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クラシックバレエ

13:45～15:15
（女性）、15:30～16:30
（ 未就学児 ）、16:30～
17:45〈小学生（中級）〉、
18:00～19:30（中学生）
中央公民館。バレエの基
礎をていねいに指導。体
験、見学可 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
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。見学歓迎 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（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
http://sites.google.

c om / s i t e / k om a e 
touchrugbyclub/
フォークダンス

、第2・ 9:30
～11:30中央公民館。プ
ロの指導で練習 健康な
人 1,500円 1,000円
FDフラミンゴ☎3480-
8853諸藤
書道
毎第2・ ～

15:30中央公民館。基本か
ら楷行草書、かな、万葉が
な、色紙、短冊、ペン習字
10人 4,000円 500
円 美墨会☎3480-1920
山口

リフレッシュ体操
9:00～11:15市

民総合体育館。無理のない
リズム体操、ストレッチ
など 2,500円 狛江リ
フレッシュ体操同好会☎
3489-9833本橋
コーラス
毎第1・ 13:00～

14：30南部地域センター。
無理のない発声で歌う。ピ
アノ伴奏付き。入会随時受
付 筆記用具 1,000円
（別途楽譜代・場所代300
円） ピオーネの会☎・
FAX3430-6968大塚
外遊びで子育て

9：
30～13:30（ 出入り自
由）和泉多摩川河川敷ほ
か（天候により変更あ
り）。自然の中で子どもた
ちが自由に遊ぶ。見学歓
迎 飲み物、着替え、昼
食（任意） 就学前の親
子 500円～ 事前
あおぞら自主保育 狛江
おひさまの会 komae.
ohisama@gmail.com
佐藤 http://blog.goo.
ne.jp/komaeohisama
ショートテニス

9:00～11:15西
和泉体育館。健康寿命を延
ばす。硬式テニスの入門に
最適 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
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
カラオケ

13:00～16：

00中央公民館。毎年エコ
ルマホールで「チャリテ
ィー歌謡まつり」を開催
カラオケ用テープ・CD
400円 アマチュア歌謡
サークル狛江☎3489-
7061
ストレッチ＆筋トレ
月4回 10:00～11：

30野川地域センター。筋
トレ・ストレッチ・ダン
スで脚力をUP バスタオ
ルまたはマット、動きや
すい服装 中高年 25人
3,000円 1,500円
真美フレッシュ体操☎・
FAX3488-1498野口
親子リズム体操
第2・ 10:30～

12:00西河原公民館。歌
や音楽に合わせ、手足を動
かし体と心の発達を促す
動きやすい服装、タオル、
飲み物 0歳～4歳くらい
までと保護者 900円（別
途参加費100円） 100
円 新日本婦人の会狛江支
部☎3801-4467梅木
英会話

15:00～17:00
中央公民館。見学歓迎
筆記用具、ノート 初・
中級 3～4人 4,000円
英会話に親しむ会☎・

FAX3480-9225田中
ストレッチ

10:00～12:00
中央公民館。健康、美容
のための運動。親切、て
いねいな指導。見学自由
2,500円 1,000円 ハー
モニー☎3430-4770渡辺
子どもクラシックバレエ

15:30～16:30
上和泉地域センター。体
験随時受付 4歳以上
3,500円 事 前

KOMAEバレエグループ
☎080-5692-9014岩井
やさしいストレッチ

10:00～11:30
西河原公民館。無理なく、
免疫力を高める 動きや
すい服装、バスタオル 1
回500円 ぶどうかい☎・
FAX5438-4313 raku_
stretch@yahoo.co.jp飯
島
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。小学生
の防具は貸し出し可 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
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狛江市日本語教室

19:00～21:20
西河原公民館。生徒、ボ
ランティア募集。資格、
指導経験不問。教材あ
り。見学時に活動内容
を説明 事前 日
本語教室運営委員会☎
3480-3201FAX3480-
3203 nishikou@city.
komae.lg.jp西河原公民
館取次　内田

狛江まちゼミ
14日から48のセミナー

狛江市商工会が、暮らし
に役立つ「狛江まちゼミ」
を開催する。
市内の商店主などが講師
となって、日々の暮らしに役
立つワンポイント・セミナー
を実施するもので、１４日
から２月１２日 で約１カ
月間にわたり、市内で４８の
セミナーが予定されている。
受講は原則無料だが、セ
ミナーによっては材料費が
かかる。
詳細は狛江市商工会窓
口で配布しているパンフレ
ットのほか、狛江市商工会
の市内店舗検索サイト｢コ
マエリア｣（http://www.
komaeria.com） と 狛
江市商工会ホームページ
（http://www.komaec. 
net）でも、詳しい情報を
掲載している。
問い合わせ☎3489-
0178狛江市商工会。

商 店 街

東和泉1-21-9-1F
☎3430-6143
営業＝11時～14時45分/18時
～23時45分（祝日18時～21
時45分）　定休日＝日曜

西野川1-16-5-101
☎3480-1122
営業＝11時～14時/17時30
分～20時30分　定休日＝月曜
（祝日の場合は火曜）

晴れの入賞5作品を紹介
わくわく元気！ 「狛江ヌードル逸品」コンテストは、市
内の飲食店18店が狛江産の野菜を使った麺料理を出品
して平成28年7月から8月まで開催された。
出品作品を食べた人による投票の結果、最優秀作品
賞1点、優秀作品賞3点と隠れた名店特別賞1点が選ば
れた。入賞作品を店主の受賞コメントとともに紹介する。
なお、投票した人に送られたヌードル券の有効期間は31
まで。
問い合わせ☎3430-1111狛江市地域活性課。
※受賞作品の販売時期については各店に要問い合わせ。
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エビと野菜がベースのトマト
ソースにつけて味わう、焼いた
エビと野菜を添えたパスタ

トマト、レタスなどの野菜を入
れ、鶏ガラ、豚骨、北海道産猫
足昆布、マルタ島産の塩を使っ
たスープで味わうラーメン

トマトなどの野菜を使った温か
いソースにモッツァレラチーズ
をトッピングしたイタリアンな
ラーメン

中華麺に素揚げした野菜とエビ
などを特製ネギ醤油で調味した
タレをかけた一品

素揚げした季節の野菜、ゆで卵、
白髮ネギなど10種の具材を中華
麺にトッピング。別添えの肉み
そをかけて味わう一品

受賞コメント
店が市の端に
あるのに、多
くのお客様に
来店していた
だきありがとうございまし
た。こうした賞をいただき、
たいへん光栄に思います。
これからも狛江を盛り上げ
るためにできるだけのこと
をしたいと思っています。

受賞コメント
たくさんの方
にご来店いた
だくとともに、
選んでいただ
いた結果、コンテストに入
賞できたことを感謝してい
ます。またチャンスがあれ
ばぜひ参加して、最優秀
作品賞を取れるよう努力し
ますので、今後ともよろし
くお願いします。

受賞コメント
最優秀作品賞
に選ばれて驚
きました。最
近はいろいろ
なラーメンが出ています
ので、イタリア風にアレン
ジしてみました。メインに
使った狛江のトマトがおい
しかったことが、この結果
につながったと思い、生産
者の方たちに感謝していま
す。

受賞コメント
入賞できると
は思っていな
かったので、
とてもうれし
いです。狛江の野菜のお
いしさを引き出すために試
作を何度も繰り返したの
で、その苦労が報われた
思いです。コンテストをきっ
かけに新しいお客様が増
え、反響の大きさに驚い
ています。

受賞コメント
初めての参加
で入賞でき、
とてもうれし
いです。この
メニューは、いろいろな野
菜の味が楽しめると女性
に好評で、狛江の野菜の
おいしさが再発見できまし
た。新しいお客様が増え、
市内の農家の方たちとの
人脈もできて、喜びでいっ
ぱいです。

和泉本町1-2-6
☎3489-9622
営業＝11時30分～15時/18
時～1時30分（日曜・連休最
終日24時）　定休日＝水曜

和泉本町1-2-15-1F
☎5497-1365
営業＝11時30分～14時30分
/17時～22時30分
定休日＝なし

和泉本町3-8-6
☎3488-2352
営業＝11時30分～14時/17時
～20時30分
定休日＝火曜・第3月曜

ボンボニエール

ぼっけもんラーメン

麺屋 黒船 狛江店

中華ジャスミン

中華料理 丸仲

つけ麺パスタ狛江

狛江の塩ラーメン

ごきげんなトマト麺

なすとエビのＸＯ醤まぜ麺

贅沢十種のジャージャー麺
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1,296円

販売予定なし

850円、小750円

1,080円

950円

最優秀作品賞
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