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こまえ平和フェスタ2019

4352湯浅
カラオケ
毎 第2・4 19：00
リラクゼーションバレエ
〜21：00ノタリーノホー
19：15〜21：30 ル（狛江駅北口）
。ポピュ
中央公民館。クラシックバ ラーから演歌までレーザ
レエを基礎とした美容健康 ーカラオケで練習。指導
体操。見学自由 3,200 あり。見学可。初心者歓
円 Yuʼ sエッセンシャル 迎 筆記用具 若干名
バレエ☎3489-2251原田 3,500円 2,000円 事
フォークダンス
前 狛江カラオケクラブ
、第2・4 ：30 ☎・FAX3489-5246杉浦
〜11：30中央公民館。指
バドミントン
導者と共に世界のフォー
9：00〜11：
クダンスを踊る 健康な 25市民総合体育館。見学、
人 1,500円 1,000円 体験可 シューズ 女性
F・Dフ ラ ミ ン ゴ ☎・
2,500円 1,000円
FAX3488-0548狩野
Komaeʼ 86☎090-3811健康マージャン
zuyu-1809@
6527
毎第2・ ezweb.ne.jp中山
毎第1・3
12：30〜16：55中
英会話
央公民館または西河原公
毎 A=13：00〜14：
民 館。 半 荘3回。 席 は ク
30、B ＝ 15：00 〜 16：
ジ決め。大会、初級講座
30中央公民館または西河
あり 自立している人
男性1人、女性3人 600 原公民館。カナダ人講師
円（3カ月一括1,500円 ） を中心に会話で学ぶ。初・
2,000円 事前 健康 中級。見学可 筆記用具、
マージャンこまA☎080- テキスト Eメール（携帯
3021-5569塩見
メール含む）で連絡可能
で、日本語禁止に対応で
歌声
毎第
10：30〜11： きる英語力の人 4,000
45南部地域センター。懐か 円（テキスト代随時） 先
しい歌を歌う。曲の背景の 着順 狛江国際友好クラ
語りもあり 500円 うた ブ katsfujii@outlook.
ごえサロン☎・FAX3480com藤井

会員募集

「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（☎3430−1111 FAX3430−6870）
で受け付けています。
です。
●記事中の記号●
健康、
スポーツ、
文化、
交流・地域、 その他、 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、 入会金、 月会費、 年会費、 参
加費、 無料、 申し込み、 問い合わせ先、 Eメール

こまえ平和フェスタ2019（こまえ平和フェスタ
実行委員会主催、狛江市・狛江市教育委員会などの
後援）が18
ルで開催される。
同フェスタは、戦争を忘れないで語り継ごうと戦
後・被爆60年にあたる平成17年から毎年夏に催して
いる。15回目の今回は「沖縄に心をよせて」をテー
マに、元・狛江第一小学校教諭の牛島貞満さんが沖
縄戦を指揮した祖父の牛島満中将などについて講演
する。
また、
沖縄のシン
ガーソング
ライターの
ユキヒロさ
練習する平和フェスタ合唱団
んがライブ
演奏を行い、公募市民による平和フェスタ合唱団が
加わってユキヒロさん作詞・作曲の「HEIWAの鐘」
と「今日から明日へ」
、
市の歌「水と緑のまち」を歌う。
琉球舞踊、狛江市平和都市宣言朗読劇も上演される。
ホワイエでは沖縄の歴史と文化のパネル、原爆・空
襲の写真展示、貼り絵、平和をテーマにした市民の
川柳・俳句・短歌・絵手紙などを展示する。実行委
員長の佐久間均さんは「沖縄の抱える問題を考える
きっかけにしたい。平和な未来を築くため多くの市
民に来てほしい」と呼びかけている。
入場は無料だが、会場で募金を行う。
問 い 合 わ せ ☎・FAX3480-7477 mail@komaeheiwa-fes.clean.toこまえ平和フェスタ実行委員会
西尾さん
コカリナ
毎 第1・3 18：30
〜20：00中 央 公 民 館。
心を和ませる楽器、小さ
な木の笛コカリナを練
若 干 名 2,500円
習
事前 コカリナサーク
ル こ ま え ☎・FAX34808711 mshuto2612@
kym.biglobe.ne.jp周東
民踊
9：30〜12：00
西河原公民館。三味線と尺
八で練習。初心者歓迎 飲
み物 2〜3人 2,000円
締切31日
秀狛登久
会☎090-8740-0264原
川柳
毎第3 9：30〜12：
00中央公民館。川柳作家・
高鶴礼子さんの指導。初
心者歓迎 鉛筆2B、消し
ゴ ム 1,000円、 他 に
3,000円 事前 川柳 狛
の会☎3489-1287田中
合気道
19：00〜21：00

8：
狛江第二中学校、毎
16：
45〜21：00・ 毎
15〜18：30市民総合体育
館。柔軟、基礎練習、技な
ど。1回無料体験実施 飲
み物、タオル 子どもから
2,000円 1,000円
事前 養氣會狛江合氣道倶
楽 部 ☎090-5197-1269
中村

催

し

8月・9月の展示
市役所2階ショーケー
ス。文化協議会会員の作
品展示。8月は陶芸（陶芸
野歩）
、9月は手工芸（ひ
狛江市文
まわり）
化 協 議 会 ☎・FAX34896064絹山
つくろう！おどろう！
3日 ・5
10：00
〜12：00中央公民館、9
10：00〜12：30西
河原公民館。自分で染め
たTシャツを着てパプリ

カを踊り動画を応募。詳
細はホームページで 先
500 円（3日
着10人
・5
のみ） 事前
ミ ュ ー ジ カ ルCoCo
〜 m.m.y.r.k1967@
icloud.com田部谷
第4回狛江市民普及振
興将棋大会
4日 9：00〜17：00中央
公民館 狛江市民及び周辺
地域の人 先着70人 高
校生以上1,000円、女性・
小・中学生500円 狛江市
将棋愛好会☎・FAX34880213宍戸
食物アレルギーの理解
促進の場づくり〜そう
めんを作ろう！〜
4日 10：00〜12：00、
14：00〜16：00あいと
ぴあセンター。27品目不
使用のそうめんを回転式製
麺機を使って製作し試食
エプロン、三角巾またはバ
ンダナ、ふきん2枚、筆記
用具 アレルギーを持つ当
事者と関心のある人 先
着各8組 高校生以上500
円、中学生以下300円
事前。締切開催前日 こま
えアレルギーの会☎070komae.
5019-4021
allergy@gmail.com早坂
親子ビクス
歩ける頃〜5歳＝5日
首すわり〜2歳半＝9
、首 す わ り 〜1歳 半
＝23日
0：15〜11：
15中 央 公 民 館 他。 子 ど
もと一緒に曲に合わせた
触れあい遊び＆ママのボ
ディケア 動きやすい服
装、着替え、タオル、飲
み物 子どもと母親 1回
1,000円 先着順。締切
開催前日 親子ビクスサー
ク ル oyakobikusu.k@
gmail.com加藤
市民フォーラム「ひきこも
り」を考える〜誰も孤立さ
せないまちを目指して〜
5日
8：15〜20：30
中央公民館。経験者、支援
者と共に「ひきこもり」へ
の理解を深める 狛江市
民、関心のある人 先着
40人
ごはん＋居場
所 おかえり☎090-1208okaeri2017@
3823
gmail.com宮川

★★★

募

集

狛江市民まつり 流し
り）
。ソウル五輪代表の倉
踊り講習会
光哲さんの指導で本格的
9日
23
・9月12日
に学ぶ。シニアスポーツ
第7回かわせみ杯争奪カ
27
・10月10日
振興事業（東京都主催）
ラオケ大会出場者募集
25
・11月7日
3：
ラケット、飲み物 市内在
00〜16：00中央公民館。 住の60歳以上（50歳代も 10月6日 12：55〜17：
00谷戸橋地区センター（か
狛江音頭、五輪音頭他。１
可） 30人（抽選）
。賞品多数、譜
各市民テニスコート、市 わせみ館）
人でもグループでも可。服
民総合体育館設置の申込用 面見自由、優勝カップあ
装自由 鳴子、浴衣無料貸
出
狛江市文化協議会
紙で市体育協会へファクス り 自分で調整したCDま
☎ 3489-8673FAX3488- （FAX3480-6211）で申し たはカセットテープを事
5613西牧
込む。締切10日
狛江 前提出 歌が好きな人
締切9月
市硬式テニス協会☎080- 先着40人
ミニ写真展
1日
カ ラ オ ケ21☎・
4004-2379山口
16
〜31日 9：
こまえチャイルドライ FAX3488-2608小川
00（ 初 日12：00） 〜
独り暮らし高齢者等の
ン受け手養成講座
21：30（最終日16：00）
「安否確認電話」無料
10月3日 〜1月30日
中央公民館。テーマは「秋
を撮る」
。半切りカラー作 （全11回）あいとぴあセ 利用者募集
いずみフォトサ
ンター・早稲田大学ほか。 週2回（ ・ または ・
品
ロンFAX3488-2092遠藤
18歳までの子どもたちの 13：30〜16：00。安 否
声を電話で聞くボランテ 確認と傾聴による精神的な
《刻字̶KOKUJI》千歳会
ィアの養成。詳細はホー 支え 65歳以上の独り暮
本部チャリティー女人展
ムページ参照 18歳以上 らし高齢者、高齢者夫婦、
23
〜28日 10：00
外出困難な障がい者等
8,000円 締切31
（初日13：00）
〜18：00
（最
事前 狛江市社会福祉協
こまえチャイルドライ
終日17：00）泉の森会館。
議会☎3488-0294はとの
ン
☎・FAX3489-4583
女性作家4人の刻字展。チ
k o m a e c h i l d l i n e @ k o 会担当
ャリティー作品あり。特別
maechildline.com深谷
IMF
出品薄田東仙
☎5497-5444平岡
Start &
はじめての遺言相談
Challenge
子どもの外遊びの大切さ伝える講演会
10：00〜12：
26
00泉の森会館。遺言書の
あおぞら自主保育「狛江おひさまの会」
（北澤智子代
ポイント整理 先着2人
表）は、身近な自然の中で子育てをしたい親が集まり、
資料代500円 締切20日
10年前から多摩川河川敷を拠点として自主保育を続け
遺言書を考える会☎
ている。現在は0歳児から就学前まで13人が参加、週
090-6480-3930北條
4日、午前9時30分〜午後1時30分まで活動するほか、
心の病・家族相談
月1回のミーティングや季節に応じたイベントも催し
（面接・電話
27
ている。
相 談 ）10：00〜12：00
その経験をも
カレーショップ・メイ。心
とにより多くの
の病についての相談を受け
人に外遊びの良
る 心の病を持つ当事者と
さを伝えようと、
狛
その家族、市民
講演する天野さん
江さつき会☎080-9275市民公益活動事
2090安藤
業補助金のチャレンジ補助金を受けて講演会「みんな
カラオケ21 第21回
知ってる？外遊びがすごい理由」を7月1
発表会
公民館で開催、市内や調布市や多摩市からおとな24人
30
9：30（ 開 場9：
と子ども18人が参加した。NPO法人日本冒険遊び場
00） 〜17：00エ コ ル マ
づくり協会評議員の天野秀昭さんが遊びを通じて自分
ホール。
第一部＝会員歌唱、
を育てる「遊育」の重要性と外遊びの必要性について、
第二部＝交流会・ゲスト
NPO法人こどもの遊びと育ちを支える会・狛江理事長
歌手つかさかず樹
の岡本千栄子さんが3人の子を自主保育で育てた経験
カラオケ21☎・FAX3488から、多摩川での遊びを通して子どもの体力や創造力、
2608 lil.river@nifty.
発想力が育まれると講演、参加者は「外で遊ぶことが
com小川
当たり前になってほしい」などと話していた。代表の
2019年第5回秋季シ
北澤さんは「いつでも体験できるので、興味のある方
ニアテニス教室
は気軽に来てください」と呼びかけている。
9月9日
10
（予
備 日12
）10：00〜
問い合わせ komae.ohisama@gmail.comあお
12：00元和泉市民テニス
ぞら自主保育狛江おひさまの会。
コート（雨天時は変更あ

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

