自宅を改築

毎朝豊洲で仕入れた魚をていねいに調理 して店を開

魚料理

いた。

登美辰

新鮮で質の良い魚を提供する

水道道路 スーパー

ため、毎日早朝に豊洲へ出かけ
自分で確かめながら主に天然物

コンビニ

登美辰

を仕入れる。野菜も地元産の新

鮮なものを使うよう心がけてい

六小

☎03-3489-6917 駒 井 町1-11-9
営業＝午前11時30分〜午後２時/５時
30分〜９時30分 木曜休み（１月6日
から営業）

駒井町の住宅街の一画にある登美辰

の魚介類を提供する魚料理専門店。

定食（1,200円・以下税込・写真下）
、 というのがモットーで、最上の味を提供

大ぶりで肉厚の穴子をふっくらと揚げ

た天ぷら定食（1,000円・写真上右）
ー。また、煮付け定食（写真はサワラ
1,200円・写真上左）は鉄鍋を使って
き出している。

け、塩焼き、天ぷらに調理

店主の小川登美男さん

して提供。メインの魚料理に

（68）は地元農家の生

ご飯が付き、ボリュームがあ

ある和食料理店に30数

小鉢、
サラダ、
みそ汁、
香の物、

まれで、新宿のホテルに

り、値段も手頃と好評だ。

妻の久美さんと切り盛りする店は周り

しい魚を手頃な値

狛江市在住の絵手紙作家小池邦夫さ
んが市内で初めての絵手紙教室を開
いたことから発祥の地になったなど絵
手紙の基本的な知識を聴いた。その
後、絵手紙をかく際の心構えや筆の

絵手紙の手ほどきを受ける職員

段で提供するように

ているが、晩秋から早春が

生産、市民グランド東側にある直売

狛江市内でも多くの農

子さんは年間約50種の季節の野菜を

旬。

所のほか、JAマインズに出荷してい

家が多くの種類を栽培して

いる。ネギは植え付けから

る。枝豆、トマト、キュウリなどに加

収穫までの期間が8〜10

え葉物を和泉本町と猪方にある3カ所

カ月と長く、
「畑の留守番」

と呼ばれることもある。主

根、小松菜、白菜、サトイモ、京イモ、ブ 所在地＝和泉本町2-4-1
ロッコリーなどに加え、市内では珍しい近江 販売＝月〜土曜（雨天は休み）
時間＝午前10時〜午後3時
ショウガ、九条ネギも販売する。

話し、冬に旬を迎え

るブリやカキがお勧

12日にこまえ初春まつり

小川さん

ひろがれ
絵手紙の輪

持ち方などの手
ほどきを受け、
はがきにリンゴ
や落ち葉などを
かいた。
狛江出身の1人を除いて絵手
紙は初体験だったが、職員たち
は「絵をかくのは久しぶりだっ
たけど、とても楽しかった」
「絵
手紙について質問されても答え
られるようになったので良かった」
「市内だけでなく、たくさんの
人に絵手紙の良さを伝えていき
たい」などと話していた。

会 長

−
18

佐藤 高志

−

狛江市商工会

2020年元旦
狛江市東和泉１ ３
☎０３
︵３４８９︶
０１７８

一般財団法人狛江市文化振興事業団

ル

−

狛江エコルマホ

−

グランド

間を通じて提供して喜ばれています」と話している。

努力しています」と

狛江市元和泉１ ２ １
☎０３
︵３４３０︶
４１０６

狛江市民活動・生活情報誌

株式会社和泉園

−
15

代表取締役社長

−

白井 真一

狛江市中和泉３ ２
☎０３
︵３４８９︶
０１６５

イエステ シ ン狛江店

代表取締役

−

藤田不動産株式会社

−

藤田 克彦

狛江市和泉本町１ ２ ８
０１２０
︵１３︶
２１０３

学

絹山不動産株式会社

松 崎

−

夫妻と義妹の恵

のコミュニケーションを大切にし、新鮮で安全な野菜を年

年勤めた。49歳の時、 めだという。

代表取締役

−

狛江農産物

和食の食材や薬味に欠

かせないネギは年中売られ

に東日本では食用にする
茎の白い部分を長くするた

め、日光が当たらないよう

義父の死去で20年前にサラリーマンから転身して農業を始めた石井さんは
ネギ
土を盛り上げる「土寄せ」
4席と目立たないが、
口コミで客が増え、 「できるだけ農薬の使用を減らし、堆肥を十分に施すなど
を何度も行うなど栽培に手間をかけている。
遠方から訪れる常連も多い。
良い野菜を育てるため土作りに力を入れ、連作を避ける工
保存する場合は表面が乾かないよう新聞
小川さんは「おい
夫をするなどていねいに野菜を育てています。お客さんと 市民

謹んで新春のお慶びを申し上げます
狛江市中和泉１ １ ３
狛江ＹＳビル１Ｆ
☎０３
︵３４８０︶
５５５１

ｃｏｍ

代表取締役

有限会社ｋ

水谷 建夫

３
狛江市和泉本町１
ル・ミリオン・イイダ３Ａ
☎０３
︵３４３０︶
６６１７
−
35
−

−

するため、注文を受けてから調理する。

は通年提供している定番の人気メニュ に畑が残り、テーブル2つ、カウンター

魚の種類に応じて刺身、煮付

狛江市の新人職員を対象とした絵
手紙研修が12
にエコルマホ
ール展示・多目的室で行われた。
「絵手紙発祥の地−狛江」に関す
る事業を展開している中で、絵手紙
について知るとともに、実際に体験す
ることで、狛江の文化への理解を深
め、市への愛着や帰属意識を養って
もらうことを目的に開かれた。
研修には今年度採用された職員17
人のうち14人が参加、
「絵手紙発祥
の地−狛江」実行委員が講師を務め、

(62)、智子さん

魚と貝など数種を盛り合わせた刺身 る。
「魚料理はシンプルな方がおいしい」 の畑で栽培している。この時期は大 石井智子さん、俊弘さん

メニューは１０数種の定食が基本で、 強火で調理し、魚のうま味と食感を引

新人職員対象に絵手紙研修

農産物直売所

1 月の

丸山通り

は、豊洲からその日に仕入れてきた旬

石井俊弘さん

どんど焼は中止

紙などで巻いたり、庭の土に埋めると長く持

たせることができる。

國學院大学の陸

上競技部も参加

する。

多摩川ロードレースや消防団出初式
民家園で正月遊び、飲食コーナー

「こまえ初春まつり」が12日

に市内各所で開催される。昨年ま
で会場だった多摩川緑地公園グラ

ンドが台風19号による多摩川の
増水で被害を受けたため、狛江市

消防団出初式がエコルマホールへ

変更されたほか、狛江市ボーイス

カウト連絡協議会によるどんど焼
は安全を考慮して中止となった。

第50回狛江多摩川ロードレー

ス大会は午前8時45分に開会式

出初式のはしご乗り

コンビニ

一中通り

出 初 式は9時

45分の木遣りを

皮 切 り に10時

〜10時45分 に

催される。また、
8時20分 か ら9

時14分にかけて

消防団パレード

昨年のロードレースに参加した駒
澤大陸上部

が市役所を発着点として市内を回る。

むいから民家園では10時〜午後3時に正月遊びが楽し

めるほか、10時〜正午に福祉作業所などが出店して飲食

コーナーが設けられる。

問い合わせ☎3430-1111狛江市秘書広報室。

を行った後、9時40分から狛江高

校西側をスタート地点に多摩川堤

防上に設け

られた1㌔、
2㌔、3㌔、
5㌔、10㌔

のコースで

タイムを競

う。レース
正月遊びと飲食コーナーが楽しめ
るむいから民家園

には駒澤大

学 に 加 え、
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