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狛江市民活動・生活情報誌

国際文化会館の味受け継ぐ欧風料理と音楽の店
もコンソメも手作り。調

の人を喜ばせる店を開くの

修行、六本木の国際文化

理はすべてオーナーシ

が永年の夢だったが、４年

会館のレストランに27年

ェフの池田章さん（49・

前に光夫さんが死去、実現

間勤務、
料理長まで務めた。

写真右)ひとりでこなす

できなかった。しかし、タ

このレストランが実質的に

田急線和泉多摩川駅

ため、普段のメニューは、 ンゴのピアニストの姉・佐

なくなったため、その味と

にあるレストラン「む

肉料理、
魚料理のコース
（本

久間みさ子さんら家族の協

レシピを受け継ぐことにし

っしゅ」は、フレンチの伝

日のディナー 3,000円、 力で、楽器店と音楽練習所

た。なかでも、カレーラン

統技法を使った欧風料理

ラ ン チ1,200円

だった現在の場

チ（1,200円）はルーに

店。入り口正面の棚にはバ

〜）とパスタなど

所に、 ことし3

米の粉を使うなど独特の味

ンドネオンが飾られ、クロ

20種ほど。ただ、

月に店をオープ

で人気が高い。

ゼット風の扉を開くとピア

予約すれば希望の

ンした。

ノが現れ、小さなステージ

料理も作る。手早

池田さんは子

になる。毎週土曜日の夜に

く料理を出すため

どものころから

はピアノとヴァイオリンの

クックチルドシス

料 理 が 好きで、 る人も多く、新しいネット

生演奏、月１回はタンゴの

テムを採用。また、お客に

栄養士専門学校に進学、渋

ライブ&ディナーショーが

作っている人の顔が見える

谷の一流フランス料理店で

開かれる。

ようにとオープンキッチン

小

土曜夜の生演奏

フランス料理の決め手と
言われるソースやブイヨン

にしたのも特徴。
池田さんの父は、タンゴ
のバンドネオン奏者として

あの店 この一品

有名な池田光夫さんで、自
分の料理と父の演奏で多く

む

っ

し

父が地域の音楽指導者と
して活躍したこともあり、
音楽会の後の懇談に利用す
ワークが育ち始めている。

ゅ

コカブ

さまざま
な 品 種が

町の中島康

栽培さ

さんも形が

始めた。カブはヨーロッパ

れてい

良く、柔らかい「スワン」

からアジアにかけて古くか

るが、一

いう。

などを11月から出荷する。

般的な白いカブは

猪 方

松坂さん、中島さんの話で

の野菜で、日本でも、7世

西洋系の「金町コカブ」

の小川健

は、10月に雨が少なく生

紀に栽培を奨励したという

を改良したもの。

記述が『日本書紀』にある。

狛江では昭和10年代

一さんは、

長がやや遅れ気味という。

サラダカブ

春に出荷するカブはビニー

として人

ルハウスなどで栽培する。

当時は根の部分がいまより

半ばから40年代初め

小さく、主に葉を食べたほ

に、霜よけの稲わらや

気が 高

取りたてのカブはみずみ

か、種子から採った油を燈

ヨシズで覆って育てる

い、やや

ずしくて甘味があり、生食

「覆 下小蕪」として、主に

長めの「コケシ」を10月

にも適しており、ビタミン

店先には年中あるが、春

駒井町や猪方で盛んに栽培

中旬から出荷。駒井町の松

Cやジアスターゼ、繊維分

の七草のひとつスズナに数

され、都心の市場では柔ら

坂秀男さんは小ぶりで見栄

が多い。葉には鉄分、カル

え ら れ、3〜5月 と10月

かくておいしいと評判を呼

えがよく、寒さに強い「き

シウム、各種のビタミンが

後半〜12月に多く出荷さ

んだ。最盛時はカブを洗う

らりのゆめ」を11月初め

豊富に含まれる。

れる。日本各地で色や形も

水が道に流れ出すほどだっ

火に用いたという。

オギ

おおいした こ かぶ

ススキ

仲秋の名月に飾って、月を引き立て
けいこに励む出演者

たと

ら作られているアブラナ科

この欄で紹介したい特徴ある品物やお店がありましたら産業生活課へお知らせください

しい人の「目の代わり」となっ
け、読み方や声にみがきをか
朗読ボランティアが
て、本の朗読を録音したテー
けるほか、会員が自宅で本の
音訳の講習会開催
プの作成や対面朗読などを
音訳を続けており、こうした
行っている。
地道な活動の結果、中央図
目の不自由な人のために新
朗読ボランティアは昭和
書館のテープ図書は539タ
聞や本を読んで伝える「音
52年に発足、中央図書館の
イトル（17年３月現在）に達
訳」の講習会を狛江朗読ボラ
テープ図書の製作を始めたほ
している。
ンティアグループ（清水三千
か、
「広報こまえ」1日号を
今回の講座は、障がい者と
代代表）が開いている。
音訳した「声
読む人の世界が広がるという
市の新しい風
の 広 報 こ ま 「音訳」の楽しみを多くの人
補助金を受けて
え」をスター
に知ってもらい、ボランティ
中 央 図 書 館と
トさせた。以
アの輪を広げようと催すも
共催で、10月
来、 八 王 子
の。中途の受講もできるので、
25日から来年
盲学校の録音
ぜひ多くの人に参加して、と
２月13日ま で
図書、狛江福
呼びかけている。
10回にわたり
祉マップ「寺
時間は午前10時から正午
中 央 公 民 館と 音訳の講義を受ける受講者
院編」、財団法人日本ユニセ
で、受講は無料。問い合わせ
あいとぴあセンターで催すも
フ協会の「ユニセフニュース
は☎03-3488-4414中央
の。東京都朗読指導員養成講
CD版」、狛江市民活動・生活
図書館。
習会講師の恵美三紀子さんの
情報誌
「わっこ」、
狛江市の
「声
指導で、読むものの内容を把
「アンネ・その軌跡」
の市議会だより」などを手が
握し、聞き手がいることを意
のエキストラを募集
けるなど、活発な活動を展開
識しながら、意味がわかるよ
し、目の不自由な人に喜ばれ
東野川１丁目の劇団グスタ
うに情報を正しく伝えるため
ている。
フが11月18日午 後３時 か
の朗読の基本を学ぶ。
朗読ボランティアは、月２ らエコルマホールで上演する
市内には約140人の視覚
回、第１と第３水曜日にあい 「アンネ・その軌跡」
（入場料
障がい者がおり、同グループ
とぴあセンターで勉強会を続
3,500円）に出演する市民
では活字の情報を得るのが難
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から、駒井

露地物のコカブが出回り

間違う人多い近縁種

DATA▶ ☎3489-2539
東 和 泉3-7-4 営 業＝午 前
11時30分〜午後２時（ラン
チタイム）、５〜９時30分
水曜休み

毎月 1 日 狛江市発行

ススキとオギ

昭和 10 〜 40 年代は駒井町、猪方の特産
( イネ科 )

のぎ

レチウリに負けず、オギが水辺に密生

しべの先に禾が飛び出している。曲が

しているが、ホウキのような毛状の穂

ったトゲのような禾があればススキで

に見える白毛はよくススキと間違えら

ある。オギには禾がないが、ススキよ

れる。土手を散策していると、親子連

り銀毛が多いため、むしろ美しいかも

れのうち10組のうち7組ぐらいは、お

しれない。ススキは山地性、オギは湿

月見用にこのオギを採っていく。スス

地性なので、河川敷にはススキはほと

キもオギもイネ科の近縁種で、オギは

んどなく、土手から離れた草地や路傍

花弁がなく雌しべ・雄しべだけで、そ

に見られる。
「水辺の楽校」で違いを

の外側を白い毛が10数本囲んでおり、 覚えた小中学生が、親やおとなに説明

る銀色のような毛が美しいススキは万

美しい銀毛(実はガクが変わったもの)

葉集にもうたわれている。開花の始め

に見えるので、間違えるらしい。

は立っているが、後に水平に広がって、

写真のようなひとつの花（小穂という）
の中心は雌しべだが、ススキはその雌

だが、よく観察するとひと目で見分

オ バナ
エキストラを募集している。
獣の尾のようになることから「尾花」 けられる。10数本ある花穂は50〜
「アンネ…」は隠れ家での
という別名があり、カヤとも呼ばれる。 80個 の 小 花が
生活に加え、収容所で亡くな
狛江市などの多摩川の土手には、ア 連 なってい る。
るまでを描いた劇で、昨年シ
の
アター・グスタフで上演し、
反響をよんだ。
エキストラは通行人と憲
兵役で、募集するのは４日と
11日、17日のけいこと18
日のリハーサルと公演に参加
できる人。応募は、氏名、年
齢、性別、住所、電話番号
を書き、上半身と全身の写真
を添え、〒201-0002狛江
市東野川1-5-17 劇団グス
タフ「アンネ・その軌跡」エ
キストラ募集係へ。問い合わ
せ☎5497-6996劇団グス
タフ。

している生徒を見るとうれしくなる。
葉に白い横じまのあるものをタカノ
ハススキといい、園芸店でよく売られ
ている。（狛江植物同好会・倉持通夫）

しぜん 歳時記

