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第5回かわせみ杯争奪
カラオケ大会

4日 2：55～17：00
谷戸橋地区センター。踊り
もあり 100人 谷
戸橋地区センター運営協議
会 ☎・FAX3488-2608カ
ラオケ21小川
楽市
5日 0：00～15：

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1,100円 先着順
狛江楽市の会☎3480-

2074山岸
グリーン秋のダンスパ
ーティ

5日 3：30～16：30
野川地域センター。デ
モ、トライアル、ミキシ
ング、抽選会あり ダンス
シューズ（ヒールカバー
付き） 1,000円 グリ
ーンダンスクラブ☎090-
1801-4482原 http://
www.komae-dsf.com/
greendance.html
レッツダンス狛江
5日 3：10～16：

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

2017家事家計講習会
6日 0：00～12：

00中央公民館。家計簿
から見つける我が家の
くらし 筆記用具、電
卓 主婦 20～40人
資料代400円 締切開
催当日 東京第二友の会
狛 江 方 面 ☎・FAX3489-
3477 qdrkk639@ybb. 
ne.jp平山 http://tokyo2 
tomonokai.sakura. ne.jp

健康体操体験会
7日 21日

地域センター・14
河原公民館19：30～21：
15。フェイスダンスとス
トレッチでリフレッシュ
バスタオル、フェイスタオ
ル、飲み物 成人女性 若
干名 新日本婦人の会
☎・FAX3488-8152飯塚
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
の乳児と母親 1,200円
事前 母と子と助産師

の会☎・FAX3488-2616
（18:00～21:00）長尾

親子英語
8日 22 ・30
9:40～10：40（乳

児）、10:50～11:50（幼
児）中央公民館。英語で歌
って踊って遊ぶ。英語が苦
手な人歓迎 0歳～5歳く
らいまでの子どもと保護者
各先着15人 500円（お
やつ、飲み物代込み）
事前 親子英語サークル 
oyakoeigo_komae@
yahoo.co.jp木村
リウマチ友の会例会
10 13：30～15：

30調布市総合福祉センタ
ー。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☎・
FAX5497-5585柴田
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
親子ビクス
首すわり～1歳半＝15
・24日 首すわり

～4歳＝18日 パパ参
加可）、1～2歳半＝27日
0：30～11：30中央

公民館他。子どもと一緒に
曲に合わせたふれあい遊び
＆ママのボディケア 動き

やすい服装（着替え）、タ
オル、飲み物、室内運動靴
500円 先着順。締切
開催前日 親子ビクスサー
クル oyakobikusu.k@
gmail.com土屋
Komae’ 86バドミン
トン交流会

17 9：00～16：05
市民総合体育館。親睦、
交流を深める 狛江市バ
ドミントン協会登録者
20人 1,000円 締切
11 Komae’86☎・
FAX3488-6863 rokko-
cdmaone@ezweb.ne.jp
小野寺
平成29年度秋季市民
囲碁大会

19 10：00（受付9：
30～9:50）～18：00中
央公民館 市内在住・在
勤 60人 1,000円 日
本棋院 狛江支部☎090-
2647-1426 baba.
n@jcom.home.ne.jp馬
場 http://igokomae.
sakura.ne.jp
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）。川崎側へ
渡って観察。和泉多摩川
駅前で解散 双眼鏡（無
くても可）、筆記用具、昼
食 200円 狛江探鳥
会 ☎・FAX3480-8049 
matsumura-takeko@
sky.plala.or.jp松村
ウォーキング
21 （ 雨 天24日
9：10調布駅南口集

合。聖蹟桜ヶ丘駅～桜ヶ丘
公園～多摩川～聖蹟桜ヶ丘
駅を歩く ウォーキングシ
ューズ、弁当、飲み物、雨
具、保険証、敷物 500円、
交通費800円（狛江駅か
らのバス代を含む） 締切
19 狛江歩歩クラブ
☎・FAX3430-5944すがの
紅茶とスイーツを楽し
む会

22 13：30～15：00
コミュニティサロンさ
くら（市内個人宅）。秋
のティータイム 女性
先着5人 700円 締

切17日 コミュニテ
ィサロンさくら☎090-
8588-8427FAX3488-

0603 pekoapoko@
hotmail.com濱田
講座「文化人 井伊直
弼と埋木舎」

25 15：00～17：00
泉龍寺仏教文庫。史上の人
物井伊直弼が育む文化的世
界。講師大久保治男さん
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://www. 
senryuji.or.jp
「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 1回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
第14回いろい倶楽部
歌謡まつり

26 10：30（開場10：
00）エコルマホール。歌
を通じ地域と交流を深め
る いろい倶楽部☎
3489-6130野﨑
親子で楽しむ腹話術・
マジックショー

26 10：00～11：15
エコルマホール 3歳児
以上とその保護者 先着
100人 締切15
NPO・世田谷ゆりの木
☎3429-6721FAX3429-
6729 actyurin@oak.
ocn.ne.jp所 http://
www.yurinoki.cc
はじめての遺言相談
27 10：00～12：

00泉の森会館。遺言書の
ポイント整理 先着2人
資料代500円 締切20
日 ☎
090-6480-3930北條

つきハイキング
12月2日 狛江

駅北口噴水前集合。紅葉と
青空のハイキング。山頂

ハイキングができる服装と
装備 先着30人 おとな
1,000円、小学生以下無
料 締切11月20日 狛
江山遊会☎3430-0591遠
藤

創立70周年コンサート
一中で祝賀の音の競演

狛江第一中学校の創立70
周年を祝うコンサート（狛江第
一中学校創立70周年実行委
員会主催）が10 に同
中で催された。「一中は狛江で
最も古い中学校なので、関係
者だけでなく、多くの人と一緒
に祝いたい」として一般に公
開したため、在校生や保護者、
卒業生に加え、周辺の住民な
ども多く訪れ、趣向を凝らした
演奏を楽しんでいた。
午前と午後に分けて行われた
コンサートでは、シンガーソン
グライター大野靖之さんのピア
ノやギターの弾き語り、同中1
組の和太鼓、吹奏楽部、韓国
の伝統太鼓チャング奏者趙基哲
さん、ハンガリーのクラリネット
奏者コハーン　イシュトヴァーン
さんによる演奏と生徒との共演
が行われ、体育館を埋めた数
百人の聴衆は心のこもった音の
競演を楽しんでいた。

猪方出張所に救急隊
現場到着時間が短縮

狛江消防署猪方出張所に救
急隊が新たに配置され、１０月
１７ から運用が始まった。
狛江市南東部の救急対応
は、これまで南側にある多摩
川が障害となっていたが、これ
により現場への到着時間が短

縮されるとい
う。
配属された
救急車は東京
消防庁最新の

型で、車の全周を確認できる
カメラを備えるほか、現場急行
支援システムに対応している。
11 発隊披露式典に
参列した関係者たちは「いっ
そう安心・安全な狛江になり
ました」と喜んでいた。

９日から秋の火災予防運動
猪方出張所を11日に公開

「火の用心　一人一人の
　心掛け」を合い言葉に秋
の火災予防運動が９ から
１５ まで行われる。
狛江消防署では、震災対
策を軸とした総合的な防火
防災対策の推進を行うほか、
１１日 前１０時～正午に猪
方出張所の庁舎を公開、参加
者に応急手当の指導なども行
う。また、１２ 江市民
まつりでは、本町通りで午前
１０時３０分～午後３時に「消防
ふれあい広場」を開催、ミニ
消防車の乗車、はしご車搭乗
体験などを行う。
問い合わせ☎3480-0119
狛江消防署。

12月2日にクリスマス会
こどもの多摩里食堂

こどもの多摩里食堂（西
尾圭代表)が、12月2日
正午～午後2時30分に岩
戸地域センターで「クリス
マス食事会」を開催する。
同会は、毎月1回、東和

泉の会員宅で
地域の親子に
夕食を提供し
ており、昨年
12月にクリ
スマス食事会
を開催、好評
だった。今回

は狛江市社会福祉協議会あ
いとぴあ助成金事業の認定
を受けて開くもので、食事
の後、サンタクロースが菓
子をプレゼント、次いで
ボランティアによる塗り
絵、将棋、ゴム銃射的、ス
トローの笛づくりと演奏な
どにわかれて遊ぶ。対象
は小学生と未就学児（要
保護者同伴)。定員は先着
70人で事前予約制。参加
は子どもが無料、おとな
500円。申し込みはEメー
ル（kodomonotamari@
gmail.com）で子どもの
名前、性別、学年または年
齢、保護者の氏名、当日昼
間つながる電話番号、住
所、アレルギーの有無を伝
える。
問 い 合 わ せ ☎090-
5527-3132西尾さん。

狛江共生の家が10周年
11日に記念の講演会

駒井町1丁目にある狛江
共生の家が開設10周年を
迎え、11 後1時30
分～3時30分に記念の講
演会とパネルディスカッ
ションをエコルマホール6
階展示・多目的室で催す。
狛江共生の家は同名の
NPO法人が運営する一人
暮らし高齢者の共同住宅
で、高齢者と地
域の人が安心し
て住み続けられ、
「共に生きる」拠
点をめざして市
民が中心となっ
て建設したユ
ニークな施設。現
在、80代から90
代の高齢者13人
が暮らしている。
同法人は、入居者だけでな
く、地域の高齢者を対象に
講習会や昼食会を催すな
ど、地域の高齢者支援活動
の拠点になっている。
講演会では法政大学現代
福祉学部教授で狛江市市民

福祉推進委員会会長の宮城
孝さんが「在宅高齢者の安
心な暮らしと終末とは？」
と題して講演、続いて同じ
テーマで4人の専門家によ
るパネルディスカッション
を行う。定員80人で参加
費は500円。申し込みは4

NPO法人狛江
共生の家。
申し込み・問い合わせ☎
3430-5020狛江共生の家。

2カ所に食品寄贈ボックス
フードバンク狛江が増設

NPO法人フードバンク
狛江(田中妙幸代表)の食品
寄贈ボックスがこまえ正吉
苑とこまえ苑の2カ所に増
設された。これまでボック
スは市民活動支援センター
（こまえくぼ1234）と東
和泉にある同会の倉庫・連
絡事務所に置かれていた
が、倍増したことにより寄
せられる食品の量も増えた
という。
同会は平成26年から活
動を始め、これまで590
回を超える支援を行った。
提供する食品は、市内のイ
ベントなどでも受け付けて
いるが、フードバンクの
活動を多くの人に伝えるた
めにも、いつでも食品を寄
贈できる常設のボックスが

効果的だとい
う。寄贈でき
る食品は乾麺
や米、菓子、
缶詰、レトル
ト食品など常
温保存できる
食品で、賞味
期限が1カ月
以上のもの。
田中代表は

「施設の利用者の家族や周
辺の住民などから予想以上
の量が集まっており、今後
もボックスを増やしたい」
と話している。
問 い 合 わ せ ☎5497-
0272フードバンク狛江。

発隊式で活動を披露する猪方救急隊
の隊員たち

記念コンサートで演奏する一中吹奏楽部

こまえ正吉苑の食品
寄贈ボックス

ｋｏｍａｅの仲間
原稿は市役所２階地域
活性課（☎03－3430－
1111FAX3430-6870）
で受け付けています。1月
号の原稿の締め切りは11
月3 です。


