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「お値打ちランチを食べる会」 

「お値打ちランチを食べる会」誕生と 

     「第 71 回〜第 80 回までの食の記録」 

 

 

 

 

美味しいランチを素敵な雰囲気の中でおしゃべりしながら優雅に楽しむ「お

値打ちラ ンチを食べる会」が発足以来、回を重ねて 80 回を迎えました。お

酒が飲めなくても、帰りの時間を気にしなくても、そしてお財布の中身をあま

り心配しなくても楽しくランチを食べて、後は昼下がりの自由な時間を満喫す

る・・・・・・そんな気楽でチョッピリゴージャス なお昼のひとときを過ご

しませんか。優雅やゴージャスとはいえない場合もあります。予約を取らない

お店があります。また、1日 10食限定のランチで終わりというお店もありま

す。さらに、客席が 12席しかなく、食べ終わった人が出てから順番に入ると

いう小さなお店もあります。さらには、30分以上は絶対に並ばないと入れない

お店など、多彩なお値うちランチ食べるレストランをご案内します(¥1,000〜

¥ 10,000)。 

一方、会員からのおすすめ情報も募集しております。安くて美味しいランチ・

高くてもそれなりに価値あるランチ・雰囲気が素晴らしいお店のランチ・一風

変わったお店で食べるランチなどありましたらぜひご紹介ください。 

第 1 回の「お値打ちランチを食べる会」は、発足にふさわしい場所として、表参道

の近く、南青山にあるフランスレストラン「RAMAGES」(ラマージュ )で和やかに、大

盛況でした。少々の労は厭わないグルメの方、お仲間とおしゃべりをしたい方は、ぜ

ひ「お値打 ちランチを食べる会」へお越しください。新入会の方、大歓迎です!!  

 「お値打ちランチを食べる会」に出席すると以下のような楽しいひとときを

過ごせます。 
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*顔なじみや、今までにあまり面識のない方、久しぶりの方、等々に出会える  

*旅の情報が交換できる 

*ロングステイなどの経験談が聞ける 

*何らかの事情で旅行をしばらく控えている方も参加できる 

*回を重ねて参加するうちに、気心の知れた旅友が出来るかもしれない 

*何よりもたまには、お値打ちの美味しいものが食べられる 

以上のような事を考えで「ランチ会」を発足させました。普通のランチでは

なく、せっかくだったら誰が食べてもお値打ちと感じられるランチがいいなと

の思いで「お値打ち ランチを食べる会」とネーミング致しました。ネーミン

グに惹かれてか、「ランチ会」は発足以来盛況です。私といたしましては美味

しいランチを紹介する事は勿論ですが、食事の時間中、食後、場所などを変え

ていただき、会員同士の情報交換や楽しい語らいのひと時を持てる場所として

参加頂ければと思っています。特に新しく入会された方には、LSC(ロングステ

イクラブ)の活動や雰囲気を知る上で有意義な会となるのではないでしょう

か。 

「お値打ちランチを食べる会」は、2019年 12月 4日で 80回目を迎えまし

た。10回終わるごとに訪れたレストランを紹介しています。レストラン名、ラ

ンチ内容、お値段、コメント、場所と地図の概要を以下にまとめました。場

所、料理などの詳細も示してありますので、再訪問される場合の参考になれば

幸いです。 

 

第 71回:<泰興楼 中央区八重洲本店>TEL:03-3271-9351 

第 72回:<ラ・メゾン・キオイ（港区赤坂プリンス クラシックハウス）>TEL 

03-6261-1154 

第 73回:<はとバス日帰り「新日鐵住金君津製作所とアクアライン海底トンネ

ル内見学」> 

第 74回:<矢場とん 中央区銀座店>TEL:03-3546-8810 

第 75回:<百彩健美 あけびの実（千代田区お茶の水）>TEL:03-5298-7125 

第 76回:<浮かぶ料亭！中央区晴海 屋形船・晴海屋>TEL:03-3644-1344 

第 77回:<竹葉亭本店（中央区銀座木挽町）>TEL:03-3542-0789 

第 78回:<串の坊（新宿区伊勢丹会館 8階）>TEL:03-3356-3865 

第 79回:<天ぷら石原（港区青山）>TEL:03-3402-8403 

第 80回:< 中央区保養施設ヴィラ本栖(山梨県南都留郡富士河口湖町及び南巨

摩郡身延町)>TEL:0120-162312 

 

 

tel:0120-162312
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過去 80 回にわたり訪れたレストラン・場所などは、下記ロングステェイクラブのホ

ームページで紹介してありますのでご覧ください。 

LSCホームページ: http://www.longstayclub.org/lsc-kantou/index.htm  

ホームページ→関東支部 HＰ→右側最新情報(赤文字)→更新年号→更新月日と

お値打ちランチ会○○回〜◎◎回を見つけそこをクリックしてください。 

 

第  1回〜第 10 回「お値打ちランチを食べる会」:2014 年 02 月 12日 

第 11 回〜第 20 回「お値打ちランチを食べる会」:2015 年 02 月 10日 

第 21 回〜第 30 回「お値打ちランチを食べる会」:2015 年 11 月 08日  

第 31 回〜第 40 回「お値打ちランチを食べる会」:2016 年 08 月 20日  

第 41 回〜第 50 回「お値打ちランチを食べる会」:2017 年 06月 23日 

第 51 回〜第 60 回「お値打ちランチを食べる会」:2018年 04 月 0７日  

第 61 回〜第 70 回「お値打ちランチを食べる会」:2019 年 02 月 23日 

第 71回〜第 80 回「お値打ちランチを食べる会」:2019 年 12 月 18日 

 

2019 年 12月 田原千鶴子  
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第 71 回〜第 80 回までの「お値打ちランチを食べる会」 

第 71 回「泰興楼 八重洲本店」 

【レストラン】泰興楼 八重洲本店 TEL：03-3271-9351 

【ホームページ】https://www.taikourou.com/yaesu.php 

【料       理】餃子・スープ・ザーサイ・杏仁豆腐・賄い振りかけ、その他

メニューから単品の惣菜注文も可能です。 

【予       算】￥1,000 

【日       時】3月 7日（木） 13：00（大繁盛店のため遅い設定です） 

【コ メ ン ト】創業 1949 年、本格中華の老舗で看板メニューのジャンボ餃

子！豪快にかぶりつきましょう！！１皿\1,000前後ですが４〜５人シェアで十

分です。 

【場所と地 図】東京駅八重洲口から 370m、JR東京駅 八重洲口を出て信号を

渡り一つ目の角（八重洲仲通り）の入り口、左手、日本橋駅から徒歩 4分 
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第 72 回 「ラ・メゾン・キオイ」 

【レストラン】ラ・メゾン・キオイ（赤坂プリンス クラシックハウス）TEL 

03-6261-1154 

【ホームページ】https://restaurant.ikyu.com/109997/ 

【料       理】メインはお魚か・お肉（ポークかチキンになります）を選ん

でご連絡下さい。サラダ・スープ・メイン・デザート・コーヒーor紅茶 

【予       算】￥3,100 

【日       時】4月 3日（水） 12：00（時間厳守です） 

【コ メ ン ト】歴史の薫る空間で頂くフレンチはとてもロマンチックです。

緑の木々に囲まれ、静かに佇む邸宅（東京都の指定有形文化財）。お城のよう

な外観と内装のなかで頂くお値打ちランチです！食事の後は春の日差しを浴び

て お散歩をどうぞ！！花の広場・空の広場・水の広場・芽生えの広場・テラ

スの小道 

【場所と地図】千代田区紀尾井街１－２、「東京ガーデンテラス紀尾井町」 

エレベーターかエスカレーターで４F、外へ出て左奥です。 

 
地下鉄 銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」D出口 徒歩 5 分 

南北線 「永田町駅」９a 改札直結 5分 
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第 73 回「工場と海底トンネル内見学会」（6周年記念 特別企画） 

東京サロン会・菜の花サロン会協賛 

【レストラン】「新日鐵住金君津製作所とアクアライン海底トンネル内見学

（昼食・おやつ付き）」電話：03-3761-1100 

【ホームページ】https://www.umihotaru.com/ait_tanken/ 

【料       理】昼食は新鮮なお魚・・・海堡丼（地魚海鮮丼）・富津名産ア

ジフライ・穴子天ぷら・味噌汁 

【予       算】￥9,000（はとバス貸切・昼食・おやつ付） 

【日       時】5月 24日（金）浜松町駅 出発 8:00、帰着 東京駅 17：15頃 

【コ メ ン ト】修学旅行シーズンでバスの空きがなく貸し切りが出来なくて

一般の方が 7名乗車されます。35名限定です。 

♦一度は見たい！東京ドーム 220個分という広大な敷地を有する君津製鉄所。

世界最大級、迫力満点の第 4高炉をはじめ、鐡が溶かされ製品になる過程を間

近で見学 

♦東京湾アクアラインの海底トンネル内の緊急避難通路に潜入！ 

一般にはあまり知られていない建設の工夫や安全確保の仕掛けが沢山ありま

す。緊急避難通路では、普段見る事の出来ない避難設備や、アクアライン専用

の消防車や海底トンネルを掘りこんだカッターフェイスなどを専属ガイドの解

説付きで間近でご覧いただけます。 

♦海ほたる自由散策 

※注・新日鐵見学での階段は少しですのでゆっくり歩けば問題ないと思いま

す。 

※注：海底トンネル内は約 2キロ程の徒歩移動が有りますが、途中で止まり説

明を聞きながらです。 

※注：トンネルから地上に出るときに 120段ほどの階段が有りますがは 10分

ぐらいです。ゆっくりと 15 分〜20分位で登れば問題ないと思いますが階段が

苦手な方は地下通路はパスして海ほたるで自由にしていても構いません。地下

通路見学の方も 30分の自由時間が有ります。 

【場 所】新日鐵住金君津製作所とアクアライン海底トンネル内見学 
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第 74 回「矢場とん 銀座店」 

【レストラン】矢場とん 銀座店、TEL 03-3546-8810 

【ホームページ】 

【料       理】名物わらじとんかつ（ソースと味噌だれ） 

【予       算】￥2,000 

【日       時】6月 24日（木） 11:30 

【コ メ ン ト】名古屋まで行かなくても銀座で食べられます！名古屋市民が

愛してやまない ご当地グルメを東京で！！大きなとんかつですので持ち帰り

用のちいさなタッパーかジップロックを持参された方が良いかもしれません。

お店には了解済みです。 

【場所と地図】中央区銀座 2－11－2、メトロ有楽町線「銀座 1丁目駅」、11

番出口、徒歩 1分（269m） 
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第 75 回「百彩健美 あけびの実」 

【レストラン】百彩健美 あけびの実、TEL：03-5298-7125 

【ホームページ】https://www.hotel-juraku.co.jp/ocha/restaurant/ 

【料       理】食と健康をテーマとした自然派バイキング（時間制限なし） 

【予       算】￥1,700 

【日       時】7月 9日（火）、11:30 

【コ メ ン ト】「百彩健美あけびの実」は野菜をふんだんに使った体にやさ

しいバイキングレストラン。化学調味料や保存料を極力使わずに調理した料理

が食べ放題！更にランチタイムは揚げたての天ぷら、ディナータイムは揚げた

て天ぷらに加えて握り寿司もご注文できます! 

【場所と地図】千代田区神田淡路町２－９、御茶ノ水ホテルジュラク、２F 

新御茶ノ水駅：B２出口から 3分、都営新

宿線：小川町駅 A5 出口から 4分、御茶

ノ水駅出口専用臨時改札口から 4分 
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第 76 回「浮かぶ料亭！屋形船」と「東京サロン会」合同集会 

【レストラン】浮かぶ料亭！屋形船・晴海屋､電話：03-3644-1344 

【ホームページ】https://www.harumiya.co.jp 

【料       理】懐石料理。屋形船でよく見られる天ぷら食べ放題のお料理ではありま

せん。料亭の立派な懐石料理です。 

【予       算】￥11,000（乗船料・江戸前料理・飲み放題込） 

【日       時】8月 20日（木）17：20、集合（2時間 30分）時間厳守のこと 

【コ メ ン ト】多くの皆様のご要望により今年も夕涼み屋形船を計画いたし

ました。いつもと違う雰囲気で頂く料理は一段と美味しく会話も弾みます！ 

東京港の夜景の名所・お台場にたっぷり停泊、隅田川を上りスカイツリーへ。

見慣れた光景も夜の水上からはとてもファンタスティックです！！ 

瓶ビール・ウイスキー・焼酎・日本酒・ワイン・梅酒・サワー類・ソフトド

リンク etc.飲み放題ですが、飲み物他、持ち込みも自由です。東京湾の夜景を

ゆったりと見ながらこだわりの料理をご堪能ください。屋上には展望デッキも

あります。けん玉・コーラス・マジック同好会など大いに盛り上がる事と思い

ます。ご家族、ご友人もご一緒に、涼やかに甚兵衛・浴衣・アロハシャツなど

いかがでしょうか！当日は乗船場すぐ前のトリトンスクエア内に着付け室をご

用意致します。 

【場所と地図】晴海トリトンスクエア前、黎明橋（れいめい橋）船着き場 

大江戸線 勝どき駅 A3 出口より徒歩 5分（駅から 395m）黎明橋（れいめい

橋）船着き場、A3bのエスカレータで地上に出たら左へ、勝どき駅前の交差点

を右へ（角にいきなりステーキ）信号を一つ越し、橋を渡った右手が船乗り場

です。 
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第 77 回「竹葉亭本店（銀座木挽町）」 

【レストラン】竹葉亭本店（銀座木挽町）、TEL 03-3542-0789 

【ホームページ】https://r.gnavi.co.jp/g201100/ 

【料       理】鰻かば焼きと鯛茶漬け、肝焼き 1本：\648 

【予       算】￥4,860 

【日       時】9月 30日（月） ⒒:30 

【コ メ ン ト】江戸時代に創業した銀座の老舗鰻料理店。さすがに歴史を感

じさせる店構えは情緒たっぷりで料亭の様！！大満足の「お値打ちランチ」で

す。テーブル会計となります。 

【場所と地図】中央区銀座 8-14-7 

 

※大江戸線・築地市場駅から 317ｍ、都営浅草線・日比谷線：10分、東銀座で

地上に出たら、歌舞伎座を背にして、右手昭和通りを真っすぐ進みます。（左

角は俺のベーカリーで、その先左側は日高屋）そのまま進み、デニーズが見え

たら次の横断歩道を左へ曲がり、1つ目の小さな路地を右へ曲がりそのままま

っすぐ進むと右側です。 
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第 78 回「串の坊（新宿伊勢丹会館 8階）」 

【レストラン】串の坊（新宿伊勢丹会館 8階）TEL 03-3356-3865 

【ホームページ】https://isetan.mistore.jp/store/group/isetan_kaikan/shop_kushinobo.html 

【料       理】串揚げ 10 種・食事・デザート 

【予       算】￥2,700 

【日       時】10月 10日（木） 11：30 時間厳守 

【コ メ ン ト】1950年、大阪法善寺に創業した串カツ専門店。世界に誇れる

伝統の味を頂きます！和牛・サーモンといくら・手羽先・生椎茸・海老・グリ

ーアスパラガス……ご飯は白飯と赤だし汁・おぶづけ・卵かけごはんと赤だし

汁の 3種から選びます。 

【場所と地図】新宿区新宿 3-15-17 

 
地下鉄 新宿 3丁目駅より 3分 

JR新宿駅より 5分 
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第 79 回「天ぷら石原（港区南青山）」 

【レストラン】天ぷら石原（港区南青山）電話：03-3402-8403 

【ホームページ】http://tenpula.com/index.html 

【料       理】天丼、天ぷら 

【予       算】￥1,500～￥3,000（各自メニューからのオーダー） 

【日       時】11月 25日（月） 11：30 

【コ メ ン ト】青山で暖簾を掲げて 50年◆各界著名人・政財界のお客様がお

忍びで通う南青山の路地裏に佇む名店。先代が大切にしていた江戸前天ぷらの

味と技、そして一番美味しい“揚げたて”をお客様に召し上がって頂きたいと

いう想いを継承し日々天ぷらと向き合っている。季節の息吹を感じさせる旬の

食材は、九鬼産業のごま油で揚げると優しく香ばしい仕上がりに。野菜や魚な

ど、素材の持ち味を引き立てる職人技をお愉しめる。店内にはカウンター席、

1階と中 2階には個室あり。南青山の路地裏に佇む一軒家で 江戸前の香りが

する天ぷらを頂きます。マスメディアでは度々紹介されています。美味しいラ

ンチの後は外苑のイチョウ並木をあるきましょう！！ 

【場所と地図】東京都 港区 南青山 2-13-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下鉄 大江戸線・銀座線・半蔵門線・・青山 1丁目駅 5番出口 徒歩 5分。南

青山方面改札を出る。右手奥の地上行きエレベーターに乗る。地上に出たら左

側のホンダのビルに沿って、厚木、渋谷方面へ進みます。200m程歩くと青山 2

丁目交差点。（右手にイチョウ並木）交差点を越したら直ぐ左へ曲がります。

（薬のヒグチ）。1つ目の路地を右に曲がり 10m先左側。 
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第 80 回「ヴィラ本栖(中央区保養施設)」 

「お値打ちランチを食べる会」 6周年記念特別企画 

【レストラン】ヴィラ本栖(中央区保養施設) 電話:0120-162312（フリーダイ

ヤル）、0555-87-2711 

【ホームページ】http://www.chuo-villamotosu.jp 

【料       理】和食も洋食も上位に入るお値打ちの料理で 

【予       算】¥18,000 (2泊 4食) 

【日       時】12月 4日（水）〜6日（金） 2泊 3日 

【コ メ ン ト】季節が進み、暦もあっという間に進みました。「お値打ちラ

ンチを食べる会」は 12月で 80回を迎えます。これを記念して麻雀同好会との

コラボで、忘年同好会をヴィラ本栖で行います。富士屋ホテルが運営する、素

晴らしい施設と一流レストランにも負けない美味しいお料理です！！ 

 1泊目 季節の懐石料理 （料理旅館に匹敵） 

 2泊目 洋食（オードブル・スープ・魚・肉・デザート・コーヒー） 

カラオケ・卓球・ラウンドゴルフ・ハイキング・サイクリングなど、お楽し

みいただけます。近隣の名所への無料送迎もあります。日々の喧騒を離れ、美

しい自然の中で平成時代迄のそして令和時代への思いを仲間と一緒に胸熱くし

て過ごしませんか！！新緑の富士山 の麓を散策するもよし、トレッキング・

ハイキング(竜ヶ岳)・サイクリング(無料)・テニス等々お楽しみは色々です。 

【場所と地図】山梨県南都留郡富士河口湖町本栖字上の原 218番地 119、本栖

湖畔にある「ヴィラ本栖」、交通費:ホテル直行バス利用 片道¥2,500(要予約) 

東京駅・新宿駅からの高速バス等の利用の方は河口湖駅からの送迎あり。 
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思い出「お値打ちランチを食べる会」 

通称「ランチ会」と称する「お値打ちランチを食べる会」は、今年 12 月 4 日〜6日

に開催された 2 泊 3日のヴィラ本栖で 80 回目を迎えた。仮に月 1 回のペースで開催さ

れたとして、80 ヶ月が経過したことになる。これを年に換算すると 6 年と 2 ヶ月とい

う長い年月を経たことになる。毎回「ランチ会」に参加て平均 2,500 円のランチを食

べたと仮にすると、なんと 20 万円ほど贅沢な料理がお腹の中に入ったということにな

る。この贅沢な料理のお陰で我々LSC 会員は元気を授かっていると思う。その理由

は、我々夫婦の場合であるが毎回のランチ会で会場へ到達するまでに約 2 時間かけ、

自宅から駅まで歩き、駅の階段を上り下りし、そしてランチ会会場までまた歩くの

で、知らぬ間に普通に過ごす日々より身体を多く動かしている。ランチ会場に着けば

会員に出会い、美味しいランチを共に食べながら笑顔を浮かべお喋りをする。こうし

て動いて、食べて、お喋りして、笑うなど一連の行為が我々の健康維持の一助となっ

ている。 

LSC 会員の平均年齢、健康寿命共に高いといわれている。その理由は、会員は皆旅

行好きゆえに足腰丈夫である。見知らぬ世界を見聞し、世界をよく知っている。一般

人が知らない世界の知識や情報を人一倍にインプットされている頭脳明晰な会員が多

い。このようなことを考えると平均年齢、健康寿命共に高いことが容易に理解でき

る。 

第 71 回〜第 80 回を振り返ると特別企画を除くと全て東京都内の高級レストランで

開催している。夕食では 5 千円〜2 万円もする東京銀座の高級レストランであって

も、ランチであると以外とお値打ちで、贅沢な料理をいただける。その穴場をねらっ

たのが「お値打ちランチを食べる会（ランチ会）」である。そのランチ会を月一度開

催するための会場選び、参加者募集、参加者集計、参加申込者への連絡、会場の予

約、会員への情報提供などの準備・調整・予約・連絡など行っていただく幹事さん達

には頭が下がる思いでいる。 

今回第 71 回〜第 80回開催された「お値打ちランチを食べる会」では、毎回お値打

ちで美味しいランチであった。特に印象に残った「ランチ会」の思い出を以下に述べ

る。 

それは、第 79 回「お値打ちランチを食べる会」である。この回に訪れた「天ぷら石

原」が、特に印象に残っている。その理由は、天皇陛下の祝賀御列の儀が行われた 1

週間後に訪れたのがこの「天ぷら石原」だからでる。まず、驚いたのは、地下鉄青山

一丁目駅を出たとたん、どこかで見た道路、光景だということに気づいた。祝賀御列

の儀（皇居〜赤坂御所）パレードは、11 月 10 日（日）15 時〜15 時半に行われ、両陛

下はこの青山一丁目交差点を通過した。その様子はテレビ中継されたのでしっかりそ
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の放送を見ている。その後もニュースで何回となく放送されたので幾度か見たので、

青山一丁目交差点付近の様子はよく覚えている。 

「天ぷら石原」はその青山一丁目交差点

から 5 分ほどのところにある。天丼が安

くて美味しいという評判の店で、いつ行

っても近隣の客で賑わっているそうだ。

20 人程しか入れない小さな店で予約は

受け付けないという。そこで我々LSC 会

員は、ランチには少し早い時間だが 11

時 15 分ごろに店前に集合し開店を待っ

た。うわさの通り開店まもなく満席とな

る。どこで知ったのか不明だが、外国人（オーストラリア）の夫婦もこの時間に席に

つき上手に箸を使い天丼を食べていた。海老野菜天丼￥1,390 を注文すると、写真の

ように海老と野菜の天ぷらで白いご飯の姿が見えない超豪華な天丼が出てきた。見た

目で食べきれないと思った。しかし、天ぷらの味がとても良いこともあって、このボ

リュームなのだが米粒一つ残さず綺麗に平らげた。食べ終わった帰りがけに、また来

たいねという仲間同士の合い言葉が聞こえた。それほどに美味しい天丼であった。 

以上、第 79 回の「お値打ちランチを食べる会」の思い出と感想を述べた。その他 9

回についても、入ったことがない豪華なレストランばかりで、珍しくて美味しい料理

を堪能させてもらった。月一度の「お値打ちランチを食べる会」は、郊外から都心へ

出向く我々夫婦にとって小旅行のようだ。地下鉄を利用し電車に乗るのにホームまで

行くことが山を下りあるいは山を登るようで、知らずのうちに運動になっている。そ

れに、LSC 会員の皆さんと合流し、美味しいランチを食べながらお喋りし、大いに笑

うことができるので、これも老化防止になっていることは間違いない。 

毎度のことながら、「お値打ちランチを食べる会」の幹事さん達に、美味しいラン

チを毎月食べ、お喋りする機会を作って頂き感謝しています。第 100 回の「ランチ

会」ももうすぐやってきます。それまで楽しみにしています。今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。【2019 年 12月 17日 記す】 

小川鑛一／眞喜子 
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