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毎月1日に発行します 狛江市発行●狛江市民活動・生活情報誌●

誌面に掲載した記事・写真等の無断複製・転
載等はお断りします。
お問い合わせ・ご意見は狛江市地域活性課へ
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モノクロ写真展～27日 1：30
～15：00カレーショップ・メイ
主狛江写真サークルフォト銀杏
☎3480-3468カレーショップ・メイ
写真展「モノクロームの世界」

1 15 9：00（初日10：00）～21：30
（最終日17：00）中央公民館。モノクロ写真10
点主狛江フォト鮎の会 ☎042-488-9575内村
工作展 9：00～21：30中央公民館。
ストロー、紙コップなどを使った手作りおも
ちゃ主中央図書館 ☎3488-4414中央図書館
クチュール・ノーブル展2日 5日 10：00～
17：00泉の森会館。キモノコート・本革スマホケー
スなど主クチュール・ノーブル ☎5497‐5444
泉の森会館
ジャムセッション4日 。柳原
たつお ☎3480 -4996add9th
お昼のジャム・セッション（ジャズ）6日 4：
00add9th。赤羽豪太、大月裕信 add9th
趣味の写真展8 12 11：00（初日
13：00）～18：00（最終日13：00）泉の森会館。
草花、山、海などの写真主山﨑巌 泉の森会館
ライブ12 20：00add9th。Jazz、Bossa
ほか－稲葉社子、田山勝美 add9th
第66回はたらく消防の写生会入選作品展示10

18 8：30（初日13：00）～17：00
狛江市役所、 ：00～21：30（最
終日16：00）西河原公民館。市内の小・中学
校の児童・生徒が描いた写生画の入選作主狛江
消防署 ☎3480-0119狛江消防署予防課
うたごえステーション15 17：00焼き鳥
ミートステーション主みんなの歌声広場 ☎
090-9808-2810大熊
布草履展示17 31 9：00（初日10：
00）～21：30（最終日17：00）中央公民館。
古布利用の作品約20点主 布楽履 ☎3488-
3257矢野
東京大空襲と狛江空襲 ：00（初
日12：00）～21：30（最終日16：00）中央公
民館。写真と絵画主こまえ平和フェスタ実行委
員会 ☎3480-7477西尾
野川地域センター映画会17 10：00野川地
域センター。「クレヨンしんちゃん 伝説を呼
ぶブリブリ 3分ポッキリ大進撃」（ムトウユージ
監督、2005年） 主 野川地域センター ☎
3480-2211野川地域センター
夏休みわくわく!!クラフト体験教室 4

10：00～18：30（最終日18：00）泉の森
会館。レザークラフトビーズアクセサリーなど
13講座主泉の森友の会 泉の森会館
ジャムセッション（ジャズ）18 19：30 
add9th。柳原たつお add9th
ライブ19 20：00add9th。Jazz－高橋正
博ほか add9th
三遊亭小圓楽独演会20 19：00add9th
add9th
みんなの歌声広場 4：00みんなの広場。
伴奏＝大熊啓、菊池りか、古城鴻也主みんなの
歌声広場 ☎090-9808-2810大熊
ライブ25 20：00add9th。Jazz、Bossa
ほか－村山峰之、田中利佳、星野徹 add9th
平和を願う作品展26 31 9：00（初日
12：00）～17：00（最終日16：00）西河原
公民館。一般公募の川柳、俳句、絵手紙、短歌、
KOPPIEの貼り絵、福島・熊本の被災地の現状
と支援主こまえ平和フェスタ実行委員会 西尾
ライブ ：00add9th。Jazz、Bossaほ
か－柳原たつお、小野寛史、松下桂 add9th
ちくちく・どきどき展
～18：00（最終日16：00）泉の森会館。縫い物
と土器主踊窯　南三江 ☎3430-3948南
ライブ27 20：00add9th。Blues－Delta 
Magic Blues Band add9th

8月の
催事記

KoKoA(ココア）は、放課後の小学
生の居場所として市内の全小学校に設
けられ、子どもたちは宿題や読書、備え
付けの遊具やゲーム、外遊びなど思い
思いに過ごすほか、月1回開催される教
室や地域の人と協力して開催するイベン
トに参加する。
子どもたちが学年を越えて異年齢の
子と集団で遊び人間関係を深めること
などを目的として、平成13年に狛江第
五小学校で試験的に開設した「子ども
フリープレイ」が前身。その後、14年
から22年にかけて順次各小学校に開設
された。
その間、それまでボランティアが子ど
もを見守る方式だったものを、安全管
理員を置き、利用する子どもも登録制
に変更された。
25年度には現在のKoKoAに名称が

変更された。KoKoAは「こ
●

まえの　こ
●

どもみんな　あ
●

つまれ」の頭文字を取っ
たもの。施設は、専用の建物や空き教
室の活用、放課後クラブとの併用など
学校によって違いがある。
実施時間は、平日は授業の終了から
午後5時（冬季は午後4時30分）、土
曜日は学校によって違いがあるが、午
前中が多い。夏休みなど長期の休みは
午前9時～午後5時（冬季は午後4時
30分）。KoKoAは、学童保育や放課
後クラブと違い、子どもを預かるのでは
なく、見守るのが特色。安全管理員と
して登録した地域の人が1日あたり3～
4人で子どもたちの安全を見守るととも
に、遊びの相手を務めており、保護者
から「安全な場所で安心できる」と好評。
学童保育や放課後クラブの待機児童の

受け皿にも
なっており、
登録する子
どもの数が
年々増えて
いる。
各小学校
のKoKoA
は施設のほ
か、教室や
イベントにそ
れぞれ特色
が見られる。私学に通う児童も登録でき、
子どもたちの交流の輪を広げる場にもな
っている。
狛江第一小学校＝施設は校舎と別棟
で、放課後クラブとの併用。約570人
が登録、1日平均５０～80人が利用して
おり、他校と比べ高学年が多い。毎年、
秋祭り、餅つきなどの行事のほか、夏
休みにはイベントを開催、ことしはプレ
ーパークで遊びの会を行う。また、月1
回折り紙教室などを催し
ている。
狛江第三小学校＝施
設は独立した建物の1階
を使用。約350人が登
録、1日平均40人が利
用しており、低学年が多
い。毎年、正月、秋祭り、クリスマス
などの行事を催すほか、月1回習字教
室を開いている。
狛江第五小学校＝施設は空き教室
や芝生広場を放課後クラブと併用。約
440人が登録、1日平均約40人が利
用しており、ほとんどが低学年。毎年、
五小夏祭りを共催するほか、野川地域

センターでの映画鑑賞、
餅つきなどの行事や年6
回ビーチボールの講習を
受け、市内の大会に参加
している。
狛江第六小学校＝施設
は独立した建物の1階を
使用。約460人が登録、
1日平均５０～60人が利
用している。地域とＰＴＡ

との共催で正月に餅つきを催すほか、
工作、グラウンドゴルフ、秋祭り、ク
リスマスなどのイベントを年６回程度催
す。
和泉小学校＝施設は校舎の多目的室

を使用。約500人が登録、1日平均
30～40人が利用し、低学年が多い。
毎年、2月に地域の人と餅つき大会な
どの行事を催すほか、年8回ビーチボ
ールの講習会を開き、市内のビーチボ

ール大会に参加している。
また、月1回のＰＴＡによ
る読み聞かせの会のほか、
さまざまな催しを開いてい
る。
緑野小学校＝施設は校
舎内の専用の部屋で畳敷

きの部屋を放課後クラブと併用してい
る。約390人が登録、1日平均40人
が利用し、低学年が多い。毎年、6月
に飯ごう炊さん、餅つきなどの行事を
開催、また、月２回工作教室などを催し
ている。
問い合わせは☎3430-1111狛江市
児童青少年課。

ＪＡマインズ狛江
支店近くにある「だ
いこまFamilia」は、

ランチタイムに提供している無農薬
有機栽培の米を使ったタコライスで
人気の店。夜は居酒屋として営業
するほか、キッチンカーによる出張
販売もしており、ファンも多い。
合いびき肉、レタス、トマトなど

をご飯に乗
せたタコライ
スは、肉と
野菜をバランス良くとれるので、夏
バテ気味の胃腸にお勧め。家で食
べるためテイクアウトを頼む人も多
い。同店ではタコライス（600円・
価格は税別）のほか、アボカド、
チョリソー、チリコン、チャーシュー
（各700円）の5種がある。手作
りトルティーヤを使ったひき肉タコ
ス、チキンタコス（各400円）、チ
リコンカン（500円）も好評。子
どもと食べる場合は、香辛料が効

いたトマトの
サルサ（ソー
ス）を別皿
に頼むことも
できる。
店長の中
村朋子さんは
「自分で食
べ続けて体

調が良くなった
玄米を、たくさ
んの人に食べ

てもらいたい」と米にこだわり、外
はカリッ、中はもっちりとなるよう
炊き上げる。好みで白米も注文で
きる。食の安全にこだわり、野菜
をていねいに洗い、化学調味料を
使わないので、子どもも安心して
食べられる。 （shino）

「狛江こども
食堂」は、子ど
もの食育、本物

の味、だんらんを目的に、こと
し1月に市民約20人で発足し
た。
1月にあいとぴあセンターで
初めて食堂を開催したところ、
定員の2倍以
上 の 約100
人の親子が参
加、大きな反響を呼んだ。その後も、
毎月1回同センターで開催、毎回
多くの参加がある。こうした活動
が市民の関心を集め、食材を提供
したり、調理を手伝う人も増えるな
ど、活動の輪が広がっている。
同会は、添加物を使わない素材
を使い、きちんと調理した食事を
子どもたちに提供し、家庭料理の
良さと家族のだんらんを教えること
に力点を置いており、食堂には家
族連れの参加が多い。

夏休みには、
7月25 ～
8月5日 （土・

日曜を除く）に駒井町1丁目の日
枝神社でラジオ体操を兼ねたこど
も食堂を開催している。午前6時
20分に受け付け、ラジオ体操の後、
おにぎりとみそ汁を提供する。参
加は自由。
同会では、今後は貧困家庭の子
どもに食事を提供したり、学習支
援などにも活動を広げていきたい
と話している。
問い合わせは☎090-1766-
6992市川さん。

☎6796-3508　東和泉1-11-6メゾ
ンドゥくらはし102　営業（ランチタ
イム）＝午前11時30分～午後2時　
火・木・金曜のみ営業

健康志向のタコライスが人気

子どもに食の楽しさ伝える

だいこまFamilia

狛江こども食堂KoKoA

緑野小KoKoA

六小KoKoA

家族で食事を楽しむ参加者

中村さん


