
わっこは毎月１日に新聞折込、駅、協力店などで配布しています
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募　　集募　　集募　　集募　　集募 集募 集募 集募 集募　　集
電話訪問はとの会活動
者募集

月2～3回 ・ ・
ち1日）13：30～

16：00あいとぴあセンタ
ー。一人暮らしの高齢者等
を精神的に支え見守る活動
600円 事前 狛江市
社会福祉協議会☎3488-
0294FAX 3430-9779は
との会担当

催　　し催　　し催　　し催　　し催 し催 し催 し催 し催　　し
川尻美和子、出川清司
作品展示

臨床美術の川尻美和子作品
展＝17 ～22日 水
彩画の出川清司作品展＝
24 ～30日 12：00
～18：00泉の森会館
IMF☎5497-5444平岡
子ども向け英会話
年長～小学3年生＝

6日 20 、3歳～
6歳 ＝27日 5：30～
16：30中央公民館。初心
者歓迎 鉛筆、飲み物
先着10組 1,000円 事
前 English for Everyo

ne englishforeveryo
ne20180122@gmail.
com大幡
スポーツウエルネス吹
矢体験会

4日 18 ・25日
13：00～16：00中央公
民館。健康促進と仲間づく
り。用具は無料貸し出し。
高齢者歓迎 成人 先着各
回5人 締切開催前日
狛江・桜いきいき支部☎・

FAX3489-5548 ninnin.
gentleman.h1919@
gmail.com服部
心の病・家族相談
24 （面接・電話

相談）10：00～12：00
あいとぴあセンター。心
の病についての相談を受
ける 心の病を持つ当事者
とその家族、市民
狛江さつき会（家族会）☎
080-9275-2090安藤

ジュニア育成地域推
進事業ビーチボール

教室
28 ～1月26日 月2
～3回 18：45～21：
00 13：50～16：05
市民総合体育館。申込概要
は学校配布済。市民総合体
育館受付にもあり 体育館
シューズ、タオル、飲み
物 小学1～6年生 30人

締切5日 狛江市
ビーチボール協会☎080-
5513-0529三角

超簡単！着付け体験
８29日 4：00・

15：30中央公民館。誰も
が切らずに作る「造り帯」
で簡単に着付け体験を行
う 先着各回5人 事
前 元気なパラリンピッ
ク応援団inこまえ☎090-
3691-0055 FAX042-
488-7560 fsuzu23@
fsinet.or.jp鈴木

             こまえ平和フェスタ2021 アニメ上映「トビウオの
ぼうやはびょうきです」
9月12日 4：00中 央
公民館。子ども向けアニ
メ上映。20分。親子可

こまえ平和フェスタ
実行委員会☎・FAX3480-
7477 mail@komae-
heiwa-fes.clean.to西尾

会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集
小学生バレーボール

17：00～19：
30、毎 時間不定緑
野小学校。見学・体験歓
迎 体育館履き、飲み物、
タオル 小学1～4年生
3,000円 事前 狛江セ
ブン☎090-3900-2127
栗山

硬式テニス
月8～10回10：00～

12：00元和泉市民テニ
スコート。シニア男子の
会。60歳代の人歓迎 ラ
ケット 中級以上 若干名

1回400円 締切15日
平日テニスの会☎090-
4392-2700岡田

書道
毎第2・4 漢字、

かな、ペン習字 10人
1,000円、その他4,000
円 1,000円 美墨会☎・
FAX3480-1920武居

リラクゼーションバレエ
月4回 9：15～

21：30中央公民館。クラ
シックバレエを基礎とした
美容健康体操。見学自由
3,200円 Yu’ sエッセ
ンシャルバレエ☎3489-
2251原田

合気道
18：45～21：00

狛江第二中学校、毎 8：
45～21：00 16：
15～18：30市民総合体
育館。柔軟と基礎練習から
技など。マスク手袋着用で
2組まで無料体験あり 飲
み物、タオル 子どもから
2,000円 1,000円
事前 養氣會狛江合氣道倶
楽部☎090-5197-1269
中村

英会話
13：00～14：30・

15：00～16：30中 央
公民館または西河原公民
館。カナダ人講師の初・
中級クラス。会話を中心
に学ぶ 筆記用具、テキ
スト（購入後） Eメール
アドレス（携帯メール含
む）のある人 4,000円
事前 狛江国際友好クラ
ブ KatsFujii@outlook.
com藤井

ジャズ
毎第2・4 4：00～

16：00南部地域センター。
ジャズのスタンダード曲を
歌う 筆記用具 初心者、
ジャズ愛好者 3,000円
ジャズボーカル　スマイ
ル kinsan.koma77@
tbz.t-com.ne.jp門脇

ピアノ
毎第1・3 3：30～

16：00野川地域センタ
ー。楽譜が読めなくてもピ
アノが弾けます 筆記用具
2,000円その他200円
かんたんピアノ☎090-

5753-4218作井

●記事中の記号●
健康、 スポーツ、 文化、 交流・地域、
その他、 l狛江市市民公益活動事業補助金事業、
市または市教育委員会後援、 持ち物、 対象、
定員、 入会金、 月会費、 年会費、 参加費、
無料、 申し込み、 問い合わせ先、 Eメール

「komaeの 仲間」の原稿は市役所4階政策室（☎3430-1111FAX3430- 
6870 wacco@city.komae.lg.jp）またはこまえくぼ1234（☎5761-5556）
で受け付けています。原稿は窓口へ直接持参するか、ファックスまたはＥメー
ルでお送りください。掲載するには事前に登録が必要です。

■「komaeの仲間」欄等に
掲載した催し等は新型コロナ
ウイルス感染症により中止・
延期となる場合があります。
最新情報はそれぞれの主催者
へお問い合わせください。

「komaeの仲間」は市民活動団体の情報コーナーです

親子で農業体験
JAマインズが募集
JAマインズが農業体験

「親子でアグリ」の参加者
を募集している。
都市農業への理解と食農
教育を目的として催してい
るもので、今回は猪方3丁
目の畑でダイコンとハクサ
イを栽培して収穫する。
日程は9月11日 種・
植付け・施肥・畝づ
くり、10月16
草作業・間引き・追
肥など、11月27日
収穫・片付けの3回（天候
などで変更の可能性あり）
で、いずれも午前中。初回
は午前９時にJAマインズ
狛江支店に集合。参加費
は1世帯1,000円（傷害保
険代、種子・肥料代など）。
対象は狛江市内の幼児・児
童とその保護者で定員10
組程度（応募多数の場合抽
選）。

希望者は8月16日
でに電話・FAXで申し込
む。
申し込み・問い合わせ
☎3488-3435FAX3488-
2830JAマインズ狛江支
店　経済指導部門。
灯ろうまつりと盆踊り
新型コロナ禍で中止に

コロナ禍の影響で、灯ろ
うまつりと市内の盆踊り2
カ所が昨年に続いて中
止を決めた。
多摩水道橋下流の多
摩川河川敷で例年8月

に開催される灯ろうまつり
は、新型コロナウイルス感
染症防止対策のため昨年に
続いて中止された。
市内の盆踊りは、7月開
催の4カ所に続いて、小足
立納涼盆踊り大会、岩戸親
睦会盆踊り大会が開催を断
念、今年の市内の盆踊りは
すべて中止となった。

第45回邦楽の集い

（開場10時30分）～午後３時に第45回邦楽の集い（狛
江市教育委員会後援）をエコルマホールで催す。
この集いは、日本の伝統文化である邦楽を市民に知
ってもらうとともに、同連盟に所属する団体や会員が
日頃の稽古の成果を発表する場として年１回催されて
きたが、昨年は新型コロナウイルス感染症防止対策の

ため中止された。
２年ぶりの今回は
所属する９団体のう
ち、民謡の狛江市民
謡愛好会・峰明会・
秀狛登久会・民恵会、
舞踊の駒渡美会・美
重駒会、詩吟の洌風
会、小唄・端唄のこ

まの会の８団体と、同連盟と関わりがある人なども
賛助出演、合わせて約100人が舞踏や民謡、詩吟、
小唄、端唄などを披露する。
副会長で事務局の奥谷宗昭さんは「昨年は集いが
開けず発表の場がない人も多かった。２年ぶりの晴
れ舞台のために、出演者たちは熱のこもった練習を
しているので、民謡や舞踊のファンだけでなく、た
くさんの人に見てもらい、邦楽の魅力に触れて欲し
いです。出入りは自由なので、短時間でも気軽に来
てください」と来場を呼びかけている。入場は無料。
問い合わせ☎3489-5572狛江市邦楽連盟　奥谷さん。

一昨年の邦楽の集い
（写真提供：狛江市邦楽連盟）

ボボボボランティア募集
■■■広■広報部会部員
広報紙「こまえくぼ1234」等の記事作成
■おりがみサロン
４日 14：00～16：00。折り紙で
ボランティア活動、交流 先着8人（要
予約）
■切手カフェ
13日 ・20日 13：00 ～ 15：
00。使用済み切手の整理。使用済み
切手の収益をボランティア事業に使用
先着8人（要予約）

■おうちで切手ボランティア
自宅で使用済みの切手を整理する
■デジタルボランティア
イベント等で参加者のパソコンやタブ

レットなどの利用をサポート
■動画作成ボランティア
体験学習の動画の撮影と編集

参加者募集
夏にはじめるちょこっとボランティ
ア・市民活動体験（すべて事前予約制。
こまえくぼ1234へ電話で申し込み）
■聞こえない人とZoomでおしゃべ
りしてみよう
30日 までの または 10：00
～17：00の間の45分間（日時調
整）自宅またはこまえくぼ1234。
Youtubeでの事前学習が必要（「聴覚
障がいについてのいろいろを学ぼう」
１～3講座） 小・中学生・高校生・
大学生 1回2人（家族の場合は1家
族）

■見えない人の世界を知ろう。狛江の
点字探索と作成体験！
30 2時間（日時は要相
談）こまえくぼ1234またはあいとぴ
あセンター。Youtubeでの事前学習
が必要（「視覚障がいについてのいろ
いろを学ぼう」１～4講座） 小・中小
学生 1回5人
■力を合わせて狛江の街を花で盛り上
げよう
９月11 10：00～こまえくぼ
1234。第2回は花の開花状況をみて
12月に予定 小学生～高校生（小学
校低学年は保護者同伴） 10人

今月のこまえくぼ
休館日＝3日 8日 9日 10
日 7日 24日 1日

こまえくぼ1234
〒201-0003狛江市和泉本町1-2-34　☎5761-5556　FAX5761-5033　 info@vc.komae.org
開館時間10：00～ 17：00　休館日＝火曜日、祝日、年末年始

ホームページ
はこちら→

ここに掲載している情報についてはこまえくぼ1234へお問い合わせください。


