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80年間受け継がれた秘伝の味　向島 松むら寿司（東向島1丁目）

お客さんを喜ばせるお菓子づくり　菓子遍路 一哲（東向島4丁目）

生産者の想い、こだわりを届け続ける　玄米耕房 かめた（江東橋5丁目）

▲明るい笑顔の店主 嶽本信吾さん ▲ 昔から変わらない秘伝のタレ

▲5種ののり巻き

　いなり寿司とのり巻きの専門店です。松むら寿司
のいなり寿司は、食べたときに口の中に広がるつゆ
のおいしさに特徴があります。80年間継ぎ足し続
けた甘くて濃い秘伝のタレを使用し、大きな羽釜で
油揚げを煮込みます。この油揚げを煮上げるタイミ
ングがとても重要で、職人の技が光ります。

　いなり寿司の具材は季節で異なり、夏は、さっぱ
りとさせるため、けしの実を使い、お彼岸頃ににん
じん、れんこん、こんぶの五目いなり寿司に変わり

ます。のり巻き
にもこだわりが
あります。のり
は、のり巻きに合
う香りの良い瀬
戸内産で、かん
ぴょうは日本で
最上級の栃木県

　長年の味を気に入った常連さんはたくさんいて、
遠方から車で来るお客さんもいます。また、地域
との関わりが深く、お祭りや花火大会などでは、
なんと1000人前のいなり寿司とのり巻きを出す
ことも。長年変わらない味を求める常連のお客さ
んや地域の支えがあり、お店を長く続けられてい
るそうです。

　「味を変えずに保つことが大切だ」と、嶽本さん
は教えてくれました。いなり寿司で使う秘伝のタ
レの味は80年前から変わっておらず、継ぎ足し
て作っています。味を変えないために、毎日味見
することが大事だそ
うです。「これからも
同じ味を守り続けて
いきたい」と、話して
くれました。

産です。のり巻きは巻く工程
が一番大事だそうです。切っ
たときに具材が真ん中に収
まるようにするのが、職人の
技の見せどころです。強く握

り過ぎても、緩く握ってもうまくいかず、力加減
が大切で、この技術を身に付けるためには５年～
10年の修業が必要だそうです。濃くて甘い、いな
り寿司に、さっぱりとした酢飯を使ったのり巻き
は、お互いに良いバランスで、また食べたいなと
思える、みんなに愛され続ける味になっています。

　油揚げは、お湯で「油」を徹底的に抜くのがポイ
ントです。そうすること
で、油臭さが消え、タレ
が染み込みやすくなる
そうです。少しの手間が
おいしさを左右するの
ですね。

食文化の昔とこれから〝職人さんの想
お も

い〞区報ジュニア
レポーター企画1
チーム食いしん坊

松むら寿司とは？

松むら寿司ならではのこだわり

家庭でおいしいいなり寿司を作るポイントは？

地域に愛されて

秘伝の味は変わっていない⁉

　市野澤さんは、五ツ星お米マイスター・ごはんソ
ムリエ・おこめアドバイザーの3つの資格を持っ
ています。五ツ星お米マイスターは、玄米を見て
品種を当てる鑑定試験や炊飯技術の試験、面接も
あり、取得がとても難しい資格です。「修行に終わ
りはない」と話す市野澤さんが印象的でした。
　元は「米屋なんて継ぎたくない」と、会社員をし
ていた市野澤さん。お正月やお盆に帰省し、改めて
お父さんのお店を客観的に見
たとき、お客さんに「おいし
かったです」と、言ってもら
えることがいいなと思ったそ
うです。それをきっかけにお
店を継ぐことを決めました。
今では「家業がお米屋さんで
よかった」と、特にお客さん
に「あのお米おいしかった」と
言われたときに思うそうです。

　最初は6種類から
始まり、今は50種
類以上のお米を販
売しています。お
客さんの中には、
毎回種類を変え、
少量を買っていく
常連さんもいるそうです。お米は品種によって収
穫時期や味が違います。例えば、「ゆめぴりか」は
お餅のようなもちもちとした〝しっかり食感〞を味
わえます。新米の「七夕こしひかり」は、市野澤さ
んに教わったとおりに、お米を軽く洗って冷たい
水につけて炊き、試食したところ、ねばり気があ
りやわらかい食感を味わえました。白米と玄米は
消費期限と賞味期限はないので、白米は精米年月
日、玄米は調製年月日が書いてあります。また、
ブレンド米の販売はしていないそうで、「生産者
が一生懸命育てたお米への想いを、買ってくれる
人に伝えたいから」と言っていました。

区内で古くから、お米一筋で営業し続けてきた「玄
米耕房 かめた（亀太商店）」。創業は、江戸時代の天
明2年（1782年）で当時栄えていた江戸本所で開業し、
今も変わらず区内で営業しています。この場所にお
店があって良かったことは、すみだの心意気を発信
できること。店名にも、店主の市野澤さんのこだわ
りが詰まっています。よく見ると、店名の「こうぼう」
の漢字は「耕房」になっています。「工房」の「工」の
字にしなかったのは、周りと同じが好きではない

市野澤さんが、お米は「工業」
ではなく「農業」だという考
えから、店名を「耕房」にし
ました。この店名は、とて
も評判がいいそうです。
◀ 店主の市野澤 利明さん とても
明るく、面白い方で、初対面で
も優しく、面白く接してくれま
した。

▲ 店内には全国各地のお米が並
び、自分好みのお米を選べます。

▲ お米マイスターは
お米の博士号とも
言われる資格です。

生産者やお客さんをつなぐ
お米博士のいるお店

お客さんの「おいしかった」が一番嬉
うれ

しい

　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP

　見た目がきれい
で味もおいしい
素
す て き
敵な和菓子を作

る店主の酒井さん
ですが、和菓子作り
で一番苦労したこ
とは「全部」と話す
ほど、和菓子職人は苦労が多い職業だと言います。
　「菓子遍路 一哲」の店名は、お客さんが求める
味にたどり着きたいという「遍路」と、一から始め
る哲治（店主の名前）の「一哲」が由来。店名の由来
のとおり、「お客さんを喜ばせるお菓子づくり」を
追求されています。気持ちが詰まったおいしい和
菓子をもっとたくさんの人に食べてほしいと思い
ました。また、アイディアが商品にならず、失敗
することも多いそうです。そんな失敗があるから
こそ、それを活かしてどんどんおいしい和菓子が
できていくのですね。

▲ 季節感を表す色とりどりの和
菓子

　和菓子を作るうえで大事なことは、まず基本をマ
スターしてから、自分なりの表現を加えることだと
言います。材料が少ないほど、良いものを作ること
が難しいそうです。また、和菓子は手の熱で乾いて
しまうため、職人には「スピード」も求められます。
そして、季節の和菓子を作るには、色を活

い
かすこと

が大切です。主に赤・黄・緑の３色を使用し、自然
な色や味を出すために、くちなし・抹茶などの天然
色素を利用することも。最近は、和菓子だけでなく、

台湾カステラ風の和洋菓子
も販売しています。ふわふ
わしていて卵の風味がよく
伝わり、とてもおいしいです。

◀ 店主の酒井哲治さん 高知県出
身で、近くに自然を感じられ
る場所に店を開きたいという
想いから、隅田川に近いこの
場所にお店を開いたそうです。

　開店して約1年後、お客
さんから依頼があり、誕
生餅の販売を始めました。
お餅に名前を入れる取組
もしています。今では1週
間に1個のペースで売れています。お店の中には
誕生餅を背負う赤ちゃんの写真がたくさん飾られ
ていて、地域とのつながりが感じられます。

　酒井さんは、和菓子教室をたくさん開かれてい
ます。それは、和菓子を作る
ことで季節感を感じてもら
いたい、和菓子の歴史や和菓
子職人独特の技を伝えたい、
という想いからです。和菓子
をもっと知ってもらいたい
という酒井さんの想いが、と
てもよく伝わりました。

▲ 店内に並ぶ、色と
りどりのお菓子

和菓子づくりで大事なこと 苦労も失敗も多い職業 誕生餅の販売は要望⁉

魅力を伝えるための和菓子教室

▲ 箱詰めのお菓子と壁一
面の誕生餅の写真

▲ 味が染み込んでおいし
いいなり寿司
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人とのつながり 下町ならではの温かみ
「銭湯」と「保護犬と触れ合えるカフェ」

犬のことを第一に みんなでつくる
　　　　温もりカフェ

　温もりカフェは、保護された犬たちと触れ合
えるカフェです。レスキュー団体が保護した犬
の里親を探しながら、カフェを経営しています。
　オーナーの鳥海さんは、当時あまり良くない
飼育環境にいた柴犬のレオンと出会い、保護犬
と接するボランティアを経験したことから、保
護犬への興味が高まりました。そして、「犬が好
き。犬のことは放っておけない。」という犬への
深い愛情から保護犬のためのカフェである「温
もりカフェ」をオープンしました。
　しかし、犬への愛情がどんなに深くても、カ
フェの開店場所は、様々な条件や制約の都合で、
なかなか見つからず苦労したそうです。そんな
中、見つかったのが現在の温もりカフェがある
場所です。温もりカフェの略称の「温

おん
カフェ」に

は「温かい」と「恩返し」の意味が込められてい
ます。

　犬の保護カフェの経営と接客、犬の世話まで
を一人でしているオーナーの鳥海さん。
　鳥海さんの墨田区の印象は「あったかい」。実
際に、鳥海さんが犬の面倒を見ていてコーヒー
フィルターなどを買いに行けなかったときに、
お客さんが気を利かせて代わりに買ってきてく
れたり、飲み物やお菓子を差し入れてくれたり、
保護犬活動のために多額の寄付をしてくれたり
など、人のあたたかさを感じる場面がたくさん
あるそうです。
　また、お店の中にはお客さんのアイディアで
作ったキーホルダーやシールが当たるガチャガ
チャが置いてあります。たくさんの人に愛され
て成り立っている温もりカフェ。このあたたか
さは下町の墨田区ならではかもしれません。

　お客さんは近隣の方が多いですが、コロナの
影響で、お客さんは少し減ってしまったそうです。
しかし、鳥海さんはツイッターやインスタグラム、
ユーチュ―ブなどのSNSを通して、遠方のお客
さんや卒業した保護犬たちの里親の方々とのつ
ながりを保っています。また、コロナ前は、犬
たちの里親の方々との交流が盛んで、お店に来
たり、温もりカフェのチャリティー撮影会など
のイベントに参加したりしていたそうです。
　お店に数えきれないほど来店しているという
常連の河野さんに温もりカフェの魅力を聞くと、
「保護犬との触れ合いで、癒やしがもらえるの
はもちろん、鳥海さんの頑張っている姿を見て

元気をもらい、また私も
頑張ろうと思える」と、
言っていました。
　私たちも墨田区の人た
ちとのつながりを大切に
したいと思いました。▶ 現在、里親募集中の犬は、3匹

います。肝のすわった甘えん坊
のチワワ「さく」と人間大好き
なチワワ「レナ」。

◀ 店内にあるガチャガチャと、その中身の
キーホルダー。ガチャガチャには、犬た
ちの写真を使った様々なグッズが入っ
ています。グッズも、お店の常連さんと
一緒に考えた手作りのものです。 ◀ 常連客の河野さん

こころの距離が近い　温もりカフェ

どんな人でもつながれる憩いの場　御谷湯

御谷湯とは

▲手前が障害者用の浴槽、奥がお
世話をする人の浴槽。
▶ 段差がないことで車いすでも出
入りしやすいです。

▲洗い場にも手すりがたくさ
んあります。

▶浴槽が低いため、入浴しや
すい作りになっています。

　御谷湯は、昭和22年（1947年）創業、「豊かで
楽しく、誇りをもてる街づくり」に協力したい
という想

おも
いで営業しています。この墨田区や近

くの地域で、「憩いの場」「雨水の活用」「高齢者、
障害者のご利用」の3つをテーマに活動してい
ます。例えば、屋上に降った雨を床下に溜め、
トイレの洗浄などに活用しています。
　また、障害のある方も入れるようにという店主
の想いから、平成27年（2015年）に銭湯をリ
ニューアルしたときに「福祉型家族風呂」を取り
入れる都内初の試みを実現しました。福祉型家族
風呂とは、障害のある方とお世話をする人が一緒
に入れるお風呂で、浴槽が2つあります。障害の
ある方の浴槽には回転いすがあったり、深さを調
節できる板があったりするなどの工夫がされて
います。中には遠くから来る方もいます。1組90
分、1日3組まで入れる予約制のお風呂です。

御谷湯では、障害のある方と一緒に暮らせる
街をつくろうと思い、バリアフリーを取り入れ
た銭湯を作りました。５階建てで、４・５階は男
湯女湯が日替わりの銭湯です。どこにバリアフ
リーを取り入れているかというと、例えば全体
的に段差が少なく、いろいろな所に手すりが付
いています。また、エレベーターはボタンが大
きく、点字があるなどの工夫がされています。
　店主の伊藤さんは、数多くの福祉施設やバリ
アフリーを行っている施設を自分の目で確かめ
に行き、どうしたら利用しやすい銭湯になるか
考え、リニューアルに活

い
かしたそうです。段差

をなくしたり、各所に一つひとつ手すりをつけ
ることで、高齢の方でも不便なく使えるように
しました。「この銭湯が必要とされるように作っ
た」と、伊藤さんは話してくれました。

　幼い頃、家の近所に障害のある方がいたので
すが、その方は障害があるということを隠して
生活していました。そのとき、伊藤さんは「障
害のある方と一緒に暮らせるような世の中でな
いとおかしい」と思ったことと、20代の頃、運
転ボランティアをしているときに出会った障害
のある方が「お風呂に入りたい」と言っていた
ことが、今のような「みんなに優しいお風呂」を
作ろうと思ったきっかけになったそうです。
　伊藤さんから見て、この街は「一緒に活動を
する人がいる熱い街」。様々な事情で一人でお
風呂に入れない方に、営業前の明るい大きなお
風呂に入ってもらうボランティア活動「施

せよく
浴」を、

地域活動として実施することを現在検討してい
ます。「1日に300人ほどが利用する御谷湯は、
名前は知らなくても顔見知りになれる、お風呂
に入って出てくるとみんな笑顔になっている。
そんな場である銭湯だからこそ、誰かの助けが
必要な方も含めて人と人とがつながる場として、
ここを利用してほしい」と話していました。

障害のある方と
ともに暮らす

みんなに優しい
お風呂ができた理由

区報ジュニア
レポーター企画2
チーム下町

みんなでつくる

つながりを忘れない
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▲ほかの犬が少し苦手なチ
ワワ「姫」。

オーナーの
鳥海 亜里沙さん
愛犬で温もりカフェ
店長のレオンと
一緒に。

（向島3丁目）

（石原3丁目）

店主の
伊藤 林さん
好きなお風呂は
マッサージ風呂
だそうです！




