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フォトジャーナリスト森住卓講
演会「福島 風下の村の人びと」

5日 0～16：00中央公
民館。原発事故でふるさとを奪わ
れた人々の辛さ、悲しみ、怒りを
語る 先着75人 500円 原発
と気候危機を考える狛江の会☎・
FAX3480-7477 toiawase@
hakarukai.clean.to西尾
田中栄作素描展（II）
9 14日 10：00（初

日11：00）～17：00泉の森会館。
プリミティヴ（原始）美術の世界。
素描とコレクション IMF☎
5497-5444平岡
リウマチ友の会
9日 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

自然と触れ合う集い
12 9：30～11：40エ

コルマホール。山並みを見て今年
の私の１字を書く 筆ペンまたは
筆 先着50人 締切開催当
日 狛江・自然と触れ合う集い☎
090-7204-1146野口
心の病・家族相談
14日 （電話相談）・28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
令和4年度総会・5年度春季
野球大会

総会＝25 18：15（受付18：
00）中央公民館。総会終了後、
抽選会を行う。大会＝4月2日
～7月30日 日曜日、多摩川緑
地公園グランド。審判員募集 参
加届、参加費 市内在住・在勤
者によって構成する12人以上の
チーム 既チーム20,000円、新
チーム23,000円(登録費及び傷
害保険料を含む) 狛江市軟式野
球連盟☎5761-7198FAX3489-
3413岡川
多摩川でバードウォッチング
19 0～13：00。南

部地域センター集合（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

こまえ楽市
26 10：00～15：00市

役所前市民ひろば。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10日 狛江楽
市の会☎5438-8805FAX5438-
4331 komaeraku1@gmail.
com坂本

ハイキング
打ち合わせ会＝第 10：

00～12：00西河原公民館、ハ
イキング＝第 （雨天第 ）
リュック、弁当、水、湯、カッ
プ、ストック、雨具、手袋、シート、
携帯電話、保険証 70歳までで
初級程度の登山ができる人 先
着3人 1,000円（実費は参加人
数で分担） いきいきハイキング
☎3489-5987 ku-fujiwara@
oregano.ocn.ne.jp藤原
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 19：15～21：15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
歌う会
毎 ・ 3：30～

15：30泉の森会館。プロの声楽
家が歌唱指導。世界の愛唱歌オペ
ラ等を学ぶ 配布した楽譜（初め
ての人は用意あり） 回数券3回
10,000円 歌う会 狛江カルチャ
ー☎090-1052-5537戸田
季節の花でフラワーアレンジ
メント

毎第2・ 3：00西河原公民館。
基礎から応用まで学ぶ あれば花
ばさみ 1,000円、材料費3,100
円 事前 フラワー・ラバーズ

☎050-7547-1586外山
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
日本民踊・新舞踊
月4回 3：00～17：00

中央公民館。邦楽連盟、三多摩
舞踊連合、日本民謡新舞踊協会、
各イベントに参加 1,000円 美
重駒会☎3489-8673FAX3488-
5613西牧

「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。

【お願い】原稿の文字は崩さず、できるだけ楷書ではっきりとお書
きください。また、電話番号、Ｅメールアドレス、日時、金額等に
誤りがないようご注意ください。

ウクライナの歌と踊り＆写真展
泉の森友の会がウクライナ人道支援チャリティーの歌と踊りの

会と写真展を狛江市の後援で泉の森会館
を会場に催す。
写真展は21 26 10時～午
後５時（最終日は４時）でフォトジャー
ナリスト渋谷敦志さんが昨年末にウクラ
イナで撮影した写真10数点（写真は戦
闘で破壊された車に描かれた国花のヒマ
ワリ）を初めて展示する。入場無料。

歌と踊りの会は26 後2時～3時30分にウクライナ合唱団
のウクライナ民謡、ウクライナのダンス、避難しているウクライ
ナ人の音楽演奏などが披露される。入場料は2,000円で先着60人。
申し込み・問い合わせ☎5497-5444泉の森会館。

地域の人に半世紀以上にわたり親しまれてきた銭湯
で、日曜日午前中に営業する朝風呂はジョギングやサ
イクリングで立ち寄る人、市外から車で来る人も多い。
浴室には電気風呂、ジェットバス、露天風呂、水風
呂、サウナがある。湯は木材で沸かしており、肌触り
が軟らかく湯冷めしにくいと好評だ。令和3年にはテ
レビドラマ「コタローは１人暮らし」（テレビ朝日）に
実店名で登場した。
同浴場は、浴場主の冨永容子さん（72）の父で農
業を営んでいた桑吉さん（故人）が、５人の娘のた
めに始めた事業のひとつで、昭和41年に開業した。

、掃除、番台などを担当した。
48年からは四女の容子さんと結婚した正敏さん（77）
が会社を退職し、２人で浴場の経営にあたった。
創業当時は風呂のないアパートも多く、42年に第

一次入居が
始まった都
営狛江アパート（狛江団地）の住民も多かったという。
内風呂の普及で客足が減ったが、63年に正敏さんが
「内風呂があっても来たくなる銭湯」を目指し、市内
で最初にサウナを設置、ジェットバスや露天風呂の導
入、番台をフロント形式に変更、湯上がりにくつろげ
るロビーなど次々とリニューアルを行った。市内の銭
湯は多い時には９軒あったが、利用客の減少や後継者
難などで現在３軒（うち１軒は改装工事で休業中）に
減った。しかし、同浴場は冨永さん夫妻の次男の祥
孝さん（40）が家業を継ぎ、親子３人で働いている。
気をつけているのは掃除で、閉店後に入念に行うほ
か、清潔感を保つため、カランなどの交換や壁などの
リニューアルを度々行っているという。
同浴場では、
いるのが特徴で、昭和48年の第一次オイルショック
の時、建築廃材を使って燃料難を乗り越えた経験から、
現在も木材を利用している。そのため、昨年からのガ
ス代高騰の影響がやや少ないという。
以前は開店時間が現在より遅かったが、常連の高齢
者のために開店時間を繰り上げた。最近は、サウナの
効用がテレビ番組などで取り上げられることが多く、
来店客の３割以上がサウナを利用、若い男性の利用客
が多いという。
容子さんらは「大きな湯船でたっぷりとしたお湯につ
かると家庭の風呂より温まり方が違い、湯冷めがしにく
いと好評です。寒い冬には、ぜひ家族や友達同士で体験
して、銭湯の良さを再認識してください」と話している。
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富の湯 公園通り

小足立通り
富の湯

中学校給食センター

上和泉地域センター

愛光女子学園 前原公園

☎3488-2272、西野川4-5-14、営業時間＝午後２時～
午前０時（日曜は午前8時～正午も営業）。月曜日休み

浴室

祥孝さん（左）と容子さん

日曜日の朝風呂やサウナが人気
木で沸かした軟らかい肌触りの湯


