2 月▶︎ 3 月
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EVENT SCHEDULE

めくると
ヒントが
あるよ！
！

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。

1/14（月・祝）〜3/11（月） むかしのくらし展
時

立 川で 巡る

間 ▶9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

※1/24（木）、2/14（木）、2/28（木）
は休館日
会
場▶くにたち郷土文化館 特別展示室
アクセス▶JR矢川駅より徒歩10分、
JR国立駅南口より
立川バス
「くにたち郷土文化館」下車
問 合 せ ▶042-576-0211 くにたち郷土文化館
U R L ▶https://kuzaidan.or.jp/province/

64回

椿
第

ま
つ
り

CAMELLIA FESTIVAL

明治から昭和にかけての暮らしの道具を展示。私たちの暮らしがどのように変化し
てきたかを見てみましょう。コーナー展示では、「おめでたい！吉祥文様」をテー
マに、祝いの場面を彩るおめでたいデザイン“吉祥文様”を展示します。

日本酒がうまい店

1/19（土）
・20（日）第31回 多摩郷土誌フェア
多摩モノレール立川北駅より徒歩5分

正解は4月&5月号で発表します！（2019年3月19日発行予定）

1/20（日）
・3/17（日）一日福生プレイパークで遊ぼう！

前号（2018年12月＆2019年1月号）の答え合わせ

時 間 ▶10:00〜15:00
会 場 ▶中福生公園
アクセス▶JR福生駅西口より徒歩12分
問 合 せ ▶042-551-1733

Q.野生鳥獣の食肉を意味する「ジビエ」は、
どこの国の言葉でしょうか？

福生市子ども家庭部子ども育成課

U R L ▶https://www.facebook.com/fussa.playpark/

※未就学児は保護者同伴

VOL.

子どもが自分で考え、自分の責任で自由に遊べる場所
「プレイパーク」。火を使った
り、どろんこになったり、木に登ったり、工作するので、汚れても良い服装や着替え
持参でお越し下さい。
禁止するのではなく、一緒に考えて遊びましょう。

2 月▶︎ 3 月

小平ふるさと村 節分の豆まき
間▶11:30〜12:30
場▶小平ふるさと村 園庭

アッタカナ立川

（雨天の場合、
旧神山家住宅主屋内で実施）

西武線花小金井駅より立川バス
「昭和病院」
下車より徒歩3分
問 合 せ ▶042-345-8155 小平ふるさと村
U R L ▶http://kodaira-furusatomura.jp/

ふるさと村園庭にご当地ヒーロー「地域宣伝隊コダレンジャー」が登場。当日来
園の皆さんと一緒に、なじみ深い伝統行事の豆まきを行います。そのほか、2/17
（日）〜3/3（日）のひな人形展示など、今後も様々なイベントを実施予定。
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A.フランス B.ドイツ C.イタリア
正解は……A.フランス

音楽教室の設立50周年！
春の入会キャンペーン実施中！

居 心 地 が 良いと評 判 の M J 立 川

検索

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

アクセス▶西武線小平駅より徒歩20分、

南教室。和やかな雰囲気で皆様の

ON
WEB

レッスンを応援いたします。ちょっと
した小物のお買い物
も出来ます。お気軽に
お越しください！

宮地楽器は今年で音楽教室 の 設立50周年を迎えま
いつもご愛顧いただいている皆様へのお返し
す！そこで、
キャンペーンとして、春の入会キャンペーンを実施します！
習い事を探している方はぜひ、
お気軽にお問合せ下さい。

2/9日（土）〜3/10（日）ひな人形展
時

間 ▶9:00〜17:00（旧下田家住宅は16:00まで）
※毎週月曜は休館日
（2/11は祝日のため開館）
会 場 ▶羽村市郷土博物館 企画展コーナー、
オリエンテーションホール、学習室、
旧下田家住宅
アクセス▶JR羽村駅東口よりはむらんバスで
「羽村西コース」
に乗り
「郷土博物館」下車
問 合 せ ▶042-558-2561 羽村市郷土博物館
U R L ▶http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000005474.html

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：東京都立川市錦町 1-3-21

内裏雛や段飾りなどを館内の4会場で展示。今年は入口正面に金屏風を置き、段
飾りなどをバックに写真撮影ができる展示も。企画展コーナーでは、照明をしぼ
ることで日本家屋特有の陰影を再現し、ひな人形本来の美しさを演出します。

編 集 後 記

3月初旬〜4月初旬（予定） 菜の花ガーデン武蔵村山
間▶9:00〜16:00
場▶武蔵村山市緑が丘1460

約3.7haもの広大な土地が菜の花でいっぱいになります。春の訪れを感じに来ませ
んか？ 開園期間中は、市内の協賛店で使用できるクーポンの配布や菜の花の摘み
取りなどを行う予定です。開花状況等は、上記URLをご確認ください。

立川駅南口にある「ごじんか」では、全国の酒蔵から1
銘柄1本ずつ日本酒を仕入れています。今回は、その中
から店長の栢森さんオススメの「あべ」
（四合瓶）を3名
様にプレゼント！ まだ扱っているお店の少ない希少な
酒をぜひご賞味あれ！

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

多摩地区25市町の郷土・歴史・文化財・自然などに関する様々な図書を展示販売。
年に１回開催される恒例のフェアで、話題の新刊図書も多数ご用意しています。多
摩の歴史とふれ合える貴重な機会。是非、ご来場ください。

（都営村山団地北西部）
アクセス▶多摩モノレール上北台駅より徒歩10分
問 合 せ ▶042-565-1111
（内線224）
武蔵村山市役所観光課
U R L ▶http://www.city.musashimurayama.lg.jp/
kankou/spots/1008138/

C 40種類

※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。

多摩市教育委員会 教育振興課

時
会

B 30種類

下記事項を明記の上、
ご応募ください。
応募締切▶2019年3月11日
（月）
消印有効
①クイズの答え ②氏名 ③住所 ④年齢

問 合 せ ▶042-338-6883

時
会

A 20種類

※写真は一升瓶ですが、プレゼントは四合瓶となります。

時
間▶10:00〜17:00
（日曜は15:00まで）
会
場▶立川市女性総合センター アイム 1階ギャラリー
アクセス ▶JR立川駅北口より徒歩7分、

2/3（日）

「ごじんか」では、日本酒を
常時何種類揃えているでしょうか？

Vol.042
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今から約 10 年前、四国 4 県にあ
る 88 箇所の酒蔵を 3 泊 4 日で巡る
弾丸ツアーに参加したことをふと思
い出しました。早朝 6 時から夜遅く
まで、多い日は 26 蔵を訪れ美酒に
まみれた。忘れられないのが高知で
ある蔵人さんに尋ねた 1 回に飲んだ
最高酒量。
「4 斗（＝ 40 升）ぜよ」っ
て、単位が違う！

店長●有馬智さん

料理の邪魔をしないので、
京都の
【日本酒の4タイプ分類】
料亭さんにも好まれます。
熱燗に
香りが高い
するなら、
コクのある醇酒。
炊きた
薫酒（くんしゅ）
熟酒（じゅくしゅ）
てのお米のような原料香や旨味
香りの高いタイプ
熟成タイプ
があります。
薫酒は、
いわゆる大吟
味が濃い
香味
醸タイプ。
フルーティーと言われる 味が淡い
お酒なので、
女性や外国人の方に
爽酒（そうしゅ）
醇酒（じゅんしゅ）
も大人気。
紹興酒のような味わい
爽快でなめらかなタイプ
コクのあるタイプ
の熟酒は、
チーズや味噌漬けなど
香りが低い
熟成料理との相性が抜群です。

042-512-7186
立川市曙町2-28-26 レモンビル地下1階
17:00〜24:00
（LO23:00、
ドリンクLO23:30）
不定休
JR立川駅北口より徒歩5分

税）
寒平目 お造り780円（＋
メ
は、2月頃までの冬季限定
す胡
ニュー。白ポン酢とかぼ
椒で食べると抜群に美味い

カツオ

カ

050-5595-1405
立川市柴崎町3-10-5 FMビル2F
平日17:00〜24:00
（フードLO22:45、
ドリンクLO23:59）
不定休
JR立川駅南口より徒歩5分、
多摩モノレール立川南駅より徒歩2分

日本酒を気楽にオシャレに、
バ
ルスタイルで飲めるカツオ。
ホ
ームパーティーのような雰囲
気で、
女性にも支持されてい
る。
フードもバルらしくステー
キと日本酒を合わせるなど、
ペアリングの楽しさがある。
魚料理もまるでイタリアン。
それを支える日本酒の豊
富さは、
常時47種類以上
が日々入れ替わるほど。
おためしグラス2 8 0円
（60ml）
がうれしい。

まるしょう

ま

042-523-4134
立川市曙町2-32-3
17:30〜24:00
（フードLO23:00、
ドリンクLO23:30）
日曜
JR立川駅北口より徒歩6分

常時120種類を揃え、
中には幻と呼ばれ
る銘柄もあり、
必ずや自分の好みの日
本酒と出会えるお店。
また、
酒
に合わせる肴から、
料
理につけるタレや
ポン酢に至る
まですべて国
産原料を使
った無化
調の手作
り。
料理に
おいて、
手間
と旨さは比例
すると実感させ
られる美味しさだ。

自家製カラスミ1
,300円
は、ねっとりと半
熟だから
こそできる分 厚さ
。真 鱈
の白子780円
の濃厚な
味わいで酒が進
む

最強の煮玉子790円（＋
税）は、煮玉子
の上に乗るのは和牛のロー
ストビーフを
生うにで、見た目も味も想像
の上を行く
！

店長がイチ押しする磯自慢は、
キレが良いのに、
まろやかでコク
があるバランスの取れた1本です。
東京ではなかなか手に入ら
ず、
店長はいつも静岡まで直接買い付けに行っているんですよ！

いしい日本酒を』
と言われても好みは人それぞれなので、
日本酒の4タイプ分類を

ね

肉バル＆魚バル

看板娘
●亜依さん

『お意識して選ぶといいでしょう。まずは、淡麗辛口など、さらりと水のように飲める爽酒。

料理を一口サ
お刺身や天ぷらなど９種の
レート1,200
イズで盛り付ける、ナインプ
りメニュー
わ
日替
う
を使
食材
旬な
円。

日本酒好きの店長が2017年に開業した
鮮魚と地鶏料理のお店。
人気の銘柄
からレアなものまで、
常時30種
ほどを揃えている。
すべて
1合900円（＋税）なの
でサービス価格で呑
める地酒も多い。季
節限定の魚料理や
備長炭で焼く串焼
きなど、
こだわりの肴
でお酒がすすむ！

群馬県・龍神酒造の冬期限定の純米大吟醸生
酒。
フルーティーでジューシーなので、
日本酒
初心者でも飲みやすいです。
地酒はその年に
よって味が変わるから、
奥深いですね。

冬から春にかけては、新酒の季節。今回は、
日本酒学講師で唎酒師
（ききざけし）
の横
田志織さんに初心者でもわかる日本酒の楽しみ方を伺いました。

本酒は甘いものからツウ好みの辛口まで20種以上をバランスよく揃
え、
季節限定やレアなお酒も。
香りを楽しんでもらうため、
ワイン等のフ
ルートグラスで提供される。日本酒込みの飲み放題コースもお得。

奈良の油長酒造さんが造るお酒で、
これはALPHAシリーズの
T Y P E1というもので軽さがあり微発泡しているので、
乾杯に
合う1杯です。
日本酒を飲み慣れてない方も、
日本酒好きにもファ
ンが多い1本です！

日本酒学講師、
唎酒師として日本酒の楽しみ方を広める専門家。
立川のバルーンショップ「風船♥工房」の店長でもある。
公式サイト
「酒学講師 志織」
【http://www.japanese-culture.tokyo/】

金額は、基本税込みです。税別の場
合は
（＋税）
と表記しています。

ねんごろ

鮮魚と立川野菜を使った創作料理と、
日本酒が堪能できるお店。
日

店長●舩窪智哉さん

横田志織

【略号説明】
：電話番号
：住所
：営業時間
：休日
：交通機関アクセス

佐賀県・富久千代酒造さんの地酒
「鍋島」
の純米吟醸山田錦。
料理の味を邪魔しないバランスの良さが好きですね。
魚に
も肉にも合う、
すっきり且つ旨味を感じられる銘酒です。

お好みの一杯を見つけるには

042-523-9977
立川市錦町1-3-28
12:00〜15:00／17:00〜24:00
（フードLO23:00、
ドリンクLO23:30）
不定休
JR立川駅南口より徒歩3分

ご

カ

店長代理●倉崎陽介さん

山形県・高木酒造の
「十四代」
の中取り純米酒。
幻の酒といわれるほど入手しづらく、
味わい
深くてバランスがいいところが好きですね。
煮物など和食全般によく合うお酒です。

天然食材にこだわった季節
料理と日本酒でおもてなしす
る、
アットホームな雰囲気の
お店。
日本酒は、
利き酒師で
ある料理長が料理とよく合
う15種を常時セレクトして
いる。味や香りの特徴が
書かれた日本酒リストや、
料理長の幅広い知識でお好
みの１杯と出会えるだろう。

美味しい日本酒と

おかみ
●尾﨑三千代さん（右）
店主兼料理長
●尾﨑真さん（左）

042-595-9937
立川市高松町3-14-14
11:30〜14:30／17:00〜23:00
不定休
JR立川駅北口より徒歩10分

煮

波

ね

波

煮っこり

波平

、炙り大
って仕上げる
バーナーで炙
税）。脂が
＋
（
円
80
1,9
トロサーモン
外と合う
日本酒にも意
のっていて、

ほろ
トロトロ角煮750円は豚肉が
その旨
りと崩れるまで煮込まれ、
た絶品
味が染みた大根と卵がま

和食酒場

それを引き立てるお料理。

ま

今回は、
立川駅周辺にある

店長●栢森遼さん

新潟県柏崎で5人の若い蔵人が酒造りをしている阿部酒
造さんのお酒です。
このおり酒は生詰なので生酒感と独特
の甘みが旨い！ ラベルの色によって種類が違い、
個性が
あっていいんですよ。

仕込みを手伝いに行っていた縁から12年前に開業。現在は日
本酒に力を入れている。
通常、
1銘柄1本仕入れで、
常時40種が
揃っており1時間1,900円で飲み放題
（ビールなども含む）
なので、
日本酒好きはもちろんそうでない人にとってはハードルがぐっと
下がる。
また、
酒に合う
肴が旨い！

煮

日本酒が飲めるお店をご紹介します。

伊豆大島の幻の焼酎「御神火」
が店名の由来。小規模な蔵の

立川で
巡る
日本酒が
うまい
店

店長が自分のために仕入れたいほど

042-526-2038
立川市錦町1-5-25
佐保田ビル101
16:00〜24:00
（LO23:00）
日曜
JR立川駅南口より徒歩5分

お気に入りの１本
“勝負酒”
も

ご

教えてもらいました！

ごじんか

