豊洲で仕入れた新鮮な魚介類
光るていねいな仕込と心配り

………………すし………………
きょう

ず

し

恭寿司

ブル2卓のほか、4畳半の座敷がある。

新鮮な魚介類で握ったすしや刺身、

一品料理などが気軽に楽しめるすし店。

妻の文子さんがフロアを担当、夫婦の

息の合った温かいサービスが好評で、

❶

なじみ客も多い。

店主の川手恭作さんが週3回、豊洲 を引き出すため、コハダの

市場へ行き、長年の経験を元に自身の

目で確かめた新鮮で確かなネタをそれぞ

リーズナブルな値段で提供

酢じめ、カンピョウなどの

しているランチも好評で、テ

イクアウトも1人前から対応
❷
れの専門店で仕入れており、なかでもマ 自分で調理し、穴子は注文
しており、新型コロナウイル
を受けてから温めて提供する ス感染症の影響で注文が増えたという。
グロにはこだわっているという。
冬は魚介類がうまさを増すが、
など、ていねいな下ごしらえ
川手さんは「すし屋は敷居が高いと
やきめ細かな心配りが光る。
なかでも生ガキなど貝がおす
思われがちですが、家族連れにも気軽
❸
すめ。すしのほか、石狩なべ、
川手さんは都内などのすし に旬の味を楽しんでいただけるよう心が
旬の魚介類を使った一品料理、自家製 店で修行し、父の実家のある狛江で昭 けています」と話している。
の出し汁入り卵焼きなどが人気。
和59年に現在の店を開い
■おすすめMENU■
それぞれの素材 た。カウンター 8席、テー にぎり並￥1,210、
中￥1,650、
上￥2,310、
❶特上￥2,750
慈恵東
の持ち味とうまさ
／ちらし並￥1320、
中￥1,750、上￥2,420、特上￥3,080
慈恵第三病院

川手さん

煮付け、マグロの中落ちも
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狛江ショッピング
センター商店会

円／マグロにぎり
（7カン）赤身￥2,380、
トロ￥3,150
／❷穴子にぎり1カン￥280 ／刺身盛り合わせ1人前
￥2,800 〜／❸生カキ￥580 ／ほたて貝焼き￥865 ／
（税込）
茶わん蒸し
￥560 ／玉子焼き（1個)￥230

イルミネーションが点灯
狛江駅前に冬の風物詩
狛江駅の南口と北口のロー
タリーにイルミネーションが設
置され、道行く人の目を楽し
ませている。狛江市観光協
会が冬の風物詩として実施し
ているもので、今年で７回目。
狛江市役所市民ひろばで行わ
れていたが、昨年から多くの

南口ロータリーのイルミネーション

人を楽しませようと場所を南北
ロータリーに変更するとともに
デザインも一新した。
南口ロー
12月17日

タリーで点灯式が催され、
藤田克彦観光協会会長と松
原俊雄市長が「新型コロナ
ウイルス感染症も続いてい

保育園でエリアコンサート
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狛江第五小学校、和泉小学
校、狛江第二中学校の子ど
もと保護者が各校のスクー
ルカラーに合わせて折った約
5,000羽の千羽鶴と、約1,
５００羽を使って制作した折鶴
アート「頑張れ日本! コロナ
に負けない千羽鶴」は六小
や市役所などで展示するとと
もに、慈恵医大第三病院に
贈ることになったが、新型コ
ロナウイルス感染症が拡大し
たため延期されていた。
この日は、角田代表と杉
感謝の千羽鶴アート寄贈
達雄同小校長、５年生の大
慈恵医大第三病院に展示
越あかりさん、２年生の濱
新型コロナウイルス感染
六花さん、角田紗歩さんが
症対策の最前線で働く医療
作品を携えて病院を訪れ、
関係者に感謝とエールの証
古田希院長、副院長の小澤
として千羽鶴を贈ろうと一昨
かおり看護部長に渡した。
年12月に狛江第六小学校な
古田院長は「病院では医
ど市内の小・中学校４校の
師や看護師をはじめ多くのス
子どもたちに狛江第六小学
タッフが、院内感染をしない
校おやじーず（角田博俊代
ように気をつけながら新型コ
表）が呼びかけて制作した
ロナウイルス感染症の患者の
合計約6,500羽の千羽鶴と
治療にあたっています。コロ
折鶴アートが、11月13
ナ禍でストレスがたまって辛く
に東京慈恵会医科大学附属
感じることもありました。贈ら
第三病院に贈られ、同院本
れたアートは温かい色づかい
館1階に飾られている。
で私たちを励ましてくれます。
六小と狛江第三小学校、 スタッフみんなが見られるよ
うにしたい」
、小澤看
護部長は「ひとつひと
つの鶴にみなさんの気
持ちが込められパワー
を感じます」と感謝を
慈恵医大第三病院に千羽鶴の 述べ、同校へ感謝状
アートを寄贈
を手渡した。
さんが受賞した。
最優秀作品は、13人の
子が手をつないだ輪の中央
に「アレルギーです」と書
かれたたデザインで、直径
約5.6cmの 円 形 缶 バッジ
1,000個を制作し、アレルギ
ーのある子に配布している。
同会では、今後もアレル
ギー対応の防災対策などを
含め、市民の防災知識を高
める活動を続けることにして
いる。

謹んで新春のお慶びを申し上げます
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狛江市民活動・生活情報誌

−

堀 籠 聖 二

開園してからコロナ
禍の影響で催しが
生演奏を楽しむ園児たち
開けなかった。初
歳と5歳の園児23人の前でク めてイベントができて、うれ
リスマスソングや「アヴェ・マ しい。子どもたちが生演奏に
リア」などを演奏。園児たち 引き込まれ熱心に聴いてくれ
は身振り手振りを交えて一緒 たので良かった。この次は全
に歌ったりして楽しんでいた。 員に聴かせてあげたい」と喜
山田千恵子園長は「1年前に んでいた。

アサガミプレスセンタ 株式会社

音楽の架け橋
代表取締役社長

奏を行っている。
今年度は新型コロナ
ウイルス感染症の影響
で保育園を中心に開催
しており、12月10
には「木下の保育園 岩戸
北」を音楽工房Le pontのソ
プラノ歌手川原千晶さん、辻
由美子さん、ヴァイオリニスト
の稲川理紗さん、ピアニスト
の石橋あやのさんが訪れ、４

江東区塩浜２ ４
☎０３
︵５６９０︶
１１１３

「音楽の街ー狛江」では、
音楽のあふれる街をめざし
て駅前ライブ、市役所ロビ
ーコンサート、小・中学校
出張公演などを定期的に催
している。このうち、エリア
コンサートは、コンサートな
どの会場へ行くことが難し
い人に生の音楽に触れても
らおうと、プロの音楽家た
ちが市内の様々な施設で演

ます が、 市 民
の 心 がこの 光
を見てなごやか
な気持ちになれ
ば」
などと挨拶した後、
スイッ
チを押すと、ロータリーの全
面に施されたイルミネーショ
ンが一斉に輝いた。
イルミネーションは2月14
まで毎日午後5時から
11時まで点灯される。

んが避難所で
のアレルギー
対応の大切さ
について、一
コンテストの受賞者（前列）と
缶バッジ（右）
般社団法人
LFAJapan 代
アレルギー缶バッジ
表理事の大森
防災セミナーで表彰
真友子さんが
災害時の避難所などでの
食物アレルギー
アレルギー対応をテーマにし を持つ息子を育てた経験か
た「アレルギー防災セミナー」 ら、被災地でアレルギー配慮
中央公民館
が11月７日
支援物資が手に入りにくい状
で催された。合わせて「こま
況やそうした時の対応法、ア
えアレルギー缶バッジデザイ レルギー防災への取り組みな
ンコンテスト」優秀作品の表
どについて講演。参加者たち
彰式も行われ、受賞した親
は熱心に聴き入っていた。
子など約40人が参加した。
セミナーに先立ち、缶バッ
この催しは、令和元年に災
ジデザインコンテストの表彰
害弱者になりやすい子どもの
式が行われ、
「みんなの思い
いる家庭の防災意識を高めよ
やりの輪」と題した作品で最
うと活動しているこまえ親子
優秀賞に選ばれた狛江第五
防災部（宍戸裕子代表）が
小学校５年、石塚みずほさ
市民協働事業として提案した
んに松原俊雄市長から表彰
もの。当初は一昨年夏に実
状が手渡された。このほか、
施の予定だったが、新型コロ
こまえ親子防災部賞に狛江
ナウイルス感染症の影響で延
第三小学校５年、秋山雪華
期されていた。
さん、狛江市安心で安全な
アレルギー缶バッジは、災
まちづくり地域協議会賞に
害時などにアレルギーを持っ
和泉小学校３年、石川永和
ていることをバッジを見せて
子さん、東京たまがわロータ
伝えるのに使うもの。会場に リークラブ賞に緑野小学校２
は、市内の６小学校の児童
年、上田史菜さん、狛江赤
548人から寄せられたアレル
十字奉仕団賞に狛江第六小
ギー缶バッジの全作品と、災
学校６年、小町彩紅矢さん、
害時に便利なアレルギー対応
狛江青年会議所シニアクラ
食品などが展示された。
ブ賞に狛江第一小学校３年、
セミナーは、ほくせつ親
長和歩さん、狛江青年会議
子防災部代表の辻由起子さ
所賞に三小６年、田邉真心

