ので、初めはコンクールの
ことがよく分かっていなかっ
たのですが、結果が出せて
…………タ イ 料 理 …………
❶
うれしいです。８月に合奏で
❷
参加するコンクールがあるの
平成18年に店開きした。ナンプラーな
で、今回培ったいろいろなこ
どの調味料や米、香草などはタイから
「アダージョ・アパッショナート 作品25」を演奏する（左から）
と
を生かして良い演奏がした
タイ人の女性たちが家庭料理を中心
取り寄せており、辛さはタイよりひかえ
鈴木さん、多藤さん、森さん（写真提供：狛江三中）
い」と目を輝かせていた。
目だが、日本人向けにアレンジせず本
とした本場の味を提供するタイ料理店。
❸
❹
鈴木指導員は「今回作っ
三中吹奏楽部打楽器の
３
人
炒め物や揚げ物などの一品料理、麺
場の味を提供し、野菜を豊富に使った
た曲は、コロナ禍など言葉
類、ご飯ものなどメニューは40種以上 イの代表的なスープのトムヤムクンをは ヘルシーな料理が好評。店内にはテーブ
にならない閉塞感を等身大
ある。酸味のきいたスープで食べる米 じめ、
季節野菜のオイスターソース炒め、 ルとカウンター合わせて14席あるが、コ
狛江第三中学校（工藤聡
県の生徒が出場した上海国
の音として表現し、最後に
の麺の「センレックトムヤムクン」
、ココ タイ式卵焼き「カイチオ」なども好評。 ロナ禍の影響もあって弁当の販売が人気
校長）吹奏楽部のメンバー３ 際打楽器コンクールの案内
少し希望が見える曲にしまし
ナツミルクが入ったマイルドな鶏肉入り
店主の持丸ピッサマイさん（50）が、 で、数種類の弁当や一品料理、サラダ
人が5月に行われた国際打
状が今年４月に届いた。鈴
た。打楽器では特に大切な、
グリーンカレー「ゲーンキョウワン」
、通 料理担当の林部ダーリンさん（57）と などを求める客が次々と訪れる。
楽器教育協会主催の上海国
木指導員は工藤校長らに参
完全に音を止める『休符』
持丸さんらは「本場のタイ料理で暑
称「ガパオライス」と呼ばれる「パッバ フロア担
際打楽器コンクールに初参
加を提案。緊急事態宣言が
の表現がすばらしく、そこが
イクラパオラッカオ」
、レモン汁とピーナ 当のケム
い夏を乗り切って」と話している。
加し、演奏した打楽器三重
発出中だったため、慎重に
評価されたのではないかと思
ッツをかけて食べるタイ風焼きそば「パ ト ン・ プ
■おすすめMENU■
奏曲「アダージョ・アパッシ
学校内で検討した結果、世
います。コンクールの出場に
ッタイ」などが人気。このほか、店名 ラパッサ
❶センレック
トムヤムクン￥880 ／❷ゲーン
ョナート 作品25」でアンサ
界大会に中学生が挑戦する
は、普通２、３カ月かけて練
❺弁当
キョウワン（M）
￥1188（Ｓ）
￥748 ／❸パ
にもなっ ランさん
ンブル部門少年の部の１等
のは大 変だ
習します。今回は
ッバイクラパオラッカオ￥968円／❹パッタ
ているタ を誘って
賞を獲得
し
た。
が、オンライ
短時間に３人がす
市役所
狛江通り
イ￥935 ／ポピャソッ
（生春巻き）1本￥
同協会は中国、日本、ア
ン 出 場 なら
ごく集中したこと
☎3488-6711 中和泉1-2-10白
385円／テイクアウト
＝❺弁当￥550円／
井ビル1F 営業＝午前11時30分
メ
リ
カ、フランスなどの有名
参
加しやす
が結果につながっ
グリーンカレー・レッ
ドカレー各￥500 ／ご
トムヤムクン
な音楽学校の教師が共同創
く、 部 員 の
たので、
それに対し
（左から）持丸さん、プラパッ 〜午後2時30分/5時30分〜11時
飯￥100／カイチオ￥500円／サラダ各種
サランさん、林部さん
（現在は8時） 木曜休み
（税込）
（大）
￥500（小）
￥300
設者となって設立された世
意 欲を高め
『お疲れ様』と『お
界規模の組織で、今回のコ
たいとして、
めでとう』を、ま
温を測定するなど、 される大量送排水を可能と
ンクールには世界各国から
部活のガイド 賞状を手に喜ぶ（前列左から）森さん、鈴木さん、多藤さん、 た作曲者として
『あ
水害に備え避難所訓練
従来とは違う緊張
する排水ポンプの運用を確
５００人以上が参加したが、 ライン内での 伊地知俊二副校長、
（後列左から）工藤校長、鈴木指導員、 りがとう』と言い
新型ポンプで排水訓練も
感が漂い、真剣な
認するために行われたもの。 レベルが高く、出場するだ
練 習を条 件 宮川響指導員、吹奏楽部の顧問たち（写真提供：狛江三中） たいです」と喜ん
本格的な雨のシーズンを
表情で訓練に取り
新しいポンプは毎分最大約
けでも難しいという。
ったので参加を決めました。 でいる。工藤校長らは「貴
に出場が了承された。
に令和３年
前に６月20
組んだ。
15㎥の排水能力があり、ホ
出場したのは、吹奏楽部
鈴木指導員から結果を知ら 重な機会が与えられたことと
打楽器アンサンブルは通
度狛江市総合水防訓練が実
訓練後には「令
ースの長さも約200mまで
打楽器パートの多藤優太さん
されてうれしかったです。私 結果に感謝しています。出演
常８人編成で演奏することが
施され、小中学校で新型コ
和元年の台風の時
伸ばせる。参加した団員た （３年）
、鈴木凜さん（３年）
、 多いため、他の部員に参加
はいろんなことに手を抜く癖 した３人が一歩前進して一生
防護服で避難者の受け付け
ロナウイルス感染症に対応
は体育館がびしょ ちは直径30cm以上もある
森陽幸さん（２年）
。令和元
があるけど、今回は集中で の思い出になる結果が得ら
を呼びかけたが、普段管楽
した避難所訓練や多摩川河
423人が避難した六小では、 濡れになったので使えなくな
太いホースを河原に設置し
年２学期から音楽の講師とし
きて力を出せたことがとても れ、とてもうれしいです。こ
器を演奏している部員がすぐ
川敷で排水訓練などが行わ
佐藤英一第六小学校避難所
る可能性がある」
「濡れた衣
たり、トラックに積まれたポ
て同校に赴任し、現在は同
良かった。
」と笑顔。
に打楽器に対応するのは難
の結果を全生徒に伝え、曲
れた。
運営協議会会長や杉達雄同
服を着替えたり、おむつ替
ンプを実際に操作するなど
部の部活動指導員になった市
マリンバなどを担当した森 を鑑賞する機会を作りたい」
しく、希望者もいなかったた
避難所訓練は午前８時30
小校長、市職員など37人が
えの場所が必要」
「少ない人
して使い方を確かめていた。
内に住むマリンバ奏者の鈴木
さんは「昨年秋に入部した と話している。
め３人編成となった。当初は
分から狛江第五小学校、狛
参加。体育館に受付の机を
数でも受付が混雑して密に
また、川ではゴムボート
孝順さんの勧めで実現した。
既存の打楽器曲で参加する
江第六小学校、和泉小学
並べたり、避難場所にする三
なるので、新型コロナ対策
による救助救命訓練も行わ
新型コロナウイルス感染
予定だったが、緊急事態宣
校、緑野小学校、狛江第一
階の教室にマットや発熱した
としてゾーニングを考え直
れ、水難のシーズンに備え
症拡大防止対策のため、同
言発出中で楽譜の入手が難
中学校、狛江第二中学校で
人を隔離する段ボールの仕切
す必要がある」などの意見
ていた。
部の部活動が始まったのは しく、鈴木指導員が急いで
行われた。新型コロナウイ りを運んで組み立てた。避難
交換が行われた。
昨年６月末から。練習もな
作曲したという。演奏時間
ルス感染症に対する緊急事
者に健康な人に加えて、新型
多摩水道橋付
かなかできず、コンクールを
約4分の作品「アダージョ・
態宣言発出中のため、人数
コロナ患者や濃厚接触者が
近の多摩川河川
はじめ練習の成果を発表す
アパッショナート 作品25」
を制限、各校の避難所運営
いる想定で、避難誘導ルート
敷では、狛江市消
る機会も全くなかったため、 が完成したのは４月20日
協議会メンバーの一部と教
を分けるなどの対策も取られ
防団員による排水
決まっ
29人の部員のモチベーショ で、既に５月５日
師、市職員など合わせて約
た。避難者の受け入れでは、 ポンプの運用訓練
ていた同校音楽室での音源
ンもかなり下がっていた。そ
200人が参加した。
ガウンとフェイスシールド、手
が実施された。
収録まで2週間ほどしかなか
うした中で、鈴木指導員の
新型ポンプを使った排水訓練
令和元年10月の台風で
袋を付けた受付担当者が体
市に今年度配備
った。このため、出来た部
もとに、以前指導した群馬

タイ人女性が本場の味
野菜たっぷりの家庭料理

トムヤムクン

国際打楽器コンクールで栄冠

六郷さくら通り

品川道
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分から練習を始め、時間が
限られた中で延べ約20時間
集中して練習し、収録にこ
ぎ着けたという。審査は５月
に応募者から送られ
23
た音源を使って行われ、結
果が決まった。
ティンパニーなどを担当し
た多藤さんは「すごくうれし
いです。とにかくチャレンジ
してみようと思ったが、オン
ラインだったので結果を聞い
ても初めは実感できなかった
です。僕以外の２人がいたか
らこの結果がついてきたと思
います」と喜んでいる。
ヴィブラフォンなどを担当
した鈴木さんは「自分の力
がどのくらいかを試したか
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