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エコルマホールリニューアル
自衛隊音楽隊がコンサート
昨年９月から行われたエコルマ
ホールのリニューアル工事が終わ
り、記念事業となるコンサートが
12月11
コンサートの入場者募集には定
員の3倍の申し込みがあり、この
日は700の定員が埋まった。
リニューアルでは天井などの耐
震化に加えホールの座席の交換、
音響、空調などの設備の更新が実
施された。
コンサートでは、市内在住の

金春流能楽師中
村昌弘さんと次
男の優人さんが
「高砂」と「竹
生島」を披露し
て舞台の再開を
祝った。
次いで陸上自
衛隊東部方面音

楽隊が「威風堂々」「アナと雪の女
王２メドレー」に加え、狛江市の
歌「水と緑のまち」など13曲を
演奏した。
多摩川をテーマに質疑
小中学生の子ども議会

小・中学生が議員となり狛江市
の課題について審議する子ども議

会が11月20
開かれた。
議場には子ども
議員７人、松原俊
雄市長、平林浩一
副市長、柏原聖子

教育長、全部長が出席、鈴木えつ
お副議長が議事進行を務めた。
子ども議員は３グループに分
かれ、多摩川をテーマにワーク
ショップを開くなどして考えた
テーマについて、担当の部長など
に現状や対策などについて質問。
子ども議員からは、トイレの設置、
多摩川で様々な体験を行う授業、
移動図書館などが提案された。
松原市長は「将来の狛江市を考
える上で貴重な意見として参考に
したい」と答えていた。

狛高箏曲部が議場コンサート
予行演習の成果で東京代表に
狛江市議会の議場コンサートが
12月13 、都立狛江
高等学校箏曲部が演奏、訪れた市
民や議員たちは熱のこもった演奏
に耳を傾けていた。
議場では１、2年生の部員10
人が、狛江市の歌「水と緑のまち」
や狛江市在住の作曲家金光威和雄
さん（故人）の「容」などを演奏
した。東京都高等学校文化祭日本
音楽部門中央大会で良い演奏がで
きるように予行演習として令和元
年から開かれている。部長の石塚
日和さん（２年生）は「部員が昨
年より減りましたが、その分全員
が力を合わせ、満足のいく演奏が
できました」と話していた。

12月18
れた中央大会で同校が１位となり、
今年７月に鹿児島県で開かれる第
47回全国高等学校総合文化祭に東
京都代表として出場する。
心肺停止の女性を救命
慈恵大学生らに感謝状

人命救助に功績があった大学生
ら４人に対する消防総監感謝状の

署で行われた。
感謝状を受けたのは東京慈恵会
医科大学医学部看護学科2年の大
植日葵さん（20）ら4人。大植
さんは10月24
ロータリーで心肺停止状態になっ
た21歳の女性に対し救急隊到着
まで胸骨圧迫マッサージを行い、
女性の命を救った。
吉田英生署長から感謝状を渡さ
れた大植さんは「現場では夢中
でしたが、後で
手が震えました。
倒れた人が回復
して良かった。
大学で救命講習
を受けたのが役
立ちました」と
話していた。

演奏する陸上自衛隊東部方面音楽隊

大植さん

謡曲を披露す
る中村さん

議場で演奏する狛高箏曲部

放課後の子どもが地域でのびのびできる居場所つくり
「まなびや」（宮田葉月代
表)は、毎週金曜日午後３時
から5時まで小学生を対象に
学習支援と創作や外遊びを
行っている市民団体。
子どもの保育に関わって
いる宮田さんが子どもたち
に家庭と学校以外でのびのびできる
居場所をつくって子どもが地域と関
わるきっかけにするとともに、地元
で安心して子育てできる環境をつく

ろうと、昨年６月
から西河原公園な
どで活動を始め
た。今年度は趣旨
に賛同した狛江市
社会福祉協議会の
協力で、あいとぴ

あセンターのボランティア室や西河
原公園などで活動するほか、ＰＲの
ためのイベントも開催した。
参加者は和泉小学校の児童が多

く、宿題やおしゃべり、創作などを
している。多い時は7、8人が参加、
決め事が少ない自由な雰囲気が気に
入って通ってくる小学生もいる。
同会では、令和４年度の狛江市市
民公益活動事業補助金（スタート補
助金）を受け、ＰＲポスターの作成
や活動で使う折り紙などを購入した。
同会では子どもを見守るボラン
ティアを増やし、多くの子どもが参
加できるようにしたいとしている。
問 い 合 わ せ はEメ ー ル で
cantabile32@hotmail.co.jp

Start &
Challenge

まなびやで遊ぶ子と
宮田さん（右）

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～/プロポリス製品、有機オリーブオイル、天然石
ちょい飲み 狛江店 受付はEメール(contact@romancing-innovation.co.jp)

Ｅメールのみ 1,500円～、配達無料/肉球マドレーヌ

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

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

肥
料
日本ライフ㈱ 土・日・祝/9:00～17:00
3488-8700/3488-9921 1,000円～/肥料

時
計
メ
ガ
ネ
宝
飾

セイシン狛江店 水/10:00 ～ 19:00
3480-8972/3480-8988 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/9:00～16:00
3489-1662/3489-7840 3,000円～/灯油、LPガス

薬
平安堂薬局 無休/10:00～15:00

6336-9186/3489-5816 条件により配達料無料/医療品、健康食品、日用品ほか

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・祝/7:30～18:00
3489-2977/3489-2977 1点から相談/クリーニング
つくばクリーニング宅配部 木・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、リフォーム

内装本舗ひふみ 日・祝/9:00～18:00

5761-7308/5761-7309 ４枚～交通費無料/障子・ふすま・網戸・畳の張り替え・交換、内装工事

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

理
容
メンズヘアーサロン四季 月・火/9：00 ～ 17：00
3488-5959 カット3,000円、出張料1,000円（出張は月・火10：00～17：00）

狛江市商工会の「商店宅配事業」
が簡単で気軽、安心して利用でき
ると高齢者や子育て中の人を中心
に好評だ。
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

の促進などを目的に平成13年か
ら始まり、現在は市内28の商店
や事業所が食料品や日用品など暮
らしに必要な品を自宅へ配達する
ほか、クリーニングなど様々な
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。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。

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。

高齢者や子育ての人に好評

商工会の「住まいの便利帳」
建設関連の事業所ガイド
ホームページ新設と冊子配布
狛江市商工会が、安心して仕事
を頼める市内の建設関係の事業所
約50社をガイドするホームペー
ジ「住まいの便利帳」を新たに開

設するとともに、同名の冊子を全
戸に配布した。
東京都活性化事業として実
施されたもので、ホームペー
ジ（https ://sumai -benr i .
komaeria.com）では各事業所
の基本的なデータと業務内容、施
工例などを文章や写真などで紹介
している。事業所を12の業種に

分けたほか、営業内容キーワード、
地域などによって検索しやすいよ
うに配慮されている。
冊子はA4判4ページで各事業
所の社名、住所、電話番号、コメ
ントなどを一覧表にして業種別に
掲載している。
問い合わせは☎3489-0178狛
江市商工会。


