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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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絵画と雑貨の展示～21日 1：
30～15：00カレーショップ・メ
イ主カレーショップ・メイ ☎
3480-3468カレーショップ・メ
イ

狛江写真サークルフォト銀杏モノクローム写真
展 9：00（初日13：00）～21：
30（最終日15：00）中央公民館。「浅草」をテー
マにした写真四つ切り13点主狛江写真サーク
ルフォト銀杏 ☎042-488-9845小林
彩楽工房作品展2日 13 9：00（初日
10：00）～21：30（最終日16：00）中央公
民館。古布を使った小物主彩楽工房 ☎090-
6512-3266惣川
狛江書芸会書展6日 11 9：00（初日
12：00）～17：00西河原公民館。一服の茶
に似合う書をテーマに約13点主狛江書芸会
☎3480-5767宮坂
ライブ6日金19：30add9th。柳原達夫ほか ☎
3480 -4996add9th
お昼のジャム・セッション（ジャズ）7日 4：
00add9th。赤羽豪太 add9th
こまえ楽市ミニライブ
市役所前市民広場。紅い花白い花主こまえ楽
市の会 ☎3480-2074菓匠志むら
草を紡いだあーと　野草の押し葉絵展 ～
18 00～18：00（最終日16：00）泉の
森会館主伴由紀子＆ぐるーぷ草空間 ☎044-
966-1484伴
ライブ13 20：00add9th。石川経清、小山
太郎 ☎3480 -4996add9th
西河原映画会 0：00・14：00西河原公民
館。「フリー・ウィリー」（サイモン・ ウィンサー
監督、1994年）主 西河原公民館 ☎3480-
3201同館
ライブ 20：00add9th。add9thセッショ
ン add9th
手すき和紙オリジナル押花はがき展「麦の穂」
16 ～31日 9：00（初日12：00）～21：
30（最終日17：00）中央公民館。牛乳パック
から作った和紙の押花はがき約10点主麦の穂
☎3488-8328鷲頭

狛晁の会作品展17 ～31日 9：00～21：
30（最終日15：00）中央公民館。書、絵画、
写真、陶芸、木彫、能面など約10点主狛晁の
会（東京都退職校長会狛江支部） ☎3489-
3675松崎
銀・革・布 ～21日 ：00～18：00（最
終日17：00）泉の森会館。銀と天然石アクセ
サリー、カービングクラフト･バッグ･小物、手
描き染ブラウス･手織りウェア主 ㈲緑組
5497-5444泉の森会館
ライブ19 19：30add9th。柳原達夫
add9th
ライブ20 20：00add9th。日倉士歳朗、丹
菊正和 add9th
三遊亭小圓楽独演会21 19：00add9th
add9th
みんなの歌声広場25 14：00みんなの広場
主みんなの歌声広場 ☎090-9808-2810大熊
大人が楽しむ色鉛筆画展Ⅱ28 ～31日
10：00～18：00（最終日16：00）泉の森会
館主ヒラオカ　タマコ 泉の森会館
ライブ27 20：00add9th。後藤まさよし、
千葉征央 add9th
ライブ 20：00add9th。柳原達夫、松下桂、
小野寛史 add9th
＊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。

5月の
催事記

児童館は、0歳から18歳未満の
子どもの健全育成などを目的とし
た「こどもの城」。親子で遊んだり、
放課後の児童や生徒の遊びや交流
の場として利用されており、子ども
たちには「自由に遊べるのが楽しい」
などと好評だ。
市内には岩戸児童センターと和泉
児童館があり、3番目の施設が和
泉本町3丁目に平成31年度にオープン
する予定。

岩戸児童センター
昭和48年に開館した岩戸児童センタ
ー（岩戸南3-15-1☎3489-5414)は、
敷地面積1,380平方㍍で鉄筋コンクリ
ート造り2階建て、のべ床面積893平
方㍍の館内には図書室、ワイワイルー
ム、なかよし広場などがある。なかで
もバスケットボールコート1面分以上あ
る338平方㍍のホールはボール遊びや
バトミントン、卓球などのスポーツがで
きるため、幼児から高校生まで人気が
高い。グランドには砂場と低鉄棒があ
り、外遊びを楽しむことができる。また、
1階に小学生クラブ(学童保育)2室、2
階に乳幼児の遊び場と子育てに関する
相談業務を行う子ども家庭支援センタ
ーが併設されている。
昨年度は、１日平均で乳幼児と保護
者約130人、小学生65人が利用した。
また、水・土曜日は中・高校生が多い
時は各約25人がスポーツに利用した。
同館には、年齢別に登録制の「ロッ
キークラブ」がある。2歳児と保護者
が対象の「リトルロッキー」は、隔週の
火曜日に遊具遊びやリズム遊び、外遊

びなどを行う。小学生対象の「ロッキ
ークラブ」は、1年生、2・3年生、4
～6年生の3グループに分かれ、それぞ
れ別の曜日に活動を行っている。1年生
と２・3年生のグループはレクリエーショ
ンやスポーツ、クッキング、工作などを
行う。4～6年生は「ビストロッキーク
ラブ」の名前の通り、月1回、本格的
な料理や菓子作りを行う。
このほか、外部講師を招いたお話し
会、折り紙教室、工作教室なども開い
ている。
開館時間は午前9時から午後7時。
日曜休館だが、体育館は子どもに開放
されている。
同館は、老朽化に伴い来年度は大規
模改修が予定されている。

和泉児童館
58年に開館した和泉児童館(中和泉
3-12-6☎3480-1441)は、昨年度に
隣接する旧宮前保育園と合わせて改築
され、新たに生まれ変わった。
新しい施設は、敷地面積1,234平方
㍍で鉄筋コンクリート造り２階建て、の
べ床面積578平方㍍（小学生クラブ含
む)の建物には、1階にホール、プレイ
ルーム、図書室などがあり、乳幼児の

親子のため
のひまわりル
ームが設けられているほか、2階に支援
を要する児童のためにシャワーが付いた
部屋があるのが特色。また、2階には
小学生クラブが併設されている。屋外
には面積約340平方㍍の外遊びができ
るグランドがある。
平成26年度は、1日平均で親子55
組、小学生約25人、中・高校生が約
２０人が利用した。
同館は0歳低月齢、0歳高月齢、1
歳、2・3歳の4グループに分けて子育
てくらぶを開いており、成長の度合いに
応じて親子で楽しめるプログラムを設け
ている。小・中・高生を対象にしたダ
ンスのチーム活動と、全年齢を対象に
したスラッグライン（綱渡り）のクラブ
がある。また、障がい児も積極的に受
け入れている。
開館時間は午前9時から午後7時で
日曜休館。
両館とも、18年度から社会福祉法人
雲柱社に運営を委託しており、クリスマ
ス会や夏休みイベントのほか年間を通し
て他の自治体の児童館と子どもたちの
交流も行っている。

狛江駅から徒
歩1分にある美容
室「REINE HAIR 

SALON」は完全予約制で、オー
ナーの三浦千栄子さんが美容に関
するすべてを行っている。マンツー
マンで他のお客さんがいないため、
子どもが泣いたりしても周りに気を
遣う必要がない
と、子連れのマ
マに好評だ。
乳幼児や子どものカットも行って
おり、「イスに座りたくないお子さん
なら、立ったままでも切ります」と
三浦さん。ママが抱いたまま着られ
るカットクロスを使い、膝の上でカッ
トしてもらえる。また、ママがカット
してもらっている時は、横にベビー
カーを置いたり、子どもにDVDを
見せて退屈しないようにもできる。
小学生以下のカット料金がリーズ
ナブルなのに加えて、予約制のため、
待ち時間なくカットしてもらえるのも

好評。
三浦さんは

「口コミで評判
が広がり、新規の方が多く来店され
ます」と話している。
メニューは幼児から小学生のカッ

ト1,000円、中・高校生のカット
2,000円、大人（シャンプーカッ
ト）4,500円のほか、上級着付師
による着付けが8,000円～。また、
七五三の着付け・ヘアセットにも対
応している。 （shino）

壊れたおも
ちゃを修理す
る「狛江おも

ちゃ病院」（日比野信一代表）が
ビン・缶リサイクルセンターで
毎月第1・3木曜日（5月5日
は休み）に開かれている。
大切なおもちゃを治すことで、
子どもたちに
ものを大切に
する気持ちを
養ってもらおうと、平成25年にあ
いとぴあセンターでスタート。翌年
に、趣旨に賛同したビン・缶リサ
イクルセンターの要請で同センター
へ移り、現在、12人のおもちゃド
クターなどボランティア14人が治
療を行っている。どんな種類のお
もちゃでも治してもらえるため人気
を呼び、オープン以来、持ち込ま
れるおもちゃが増え続け、昨年度
は452件の申し込みがあり、約９０
％のおもちゃが治った。

日比野代表は
「治ったおも
ちゃを渡す時

の子どもの笑顔が励みになります。
使い捨てではなく、治して使い続
けることをもっと多くの人に知って
もらいたい」と話している。
開院時間は午前10時～午後3時

（受付は2時まで）。診察費はひと
り100円で、部品交換などが必要
な場合は実費。
問い合わせ☎3488-5300ビ
ン・缶リサイクルセンター。ホー
ム ペ ージhttp://toyhospital-
komae.jimdo.com/。

☎3489-4751　東和泉1-13-6　営
業＝午前9時～午後6時　火曜・第3・
4水曜休み

マンツーマンで気遣い不要

大切なおもちゃ治療します

REINE HAIR SALON

狛江おもちゃ病院
児童館

岩戸児童センターのホールで遊ぶ子どもたち

和泉児童館のオープニングでスラッ
グラインを体験する子どもたち


