魚料理・タイ料理

釣り愛好家が開いた魚料理の店

コンケン・アイ

松原通り
至松原

野川

営業＝

刺身盛り合わせ

メインの魚料理はそ

白石さんの釣果を表す長さ

食の材料として古くから親

の味が楽しめると好評。

いて食べるほか、主に和

1.6㍍のモロコの大きな魚拓

しまれている。

ーブル合わせて18席で気

取らない雰囲気。

松原通りの野川大橋近くにある「コン 刺身や煮付けなどにして提

ケン・アイ」は、新鮮な魚料理とタイ料
理が味わえる居酒屋。

常連客に加え、

供。釣り仲間から持ち込まれ

た釣れたての新鮮な魚を提供

建設会社も経営している店主の白石 することも多く、人気を呼んでいる。

トムヤムクン

〜800円程度・価格はすべて税込）の

は少ないが、東和泉の谷田

ギンナン

料理の店を開業した。

イの家庭料理を提供。トムヤムクン
（900

に勧められて自宅を改装し、９年前に魚

中高生フェスティバル
20日エコルマホールで
第６回中高生フェスティバ
ル（狛江市、狛江市青少年委
員の会議主催）が20
前11時からエコルマホール
で催される。
このフェスティバル
は、中高生による中高生
のための文化祭として
音楽やダンス、創作の発
表の機会を設け、互いに
交流するのが目的で、市内の
中学生が組織した実行委員会
が企画から当日の運営を担当
しており、毎回、多くの中高
生が参加する。
ことしは、市内の中学校４
校の生徒10人で実行委員会
（森浦百香実行委員長）を組織、
8月から準備を進めている。
当日は市内にある狛江高等

タイ出身の妻のワニダさん（38）もタ

て実を拾い集め、2日間水

につけて果肉を腐らせ、中

3日間ほど天日で干して乾

学校と中学４
校、和泉児童
館がホールで
ダンス、軽音
楽、アカペラ、
演奏するイズミスイングオーケストラ
和太鼓、ダブ
ルダッチなどを披露、ホワイ
FUTURE」をテーマに約2時
エで絵画、書道、イラストを
間にわたってジャズに加えボ
展示する。
サノバ、アニメ主題歌など約
森浦委員長ら実行委
20曲を演奏、客席を埋めた約
員たちは「昨年より内
700人の聴衆はみがき抜かれ
容が充実したフェステ
たビッグバンドジャズの演奏を
ィバルにしたいので、 楽しんでいた。
中高生だけでなく、ぜひたく
障がい越えスポーツ交流
さんの人に来てほしいです」
と来場を呼びかけている。入
障がい者と健常者が一緒に
場は無料。
スポーツを楽しむ「ふれあい
問い合わせ☎3430-1111
運動会」
（東京狛江ロータリーク
狛江市児童青少年課。
ラブ主催）が10月16日
和泉小学校で開かれ、約100

半世紀祝いジャズの響き

谷田部さん方は江戸時代

と弟の清さん（63）とと

パルシステム東京狛江セン
ター（和泉本町4-5-24）で
狛江センター環境まつりが
12月3日
前10時30分か
ら午後1時30分まで催され
る。
パルシステム商品や野菜・
米、食品、菓子、石けんなど
の試食や展示、環境クイズラ
リーなどを行う。
問い合わせ☎6233-7607
組合員活動サポートライン。

多摩川に光の地上絵
「多摩川キャンドルナイト」
（灯と人実行委員会主催）が5
（雨天中止）午後4時50
分から小田急線鉄橋上流の多
摩川河川敷で催される。
キャンドル約1,500個を
使って光の「地上絵」を描く
ほかライブ演奏を行い、環境
やエネルギー問題などについ
て考える。

テージ、出店など恒例のイベントに加えて、ことしで40回目

を祝うさまざまな企画がくり広げられる。

人がたくさんいます。新鮮

覚を楽し

んでもら

えればう

生産工程管理）研究会

地で妻の

子さん(65)

れしい で

谷田部英雄さん

す。
」と話

している。

大会の抽選券、ポップコーンなどがプ

レゼントされる。景品の受け渡しは午

後2時30分まで緑の三角広場で行う。

カメラ片手に観光スポット回る
10月９

に狛江フォトラリー（狛江市観光協会）が初め

狛江第一小学校のふるさとステージでは、午前11時15分 て実施され、参加者はカメラを手に市内の観光スポットを回

から山梨県小菅村との住民交流友好都市10周年を記念した り、写真について学びながら狛江の魅力を再確認していた。
小菅村の郷土芸能「大菩薩御光太鼓」が披露される。

午後2時50分からは、結成50周年を迎えたイズミスイン

山岳写真の会「白い峰」前事務局長の知見孝一さん、狛

江市芸術協会写真部部長の熊井一男さ

グオーケストラが軽快なジャズの演奏を披露する。

んから写真の基礎的な知識について講

ライブが催され、羽瑠（和太鼓）
、Ju'Led(ロック）
、The

地保全地区、泉龍寺、むいから民家園、

義を受けた後、狛江市弁財天池特別緑

狛江駅北口噴水広場では、午前11時から市民まつり駅前

西河原自然公園、西河原公園を回って、

wonderful jazz associates(ジ ャ ズ ）
、B.L.T.Jr Jazz

実地指導を受けた。参加した人たちは

Orchestra（ジャズ）
、kyat(ポップス）の５グループが約3

「これまで自己流だったので、すごく参

時間にわたって演奏をくり広げる。

また、キャラクタースタンプラリーが午前9時から午後2時

まで行われ、会場を回ってスタンプを集めると狛江大ゲーム

緑地保全地区で撮
影を楽しむ参加者

考になった」
「いままで知らなかった狛江

の良さがわかった」などと喜んでいた。

狛江駅から成城学園前駅まで３分・駅南口から徒歩１分

東京ゆまにて法律事務所
代表弁護士 井口

博（第二東京弁護士会所属）

●代表弁護士は元大阪地裁判事。前司法試験考査委員●成城で事務所開設10
年。所属弁護士3名。市民相談900件以上●相続・遺言・後見を中心に、離婚・不動
産・金銭貸借・雇用・多重債務などあらゆる法律問題の相談をお受けします●法律
相談は初回
（30分）
無料。夜間・休日の相談はお電話で。

ミスター
ドーナツ

北口

成城学園前駅
スターバックス
南口

交番

神戸屋
三井住友銀行

ヴェルドミール成城901号

☎03-3416-4371

（平日9：30〜17：30※土・日・祝日休業）
ホームページ http://yumanite.jimdo.com/
▲

狛江市民活動・生活情報誌

12月3日に環境まつり

に開催される狛江市民まつりでは、狛江第一小学

至新宿

車イスでパン食い競争

人がパン食い競争、借り物競
走、大玉送り、玉入れなどを
楽しみ、交流を深めていた。

でおいしい狛江の旬の味

に所属し、約44㌃の農

校、市役所前広場、市民グランドなどの会場でパレードやス

至狛江

狛江市内で活動するジャズ
バンド「イズミスイングオーケ
ストラ」
（バンドマスター中村
星児さん）の創立50周年
記念コンサートが9月22日
コルマホールで催され
た。
企画を話し合う実行委員たち
「The HISTORY and

13

ワニダさん

員として働いた。現在は印

約150㌔㌘の収穫があり、

多彩な趣向で狛江市民まつり

英雄さんは「ギンナンは

味が良いと多くの人に喜ば

れており、毎年買いに来る

がら、狛江GAP（農業

袋詰めにして直売する。

を栽培している。

学を卒業後、川崎市多摩区

があるため、作業に苦労す

るという。毎年、平均して

旬菜

約40種とブルーベリーなど

市場へ出荷していた。

英雄さんは東京農業大

刷会社の取締役を務めな

谷田部さん方では10月

サトイモなど

菜を栽培、約

燥させる。独特の強い異臭

下旬から11月下旬にかけ

のサロンにしたいで

す」と話している。

季節の野菜

㍍のイチョウからギンナンを

白 石さんは

軽に立ち寄れる地域

る。稲や野

の農業協同組合の農業指導

魚を料理してふるまっていた。近くの居 フライなどの定食（850〜1,200円）
、 した。 街の人が 気
焼き鳥（110〜120円）などが人気。

イモ、ネギ、

12代を数え

の種子を取り出し、種子は

齢100年以上、幹周り2.6

もにジャガ

英 雄さんで

20年前までは

で、以前は仕事仲間などに釣ってきた ほか、
なめろう
（500円）
などの一品料理、 てもらおうと始めま
酒屋が閉店したのをきっかけに、知人

から続く農家で、

部英雄さん(67)方では、樹

採取し直売している。

手軽な値段で味わっ

種子を取り出すのに苦労

市内で栽培している農家

女性や家族連

れも多い。

安司さん（66）は釣りの新聞や雑誌に メニューも豊富で、刺身や煮付け（500 「新鮮なうまい魚を

紹介されるほどの熱烈な海釣り愛好家

秋が旬のギンナンはイチ

ョウの種子で、そのまま焼

れた店内はカウンターとテ

の日仕入れた魚介類を

イチョウの種子を食用に

ナムー（800円）など、本場

や写真、釣り道具などが飾ら

スーパー

☎3307-8116 西野川1-27-4
午後6時〜11時、月曜休み

ハン（700円）
、自

家製タイ風ソーセージのタイ

コンケン・アイ
野川大橋

円）
、タイ風チャー

世田谷区成城2-40-5ヴェルドミール成城901号

来年度狛江市内に事務所開設予定

毎月 1 日 狛江市発行
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