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高齢者見守りの電話訪
問ボランティア

月2
13:30～16:00、定例会＝

あい
とぴあセンター。独り暮ら
し高齢者の安否確認をふま
え、日常の悩みを電話で傾
聴 70歳くらいまで 若
干名 600円 事前 狛江
電話訪問はとの会☎5761-
5556こまえくぼ取次ぎ
こまえ平和フェスタ
2016作品募集

エコルマホールに展示（8
月14日 する平和を願
う絵手紙、俳句、川柳、
短歌を1人3作品まで募
集 締切7月15日
こまえ平和フェスタ実

行委員会☎3480-7477 
manishio@gf7.so-

net.ne.jp西 尾 http://
www.komae-tokyo.
org/festa/
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ハンドベル無料体験会
2日～30 10：

00～11：30西河原公民
館。見学歓迎 事前
ハンドベルSweet☎090-
9328-8478FAX3480-
6482野 呂 http://
handbell-sweet.net
子育ては楽しい　子育
てにホットTime

7日 14 ・21日
28 10：00～14：00
あいとぴあセンター。みん
なで集う。相談も可 乳幼
児と保護者 NPO法
人ファミリー・コンサル
タント協会☎・FAX5497-
7786 info@familyc.
net鶴留 http://www.
familyc.net

ベビーマッサージ
8日 初めての人）・

13 （以前参加した人）
10：00～11：30西河原公
民館。助産師の指導でベビ
ーマッサージを行う バス
タオル、タオル、防水シート
生後2カ月から6カ月の
乳児と母親 1,000円
事前 母と子と助産師の会
☎・FAX3488-2616長尾
第39回東京土建住宅
デー

12 10：00～15：00
市内13会場。住まいの相
談会、包丁研ぎ、まな板削
り、子ども木工教室を開
催 東京土建一般労
働組合狛江支部☎3480-
9761FAX3430-0505
小 田 井 http://www.
tokyodokenkomaeshi 
bu.jp/
楽市
12 10：00～15：

00市役所前市民ひろば。
市民参加のフリーマーケッ
トと市内業者出店による街
おこし 市民 フリーマー
ケット2,000円 先着順
狛江楽市の会☎3480-

2074山岸
アカデミーサマーダン
スパーティー

12 13：30～16：30
中央公民館。トライア
ル、ミキシングあり。初
心者、1人参加歓迎 ダ
ンスシューズ 1,000円
狛江ダンススポーツア

カデミー☎・FAX3489-
8872 shiiba1641@
tbz.t-com.ne.jp椎葉
第44回初夏の音楽会
12 11：00～16：

30エコルマホール。市
内合唱器楽サークル、中
高合唱部器楽部 700
人 狛江市音楽連
盟初夏の音楽会実行

委 員 会 ☎・FAX5438-
7552 bocco1205@
wit.ocn.ne.jp日向
心の病、家族相談
14 （電話相談）・

28 10：00～12：00
カレーショップ・メイ。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☎080-9275-
2090安藤
はじめての遺言相談
15 10：00～12：

00泉の森会館。遺言書の
ポイント整理。エンディ
ングノートも可 先着5人
資料代500円 締切10
遺言書を考える会☎

090-6480-3930北条
健康体操
17 ・24日 4：

00～15：30市民総合体
育館。ボール等を使い音に
合わせて体を動かす 汗拭
きタオル、シューズ、飲み
物 成人 先着10人
締切20 3Ｂ体操

☎3480-3825合田
狛江市三曲協会演奏会
18 13：00～16：

00エコルマホール。日本
楽器の演奏。古典から現
代曲まで。中学生も出演

狛江市三曲協会☎
3489-1555大山
多摩川でバードウォッ
チング

19 9：00～13：00。
和泉多摩川駅前集合（雨
天中止）。下流に向かい、
植物観察もする。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 ☎・FAX3480-
8049 matsumura-take 
ko@sky.plala.or.jp松村
リウマチ友の会例会
22 13：30～15：

30調布市文化会館たづく
り。情報交換、懇談会

飲み物 関節リウマチ患
者、家族 200円 調布・
狛江リウマチ友の会☎・
FAX3488-7355加古
ジュニア育成地域推進事
業ビーチボール教室

25 ～1月18日 月
2～3回 18:45～21：

市民
総合体育館 体育館シュー
ズ、タオル、飲み物 小学
1～6年生 60人 申
込用紙は学校配布ほか、市
民総合体育館受付窓口にあ
り。FAXのみ受付。締切6
月18日 狛江市ビーチ
ボール協会☎・FAX3430-
4096 m i s um i . k@
galaxy.ocn.ne.jp三角
女たちの温泉史ー江戸
時代を中心にー

25 15：00～17：00
泉龍寺仏教文庫。湯治場を
めぐる女性たちの意識を考
える。講師は伊藤克己さん
40人 資料代200円
泉龍寺仏教文庫運営理事会
☎3480-3251FAX3489-
2114菅原
「手打ち蕎麦の郷̶狛
江」蕎麦打ち教室

26 14：00～16：00
岩戸地域センター。手打
ち蕎麦をていねいに指導
手ぬぐい、前掛け、タ

ッパー（持ち帰り用）
子どもから 先着10人
材料費2,000円 事前
元祖 蕎麦打ち迷人会☎
080-1282-8166 sn.
kambara@jcom.home.
ne.jp神原
支援の中身を問い続け
る

7月2日 3：30～16：
30あいとぴあセンター。
社会福祉法人武蔵野で幼児
から成人の施設長本庄さん
の研修会 資料代1,000
円 締切前日 NPO法人
福祉ネット「ナナの家」☎
5438-2773FAX5438-

2774 net7@sk2.so-
net.ne.jp皆河
狛江市卓球団体戦
7月3日 ：30～20：

00市民総合体育館。種目
＝男子、女子及び中学生以
下。試合方法＝4単1複

室内用運動靴、卓球用具一
式、 ゼッケン 市内在住・
在勤・在学者及び連盟登
録チーム 1チーム3,000
円、中学生以下1,500
円 締切6月17日
狛江市卓球連盟☎3489-

4559FAX3489-7783秋元
第38回狛江市バドミン
トン大会（会長杯）

7月17日 9：00市民総
合体育館。男子・女子ダ
ブルス（1・2・3部）。変
更は7月8日 8：00まで

原則、市内在住・在勤・
在学者、平成28年度当協
会登録会員 会員1,200
円、一般1,700円 締切6
月17日 狛江市バドミ
ントン協会☎・FAX3430-
3797滝川

4団体が市民公益活動事業の成果を発表
平成28年度狛江市市民公益活動事業補助金事業報告会が

５月21日に防災センターで催され、27年度にチャレンジ補助
金の交付を受けた4団体が活動の内容や事業の成果について
プロジェクターで写真や図を写しながら、報告を行った。
報告したのは狛江元気スクール、狛江・まちづくり市民会議、
テラコヤ３（さん）、ヘルマンさんの会。

「komaeの仲間」は市民活動団体の情報コーナーです。
掲載ご希望の方は事前に登録が必要です。市役所２階地
域活性課（☎03－3430－1111FAX3430-6870）で受け
付けています。8月号の原稿の締め切りは6月3 です。
●記事中の記号● 対象、 定員、 入会金、 月会費、
年会費、 参加費、 無料、 持ち物、 申し込み、
問い合わせ先、 ホームページ、 Eメール、 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、 健康、 スポーツ、 音楽、 芸能、 文芸、
教養、 交流・地域、 お知らせ

井上商店(元和泉
1-2-1)は、狛江駅北
口ロータリーに面した

喫茶店ノタリーノに加え、不動産業、貸
しホールを営む個人商店。ノタリーノは
市内でも最も長い歴史を持つ喫茶店の
ひとつとして多くの人に親しまれている。
同店の創業者は現社長の井上城治さ
ん（66）の父・俊雄さん(大正6年～平
成7年)。俊雄さんは狛江村村長などを
務めた井上半三郎さんの三男で、東京
農業大学、早稲田大学など４つの大学
で学んだ後、兵役につき終戦後に復員
した。昭和26年頃、当時狛江駅前にあっ
た狛江小学校前の自宅の一画で肉や
魚、野菜以外の食品を扱う井上商店を
開店。俊雄さんの妻・信子さん（大正
14年～平成21年)を中心に、親戚も手
伝って店を切り盛りした。当時は駅周辺
に商店が少なく、店は繁盛したが、30
年代後半に近くに食品専門のチェーンス

トアが開店
して売り上
げが急減、
扱う商品を
日用雑貨
と金物など

に変えた。さらに数年後、その
チェーンストアが大手スーパー
マーケットの支店に変わり、日
用雑貨も販売したため売り上げ
がさらに悪化した。俊雄さんは
商売換えを検討した結果、喫
茶店を始めることにし、自宅兼
店舗を建て替え、約30席の喫
茶店を46年にオープンした。
俊雄さんは当時、地域のさま
ざまな役職を務めていたため、

大学４年生だった長男の城治さんに店を
任せることにした。城治さんはコーヒー
をほとんど飲まなかったため、専門学校
にも通い、コーヒーのいれ方などを学ん
だ。開店当初は、市内に本格的な喫茶
店がほとんどなく、上質の材料を使った
サンドウィッチなどの軽食も人気を呼ん
だ。この時、店に飾った長さ1.5㍍の
牛の角は現在も店のシンボルとして壁に
かけられている。多くの客で繁盛したた
め、その後70席に拡張した。
城治さんは喫茶店を始める前に宅地
建物取引主任者の資格を取得、喫茶店
開業の翌年に賃貸を中心とした不動産
業も始めた。ファミリーレストランの影
響で喫茶店の客足が落ちたため、57年

に建物を改築、
1階を食料品
店に貸し、2
階を喫茶店と
貸しホールにし
た。当時は市
内に会議など
を開く場所が少なく、貸しホールも人気
を集めた。
その後、狛江駅北口再開発にともなっ
てエコルマ1ビルに入ることになり、平
成7年に喫茶店、貸しホール、不動産
業の事務所をオープンさせた。城治さ
んは3年から市議会議員を務めていたた
め、議会開会中は店を人に任せていた
が、12年から長男の恭雄さん(35)が
喫茶店を手伝い、現在はマスターとして
喫茶店を、城治さんは、主に不動産と
貸しホールを担当している。
城治さんは「喫茶店は、大手のチェー
ン店が進出し、昔ながらの喫茶店は厳
しい状況にありますが、ゆったりと落ち
着いた雰囲気を保つようにし、器やコー
ヒー、パンなどの素材を吟味しており、
多くのなじみ客に支持されています」と
話している。
ノタリーノ☎3480-6940、井上不
動産☎3489-6848　営業時間＝午前
10時～午後7時30分　定休日＝ノタ
リーノは無休、井上不動産は不定休

吟味した素材と雰囲気が人気の喫茶店

昭和26年頃に開店／食品販売で創業／不動産業、貸しホールも経営

井上城治さん（右）
と恭雄さん

昭和50年の喫茶店と井上城
治さん
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