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「電話でお話ししませんか」無
料利用者募集

週2回 ）
13：30～16：00。日々、会話
をしていますか。私たちと電話
でお話をしましょう 65歳以上
の高齢者世帯（日中独居を含む）、
外出困難な障がい者等 狛
江市社会福祉協議会☎3488-
0294FAX3430-9779はとの会

催　　し催　　し催 し催 しし催 し催 し催　　し催　　ししししししししししししししし催催催 し催 し催　　し
狛江・自然とふれあう集い
8日 0：00～14：30狛江

駅北口付近集合。狛江市内の古墳
を巡り、渋沢栄一が再興した万葉
の歌碑へ 先着30人 200円（保
険代含む） 狛江・自然と触れあ
う集い☎090-7204-1146野口
心の病・家族相談
10日（電話相談）・24日（電

話・面接相談）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

親子ビクス
首すわり～2歳半＝11 ・

27 、1歳前後～4歳くらい＝
19 、10：45～11：45中央公
民館。子どもと一緒に曲に合わ
せた触れあい遊び＆ママのボデ
ィケア 動きやすい服装（着替
え）、タオル、飲み物 子どもと母
親 1回1,000円 先着順。締切
開催前日 親子ビクスサークル
oyakobikusu.k@gmail.com加藤
多摩川でバードウォッチング
15 9：00～13：00。和

泉多摩川駅前集合（雨天中止）。
下流に向かって観察。南部地域セ
ンターで解散 双眼鏡（無くても
可）、筆記用具、昼食 200円 狛
江探鳥会☎080-2094-8822由井

絵本の楽しさを知る
18 15：00～15：30

15人・22 11：00～11：30
10人こまえくぼ1234。コロナの
影響により中止の場合あり マス
ク着用 幼児から小学生 り
ぷりんと・狛江 かわせみ☎090-
6195-3473細谷
こまえ楽市
22 10：00～15：00え

きまえ広場。フリーマーケッ
トと市内業者出店による市
フリーマーケット出店1,100円
先着順。締切17日 狛江

楽市の会☎5438-8805FAX5438-
4331 komaeraku1@gmail.com
坂本

美恵子ワクワクコレクション展
27 ～29日 2：00～

18：00（最終日17：00）泉の
森会館。1945年生まれが愛した
絵画等コレクション展示
IMF☎5497-5444平岡
狛江フィルハーモニー第47
回定期演奏会

28 多摩市民館。曲目：ブラ
ームス交響曲第4番ほか。指揮：
三河正典 狛江フィルハー
モニー管弦楽団☎070-3867-
9651事務局
第43回狛江市バドミントン
大会（会長杯）

6月12日 9：00市民総合体育

館。男子・女子ダブルス。一般（45
歳から）の部 原則、市内在住・
在勤・在学者、令和4年度当協会
登録会員 36ペア 会員1,200
円、一般1,700円 締切5月12日
着 狛江市バドミントン協会

☎5497-6568大久保

会員募集
ストレッチ

10：00～12：00中央
公民館。健康、美容のための運動。
親切、ていねいな指導。見学自由
2,500円 1,000円 ハーモニ
ー☎3489-2251原田
囲碁

3：00～17：00
あいとぴあセンター。囲碁は生
涯楽しめるゲームです 60歳以
上の狛江市または近隣在住者
2,000円 1,000円 あいとぴあ
囲碁クラブ☎080-5644-1434
井上
書道
毎 第2・4 3：30～16：

30。書に関するもの。万葉かな、
ペン習字 4,000円 1,000円

1,000円 美墨会☎・FAX3480-
1920武居
フォークダンス

2・4 9：30～11：

30中央公民館。指導者と世界の
フォークダンスを踊る 健康な人
1,500円 1,000円 F・Dフ
ラミンゴ☎3480-0257望月

komaekomaekomae

仲間仲間仲間

●記事中の記号●
健康、 スポーツ、 文化、 交流・

地域、 その他、 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

邦楽百選会第9回勉強会
分

に西河原公民館で第9回勉強会を開く。
同会は市内にある日本舞踊を教える師匠が流派を越えて伝統芸能
を継承していこうと昭和58年に発足した。59年から20回目にあた
る平成15年までエコルマホールなどで発表会を毎年催していたが、
16年からは普段のけいこを見てもらう勉強会と発表会を隔年で開催

している。現在は全体的に
門下生が減り、発表会も少
なくなっているため、門下
生や愛好家にとっても勉強
会は貴重な機会だ。

今回は、同会所属の８団体のうち藤間・尾上・西川の３流派の５
社中の弟子と師匠など小学生から86歳まで28人が舞台に立つ予定で、
祖母と孫が一緒に踊る演目もある。また、日本文化に憧れ2年前から
日舞を習い始めたスリランカ出身の28歳の男性が「老松」、俳優の渡
部豪太さんが「雨の五郎」を披露するほか、花柳流の賛助出演もある。
事務局の丸山さんは「演目はほとんど古典ですが、市内に伝わ
る多摩川ばやしのおかめ踊りなど親しみやすい演目もあるので、
気軽に鑑賞してください」と話している。入場無料。
問い合わせ☎3488-1247狛江市邦楽百選会　丸山さん。

邦楽百選会の発表会

説明会
■■■こ■こ■こ■こ■こここまままえまえくぼ団体登録説明会
222121日 14:00 ～ こ ま え く ぼ
1234 こまえくぼ1234へ登録を
希望する市民活動団体 10団体程
度。以後は月１回程度実施の予定

専門部会部員募集
■広報部会部員
広報紙「こまえくぼ1234」等の記
事作成
■体験学習部会部員
狛江の市民先生による出前授業の内
容検討等討討
■ホームページ部会部員
こまえくぼ登録団体の情報発信支援援
パソコン、インターネットが使える人

ボランティア募集
■学習ボランティア
養育家庭で生活している小学生～
高校生の家庭学習支援援 大学生、大大
学院生 児童養護施設 二葉学園（田
渕）☎042-482-2578 gakuen@
futaba-yuka.or.jp
■おりがみサロン
11日 13：00 ～ 15：00。折
り紙でボランティア活動、交流
当日先着10人程度
■切手カフェ
13日 ・20日 13：00～ 15：
00。古切手の整理。古切手の収
益をボランティア事業に使用
■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
■こまえくぼ広報紙配達ボランティア
毎月初めから10日頃までの間（1
月は20日～月末）に、「広報誌こま
えくぼ1234」を配達（配達先は問
い合わせ）

今月のこまえくぼ
休館日＝3日 、4日 、5日 、10
日 、17日 、24日 、31日

施設利用時のお願い
こまえくぼ1234は感染対策を行っ
て開館しています。感染状況によっ
ては、機能や設備利用の一部を制限
する場合がありますので、ホーム
ページや窓口等で確認してくださ
い。

狛江市市民活動支援センター（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。

５月５日はこどもの日。
「端午の節句」に子
どもの健やかな成長を
祈って揚げられるこい
のぼりは初夏の風物詩
となっている。
むいから民家園では庭
にこいのぼりを揚げる
とともに、旧荒井家住
宅内に五月人形を展示
する。

写真：織田邦彦さん「五
月晴れ」

（第3回狛江市観光写真コ
ンクール優秀賞）
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