馬込西公園
11/5・6

’

事務局
東京都大田区仲池上 2-19-16
株式会社晃邦テクノ内
（平日 9 〜 17 時）
TEL/FAX 03-3753-6636
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[ 男・女 ]

[ お名前 ]

[ ご住所 ]

名 様プレゼント！

小林デンタルクリニック

教えて！近所で見つけた
〈アート〉な場所・もの・ひと

DATA
大田まち活ネット

協賛：マシュマロモンスター
協賛
マシュマロモンスター
京急大森町駅徒歩 5 分 03-3298-7654
www.mashmon.com

20

「大田区のＢ級グルメ」
としてマスコミをにぎわせる
「東京
しお
大田汐焼きそば」
。
じわーっと広がる特製の鳥ガラ塩ダレ
ソースと、
大森の海苔、
区花の梅、
羽田のあさりなど、
大田
区にちなんだ 種の具材。
今では大田区内の 店舗でこ
の味が楽しめる。
企画、
開発を手がける
「大田まち活ネッ
かつ
ト」会長の河津修平さんに、事業の経緯と今後にかける
思いをうかがった。
（取材＝たかだあや、
文・構成＝大山紗慶）

スプレゼント
のクリスマ
ンから
ュモ
マシ
一足早い

10

区内の液状調味料メーカー
への特注品。
同年末から、なじみの地
元店舗に声をかけ提供開
始。区内イベントへの精力
的な出展や、マスコミへの
露 出も追い風となり、現

はなし

50

「東京大田汐焼きそば」
提供店やイベント出展情報は
公式サイトをチェック！
http://www.ota-machikatsu.net/

0 大田まち活ネット
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▲話題の「東京大田汐焼きそば」

落語観賞デビュ
ー は「お お も り
落語会」から。
三遊亭歌太郎さ
ん（山王小出身）
＝写真左＝、三遊亭時松さん（入二小・大
森三中出身）
＝右＝、柳亭市江さん（石川台
在住）
＝中央＝。いずれも大田区にゆかりの
ある落語家 3 人と、多彩なゲストによって
繰り広げられる。2011 年正月より 3 カ月に
1 度のペースで開催を続けており、今回で 4
回目を迎える。
近所で本物の落語を堪能できるこのチャン
ス、見逃せない！
日時●2011 年 12 月 10 日（土）
開場 13:45/ 開演 14:00
会場●大田文化の森ホール
（東京都大田区中央 2-10-1）
チケット●前売 1,800 円、当日 2,000 円
（未就学児不可）
予約・お問い合わせ●
おおもり落語会事務局
名前・枚数・連絡先をお知らせください
TEL/FAX 03-3390-4135
http://www.utataroudesu.net/
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クリスマスセット

マシュマロモンスター特製

25

大田区ゆかりの噺家が集結
「第4回おおもり落語会」

10

級ご当地グルメ」ブームを
意識して、商品開発へと一
気に発展。月１回の会議で
試食を繰り返し、
「東京大
田汐焼きそば」構想を練
り上げていった。味付けの
決め手となる塩 ダレも、

http://www.magomekyodo.org/

在では 店 舗に加え、大 するという。さすがは経営
手 企 業の 社 員 食 堂 な ど 者の集まりである。
ケータリング５社で展開さ
「まちの元気」
を
れるに至っている。
「年内に
生み出す秘訣
店舗拡大が目標です」
と河津さん。
当初は本業の合間をぬっ
てメンバー自ら行っていた食
材の配 送も、現 在では区
内の業者に委託。 人ほ
どのメンバーは、それぞれ
「総 務・経 理」
「営 業・
広報」
「企画・開発」の３
グループにわかれ、２カ月
に１度の実行委員会では、
各店やイベントの売上数字
を 見 な がら、今 後の「経
営戦略」を徹底的に議論

季節限定クッキー＋マドレーヌ （380 円相当）を

20
抽選で

▼「大田まち活ネット」のみなさん（右から 3 番目が河津さん）

西馬込に移転し 9 年目を迎えた、東京都認
京都認
可保育所「まごめ共同保育所」が、地域住
地域住
民へ日頃の感謝の意をこめて毎年実施して
施して
いる「まごめ秋のバザーまつり」
。
卒園生らによるお店が並ぶ「遊んでたのし
たのし
い！買ってうれしい！食べておいしい！」2
！」2
日間、家族でほっこりと楽しみたい。
新品同様の衣類・雑貨（書籍・電化製品不可）
の提供も 10 月中旬まで受け付けている。
日時●2011 年 11 月 5 日（土）
、6 日（日）
10:30 〜 14:00
※11/5・6 両日雨天時は 11/12・13 に延期
会場●馬込西公園（大田区西馬込 2-8-15/
都営浅草線西馬込駅歩 5 分）
お問い合わせ・品物送付先●
東京都大田区西馬込 1-18-13
まごめ共同保育所 TEL 03-3771-1969

まちを活き活き
させるための
ネットワーク

まごめ秋のバザーまつり2011

事業とはいえ、メンバーは
全員ボランティア。材料の
卸値をペイする最低限の売
上をあげるのみだ。
「区内
Ｂ級 グルメの祭 典Ｂ
でお金が回ることにその意 で、とてもメンバーだけで 出 店、
１
義 がある。活 動 を 通じて は回らない。現在では各地
－グランプリ出場はもち
誰かが潤う、結 果 的に大 のイベントも、販売のプロ ろん、スーパーなどで小売
田区が潤う活動を行うと たる協力店舗に全面的に 販売も展開したいという。
いうことが、運営に携わる 任せてしまうのだという。 併せて焼きそ ばのみなら
材料の卸値以外の利益は、 ず、海や川といった大田区
実際に出展した店に入る。 の持つポテンシャルを活か
麺と塩ダレの基本以外は、 すような活動も構想中だ。
レシピや価格設定まで店舗 「大田区を住みたいまちナ
にゆだねたことで、麺の量 ンバーワンにしたいって、よ
やトッピングなど各店の個 くみんなで語 り 合うんで
性 が発 揮されるようにも す」と河津さん。
事業主としての手腕が大
なった。
一方、新規店舗への企画 田区の元気を導いていく。
提案には今も河津さんらコ
アメンバーが自ら出 向く。
みんなの思いなんです」と 「結局自分たちの地域への
河津さん。 年 年後を 思いを理解してくれた店舗
見すえて、大田区で働き、 は売 上も上 がる」と河 津
大田区で暮らす従業員や さん。この緩急の絶妙さが、
その家族、自分の家族のた 「大田まち活ネット」の拡
めにも、
「やはりまちが元 大 を 支 えているのがわか
気じゃないと」と願う気持 る。
ちは強い。地 域で仕 事 を 「大田まち活ネット」の挑
する経営者同士がわかち 戦は続く。羽 田 空 港への
あえる、この「ぶれ ない」
志こそ、
「大田まち活ネッ
ト」を 支える 強い絆に他
ならない。
活動の場も増えるばかり

才代

[ 年代 ]
[ email ]

大田文化の森ホール
12/10

「なにも焼きそばを売るた
めに始めたのではない。大
田まち活ネットの目的は、
大田区をもっと元気なまち
にすることなんです」と河
津さん。同 会は、大 田 区
内の６つの業界団体（社団
法人雪谷法人会、公益社
団法人大森法人会、東京
中小企業家同友会大田支
部、大田区若手異業種交
流 会Ｍ ｓピカ デリー、社
団法人東京青年会議所大
田区委員会、社団法人東
京 都トラック協 会 大 田 支
部）に所属する若手経営
者たちの有志が、
「わが町
大田区をもっともっと魅力
ある町へ」をスローガンに、
大田区のさらなる活性化
を目指して結成した横断的
な組織だ。
年、雪 谷 法 人 会 青 年
部のバーベキューで作った焼
きそばが好評だったことに
端を発し、全 国でまちお
こしに活用されている「Ｂ
09

