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９カ所に絵手紙ポスト
市役所にギャラリーも
「絵手紙発祥の地－狛
江」を浸透させようと、狛
江市内の郵便ポスト９カ所
に絵手紙のラッピングが施
された。
狛江市が進めている「狛
江市まるごと美術館」の事
業の一環。市内の郵便局７
局と狛江市役所前、狛江
駅北口にあるポストの側
面に「絵
手紙発祥
の地－狛
江」実行
委員会の
委員がか
いた絵手
紙と、市
内在住の
絵手紙創
始者小池邦夫さんがかいた
北口ロータリーにある巨大
絵手紙の初代と２代目の絵

手紙のラッピングが施され
ている。
また、市役所２階ロビー
の一画に小池さんのギャラ
リーが開設された。
小池さん愛用の筆やすず
りなどの道具、書籍、モチー
フに使った古美術品などが
展示され、訪れた人は熱心
に見入っていた。

６カ所で総合防災訓練
コロナ対策やVR防災体験
11月28
弱の地震が発生したとい
う想定で狛江市総合防災
訓練が小・中学校や地域
センターなど市内６カ
所で実施され、市民など
1,176人が参加した。
各会場では避難所運営
協議会が避難者の受け付
けなど避難所運営に欠か
せない基本行動の体験など
に加え、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止に備

えた訓練を
新たに行っ
た。
西和泉体
育館では、
避難所運営
協議会のメ
ンバーが防

護服を着て体
温測定を行っ
た り、 感 染
の疑いがある
人を隔離する
専用スペース
の設置などに
真剣な表情で
取り組んでい
た。
会場には東京消防庁のVR
防災体験車が総合防災訓練
に初めて登場、ヘッドマウ
ントディスプレイを着用し、
揺れる座席に座って最大震
度７を体感した人たちは「本
当の地震に遭っているよう
で、怖かった」などと話し
ていた。

紙切りや音楽など楽しむ
子ども食堂クリスマス会
こどもの多摩里食堂（西
尾圭代表）が、狛江市教育
委員会共催で12
に中央公民館でクリスマ
スお楽しみ会を開催、小
学生47人が参加し
た。一昨年までは
バイキング形式の
食事と多くの企画
を用意したイベン
トだったが、新型
コロナウイルス感

染症拡大防止のため、昨年
からイベント中心で協力団
体から贈られた食品を持ち
帰る方式に変更された。
6回目の今回は、笹理恵

さんの指導で紙切りにチャ
レンジしたほか、調布マ
ジッククラブによる手品、
ピアニストの高見秀太朗さ
んとヴァイオリニストの細
川奈津子さんによる「ハン
ガリー舞曲」などの演奏を
楽しみ、食品を持ち帰った。
西尾さんは「昨年に続い
て開催できてうれしい。子
どもたちが楽しそうで良
かった」と話していた。

防護服を着て検温

クリスマスの歌を楽しむ子たち市役所の小池邦夫ギャラリー

絵手紙ポスト

コントラバスの生演奏に感動、コロナ禍のストレス軽くなった

「狛江でクラシック
企画委員会」（神代稔子
代表)が10月31
和泉本町のエプタ・ザー
ルで７回目のコンサー
トを開催、約70人がコ
ントラバスの生演奏を
楽しんだ。
同会は、遠くまでコンサートに出
かけるのが難しい高齢者や親子に身
近で質の高いクラシック音楽を聴く
機会を安価で提供しようと市内在住
のピアニスト神代さんが、近所の音
楽愛好家とともに平成22年に結成

し、初めて開催し
たコンサートが好
評だった。
一昨年から新
型コロナウイルス
感染症によって演
奏会が激減し、外
出も難しい状況が

続いたが、同会では「こうした時こそ、
質の高いコンサートを通して、多く
の人に精神的な豊かさと安らぎを与
え、コロナ禍による精神的なストレ
スを軽くしたい」と考え、入場者を
通常の半分にし、今年度の市民公益

活動事業補助金（チャレンジ補助金）
を受けてコンサートを催すことにし
た。同会が同補助金を受けるのは平
成27年度に続いて2度目。
当日は感染対策に十分留意しなが
ら、ＮＨＫ交響楽団の首席コントラ
バス奏者吉田秀さんをゲストに招
き、神代さんとパガニーニ「モーゼ
幻想曲」、ラフマニノフ「ヴォカリー
ズ」、グリエール「タランテラ」な
ど10曲を演奏、聴衆は「間近でコ
ントラバスを聴くのは初めてで、す
ばらしい技巧と音に感動しました」
「生の演奏を聴くのは久しぶり。音
が直接体に伝わってきました」など
と喜んでいた。

Start &
Challenge

神代さん（左）と吉田さん

品
目

店　　名 定休日/受付時間
電話番号/ファックス 配達条件/取扱品

酒
・
食
料
品

玉川屋酒店 日/11:00～20:30

3480-8449/3480-8449 2,000円～、米3kg～/米

籠屋　秋元商店 月/10:00～19:00

3480-8931/3489-2044 3,000円～/地酒、焼酎

アクアクララメトロポリタン 日・祝/9:00～18:00
0120-15-5959/5438-6507 ボトル2本～/ミネラルウォーター

Kenko Coffee 日・月・祝/10:00～ 16:00

5497-3766 1,000円～/コーヒー豆、紅茶葉、焼き菓子ギフトなど

Izumi Brewery 月/16:00～21:00（土・日・祝11:00～20:00）

5761-7130/5761-7130 応相談/自家醸造クラフトビール、サイダー（リンゴ酒）

エイソアイコーポレーション 日/9:00～17:00
5761-5167/5761-5168 400ｇ2本～/輸入はちみつ

K.Base Roastery Lab. 水/9:00～20:00（土・日・祝10:00～18:00）
6677-7566 1,000円未満配達料300円、1,000円以上配達料無料/コーヒー豆、ドリンク・軽食

スタジオ　マーリエ 日・祝/10:00～18:00

5438-8805/5438-4331 800円～/オリーブオイル、胡麻油、紅麹塩、有機醤油、プロポリス他

飲
食
・
弁
当

し 火・水/17:00 ～ 21:00（土・日・祝11:00～13:30、17：00～21：00）

3488-6668 3,000円～、配達料500円/ し

四季彩　春風 水/2日前まで

5761-8447 5,000円～/弁当、オードブルなど

肉

肉の白井 日・祝/10:00～18:00

3489-0674 800円～/肉、惣菜

中村精肉店 月/8:00～20:00

3489-3064/3489-3064 1品～/肉

果
物
フルーツのあすなろや 日/9:00～18:00

3480-0951/3480-0964 800円～/果物、野菜

肥
料
日本ライフ㈱ 土・日・祝/9:00～17:00

3488-8700/3488-9921 1,000円～/肥料

品
目

店　　名 定休日/受付時間
電話番号/ファックス 配達条件/取扱品

時
計
メ
ガ
ネ
宝
飾

セイシン本店 水/10:00 ～ 19:00

3480-8463/3480-6968 1,000円～/時計、メガネ、宝飾、補聴器

ジュエリーエル 日/9:30 ～ 17:00

3480-0587/3480-0587 1,000円～/アクセサリー

金
物
プロハンズ　アイヅヤ 日・祝/7:00～19:00

3489-1621/3489-1622 800円～/金物、工具、ペンキほか

灯
油
㈱ニシヤマ 日・正月/8:30～18:00

3489-1662/3489-7840 1,200円～/灯油、LPガス

薬
森田薬局 年始/9:00～21:00（日・祝10:00～20:00）

3489-3113/3489-3113 800円～/漢方薬、化粧品、健康食品

相
談
狛江司法書士事務所 木/9:30～18:00（土・日・祝13:00～18:00）

3488-3353 相談/司法書士相談

ク
リ
ニ
ン
グ

柴田クリーニング 日/7:00～20:00

3489-2977/3489-2977 1点から相談/クリーニング

倉持クリーニング 日/8:00～20:00

3489-4371/3489-4371 1点～/クリーニング

つくばクリーニング宅配部 日・祝/9:00～18:00
5761-8825/3488-4108 2,000円～/クリーニング

住
ま
い

住けっと 不定休/8:30～20:00

090-6300-1414/5761-8843 相談/エアコンクリーニング、ハウスクリーニングなど

整
骨
・
鍼

フルケアファミリー接骨院・フルケア鍼 整骨院 不定休/平日・土10:00～ 22:00（日・祝10:00 ～20:00）

4285-3046、5761-5199 保険治療300円～、自費治療5,000円～/マッサージ治療

こまえ鍼 日・祝/平日9:00 ～ 20：00（土9：00 ～ 16：00）

3489-2790 保険診療初診600円～、自由診療60分6,000円（出張料含む）/マッサージ、鍼
フ

イ
シ

ル

エ

ス

テ

メナードフェイシャルサロン狛江駅前 不定休/12：00 ～ 18：00
3488-7411/3488-7411 出張フェイシャルエステ40分5,000円または化粧品1品～

簡単で気軽、安心して利
用できると高齢者や子育て
中の人に好評を呼んでいる
狛江市商工会の「商店宅配
事業」。日常生活に必要な
品を自宅まで届けてもらえ
るだけでなく、様々なサー
ビスも提供されているた
め、新型コロナウイルス感
染症対策としても多くの市
民の注目を集めている。

この事業は、消費者への
サービス向上と、お店と顧
客とのコミュニケーション
の促進などを目的として平
成13年から始まったもの
で、20年が経ち、すっか
り定着している。
現在では、市内の27の
商店や事業所が食料品など
バラエティーに富んだ商品
の宅配に加え、クリーニン

グなど多彩なサービスを提
供している。
利用方法は簡単で、下表
の登録店に商品名（サービ
ス名）と数量、配達希望時
間、住所を電話やファック
スで注文するだけで、パソ
コンなどが使えない人も
気軽に利用できるのが特
色。また、登録店は商工会
の地域コミュニティサイ
ト「コマエリア」（https://
komaeria. com/）にも
掲載されている。
灯油や米、酒類など重い
品物を玄関先まで届ける店
や事業所もあり、好評だ。

子育て中の人は「買い物
に行くとき、小さい子を連
れて行くので苦労していま
したが、電話をするだけで
必要な品物を家まで届けて
もらえるので助かっていま
す」、高齢者は「家まで運
ぶことを考えて、買う量を
控えていましたが、その心
配がなくなって大助かりで
す」。また、「コロナの感染
が怖くて買い物を控えてい
ましたが、安心して必要な
品が頼めるので喜んでいま
す」と話している。
問い合わせは☎3489-
0178狛江市商工会。

狛江市商工会の商店宅配事業

※年始の休みは各店舗にご確認ください。
※市外の受付や配達を行っている店もあります。

電話やファックスで注文
新型コロナ感染症対策で注目

多彩な品物やサービス届ける


