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書道
毎 第1・2・ 4：

00～17:00駄倉地区セン
ター。毛筆、ペン習字。初
心者歓迎 筆、下敷 3歳
以上 4人 4,000円
2,000円 事前 玉朱会
☎・FAX3489-4694
女声合唱
月4 10:00～12：

00西河原公民館。ていね
いな歌唱指導とピアノ伴奏
で練習。見学自由 5,000
円 コーラス「野の花」☎
3488-3117谷田部
タッチラグビー

9:30～11:30市

内グラウンドほか。ボール
を使った鬼ごっこのような
スポーツ 運動しやすい服
装、飲み物 高校生以上（中
学生以下は相談） 8,000
円 狛江タッチラグビーク
ラブ komaetouch.adm 
+wakko@gmail.com林
https://sites.google.

com/site/komae touch 
rugbyclub/
太極拳
毎第1・2・ 13:50

～16:05市民総合体育館。
健康水準を高め、充実した
精気を保つ。初心者歓迎
動きやすい履物 市内在住
者 若干名 2,500円
1,000円 狛江太極拳倶
楽部☎3480-4589植田

手編み
10:00～12：

00中央公民館。手作りセ
ーターを着ませんか。初め
ての人歓迎 毛糸、棒針
など 3,000円 3,000
円 手あみの会☎080-
6578-9215土肥
気功・太極拳

10:00～12:00
中央公民館。深い呼吸でゆ
っくりと動く。初心者歓迎
運動しやすい服装 気功
/太極拳各3,000円、両方
5,000円 5,000円 体
験1回1,000円 気功・太
極拳狛江クラブ☎3489-
6236荒井

紅茶とスイーツを楽しむ
毎 13:30～

15：30コミュニティサ
ロンさくら（個人宅）。お
いしい紅茶を入れ、スイ
ーツを楽しむ 女性 先
着5人 700円 6日
～20日 コミュニテ
ィサロンさくら☎090-

8588-8427 FAX3488-
0603 pekoapoko@
hotmail.com濱田
孫育て昔遊びの会
月１回程度。昔遊びで

子どもと楽しく遊ぶ。指
導者と支援者を募集 中
高年者 1,000円 事前
「孫育て昔遊びの会」☎
090-9144-9384 se-
udagawa@tuba.ocn.
ne.jp宇多川
俳句
毎 9:00～12：

00中央公民館。俳句を通
して親睦を図り、俳句の歴
史・文化を学ぶ 1,000
円 1,000円 事前 い
づみ俳句会☎3489-2075
米山
剣道

18:45～
21：00野川地域センタ
ー・緑野小学校。初めての
人でも基本から指導。見
学・体験随時 小学生以上
2,000円 事前 狛江

剣道同志会☎090-2657-
0393西川 http://www.
sam.hi-ho.ne.jp/tsub/
手編み
月 10:00～

12:00中央公民館。初心
者、経験者問わず。見学自
由 3,000円（別途施設
使用料200円） 1,000
円 ニットサークル☎
6794-3359遠藤
親子体操
月3～4回 ～

16:30南部地域センター。
音楽に合わせて、親子で体
を動かす。体験歓迎 飲
み物、雑巾 年少～年長
20組 1,000円 事前
コアラ コアラ koala_
komae@yahoo.co.jp岸
中高年の卓球

11:25～13:30
市民総合体育館 卓球用
具 健康な中高年 若干名
1,000円 1,200円

たまりばークラブ☎080-
5430-1034 FAX3488-
2299富重
ソフト ジャズダンス

9:45～11:15市
民総合体育館。音楽に合わ
せたストレッチとステップ
で基礎体力を維持 動きや
すい服装、タオル、飲み物
3,000円 1,000円
事前 シェイプ・アップT
☎3430-7478吉村
リラクゼーションバレエ

19:15～21:30
中央公民館。クラシックバ
レエを基礎とした美容、健
康体操。見学自由 3,200
円 Yu’ sエッセンシャル
バレエ☎3489-2251原田
ボディコンディショニ
ング
10:15～11:30中央

公民館。ピラティスベー
スで正しい姿勢としなや
かな筋肉を作る 5本指ソ

ックス、バスタオル、飲
み物 3,000円 1,000
円 先着順 ノートル☎・
FAX3480-0736 g3x-
mk@i.softbank.jp竹内
小学生バレーボール

16:00～18:30、
17:00～19:30、毎

定（遠征、試
合あり）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年生の女子 3,000
円 事前 狛江セブン☎
080-5376-8471山 本
http://komae7.wix.

com/komae7#
クラシックバレエ

13：45～15：15
（女性）、15：30～16：30（就
学前）、16：30～17：45（小
学生）、18：00～19：30（中
高生）中央公民館 レオタ
ード、バレエシューズ、タ
イツ 5,000円 4,000

円 事前 狛江クラシッ
クバレエ☎080-4087-
2090ラマザデ
ダンススポーツ
初心者講習会月4回

10:05～11:05市民総合
体育館。公認指導員がコ
ーチ。体験レッスン1カ月
無料 ダンスシューズ
社交ダンス初心者 10人
1,500円 オンステッ
プソシアル☎・FAX3488-
0621 taka375@jcom.
home.ne.jp高橋
ショートテニス

9:00～11:15西
和泉体育館。硬式テニス
入門基礎練習に最適。初
心者・初級者歓迎。見学
自由 運動靴、貸しラケ
ットあり 成人 若干名
1,000円 1,000円 狛
江ショートテニスクラブ☎
3480-7518 danjou@
white.plala.or.jp檀上

26日にエコルマで公演
ミュージカルCoCo～
劇団「ミュージカルCoCo～」

（代表・田部谷道子さん）が
26 にエコルマホールで
ミュージカル公演「Voice」を
上演する。
同劇団は平成16年の結成以
来、「オズの魔法使い」「ねこは
しる」「雪のひとひら」など8回の
ミュージカルを上演、毎回高い
評価を集めている。
今回は市民参加の合唱発表
会をテーマに、田部谷さんの原
案を元に演出家の野崎美子さん
が脚本を書いたオリジナル作品
で、曲もオリジナル。公演時間
は約90分。出演する小学2年
生から60代までの28人は本番
を前に週２、３回の猛練習に励
んでいる。
公演は、午後1時と4時30分
の2回で、入場料は1,000円。
チケットは泉の森会館とエコルマ
ホールで扱っている。
問い合わせは☎090-2766-
8231田部谷さん。ホームペー
ジはhttp://coco.her.jp/

狛江消防少年団が40周年
活動たたえて消防総監賞
狛江消防少年団（三宅豊団

長）の発足40周年を祝う記念
式典が5月８日エコルマホール
で関係者や市民など約700人
が参列して催された。
式典では、昭和５１年４月に
全国で初めて誕生して以来、
他の消防少年団のさきがけとし
て、地域の防災のために熱心
な活動を続けてきた功績に対し
同団と三宅団長に消防総監賞、
同団に狛江市長賞、東京消防
少年団連盟会長賞などが贈ら
れた。
式典では、東京消防庁音楽
隊によるマーチなどの演奏、団
員による寸劇仕立ての救急な
どの演技が披露され、大きな
拍手が送られていた。

岩戸親睦会が40周年
記念にベンチ2基寄贈
岩戸親睦会(小川正昭会長)
が、創立40年を記念して5月
８日に岩戸地域センターで記
念式典を催し、狛江市に「思

いやりベン
チ」２基を
寄贈した。

地域の人に役立ててもらお
うと記念としてベンチを贈るこ
とにした
もので岩
戸北のけ
やき公園
と岩戸南
の岩戸川
公園の２
カ所に設置された。
同会は、岩戸出身者を中心

とした岩戸青年団を母体に創
立、現在は岩戸南と岩戸北
在住の20代から90代の会員
187人で構成し、岩戸八幡神
社の祭礼や盆踊りなどの行事
を催すほか、郷土芸能など6
つの部活動、神社の清掃やバ
スハイクなど実施し、地域の
交流と親睦を図っている。

応急手当の講習会
狛江消防署が開催

災害や事故など万一の時に
備えて応急手当の技術を学ん

でもらおうと、狛江消防署が
毎月第2日曜日に普通救命講
習会を催している。
講習では、止血の方法や心
肺蘇生、ＡＥＤの使用法、窒
息の手当など応急手当の基本
的な知識や技術を救急隊員な
どから学ぶ。
6月は１２ 午前9時～12
時に狛江消防署で開催。対象

は市民及び市内在
勤・在学者で申し込
みは７日 で。教
材費１,４００円。
申し込み・問い
合 わ せ ☎3480-
0119狛江消防署。

会話と食事をテーマに
4日に公開健康セミナー
東京慈恵会医科大学附属第
三病院が４日 2時から
同院近くの第三看護専門学校
６階大教室で「公開健康セミ
ナー」を催す。
「会話と食事を楽しもう！　
物忘れと誤えん防止」をテーマ
に同院リハビリテーション科の
言語聴覚士山本一真さんが講
演する。定員先着200人で参
加無料。
問い合わせは☎３４８０-１１５１
同院管理課。

消防庁音楽隊と団員が競演

40周年祝い獅子舞披露

狛江市長選挙が6月12 示、
19日 に投票と開票が行われる。7月
の参議院議員選挙からは、公職選挙法
の改正によって18歳から投票できるよ
うになるなど、選挙への関心が高まっ
ている。狛江市選挙管理委員会委員長
の大久保幸藏さん(66)に話を聞いた。

「選挙管理委員会（選管）は地方自治
法で設置が義務付けられ、全国すべて
の地方自治体にあります。面積や人口
に関係なく、どの自治体でも定員は4
人です。委員は、各党派から推薦され
た候補者から市議会議員が投票で上位
4人を選び、委員の互選で委員長を選
びます。任期は4年で、再任もできます」
「私は平成27年10月22日に就任
し、今回の市長選が初めて担当する選
挙です。選管は毎月1回、定例会を開
いて、選挙の日程調整、開票、報告ま
での流れを決め、スムーズに実施する
のが仕事です。市職員時代に投票所の
設営や開票事務も経験しているので、
仕事はある程度理解しています」
「最近は若い人の選挙の投票率が下が
る傾向にありますが、選挙は民主主義
の基本であり、政治に参加できる重要
な機会です。また、公平で公正な選挙

を実施することの大切さを多くの人に
知っていただきたいです」
「選管は、選挙を実施する際に中心と
なって準備から投票、開票までさまざ

まな業務を行
い、その結果
について責任
を負っていま
す。 選挙に
関する仕事で
重要なのは投

票日の決定ですが、狛江市の場合、市
議会議員選挙は統一地方選挙の後半と
日程が決まっており、都知事や都議会
議員選挙は都選管が決めた日程に従っ
て仕事を進めるので、独自に決めるの
は市長選挙だけです。今回の市長選挙
は、参院選の日程にもよりますがおそら
く20歳以上が投票する全国最後の首
長選挙として多くの人から注目されてい
るので、ぜひとも投票率を上げたいです」

「選管の中には、市民27人で組織す
る『明るい選挙の推進協議会 (白バラ
会 )』があり、選挙広報や投票率を上
げる運動を行っています。白バラ会には
2人の選挙管理委員も入って活動しま
す。今回の改正は、選挙権を持つ人を
18歳に引き下げる大きなものなので、
多くの市民に知ってもらうための広報活
動に力を入れたいです。また、狛江市
内の在住･在学の高校生を対象に選挙
ボランティアも募集していますので、ぜ

ひ応募してください」
問い合わせ☎3430-1343狛江
市選挙管理委員会。
大久保幸藏さんの横顔＝狛江
市中和泉生まれ。狛江第二小学

校、狛江中学校を経て國學院久我山高
校、國學院大學経済学部を卒業。昭和
48年に狛江市役所に入庁、建設部を振
り出しに教育委員会、環境部などを経
て福祉部長に就任、平成23年に退職。
地元の青年会や神社などの役員、狛江
市バレーボール協会理事長、狛江市体
育協会理事、日本善行会狛江支部副支
部長。趣味はバレーボールなどのスポー
ツと祭礼、盆踊り、近隣の街歩き。

狛江市選挙管理委員会
委員長

大久保幸藏さん

公平で公正な選挙を実施する大切さを知っていただきたいです


