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親子ビクス
1歳～4歳＝8日 26 、

首すわり～4歳＝10日 首す
わり～2歳半＝21日 0：45
～11：45西河原公民館ほか。X’
mas曲に合わせた親子の触れあ
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、10日
のみ父親の参加可 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
「ちくちく・土器土器」展
9日 11 10：00～18：

00（最終日16：00）泉の森会館。
日々のくらしに欠かせない陶磁器
たち。代表：南三江 IMF☎
5497-5444平岡
コラボ5 クリスマスおはなし会
10 13：30～15：00中

央公民館。市内5団体合同イ
ベント。絵本、紙芝居、人形
劇、オカリナ。入退室自由 先
着30人 コンティーゴ☎
080-6896-9847 collabo_5 
@yahoo.co.jpガリード

心の病・家族相談
13日 （電話相談）10：00～

11：30。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
多摩川でバードウォッチング
18 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
ジュニア育成地域推進事業ビ
ーチボール大会 こまCUP

18 9：30市民総合体育館
ユニフォーム（ゼッケン）、体
育館シューズ、タオル、飲み
物、昼食 小学1年生～中学3年
生（1チーム4～6人） 申
込書はEメールで請求。締切5日

狛江市ビーチボール協会☎
080-5513-0529 misumi.k@
galaxy.ocn.ne.jp三角
リウマチ友の会
21 13：30～15：30調

布市総合福祉センター。リウマ
チについての勉強会と会員相互
の親睦をはかる 飲み物 リウマ
チ患者、家族 200円 調布・狛
江リウマチ友の会☎・FAX3488-
7355加古

小学生バレーボール
7：00～19：30、

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
合気道
毎 19：00～21：00狛江

第二中学校、毎 8：45～21：
00・毎 6：15～18：30市民
総合体育館。柔軟と基礎練習。ケ
ガをしにくい体作り。道場の清
掃等。無料体験あり タオル、飲
み物 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 
2013yumi8@ezweb.ne.jp

中村
リラクゼーションバレエ
月4 中央公民館。バレエを

基礎とし、マットやバーを使ったス
トレッチ体操 3,200円、施設費
800円 Yu’ sエッセンシャルバレ
エ☎080-4463-9004池端
フランス語雑誌輪読会

。最新
フランス語雑誌を読む 雑誌記事
のコピー、辞書 フランス語を辞
書付で読める人 先着2人 500
円 締切1月31日 白百合の
会 ☎3489-9691 takenawa.
albis@festa.ocn.ne.jp竹縄
親子体操
月3～4回 0～10：

30、B=10：30～11：30南 部
地域センター。2023年4月か
らの活動。LINE（二次元バーコ
ード）で体験随時受付 動きや
すい服装、飲み物、雑巾（タオ
ル） 2023年度に3歳になる子
1,000円 先着順 カンガル
ークラブ kangarookomae@
yahoo.co.jp神場

「komaeの仲間」は市民活動団体の情報コーナーです

●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
るには事前に団体登録が必要です。

■「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。

スタジオを使った卒業式や入学式、七五三などの記
念写真、ポートレート、証明写真などの撮影を行うほ
か、劇団の練習などスペースの貸し出しを行っている。
鉄筋コンクリート２階建てのビルは、フィルムや
ビデオ、サウンドのデジタル修復・復元などを行って
いる㈱東京光音の施設で、カメラマンの綿貫信孝さん
（65）が管理や写真撮影などを担当している。綿貫さ
んによると、以前は同社の写真フィルムの現像所だっ
たが、デジタルカメラの普及でフィルム現像が減った
ため、約30年前にスタジオに変わったという。現在は
1階に写真スタジオとレンタルスペース1室、２階にレ
ンタルスペースが２室ある。写真スタジオは、高い天
井から暗幕がつり下げられ、照明用のライトや撮影の
小道具に使うしゃれたイスやぬいぐるみ、おもちゃな

どが並んで
いる。
綿貫さんは20代の頃、主にキャラクターショーな
どの俳優として活躍していたが、ケガのため断念し、
写真現像関係の会社に転職、写真スタジオで助手とし
て働いた後、カメラマンとして㈱東京光音に入社し
た。撮影だけでなく、フィルムの現像、プリント、引
き伸ばし（ＤＰＥ）などの作業をしながら狛江駅前や
市役所近くにあった店舗の店長を務めていたが、同社
がDPＥ部門を廃止する時に、フォト１の運営を任さ
れた。
綿貫さんは元俳優だった経験を生かし、顧客に写真
映えする美しいポーズや自然な表情をつくるためのき
め細かいアドバイスをして喜ばれている。また、スタ
ジオを利用する俳優をモデルにして美しいポーズや表
情を研究している。なかでも、肌の色を美しく出す技
術が高い評価を得ている。また、幼児はストロボの光
や音で泣き出すことが多いため、昨年からは電球によ
る照明に替えて保護者に好評だという。
綿貫さんは、地域ヒーロー「多摩川戦隊コマレン
ジャー」の生みの親のひとりで、テーマソングの作詞
作曲もした。コマレンジャーは市内のイベントなどに
出演し、子どもたちの人気者だったが、5人のヒーロー
が仕事の都合などでリタイヤ、10数年前に解散して
しまった。ただ、当時のファンたちが今でも写真撮影
にスタジオを利用するという。
綿貫さんは、「証明写真やスタジオ撮影などに気軽
に利用してください。ただ、撮影はできるだけ事前予
約を」と呼びかけている。
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スタジオフォト1
本
町
通
り

一中通り
岩戸北
二丁目

スタジオ
フォト１

☎3489-2646、岩戸北1-15-15、営業時間＝午前11
時～午後８時。年末年始（2 月 ）休み

撮影スタジオと綿貫さん

スタジオ入口

美しい肌色が好評のスタジオ写真
俳優の経験生かしアドバイス

狛江団地商店会❖狛江団地商
店会創立54周年記念第15弾
感謝祭
感謝祭： 31 。期間
中に商店会加盟の各店で1,500円
以上お買い上げのお客様（各店先
着180人）にボックスティッシュ
５箱プレゼント。問い合わせ☎
3489-6519コマエ理容室。

御台橋商栄会❖年末サンクス
セール

年末サンクスセールは４ ～18
（三角くじがなくなり次第終

了）。商店街加盟の各店で買い物
500円ごとにその場で当たる三角
くじが１枚引ける。景品は参加加
盟店で使える5,000円・2,000円・
500円分の金券及び現金100円。
問い合わせ☎3488-2352丸仲。
和泉多摩川商店街振興組合❖
いずたまイルミネーション

「輝け！一八〇商店街」と題して11

25
商店街の入口ゲートをイルミネー
ションで彩るほか、店舗により連
動企画も実施する。
狛江ショッピングセンター❖
テレビに商店街ＰＲ動画
狛江ショッピングセンターの
商店や飲食店など25店を紹介し
たＰＲ動画が12 23
J:COMコミュニティチャンネル
で放送される。
経済産業省の「がんばろう！商
店街」事業の一環で、「昭和レト

ロでエモい！」と題し、店の様子
や推奨商品など1店あたり30秒
にまとめた。「ジモト応援！東京
つながるNews～太田・世田谷・
調布・狛江」（午後５時～5時25
分・再放送あり）の番組内で放送
される。商店街では「多くの人に
商店街を知ってもらい、にぎわい
につながれば」と期待している。
問い合わせは☎3489-0432
シューズショップ東京堂。

商 店 街


