「唐醤麺」や豊富なメニューが人気

中国料理

特製ギョウザ

錦菜館
松原通り

京王ストア

青菜いため

素材をていねいに

調理することを心がけており、

鳥のから揚げ
ピリ辛いため

食べる。苦みが少なく、癖

脇芽を切り取

で開店。57年

☎3489-8181 和泉本町2-27-1 営業 は、チンゲンサイ、干しシイタケ、
＝午前11時30分〜午後2時30分（土・日・
祝3時）/5時〜9時30分、水曜休み（祝 タケノコなどの野菜を炒め、スー
プとしょうゆで調味してある。どち
日の場合は翌日）
、駐車場あり

中国料理店。

って収穫する。

市内でも栽培する農家が

単に折れる程

場へ出荷

してきた。父

の芳雄さんは造

茎が 手で簡

園業を営み、母の

君子さんが農業

名も変更した。

を栽培し、直売している。

ぐにしおれ

したため、義一さんが

ポットにまき、下旬に畑に移

めにゆで

農業を始めた。現在は

現在は息子の豊

（49）さんが２代目

（500円）は、開店以来の人気メニュ 料理長として腕をふるい、多くのタレン

義一さん(58)方では約60株
前年の11月上旬に種子を

植して鳥よけの寒冷紗をか

ぶせて育てる。１月と3月に
追肥をして、３月上旬から5

度が食べ頃

で、 葉 が す

るので、早
て食べる

栗山さん方は義一さんで5

「 鳥 の から 揚 げ ピリ辛 い た め 」 り入っている。タレントの所ジョージさ

食べていただけるよ

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン プレフェス・ア・コマエ

く作るよう心がけてい

23・24日に多彩なアーティストが出演

豊さんは「おいしく

んお勧めの一品として有名で、登録商

う、ていねいに手際よ

ーマン、赤唐辛子で炒め、特製のタレ 標も取得した。

で仕上げる。
「青菜いため」
（1,200円）

料理のベースとなるスープを毎日作

ます」と話している。

音楽の架け橋

箏を演奏する小学生たち

「ふらっとエコルマ、オープンハウ
じめ6階展示・多目的室、リハーサ
スvol.6」が3月20日にエコルマホー
ル室など全館を使い、和楽器の演奏
ルで催された。
に加え、楽器体験、楽器の仕組みの
オープンハウスは、同ホールに親し
解説、読み聞かせなどを行った。
んでもらおうと毎年、テーマを決めて
公募で参加した小・中学生と高校
催されている。今回は、
「和っていい
音（ね）〜箏・三味線・尺八びより」 生約64人が大ホールでプロと一緒に
、
「さくら降る街」
、
と題して、日本の伝統文化である邦 「カントリーロード」
「 島の風Island Breeze」を演奏、
楽を取り上げた。
練習の成果を披露すると客席からは
市内在住の邦楽演奏家がアイデア
盛んな拍手が送られていた。
を出し合って企画を立て、ホールをは

お申込み・お問合せは

728 席

☎03-3430-4106

世良公則
ソロ・アコースティックライブ
O-kiraku Live 2016

1977 年「あんたのバラード」
でデビュー。その後、数々
のヒットナンバーを出し、現在もミュージシャン＆俳優
として活躍する世良公則。プレミアムなソロライブで
熱いロックを感じてください。

5/28
全席指定

17:00開演

好評発売中

￥4,500

一般財団法人 狛江市文化振興事業団

狛江初のイベントに高まる期待

狛江 エコルマホール
受付：９:00 〜19:00

会場には子どもや家族連れなど約
400人が訪れ、多彩なプログラムを
通じて邦楽の魅力を再発見していた。
友人と参加した女性は「楽器の構
造や作り方がよくわかっておもしろか
った」
、家族で訪れたお父さんは「邦
楽は普段聴くことが少ないので、音
が新鮮で、日本文化の良さを見直し
ました」と話していた。

専門なので、お客さんの要

望を聞きながら栽培していま
す。少人数の

家族が増えて

18年に芳雄さんが死去

いるので、直

サラリーマンを辞めて

らして価格を

売する量を減

抑 えて おり、

ツ、ブロッコリー、トマ

ト、キュウリ、大根など

喜ばれていま

栗山さん

す」と話して
いる。

会場で狛江ゆかりのアマチュア団体な

どによる演奏も行われる。狛江駅北

口交通広場（Kiosk）の最終公演は、桐朋学園クラリネット

アンサンブル「Cl☆Action（クラクション）
」
、きんたの会、
24日は、エコルマホール４階ホールでLFJに

に開

出演するプロのクラシックアーティストによる公

５月3〜5日に東京国際フォーラムで催され

公演の開演45分前から１人につき2枚まで配布

フェス・ア・コマエ」が23日
催される。

24

義一さんは「うちは直売

Tokyo Funky Dollsによる公演が会場を盛り上げる。

「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン プレ

邦楽の魅力を再発見
ふらっとエコルマ、オープンハウス

狛江駅北口徒歩1分

塩豊さん

栄さんが出

荷を手伝っている。

約20㌃の農地でキャベ

と良い。

のれんを守っている。

（1,400円・税込）は、から揚げとピ

旬菜

約20種を栽

をしていたが、平成

多くのメニューを揃えており、本格的な 辛さが5段階から選べるピリ辛のスープ

に、太めのめんと野菜などの具がたっぷ

培、妻の雅

に現在の場所

定食やめん類、コース料理を中心に ー。看板商品の「唐醤麺」
（980円）は、 トが訪れる有名店の

中国料理を手軽に味わえると好評。

野 菜を栽

培し て 市

次伸びてきた

のない味で、最近人気が出

てきた。

季節の野菜

増えており、東野川の栗山

へ移転し、店

唐醤麺

に茎をおひたしなどにして

代目の農家

で、 稲 や

のらぼう菜

同店は、東宝の俳優だった

公園通り

同店オリジナルの「唐 醤 麺」が人気の も注文できる。大ぶりの自家製ギョウザ

月上旬

にかけて順

に和泉本町１丁目

御台橋商栄会にある「錦菜館」は、 らも定食の人気メニューだが、単品で

のらぼう菜はアブラナ科

脇芽を順次収穫

に属する菜花の一種で、主

塩清（79）さんが昭和47年

狛江郵
便局東

苦みや癖のない味が人気

量などの希望や出前にも応じ

ているという。

錦菜館

野川緑地公園

るなど、吟味した

演（事前申し込みは締切、当日券約150枚を各

る日本最大級のクラシック音楽祭「ラ・フォル・

予定）が行われるほか、６階展示・多目的室で

ジュルネ・オ・ジャポン」
（LFJ）のプレイベント
で、狛江市では初のビッグイベントだけに市
民の期待も高まりをみせている。

シテ方中村昌弘さんほかによる能「羽衣」
、平野
illustrated by Yoshitoshi Shinomiya

裕子さんによる箏曲合奏、狛江駅北口交通広場

（Kiosk）でLFJのキオスクコンサートやエリアコ

会場はエコルマホール、狛江駅北口交通広場（Kiosk）
、 ンサートに出演するアマチュア団体などによる演奏などがある。

緑の三角ひろば（こまえ屋台村）
。

また、両日とも緑の三角ひろばでアルコールを含めた飲食

サンブル、狛江市ゆかりの作曲家三木稔（故人）さんの作

問い合わせは☎03-3430-1111Ｌ
Ｆ
Ｊプレフェス・ア・コマ

23日は、市内在住の渡辺正子さんの門下生による箏アン を中心とした「こまえ屋台村」が設けられる。

品の演奏がエコルマ６階展示・多目的室で行われるほか、各 エ実行委員会事務局（狛江市地域活性課内）
。

公演情報

倶楽部Ｅ会員随時募集中！

※火曜休館 但し火曜祝日の場合は翌日

http://www.ecorma-hall.jp

今村 能 指揮
フィルハルモニア多摩

〜モーツァルトをあなたに〜
出演 指揮：今村能

管弦楽：フィルハルモニア多摩
ホルン：ダリウシュ・ミクルスキ ピアノ：マリア・ヤヴロウミ

予定曲目 モーツアルト：ホルン協奏曲第３番変ホ長調、

ピアノ協奏曲第 24 番ハ短調、交響曲第 39 番変ホ長調

共催：フィルハルモニア多摩
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15:00開演

好評発売中

全席指定 一般￥3,500 大学生以下￥1,000 円 ＊当日要学生証など
＊未就学児不可

●託児サービスあり＝自主公演時に託児サービスが利用できます（２歳以上の未就学児ひとりにつき1,000円・要事前予約）

狛江市民活動・生活情報誌

毎月 1 日 狛江市発行
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