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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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さき織りとこぎん刺し～25日
11：30～15：00カレーショップ・メ
イ主阿部育江、熊谷多枝子 ☎
3480-3468カレーショップ・メイ
いべんと西河原4日 5日

10：00～16：00（ホール除く）西河原公民館
主西河原公民館 ☎3480-3201西河原公民館
中央公民館のつどい8 12 10：00～
21：00中央公民館主 中央公民館 ☎3488-
4411中央公民館
泉の森フォーカスvol.8　「光と影」展2 6

Aグループ、8 12日 ループ
10:00～17:00泉の森会館。絵画・写真・書・造形
など主泉の森会館 ☎5497-5444泉の森会館
ジャムセッション（ジャズ）2日 19：30add 
9th。柳原たつお ☎3480-4996add 9th
マイク真木 スペシャルライブ7日 00エ
コルマホール ☎3430-4106（一財）狛江市
文化振興事業団
手品でライブ8日 0：00add9th。崎久保よし
ひろ add 9th
ジャムセッション（ジャズ）9日 19：30add 
9th。柳原たつお add9th
恵泉書道会作品展10 ～12日 0：00（初
日12：00）～18：00（最終日17：00）西河
原公民館。漢字・金文・干支の自由作品など
主玉心書道会 ☎3489-7266石賀
ライブ 9th。吉田純、牛山健
太郎、亀川ともき add9th
お昼のジャム・セッション（ジャズ） ：
00 add9th。赤羽豪太ほか add9th
西河原映画会 ：00・14：00西河原公民
館。「フラガール」（李相日監督、2006年）主
西河原公民館 ☎3480-3201同館
宇崎竜童 弾き語りLIVE201712 16：00エコ
ルマホール （一財）狛江市文化振興事業団
アコースティック・ジャム・セッション15
20：00add9th。スウィング・ジャズからスタン
ダードまで－兜守美光、山本バンビ add 9th
ジャムセッション（ジャズ）16 19：30add 
9th。柳原たつお add9th
ライブ17 20：00add9th。柳原たつお、井之
上由美子 add 9th
add9thセッション18 20：00add9th
add9th
みんなの歌声広場22 14：00みんなの広場
主みんなの歌声広場 ☎090-9808-2810大熊
ライブ22 20：00add9th。日倉士歳朗、丹
菊正和 add9th
ジャムセッション（ジャズ）23 19：30add 
9th。柳原たつお add9th
ライブ 0：00add9th。三好“３吉”功郎、
田村エナ add9th
ボタニカルアート　彩友会第12回合同作品展
25 ～ 31日 0:00（初日13：00）～
17:00（最終日15：00）泉の森会館。東京農
大成人学校同窓生の水彩による細密な植物画
主彩友会 泉の森会館
エコルマ・アンサンブルコンサートvol.9レスパ
ス弦楽四重奏団with若林顕 ：00エコ
ルマホール （一財）狛江市文化振興事業団
うたごえステーション 17：00焼き鳥ミー
トステーション主みんなの歌声広場 大熊
ライブ31 20：00add9th。柳原たつお、小池
純子、上村計一郎 add 9th
＊イベント名、開催日・期間、開始時間、会場、内容、
主 主催、 問い合わせ先（2回目以降は電話番
号省略）の順。

3月の
催事記

ファミリー・サポート・センター

狛江市ファミリー・サポート・センタ
ーは、仕事と育児の両立や児童の福祉
の向上を目的とした有償ボランティア活
動の拠点。平成１４年に和泉児童館（中
和泉3-12-6）に開設され、育児を手伝
ってほしい利用会員と、育児を手伝う
有償ボランティアのサポート会員が所属
し、地域の子育てを助け合っている。
利用会員は、市内在住または在勤で、
生後57日から小学生までの子どもがい
る人。
サポート会員は、心身ともに健康な
18歳以上で、サポート会員養成講習会
のカリキュラムを修了した人。年４回行
われる講習会では、4日間21時間にわ
たって子どもの心理、救命救急、遊び
などについて学ぶ。
サポート内容は、保育施設への送迎が
最も多く年間約1,500件、次いで保育
施設や学童クラブなどの開始前や終了
後の預かりが約700件、習い事や塾な
どの送迎が約600件を数える。このほ
か、買い物や病院、介護、冠婚葬祭な
どで外出する時の預かり、病後児の預か
りや病児保育室への送迎なども行ってお
り、美容院などに出かけ
てリフレッシュしたいなど
という時にも利用できる
と好評だ。最近は、市
内で小学校低学年が増
えたため、小学校への
登校のサポートが目立つ
という。
利用する場合には、8
月を除く毎月1回開かれ

る事業説明会に参加し、事前に入会申
込兼登録書を提出して会員証の交付を
受ける。利用にあたっては、センターへ
依頼を行い、サポート会員、アドバイザ
ーが利用会員とその子どもを交えサポー
ト内容について事前打ち合わせを行う。
活動時間は原則として午前6時～午
後10時。
現在約1,400人の会員がおり、この
うちサポート会員が約240人、利用会
員が約1,100人で、両方の会員も約
50人いる。サポート会員は５０代から７０
代の女性が多く、利用会員は２０代から
４０代で、男性も多い。
サポート会員からは「子どもがこの
制度のお世話になったので、今度はそ
のお返しがしたい」「子どもが自立したの
で、これからは小さな子どもたちとかか
わりたい」「私にも小さな子がいますが、

時間がある時は他の子の世
話をしたいと思って両方の
会員になりました。子ども
同士の交流が生まれればう
れしいです」といった声が
寄せられている。
センターでは、最近、利
用会員が増えているのに対
してサポート会員が減ってい
るため、ぜひ多くの人に参

加してほしい
と呼びかけ
ている。
問い合わせ☎3480-1587狛江市フ

ァミリー・サポート・センター。

民間の保育サービス
このほか、民間でも保育サービスを
行っているところがある。
名称①住所・電話・ホームページ②
内容③利用時間④休みの順。
HIPPO(ヒッポ）①中和泉5-11-8☎
070-6431-6632 http://hippo.
sunnyday.jp②利用者宅でベビーシッ
ター、産前産後サポート。0～３歳児対
象③午前9時30分～午後4時30分（相
談で調整可能）④土・日曜・祝日。
ベビールームイワナガ①東野川2-11-9
☎3488-9557 http://babyroom 
iwanaga.wixsite.com/babyroom 
iwanaga②利用者宅で一時預かり。６
カ月未満対象③午前7時～午後7時、
午後7時～午前7時④無休。
㈲ケアーサポートモア①東和泉1-20-3
☎5438-7270②利用者宅で家事・育
児支援。ひとり親家庭対象③・④利用
時間、休みは要問い合わせ。
NPO法人ACT狛江たすけあいワーカ
ーズなかよし①和泉本町1-6-15エスポ
ワール狛江103☎3480-2553②利用
者宅で子どもの見守り、送迎など。会
員制。産前産後・ひとり親家庭対象（狛
江市委託事業）③午前9時～午後6時
④休みは要問い合わせ。
産前産後、ひとり親家庭の場合、問
い合わせは☎3430-1111狛江市子育
て支援課。

子どもを預けて美
容院に行くのが難し
いママに人気なのが、

狛江駅北口から徒歩約1分にある美
容院「Cest la vie HAIR（セラヴ
ィヘア）狛江店」。1階と2階合わせ
て22席ある店舗の隣に約7平方㍍
のキッズルームを備え、来店者の子
どもを無料
で見守ってく
れる。
17年前の開店以来続けているサ

ービスのひとつで、子育て経験のあ
る女性がマンツーマンで対応してお
り、兄弟姉妹の場合は一緒に預か
ってくれる。室内で遊ぶだけでなく、
昼寝をさせたり、泣き止まない子は
お客から預かったベビーカーに乗せ
て店舗周辺を散歩したりと柔軟に対
応する。子どもと離れたひとときを
過ごせるので心身ともにリフレッシュ
でき、リピーターも多い。利用する
場合は事前に予約が必要。

同 店では、
ネイル施術も行
っており、時間

がない人はヘアカットとネイル施術
を同時に受けることもできる。
メニューは、カット・ブロー（4000
円、高校生3500円、中学生以下
3000円）、カラー（5000円～）、
ネイル（ソフトジェルクリアコート10
本4500円ほか）など。
 （shino）

あおぞら自主保
育「狛江おひさま
の会」（水野章子代
表）は、乳幼児の親が連携し、交
替で子どもを見守る自主保育を行
っている。
同会は、世田
谷区の自主保育
に参加して長女
を育てた経験を持つ岡本千栄子さ
んが、次女も自然に触れながら育
て、狛江市内で子どもを預け合える
仲間を作ろうと乳幼児を持つ親に呼
びかけ、平成21年に発足した。
現在、０歳から就学前の子ども
を持つ市内や調布市、府中市の親
子13組が参加。猪方の多摩川河
川敷などで週4回午前9時30分～
午後1時30分に、集団で子どもを
遊ばせ、保育当番の親が見守る。

子どもたちは青空の下で遊ぶこと
で自然への関心や自主性、創意工
夫する力が身につくという。集団

になじめない子
は親が遊びに加
わることもある。

そのほか、近隣の自然と触れあえ
る公園や動物園へ遠足に出かけ
る。月1回、親のミーティングを開
き、見守り当番やイベントの内容を
話し合う。
対象は０歳から就学前の親子。
月会費は500円からで、着替え、
昼食を持参する。
問い合わせ
@gmail.comあおぞら自主保育狛
江おひさまの会。

☎3488-3381　元和泉1-1-2エコル
マ2　1・2階　営業＝午前10時～
午後8時（最終受付＝カット７時、カ
ラー・パーマ６時）　定休日＝火曜・
第３水曜

託児サービスが人気の美容院

親子が連携して自主保育

Cest la vie HAIR

狛江おひさまの会
育児サポート

サポート会員向けに工作の研修

子どもの世話をする
サポート会員

多摩川で遊ぶ子どもたち

キッズルーム

＝最終回＝


