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※イベント
スケジュールは
予告なく開催日・
内容等が変更になる
場合があります。
あらかじめ、
ご確認の上お出かけ
ください。

立川 バス
走行 エリア情報満載！

2/4（土）〜12（日） クリスマスローズ展（予定）

時 間▶ 9:30〜16:30
会 場▶ 国営昭和記念公園 花みどり文化センター
アクセス▶ JR立川駅北口より徒歩10分
多摩モノレール立川北駅より徒歩8分
入園料▶ 大人410円、小・中学生80円
シルバー
（65歳以上、要証明）
210円
問合せ▶ 042-528-1751
国営昭和記念公園 管理センター
U R L ▶ http://www.showakinen-koen.jp
寒い冬の季節になると、
うつむき加減に美しい花を咲かせる
“クリスマスローズ”。園内
に約3,000株もあるクリスマスローズの開花に先立ち、
この花の魅力を伝える展示、講
習会
（2/4・5）
、体験教室、苗の販売
（2/4・5）
などが行われます。

東大和は

うまかんべぇ！

2/24（金）〜3/9（木） 第12回瑞穂のつるし飾り

A

東大和市のグルメイベント
「うまかんべぇ〜祭」。
今年は第何回？

第4回

B

※ご応募いただいた個人情報は賞品の発送以外の目的では
一切使用しません。※当選者の発表は賞品の発送をもって
かえさせていただきます。

メール ▶ quiz@kyoeiad.co.jp
QR コードから簡単応募 ⇒
ハガキ ▶ 〒190-0011
立川市高松町 2-27-27 TBK 高松第一ビル 2F
（株）キョウエイアドインターナショナル内 TEAMアッタカナ宛

耕心館・けやき館合同の
「みずほ 雛の春まつり2017」
。耕心館ボランティア作品
「瑞穂
のつるし飾り」
は
“瑞穂のトリ”
をテーマに、かわいい鳥たちがひと足先に春を運びます。
様々な展示のほか、手土産市
（期間中の土日）
、
もちつき大会
（3/4）
も開催されます。

正解は4月＆5月号で発表します!（2017年3月21日発行予定）

2/25（土）
・26（日） 谷保天満宮 梅祭り

前号（2016年12月＆2017年1月号）の答え合わせ

時 間▶ 10:00〜15:00
会 場▶ 谷保天満宮
アクセス▶ JR谷保駅より徒歩3分

2/26（日） 鬼うまフェス2017
時 間▶
会 場▶
アクセス▶
問合せ▶

「冬の千畳敷カール」

〜中央アルプス千畳敷カールへのアクセス、駒ヶ岳ロープウェイは通年営業です〜

時
会

間▶ 開会式8:30〜 ※雨天決行
場▶ 東京都東大和市
（多摩湖周回及び都立狭山公園）
問合せ▶ 042-563-2111
（内線1552〜1555）
多摩湖駅伝大会実行委員会事務局
（東大和市教育委員会社会教育課内）
U R L ▶ http://www.tamako-ekiden.com/
※参加の申し込みは、終了しています。

今回で27回目の開催となる多摩湖駅伝大会。種目は、多摩湖自転車道を走る
「多摩湖
周回コース」
と、都立狭山公園内を走る
「公園周回コース」
。湖周辺の絶景や花咲くコー
スを４人１チームの競技者たちが、爽やかな春風とともに駆け抜けます！

3/24（金）〜4/9（日）「はむら花と水のまつり2017」さくらまつり
時

間▶ 10:00〜20:30
4/8
（土）
15時〜 山車の曳き合わせ
4/9
（日）
正午頃〜 御輿の川渡り
会 場▶ 羽村堰・玉川上水周辺
アクセス▶ JR羽村駅西口より徒歩15分
問合せ▶ 042-555-9667 羽村市観光協会
U R L ▶ http://hamura-kankou.org/

羽村堰・玉川上水沿いに並ぶ約200本の桜が咲き乱れ、夜にはライトアップされた幻想
的な夜桜も楽しめます。模擬店や足湯の体験コーナーも。4/8は羽村駅西口前で六社
の山車の曳き合わせ、4/9は稲荷神社の御輿の川渡りも予定されています。
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vol.
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ご自由に
おとりください

Take

Free
アッタカナ立川

2017

Q. ニワトリの足の指の本数は4本。では、烏骨鶏の足の指の
本数は何本でしょうか？
A. 3本 B. 4本 C. 5本
正解は C. 5本

Feb
Mar

3
居心地が良いと評判のMJ立川南教室。

検索

和やかな雰囲気で皆様のレッスンを応援

twitter@attakana̲t
facebook 「アッタカナ立川」
tachikawa.attakana.com

（錦商店街振興組合事務局 菊池）

3/20（月・春分の日） 第27回多摩湖駅伝大会

2

高速バス
「立川飯田線」
で行く

11:00 〜 16:00
錦第二公園（オニ公園）
JR立川駅南口から徒歩5分
042-519-3629 スタカフェ

立川錦商店街のグルメフェス。オニ公園ではフードテントのほ
か、日用品や野菜の100円マーケットも出店。ライブステージ
やマジックショー、ワークショップも開催。加盟店の“鬼うま”
メ
ニューが食べ歩きできる
「鬼うまバルチケット」
も販売します！

第6回

下記事項を明記の上、
ご応募ください。
応募締切▶2017年3月13日
（月）消印有効
①クイズの答え②氏名③住所④年齢

間▶ 10:00〜21:00
場▶ 耕心館：ギャラリー・エントランス・蔵
けやき館：ガイダンスホール
アクセス▶ JR箱根ケ崎駅より徒歩20分
※期間中は、JR箱根ケ崎駅から耕心館・
けやき館までのシャトルバスあり。
問合せ▶042-568-1505 耕心館事務所
U R L ▶http://www.koshinkan.jp/

約350本もの紅梅白梅が咲き誇り、谷保天満宮に春の訪れを告げる
「梅祭り」
。見ごろ
は、
１月下旬から3月上旬。境内では、野外でお茶を立てる
“野点”
や優雅な巫女の舞い
“紅わらべ奉奏”、お琴の演奏会など、いろいろな催しが行われます。

C

例年、約4万3千人が来場する「うまかんべぇ〜祭」。東大和市の観光キャラクター
「うまべぇ」は、このイベントがキッカケで誕生しました。今回は「うまべぇ」のハン
カチと、イベントの課題食材で市の名産品「ひがしやまと茶うどん（1箱3袋入り）」
のセット（1,400円相当）を3名様にプレゼントします！

時
会

問合せ▶ 042-576-5123 社務所
U R L ▶ http://www.yabotenmangu.or.jp/

第5回

立川
地区

高速
バス
約3時間
20分

駒ヶ根
インター

路線
バス

女体入口 約40分

しらび
平駅

ロープ
ウェイ
約8分

路線バス（駒ヶ岳ロープウェイ線）
と
駒ヶ岳ロープウェイの 情報は

千畳敷
駅

（ 9：00 〜20：00）

イ ン タ ー ネ ット 予 約

気軽にお越しください！

新コースの和太鼓やフラメンコは、
大人気に付き更に 新コースも開催予定です！ご予約が埋
まり次第、受付を終了いたしますので、
増枠いたしました！ お問い合わせはお早めに！

立 川 バス
中央アルプス観光
営業時間：10:00 ～ 21:00（土曜 20:00、日曜 18:00 まで。祝日休み）
TEL：042-526-1779 住所：〒 190-0022 東京都立川市錦町 1-3-21

予 約 （ お 買 い 求 め ）方 法

京王高速バス予約センター

ちょっとした小物のお
買い物も出来ます。お

運 行 情 報 ・ 時 刻 に つ い て
高速バス「立川飯田線」と千畳敷
カールきっぷ（立川線プラン）の情報は

いたします。3月までキャンペーン実施中！

03-5376-2222
ハイウェイバスドットコム

編 集 後 記
うまべぇの貴重な後ろ姿！
表紙の撮影をするために、
うまべぇに出演を依頼し
ました。
とても寒い日でしたが、
うまべぇは嫌な顔ひ

vol.030(2017年2月&3月号)2017年1月17日発行
（隔月）
編集・発行 立川バス指定広告代理店
（株）キョウエイアドインターナショナル内TEAMアッタカナ
ＴＥＬ ０４２-５２７-８８１６ ＦＡＸ ０４２-５２７-８８２６
〒１９０-００１１ 東京都立川市高松町２-２７-２７ ＴＢＫ高松第一ビル２Ｆ

とつせず（舌はずっと出してましたが！）にいろんな
ポーズを取ってくれました。無事に撮影が終わると、
うまべぇはひょこひょこと市役所に戻って行くのです
が、
その後ろ姿がまたかわいいのなんの！
機会があれば要チェックです！

しっぽがあるんです

17/01/05 11:34

ってどんな祭？
毎年4月に開催される
「うまかんべぇ〜祭」
のグルメコンテス
トでは、飲食店や団体約20組が参加し、東大和の名産品を
使った創作グルメを披露します。そこで、今回は歴代入賞者
へインタビューして、勝負へ向けた熱い思いを聞きました！

開 催 日▶
時
間▶
会
場▶
ア ク セ ス▶︎
問 合 せ▶︎

ちょうど食べ頃になるように育てています

2017年 4/22（土）
・23（日）
10:00〜15:00
都立東大和南公園
西武拝島線・多摩モノレール玉川上水駅より徒歩5分
042-563-2111 東大和市産業振興課商工観光係

第5回

-2位-

4 小 お やじ本 舗

ェ

コ

ッ

タ

今年も出場！過去入賞作はお店で食べられる

第5回

-1位-

東大和市の魅力を
4月に開催されるグルメコンテスト
「うまかんべぇ〜祭」の話題を中心に
紐解きます！
歴代入賞チー

❶

ムへの質問

すか？
❶どんなチームで
は？
ント”
品“勝利のポイ
❷過去入賞作
をどうぞ！
込み
気
意
❸第6回への

お店で
販売中！

🅐🅑

店長●福 山さん（中 央）と
常連さんのママさんたち

🅕

子どもを巻き込んで
楽しんでます！

❶東大和奈良橋にある、
牛すじカレーがメインの
カフェ＆ハンドメイド雑貨
店です。お客さんはご近
所のママたちが中心で、
お子様連れでもゆっく
り過ごせます。常連さ
んに勧められて、祭
に参加するようにな
りました。❷ 地 元 食
材を使ったグルメな
ので、東大和産のほう
れん草をとことん使い
ました。❸3回目の出店。
お子さんも気楽に買える
ようなメニューを作りたい
です。勝負にギラギラせ
ずに、楽しみたいです！

東大和市役所

🅔

今年も出場！今回は「揚げそば」で優勝を狙う！
17:00〜24:00（LO23:00）

🅓

🅒

榎本豆腐店❶
今年は出場せず。おからドーナツはお店で販売中

「うまかんべぇ〜祭」
会場

お店で
販売中！

第4回

-2位-

042-561-3844
東大和市狭山2-1377-1
10:00〜18:00
日曜
西武多摩湖線武蔵大和駅より徒歩5分

価格は税込ですが、税抜きの場合は
「+税」
としています。

東 大 和 市観 光キャラクター

うまべぇ

東大和の魅力を一言

お椀とわんこ
（犬）
が
モチーフの
「うまべぇ」
は、
大きな舌と丸っこいフォルムで
大人気！

東大和には
ボクのスイーツが
いっぱい
あるべぇ！

聞きました！
市民のみなさんに

国産おからと高濃度の豆乳を使った人気商品「おからド
ーナツ」
（写真左）に刻んだ小松菜を練り込み、新しい食
感と風味を楽しめる野菜ドーナツ（写真右）を作った。

目の前で“おいしい”
って言われると嬉しい
ものですね！

二代目店主●榎本壽夫さん（左）
三代目店主●榎本一夫さん（右）

❶国産大豆やにがりにこだわった、創業60年以
上の手作り豆腐店です。東大和市内や周辺の
学校給食もやっています。定番のお豆腐のほか、
湯葉やおから、日替わり具材の手作りがんもど
きも人気です。❷祭の当日、
その場でドーナツを
揚げていたので、
お子さんたちが集まってきまし
たね。❸今回は出店できませんが、来年の第7
回こそは参加したいです。出店するからには、優
勝を目指してがんばります！

「小松菜おからドーナツ」

オーナー●伊藤良雄さん（左）と
スタッフの伊原夢乃さん

空龍の味を
ご堪能ください！

略号＝ ：電話番号
：住所
：営業時間
: 定休日
: アクセス LO：ラストオーダー

❸

街道

❶創業24年の中国料理店です。第2回大会から出場しています。た
だ初参加では15位と振るわず、店の看板を背負って出場しているの
に恥ずかしいなと……。以来、味を追求してがんばっています。❷祭
で勝つには、美味しくて、見た目にもこだわった一品をものすごい数
作らなければいけません。
となると、中華では調理時間の早い揚げ物
がベスト。❸今年も課題食材をすべて使い、
「揚げそば」
で優勝を狙い
ます！

芋窪

お店の人気メニュー「海老焼売」の餡に小松菜と茶う
どんを加え、ワンタンの皮で包み揚げた祭限定のオリ
ジナルメニュー。食感と旨さで見事、優勝！

「プリモチ海老ワンタン」

042-562-8898
東大和市南街5-88-12
無休
西武拝島線東大和市駅より徒歩3分

「やまとココナッツグリーンかれ〜」

-1位-

フ

ほうれん草をふんだんに使った、オリジナルスパイスのグリーンカレー。
ココナッツミルクたっぷりで、
子どもにも大好評。お店でも注文できる。

中国料理 空龍❸

cafe cotta❷
カ

090-8779-6559
東大和市奈良橋3-561-5
10:00〜17:00
土・日・祝日
多摩モノレール上北台駅より徒歩18分

新青梅街道

第4回

第6回の課題食材
❷

ひがしやまと茶うどん、狭
山茶

祭に合わせて3月頃から種蒔きを始めるが、天候に左右されるの
で蒔くタイミングが難しい。
「生き物なので、
どう育つかはその時
期にならないとわからない。農家さん同士で協力し合って、みな
さんに食べ頃を提供できればと思います！（
」比留間さん）

❷

ク ー ロ ン

東大和市でも生産している狭山茶を練
りこんだ
「ひがしやまと茶うどん」
。
「郷
土食のうどんと深い味わいの狭山茶を
組み合わせた東大和の名産品です」
（商
工会の芦澤さん）

小松菜、ほうれん草

やまもも通り

4小おやじ本舗のメンバー（一部）

「抹茶ミルキークレープ」

課題食材の狭山茶を練りこんだクレープ生地で包むのは、あん
こにクリーム、抹茶の白玉。子供からお年寄りまで楽しめる和風
クレープで、4小おやじ本舗が見事2位を獲得！

他のおやじの会には
負けないぞ！

提供の東大和市商工会

第6回の課題食材❶

今年も出場！新作クレープは当日のお楽しみ！
❶東大和市立第四小学校PTA
の部会
「4小おやじの会」
の有志
が、4小だけでなく東大和の子
どものために腕を振るいます！
以前、4小PTA主催の子ども会
「わくわく祭」向けにクレープの
鉄板を購入し、1日に650枚を
焼くほどの
“トレーニング”経験
があったのでクレープで勝負し
ようと第3回から出場していま
す。❷他のチームがお好み焼き
やうどんなど、鉄板物や煮込み
系が多いので、スイーツなら勝
ち目がありそうだと
“分析”
して
いました。❸プロも出場するこの
イベントで、素人のおやじたちが
優勝を目指します。で、勝てたら
家庭でのおやじ株もあがります
しね
（笑）

東大和の名産品として成長中！
茶の緑が鮮やかな
「ひがしやまと茶
うどん」

生産者の比留間さんご家族

うちの野菜は、
葉肉が厚く甘みが
あります

17/01/06 12:07

4/22（土）
・23（日）開催！

こ？」
「東大和ってどんなと
🅑🅒多摩どらやき
160円（1個）

共働き子育てしやすい街2016全国4位です

30代
イクメン

🅐うまべぇサブレ 150円（+税）

アツいおやじが多数生息中！

40代
おやじ

30代
癒し系
OL

東京だけど、緑がいっぱい！
🅓うまべぇクッキー
140円（1枚）

042-565-6354 東大和市︎清水6-1189-3
お菓子の家ニューあむーる
🅑本店／
🅒南街店／

042-565-1001 東大和市清水6-1190-3
042-566-1001 東大和市南街5-66-13

40代
自然
男子

🅓パティスリーテル

042-561-6668 東大和市南街1-12-2
🅕お菓子工房 伸
042-590-0666 東大和市立野2-9-16

うちのリビングからカワセミが見えるよ
40代
散歩
男子

なんといっても多摩湖！週に3回は散歩に行きます

042-562-3806 東大和市向原4-23-6
🅔パン焼き小屋もくもく

60代
地元愛
男

モノレールも便利だし、新宿までもそんなに遠くない

🅔うまべぇパン 216円（1個） 🅐ルフラン
🅕うまべぇケーキ 432円（1個）

自然と街のハイブリッドタウン

40代
2児の父

40代
食い道楽
男子

リーズナブルでレベルの高い飲食店が多い
ひがしやまとスイーツウォーキングが楽しい！

20代
スイーツ
女子
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第6回うまかんべぇ〜祭

