
わっこは毎月１日に新聞折込、駅、協力店などで配布しています
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8月・9月の展示
市役所2階ショーケー

ス。8月は陶芸（野歩）、9
月は手工芸（ひまわり）

狛江市文化協議会☎
3489-6064絹山
子育ては楽しい　子育
てにホットTime

2日 9日 16 ・
23 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/
元気スクールカフェ
3日 0：00～11：

30狛江正吉苑。ピラティ

ス・ヨガ・気功・太極拳等
で介護予防と相談 マイカ
ップ、水、タオル 60歳
以上 20人 100円 野
川元気スクール☎3489-
4797田岡
こまえ平和フェスタ
2016

14 13：30～16：00
エコルマホール。表現の
自由と平和について、表
現活動者達の討論。他に
演奏、合唱 722人 協
賛金として100円以上
こまえ平和フェスタ実行
委員会☎3480-7477西尾
http://www.komae-

tokyo.org/festa/
レッツダンス狛江
14 13：10～16：

00中央公民館。初心者、
1人参加可。ミキシングと
トライアルあり ダンスシ
ューズ 400円 狛江ソ

シアルダンスサークル☎
090-9363-8332佐々木
高麗・巨麻・狛江
20 15：00～17：

00泉龍寺仏教文庫。甲斐
と武蔵の高句麗系渡来人
の移住と定住の足跡。原
正人さん 40人 資料
代200円 泉龍寺仏教
文庫運営理事会☎3480-
3251FAX3489-2114菅原
http://bukkyobunko.

com/
カラオケこもれび第6
回発表会

21 13：00（開場12：
30）～16：30西河原公
民館。日常の練習の発表会
市民 カラオケこも
れび☎3489-2075米山
ウォーキング
24 （雨天26日

8：30狛江駅改札前集合。
小田急線大和駅からふれあ
いの森と泉の森を歩く 履
き慣れた靴、弁当、飲み
物、雨具、保険証、敷物
500円、交通費650円
締切23 狛江歩歩ク
ラブ☎・FAX3430-5944
菅野
いづみの里 夏のおは
なし会

27 13：30～15：30
泉龍寺仏教文庫。夏の終わ
りにこわい話、おもしろい
話を楽しむ 子どもから大
人 約30人 いづみ
の里おはなしの会☎080-
6631-8753小林
はじめての遺言相談
29 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日
遺言書を考える会☎

090-6480-3930北条
狛江市連盟サマーダン
スパーティー

28 13：30～16：
30中央公民館。フリー
ダンス・ミキシング・ト
ライアル等 ダンスシュ
ーズ 1,000円 狛江
市ダンススポーツ連盟☎
090-4366-4737 kaz_
take@amber.plala.or.jp
竹内
第4回シニアテニス教
室

9月6日 9月7日 予
備日9日 10：00～12：
00元和泉コート（雨天時
は変更あり）。ソウル五輪
代表・倉光哲さんの指導で
本格的に学ぶ ラケット、
飲み物 市内在住の60歳
以上（50歳代も可） 抽
選35人 http://
www.komae-taikyou.
jp/から、または各市民コ
ート、市民総合体育館に設
置の申込用紙でFAX3480-
6211市体育協会へ。締切
8月10日 狛江市硬式
テニス協会☎・FAX3430-
6810山口
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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（小・中学生は
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.

c om / s i t e / k om a e 
touchrugbyclub/
民謡
月4 9:00～11：

00中央公民館。三味線と
尺八の伴奏でていねいな歌
唱指導 3,500円 500
円 事前 狛江市民謡愛好
会 ☎・FAX3489-6465佐
藤
陶芸
月4回不定期9:00～

17:00中央公民館。日常
雑貨器を作成 エプロン、
陶芸工具（貸し出し可）
60歳以上 先着2人
2,000円 事前 狛江陶
友会☎・FAX3430-8263
長谷川
社交ダンス
月4 18:00～19：

00中央公民館。初心者講
習会 ダンスシューズ
初心者、少し踊れる方 5
～6人 1回500円 エコ
マダンスサークル☎090-
1252-4267片山
中国語

10:30～12：
00または17:30～19:00
中央公民館。北京出身の
女性講師から学ぶ 若干
名 4,500円(別途教材費）
1,000円 事前 中国
語サークル☎080-3923-
6953 yamadat69@
yahoo.co.jp山田
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#/
ショートテニス

9:00～11:15西
和泉体育館。硬式テニス
の基礎練習にも最適。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
美術

9:30～12:00中
央公民館。油絵、水彩等、
初心者でも可 4,000円
1,000円 水曜美術☎
3480-9746熊沢
ターゲット・バードゴルフ

9:00～
11:45多摩川緑地公園グ
ランド。羽根付きボールを
打つゴルフをミニ化したニ
ュースポーツ グローブ、
飲み物。クラブ他用具は貸
し出し 中高年 10人
400円 1,000円 狛江
市TBG協会☎・FAX3488-
5450島
リラクゼーションバレエ

9 : 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 事前 Yu’sエッセンシ
ャルバレエ☎3489-2251
原田
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ダンススポーツシニア
講習会
10 : 05～11 : 05市

民総合体育館。音楽に合わ
せて踊る。シニアスポーツ
振興事業 ダンスシュー
ズ ダンススポーツ初心
者 事前 ダンスス
ポーツ連盟☎・FAX3488-
0621 taka375@jcom.
home.ne.jp高橋
高齢者見守りの電話訪
問ボランティア

月2回程度
13:30～16:00、定例会

10:30～12:00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歳くらいまでの
方 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
第4回かわせみ杯争奪カ
ラオケ大会出場者募集

9月17日 2：55～17：
00谷戸橋地区センター（か
わせみ館）。優勝カップあり、
3位まで賞状ほか賞品多数
調整済みのCDまたはカ

セットテープを事務局へ事
前提出（8月31 着）
先着35人 締切8

月31日 カラオケ21☎・
FAX3488-2608小川
第26回卓球オープン家庭
婦人ダブルス大会

11月18日 9：00市 民
総合体育館 狛江市近郊
の家庭婦人 280人 1
ペア2,000円 締切9月
30 T&Mクラブ☎・
FAX3489-3324大塚

愛好家拡大に向け7日に市民将棋大会開催

狛江市将棋愛好会（小杉建策代表 午前
10時～午後5時に中央公民館で狛江市民将棋大会（狛
江市・狛江市教育委員会後援)を開催する。

同会は、小杉さ
んが愛好家に呼び
かけ平成26年に発
足、毎週日曜日午
後1時～5時に中央
公民館で例会を開

いており、会員は小学生からシニアまで55人を数える。
ことし発足3年目を迎えるのを機に、青少年や高齢者
など、より多くの市民に将棋に親しんでもらおうと平成
28年度狛江市市民公益活動事業補助金のスタート補助
金を受け、大会を催すことにした。日本将棋連盟の協力
を得て連盟会長名入りの賞状を準備し優勝者と準優勝
者に贈るほか、賞品なども用意した。
大会は、2段以上の有段者をＡ級、一般をＢ級、小学
生・女性をＣ級の3クラスに分けてトーナメント方式で対
局する予定。
参加費はおとな1,000円、小学生・女性500円。申

し込みは事前に同会へ（当日参加要相談）。
問い合わせ・参加申し込みは☎080-5889-2552同
会事務局　深井さん。

Start &
Challenge

例会で対局を楽しむ会員たち

「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。10月号の原稿の締め切りは8月31日 す。
●記事中の記号● 健康、 スポーツ、 音楽、 芸能、
文芸、 教養、 交流・地域、 お知らせ、 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、 月会費、 年会費、
参加費、 無料、 入会金、 申し込み、 問い合わ

せ先、 Eメール、 ホームページ

  いずみ会納涼盆踊り大会
6日 日 小雨決行)午後7時～9時 市

役所前市民ひろば 狛江音頭、東京音頭、炭坑
節などを踊る。午後8時から子どもに菓子を300個配布。焼
きそば、ビール、ジュースなどの模擬店あり ☎090-7001-
8208絹山さん

岩戸親睦会盆踊り大会
９日 0日 予備日11日 午後7時30分～9時

15分 慶岸寺檀信徒駐車場（元慶岸寺幼稚園園庭） 狛
江音頭、東京音頭、炭坑節、相馬盆歌、火の国太鼓などを
踊る。会場に高齢者や体の不自由な人のための席を開設。
10日は子どもに花火を配る。同会が生ビールを販売 ☎
090-4671-7963岩戸親睦会　小川さん

小足立納涼盆踊り大会
11日 2日 （予備日13日 午後7時～９時30分
小足立八幡神社 盆踊り、子ども盆踊りコンテスト、模

擬店、5時～7時に子ども向けゲームなど。模擬店の売上
金の一部を東日本大震災の被災地復興義援金にあてる。実
行委員会では、模擬店の出店や会場設営、放送など準備や
当日の運営を行う実行委員を募集している ☎090-2208-
1288冨永さん

記事の見方
開催日・期間 会場 内容 主催・問い合わせ

外国人対象に浴衣の着付けと盆踊り体験

狛江市国際交流協会が6 から中央公民館
で外国人を対象に「日本の夏を知ろう＆浴衣で盆踊り体
験」を催す。
当日は、浴衣の着付けをしてもらい、盆踊りを楽しむ

ほか、団扇の絵付けや日本の文化や風習についての疑
問に答える。参加無料。浴衣の着付けの定員は10人で、
日本人も受け付けるが、外国人及び事前に予約した人
が優先。
申し込み・問い合わせは☎3430-1111狛江市役所企画

財政部政策室協働調整担当気付　狛江市国際交流協会。

盆踊り盆踊り


