は通過点。
「これか
らも、お客様に喜んで頂ける沢山の料理に挑戦していきた
い」。まじめにコツコツ、プロフェッショナルは、今日も目
の前の鉄板に向かいます。

TEL 042-522-1117

営業時間
ランチ 11:30 ～14:00
（火～金）
ディナー17:00 ～23:00
（L.O 22:30）
日曜日 17:00 ～23:00
（L.O 22:30）
定休日 月曜日
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。

◆いろいろな分野で「平成」を振り返っているよ
うです。本屋さんでも「平成のベストセラー」と
いうコーナーがあって、
「昭和かと思ったら平成
だったか」と思ったり、
「そんな本あったの、知ら
なかった」と己の無知に改めて気づいたり◆けれ
ど、そこはえくてびあん。平成に流行った食べ物
のほとんどは食していました。ティラミス、クレー
ムブリュレ、タピオカ、エスニック料理、食べる
ラー油、塩キャラメル、ナタデココ、リコッタパン
ケーキ、進化するコンビニのスイーツ各種、アサ
イーボウル、スムージー、ジャーサラダ、塩レモン、
そして今は何と言っても野菜ですよ、野菜！◆付
け合わせから主役へ取って代ろうとしているのが
野菜。野菜の逆襲とでも言いますか。たくさん食
べても罪悪感がない。しかも立川はその生産地
として注目されているのです。大手食品スーパー
でも「べジライス」
「べジヌードル」が人気を集め
ている今、立川も出番ですよ！◆出番と言えば、
立川のスター集結、平成最後の「立川落語会発
表会」。立ち見まで出る満員御礼！ 個々の演目は
もちろん、世相を反映した大喜利に拍手喝采で
した。
「令和来て平成遠くなりにけり」◆令和の
時代、立川がどんな風を起こすのか、また吹い
てくるのか、楽しみですね！ どんな時も街と共に
あるえくてびあんです。
えくてびあんスタッフ一同

えくてびあん

ⓒ
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焼カツレアビーフステーキ

多摩立川保健所によると、人が

特上にぎり
３5０0 円（税込）

立川と語ろう 立川に生きよう

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

庭師の仕事、引き継ぎます

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「入船茶屋」。
宅配専門の和食屋さんです。お寿
司や鰻、天ぷらなどごちそうに加え、
立川特産のウドが入っている「うど
稲 荷」も有 名です。しか〜し！入
船 茶 屋で美 味しいものと言えば、
サラダを忘れてはいけません。ズワ
イガニたっぷりのカニサラダ。自家
製にんじんドレッシングが実に美味し
い。もう一品は塩こうじを使った鶏
肉ソテーが載った野菜たっぷりの
「鶏・塩こうじ焼き」。立川レモンプ
ロジェクトによる立川とびしまレモン
のアクセントが絶妙です。

かにたっぷりサラダ
850 円（税込）
野菜の量 170ｇ

③
監修：東京都多摩立川保健所
鶏・塩こうじ焼き 1200 円（税込）
野菜の量 200ｇ

入船茶屋
立川市柴崎町 2-2-26
TEL 042-524-6266
営業時間 11：30 〜 21：00
お持ち帰りの時間帯
11：30 〜 13：30
14：00 〜 20：30
不定休

表紙の人／チョコ専門店三代（柴崎町）

