4 月▶︎ 5 月

立川バス走行エリア情報満載！ Take Free

April-May.2018

EVENT SCHEDULE
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。

3/24（土）〜4/9（月）はむら花と水のまつり2018 前期さくらまつり
時 間▶10:00〜20:30
会 場▶羽村堰周辺
アクセス▶JR羽村駅西口より徒歩約10分
問 合せ▶042-555-9667 羽村市観光協会
U R L ▶http://hamura-kankou.org/
※
「後期チューリップまつり」
は4/6（金）〜4/25（水）
10:00〜17:00、根がらみ前水田にて開催！
玉川上水・羽村堰周辺に咲き乱れる約200本の桜
は圧巻！ 模擬店やライトアップもあるので、夜桜まで
楽しめます。4/8（日）に行われる羽村堰下での“神輿
の川入り”も見応え十分。お猿ショーやバルーンアー
ト、足湯体験など盛りだくさんの春祭りです！

4/1（日）

VOL.

037

三多摩市場で定期的に開催されている
「まごころ市」の大抽選会は、お買い物レシート
いくら分で１回の抽選ができるでしょう？

A

1,000円分

春うらら 国立・立川さくらウォーキング

4/8（日）

時

間▶10:00〜11:00受付スタート
（最終ゴール15:00まで）
受 付 ▶
【国立発コース】JR国立駅南口
（nonowa前）
【立川発コース】JR立川駅北改札口外
（立川駅西側自由通路）
問 合せ▶042-574-1199 国立市観光まちづくり協会
U R L ▶http://assoc.kunimachi.jp/

10,000円分

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

正解は6月&7月号で発表します！（2018年5月15日発行予定）
前号（2018年2月&3月号）の答え合わせ

時 間▶9:30〜11:30
会 場 ▶トヨタドライビングスクール東京
アクセス▶JR西国立駅より徒歩5分
JR立川駅より徒歩12分
（※無料送迎バス運行中、詳細はURLをご確認ください。）
問 合せ▶042-526-3551（代表）
U R L ▶http://www.toyota-dst.co.jp/

Q.今年5周年を迎える「立川まんがぱーく」にある
漫画の数は、いったいどれくらいでしょう？
A.2万冊以下 B.3万冊 C.4万冊以上
正解は……C.4万冊以上

4 月▶︎ 5 月

福生大凧揚げ大会

時 間▶開会式10:00〜
大凧揚げ13:00頃〜
会 場▶多摩川中央公園
（東京都福生市北田園一丁目先）
アクセス▶JR牛浜駅より徒歩15分

アッタカナ立川

April-May.2018

子どもたちの成長を願い、
毎年
「こどもの日」
に開催されている福生大凧連合会主催の大
凧揚げ大会。
内出、南、志茂二、本七、本八第一、長沢、加美、
それぞれの町会による手作
りの大凧を空高く揚げていきます。
今年は、子ども凧も登場する予定です！

春のレッスン
応援キャンペーン中！
居心地が良いと評判の
「MJ立川南
教室」。和やかな雰囲気で、皆様の
レッスンを応援いたします。5月末
までキャンペーン実施中！ちょっと
した小物のお買い物
もできます。お気軽
にお越しください！

検索

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

©志茂二大凧会

ON
WEB

金曜日17時より「タップダンスゆっくりコース」

LINKくにたち2018

が新開講！ 予約殺到のコースですので、枠が埋まり次第

時
会

間▶10:00〜16:00（予定）
場▶大学通り
（JR国立駅南口ロータリーから桐朋学園交差点の区間）
アクセス▶JR国立駅南口よりすぐ  
問 合せ▶042-576-2111 LINKくにたち実行委員会
（国立市まちの振興課商工観光係内）
U R L ▶http://kunitachi.link/

受け付けを終了いたします。お問い合わせは、お早めに！

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

国立市のメインストリートである大学通りを舞台にした、
スポーツ参加型イベント。
リ
レーマラソンのほか、
スポーツやダンスなど、各種プログラムにチャレンジすることで、
人と人、人とまちが一つになることができる祭典です！

編 集 後 記

5/17（木）〜6/4（月）まんパク2018

日本最大級のフードフェス
『まんパク』
！ 今年も19日間開催！ 肉料理や海鮮、
ラーメンに
スイーツなど、全国各地の絶品グルメが大集結。本まぐろ解体ショーなどのイベントも毎
日開催。
野外の開放的な空間で味わう極上のひと時、
お腹の許す限りお楽しみください！

C

※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。

春の全国交通安全運動 疑似体験会

時
間 ▶10:30〜21:00
（最終日6/4のみ閉場18:00）
会
場 ▶国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン
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
チ ケ ッ ト ▶平日入場券：前売400円、
当日500円
土日入場券：前売700円、
当日800円
※飲食代別途 ※中学生以下入場料無料
※国営昭和記念公園の入場料付きお得なセット券あり
問 合 せ ▶manpaku@rockinon.co.jp
U R L ▶http://manpaku.jp/

5,000円分

下記事項を明記の上、
ご応募ください。
応募締切▶2018年5月7日
（月）消印有効
①クイズの答え②氏名③住所④年齢

シートベルトコンビンサーを使った衝撃体験、運転席からの死角体験、飲酒ゴーグル体
験、
自動車シミュレーター体験（立川警察署協力）
など、普段体験できないような様々な
体験をご用意しております。
ぜひ、
この機会に交通安全について学びましょう。

5/5（土・祝）

B

早朝からにぎわいを見せる卸売り市場「三多摩
市場」。今号では、場内にある干物や海産物のお
店「丸富物産」から、
「ひもの詰め合わせ（約
2,500円相当）」を10名様にプレゼントします！

国立と立川市内にある桜の名所をめぐるウォーキングイベント。大学通りから始まる
「国
立発コース」
と根川緑道から向かう
「立川発コース」
それぞれから出発し、
のんびり桜を
眺めながらゴールを目指す。
完歩賞のほか、抽選会もあるのでお気軽にご参加ください！

5/13（日）

めくると
ヒントが
あるよ！
！

一般のお客さんでもお買い物OK♬
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「三多摩市場」の敷地面積は約9000㎡。
そこに30以上もの専門店が並ぶため、今
回ご紹介仕切れなかったお店もたくさんあ
るんです。鮮魚や精肉、青果だけでなく、調
味料、漬け物、おでん種、お惣菜、お弁当、
お菓子、調理器具や包装用品まで何でも
売ってます。早起きして行ってみよう
！

1960年創業、武蔵村山

の卵問屋です。黄身が濃

い「ヘルシー卵」や「若ど

とうふ屋

豊明
八王子にある大正15年創

業のお豆腐屋さん「むつ

み」の製造直売店です。海
水にがり100%で寄せた

「高尾にがり」のお豆腐や

りの生みたて玉子」など、
東北を中心に立川産まで

生芋100%の「高尾 生芋玉

こんにゃく」など、高尾なら

各地の卵を取り扱ってま

ではの商品がいろいろ。製

す。
かたくりの湯の源泉で

麺所の生麺も売ってます！

茹でた「村山温泉たま

ご」や、卵を使ったプリン
やケーキなどのスイーツも

国産の牛肉・豚肉・鶏肉の

ほか、
輸入肉の加工品も扱

おいしいですよ！

う食肉卸しです。モツや馬
刺、
鴨肉など、
料理屋さん向

けのお肉も充実。新鮮なお

毎日、
夜中のうちに築地市場

肉を店内でスライスし、
お好

に向かい、
魚を仕入れてます。

きな分だけ量り売りもします

様々な種類の魚介を揃え、高
級魚も扱ってますよ。創業50
年、立川エリアの料理人さん
からも多くご支持いただいて
ます。
もちろん、一般向けの販
売も行ってますよ！

薮北園
鮮魚や精肉、青果など旬な食材がずらりと並ぶ「三多摩市場」。
30以上もある専門店の中から、実際に市場をぶらりと歩いて
気になるお店を取材してきました！

築地市場で100
年以上！ 三多摩
市場では市場の
開場以来、お茶
と海苔の専門店
として支持を得て
います。
市場の方
や常連さんは、
店
内のイスに座って
一息入れていくこ
ともありますね。

スタッフ●
松下 さん

旬な果物や野菜を
揃える青果問屋で
す。品 数が 多く、
「あまおう」や「きら
ぴ香」など、
イチゴ
だけでも様々な品
種を仕入れていま
す。サービス価格
で買える
“箱買い”
もおすすめです！

代表●
高橋賢 さん

丸昇フルーツ

スタッフ●
木村 さん

よ！まごころ市ではお得な
パック売りもあるので、
お見
逃しなく
！

店長●
池田春彦 さん

ゴールデンエッグ

スタッフ●
石川 さん

肉のジャストミート

スタッフ●
秋葉 さん

サバ、
アジ、
さんま、鮭と
いった魚の塩干物を中
心に、
タラコや明太子、
そ
のほか充実した品揃えが
自慢の海産物店です。
ま
ごころ市には、目玉商品
が並ぶのでぜひチェック！

代表●
井ノ川奉広 さん

代表●
田代節子 さん

丸富物産

三タマ食品
豚肉、牛肉、鶏肉
のほか、
鴨肉、
ラム
肉など、
いろいろな
種類のお肉を揃え
ているお店です。
ハ
ムやウインナー、
ベーコンはもちろ
ん、
串打ちした焼き
鳥や内臓の加工品
も扱ってます！

「三多摩市場」はこんなところ
鮮魚や精肉、
青果、
豆腐、
卵、
加工食品、
調味料などなど。
旬な食材はもちろん、
スーパー等にはない珍しい食材まで何でも揃う卸売り市場。
近隣の飲食店や業
者も多く、
誰でも気軽にいいお買い物ができる。

アッタカナ立川公式ホームページで連載中の「店

三多摩市場

検索

の三代目・三上さんがおススメしてくれたのは

特売や抽選で得する
「まごころ市」

……今年7月に40周年を迎えるカフェ＆レストラン「ABAN（アバ
ン）」。創業時からご夫婦でお店を切り盛りし、立川のパパママとして
親しまれてきました。学生だった常連さんは大人になり、様々な思い
出が積み重なるこの場所。この本編は、Webでどうぞ！

ゴールデンポーク使用の
「カレーライス」
や
サラダ味の
「オムライス」
など、
ロングセラー
のランチメニューは絶品！

アッタカナ立川公式ホームページは、
【アッタカナ立川】で検索！

毎月第2第4週の木曜から土曜日の特売週間
「まごころ市」。最終日の土曜日には、金券や
お菓子、青果などが当たる抽選会を開催。当
日の1000円分のお買い物レシートにつき1回、
ガラガラを回して賞品をゲットしよう！

市場では目の前で新鮮な魚や肉をさばく、
豪快かつ繊細な技
をぜひ見て欲しい！ スーパーではお目にかかれないライブ
感は、
子どもたちにとって最高の食育となるはず。

と見は強面だ
パッ
意外に陽気
けど、
なんですよ

042-527-4479
立川市曙町2-17-15
ランチ11:30〜14:30
（土・日曜は12:30〜14:30）、
カフェ14:30〜18:00、18:00〜のディ
ナーは完全予約制
月曜
JR立川駅北口より徒歩3分

まごころ
特売品は市の
お買い得
だよ！

ABAN（アバン）

肉を断つ！

長おススメ店リレーコラム」。前回の「三上鰹節店」

歌田守宏さん

ザ・ミンチ！

4回

シメる！

第

三多摩市場協同組合・理事長

らではのライブ感！
な
場
市
豪快にカット！

「ABAN（アバン）」店長
佐々木励子さん

朝 5 時 からやってるよ！

冷凍を斬る！

復活！

: 042-543-4105（組合事務所）
: 昭島市武蔵野 3-5-1
: 朝 5 時〜 12 時 ※各店舗により多少異なる
: 日曜・水曜・祝日 ※ホームページのカレンダーをご確認ください。
: JR 昭島駅北口より立川バス
		
「グリーンタウン武蔵村山・IHI」行き乗車「二の宮窪」下車すぐ、
		 JR 中神駅北口より徒歩 20 分
: 150 台

