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12：00、 10：00～11：
30喜多見地区会館 ・
）、泉の森会館 筆記

用具など 先着10人
7,500円 ヨーガ学びの
森☎・FAX5761-5442早野
親子体操教室
月３回 0：00～11：

00野川地域センター。親
子でふれあいながら体を
動かす。無料体験あり
動きやすい服装、タオ
ル、飲み物 1歳8カ月く
らいからの未就園児の親
子 先着22組 1,000円
事前 プチ・バルーン 
suponji_dan0202@

yahoo.co.jp坂本
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

の笛コカリナを練習。体
験あり 若干名 2,500
円 事前 コカリナサーク
ル こまえ☎・FAX3480-
8711 mshuto2612@
kym.biglobe.ne.jp周東
サッカー教室
毎月1～2回 5：50

～17：50元和泉市民運動
ひろば。新しいスクール活
動。詳細はフェイスブック
参照 運動のできる服装、
飲み物 年長～小学3年生
15人 4,000円（9回
分） 1,000円 事前
狛○くらぶ フットボール 
Experience futbol@
komawa.jp大和
ママさんバレーボール

19：00～21：00
主に狛江第二中学校。9
人制。バレーボール経験

者の体験参加可 バレー
ボールができる身支度
バレーボール経験者
1,000円 事前 優友ク

ラブ☎090-4618-0084 
yuyuc lub .1999@

gmail.com諏訪

募　　集募　　集募　　集募　　集募 集募 集募 集募 集募　　集
令和2年度 狛江市卓球
連盟登録受付

〔年度登録料〕団体＝
1,000円 3,000円（
は20人まで。21人以上は
1人あたり300円）、個人
＝ 500円 団体男・女
（本拠地は狛江市、異性は
3人まで）、個人（市内在
住・在勤・在学者） 締
切30 201－0004
狛江市岩戸北4-15-16狛
江市卓球連盟 副会長 秋元
恵司へ 狛江市卓球連盟
☎3489-4559FAX3489-
7783秋元

独り暮らし高齢者等の
「安否確認・傾聴電話」

無料利用者募集
週2回 ・ ・
13：30～16：00。独り
暮らしの高齢者等の安否確
認・精神的に支え見守る活
動 独り暮らし高齢者、高
齢者世帯、障がい等により
外出困難な中高年齢者等

狛江市社会福祉協議
会☎3488-0294はとの会
担当

会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集
リラクゼーションバレエ

19：15～21：
30中央公民館。クラシ

ックバレエを基礎とした
美容健康体操。見学自由
3,200円 Yu’sエッセ
ンシャルバレエ☎3489-
2251原田

英会話
毎 19：00～20：30

中央公民館ほか。米国人講
師の指導で自由なグルー
プ英会話を行う。見学歓
迎 初級から中級程度 若
干名 3,000円 1,000
円 事前 狛江英会話ク
ラブ☎090-5316-6967 
sasakima@aol.com

佐々木
小学生バレーボール
毎 17：00～19：

30、毎 ・ 時間不定（遠
征、試合あり）緑野小学校。
見学・体験歓迎 体育館履
き、飲み物、タオル 小学
1～4年生の女子 3,000
円 事前 狛江セブン☎
080-5376-8471山本
リフレッシュ体操

9：00～11：15

市民総合体育館。音楽に
合わせ全身運動。見学可
2,500円 狛江リフレッ
シュ体操同好会☎3489-
9833本橋

カラオケ
毎 第2・4 19：00～

21：00ノタリーノホール
（狛江駅北口）。ポピュラ
ーから演歌。レーザーカ
ラオケで練習。指導あり。
見学可。初心者歓迎 筆
記用具 若干名 3,500
円 2,000円 事前
狛江カラオケクラブ☎・
FAX3489-5246杉浦

歌声
毎第 10：30～11：

45南部地域センター。見
学可 500円 うたご
えサロン☎080-3717-
9965FAX042-376-9585 
kyo.yoshida@nifty.

com吉田
ヨーガ

・ ・ 9：10～
10：40 ・ 10：30～

komaekomaekomae
の仲間の仲間の仲間

「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4
階政策室（☎3430-1111 FAX3430-6870）または
狛江市市民活動支援センター　こまえくぼ1234（☎
5761-5556FAX5761-5033）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

狛江通りの松原交
差点近くにある岡川
製作所（和泉本町

3-21-1）は、さまざまな金属機械の
部品加工やエッチング、合成樹脂加工
などを手がける会社。
創業者の岡川幸一さん（明治43年
～平成13年)は福井県大野市生まれで、
昭和10年代に株式会社東京計器製作所
（後の東京航空計器)へ技術者として入
社し、川崎市中原区木月にあった本社
工場の近くに住み、計器の製作を担当
した。敗戦直後は同社狛江工場へ移る
とともに敷地内にあった社宅へ転居し
民需品の製作に関わった。27年に占領
体制が終わり、同社も航空関連の業務
を再開、元の計器の担当に戻った。30
年頃に現在の場所に自宅を建設、裏庭
に建てた小屋に会社から譲り受けた旋
盤など工作機械を２、３台置いて機械

の部品加
工 を 始
め、32
年に退職
し有限会
社岡川精
機製作所

を設立した。当初は航空計器
の下請けが中心だったが、仕
事が増えたため、住み込みの
職人を雇った。妻の政子さん
（大正2年～平成26年)は３人
の子育てをしながら、経理な
どの事務や職人の食事作りを
担当した。当時、狛江町周辺
には国際電気株式会社（現・
日立国際電気）、東京重機工業
（現・JUKI株式会社）などの

工場があり、その下請けをする町工場
も多かった。
幸一さんは金属加工の経験が豊富
で、航空計器以外の大手企業からも多
くの仕事を受注したほか、自社開発の
機械も製造。40年代には受注が増え
たため、工場を建て増して新しい機械
も導入した。幸一さんは仕事の合間を
縫い、元の職場の同僚らとボーイスカ
ウト育成活動や文化協議会の役員など
地域活動を長年にわたって行った。
現経営者の清明さん（69）は幸一
さんの次男で、中学時代から野球少
年だったが、43年に父の会社へ入社。
先輩職人から旋盤、フライスなど20
台以上ある工作機械の操作をマスター

し、22歳から２年間取り
引き先の親会社に出向し部
品作りの指導も経験した。

長男の恵一さん（71）は大学卒業後、
２年間は別の会社で働いたが、父の会
社を手伝うために退社、先に入社して
いた弟の清明さんとともに働いた。昭
和末期に自宅前の都道拡張のため一時
的に移転するとともに、工場と3世帯
の住居を合築した３階建てのビルを建
設、平成元年にオープンした。恵一さ
んは３年に社長に就任したが、幸一さ
んは88歳まで仕事を続けた。恵一さ
んが27年に引退した時、清明さんも
廃業を考えたが、社会的責任と信用に
応えるため、経営を引き継ぐとともに、
社名を変更し個人経営に改めた。現在
は航空計器や宇宙開発機器の部品づく
りなどを行っている。清明さんは「こ
れまで続けられたのは、受けた仕事を
ていねいに仕上げ、納期を厳守したこ
と、父の代から支え合った取引先の職
人さんらのおかげです」と話している。
清明さんは軟式野球を続けており、
狛江市体育協会や狛○クラブの運営な
どスポーツの分野で、父にならって地
域活動に力を尽くしている。
岡川製作所☎3489-3469、営業時
間＝午前8時30分～午後6時、土・日
曜休み。

金属や合成樹脂の加工に高い技術力発揮

昭和32年に創業／航空計器など大手企業から受注次々岡川清明さん
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狛江市のコミュニティＦＭ「コマラ
ジ」（FMこまえ・85.7MHz）が昨年
11月11日に本放送を開始して4カ月。
運営にあたっている狛江ラジオ放送株
式会社代表取締役の松崎学さん（52）
に話を聴いた。

「放送開始前から予想外のことに見舞わ
れ大変でしたが、現在はスタッフも慣
れ、番組も充実してきています。コマ
ラジは他のコミュニティＦＭに比べて
自主制作の生放送が多いのが特徴です。
120人を超すパーソナリティーのほか
ボランティアスタッフも多く、ラジオ
やテレビ局などの関係者からサポート
をいただいています。個性的なパーソ

て、その世界で
有名な人もいます。タンゴの番組など
は全国でもコマラジだけだそうです」
「9月14日に放送開始予定でしたが、
放送設備の設置の遅れなどで11月に延
びました。ところが、10月12日に台
風19号が上陸し、急に放送することに
なりました。コミュニティＦＭは災害
時に地域情報を発信することが大きな
目的ですから、前日から臨時災害放送
について検討しスタッフ数人が待機、
総務省や狛江市などと連絡を取ってい

ました。当日の午後3時過ぎに防災セ
ンターへ出向き、市から総務省へ電話
で申請をして許可を取りました。市職
員は電話応対などでてんやわんやの状
態だったので、最初に放送する原稿を

職員からい
ただいて、４
時46分に私
が読み上げて
放送を開始し
ました。その
後も避難勧告
や道路、避難
所の状況など
を発信しまし

た。この臨時災害放送は市のツイッタ
ーやコマラジのフェイスブックでも発
信、約8,000件のアクセスがあり、本
放送前の貴重な経験になりました」
「新型コロナウイルスで休校になった時
は、ママさんパーソナリティーのみな

さんが期間限定の子ども向け番組『コ
マラジ子ども月間』をいち早く始め、
子ども向けの身近な情報を流し、リス
ナーの子どもや市内の小学校の先生が
電話で出演しました。小さな市の小さ
なラジオ局ならではの身軽さを生かし
た取り組みができたと思います。まだ
地域情報が少ないので、もっと充実さ
せていきたいです。また、よく聴こえ
ないという声も寄せられているので、
聴取方法のPRにも力を入れたいです」

松崎学さんの横顔＝川崎市麻生区生ま
れ。都内の私立高校在学中にバンド活
動を始め、昭和62年にロックバンド
AURAに加入し平成元年にCDデ
ビュー。数々のヒット曲を出すが
4年に活動休止、18年に再開した。
平成7年に絹山不動産株式会社へ
入社、21年に社長に就任。狛江

青年会議所、狛江市商工会青年部など
のほか、狛江市の「音楽の街－狛江」
構想推進委員会などの委員を務めた。
4年前にFM狛江設立準備委員会を結
成、狛江ラジオ放送株式会社を昨年5
月に設立、代表取締役に就任した。

狛江ラジオ放送株式会社
代表取締役

松崎 学さん

まだ地域情報が少ないので充実させていきたいです


