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日本棋院狛江支部

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
子どもと子連れのおと
生後2カ月からの乳児と
なのための英会話
母親 1,200円 事前
22日 母と子と助産師の会☎・
3歳〜6歳＝8日
おとな＝29
15： FAX3488-2616（18：
30〜16：30中央公民館。 00〜21：00）長尾
初心者歓迎 先着各回15
多摩川でバードウォッ
組 1回1,000円 事前
チング
English for Everyone 17
9：00〜13：00。
englishforeveryone 和泉多摩川駅前集合（雨天
20180122@gmail.com 中止）
。下流に向かって観
大幡
察。南部地域センターで解
盆踊り講習会
、
散 双眼鏡（無くても可）
・25日
3： 筆記用具、昼食 200円
11
00〜15：00中 央 公 民 狛江探鳥会☎080-2094館。夏の盆踊り大会で全 8822由井
国各地の盆踊りの曲を踊
リウマチ友の会例会
狛
るための練習
13：30〜15：
20
江市文化協議会☎3489- 30調布市総合福祉センタ
8673FAX3488-5613 西 ー。情報交換、懇談会
牧
飲み物 関節リウマチ患
心の病・家族相談日
者、家族 200円 調布
12
（電話相談）
・ 狛江リウマチ友の会☎・
（面接・電話相談） FAX5497-5585柴田
26
10：00〜12：00カレー
マンション管理無料相
ショップ・メイ。心の病に
談会
ついての相談を受ける 心 22
8：30〜20：00
の病を持つ当事者とその 中央公民館。マンションに
狛江さ 関係する相談 分譲マンシ
家族、市民
つき会（家族会）☎080- ョン居住者、マンション管
9275-2090安藤
先着順
理組合員
ベビーマッサージ
狛江市マンション管理士会
10：00〜11： ☎ 6277-6301FAX348313

催

し

「komaeの仲間」の原稿

日本棋院狛江支部（馬場信義支部長）は、囲碁の
普及と上達を目指すとともに、対局を通じて市民の親
睦を図ろうと昭和48年に結成した。現在約50人の囲
碁愛好者が毎週日曜日午後に中央公民館で定例会を催
し、対局を楽しんでいる。
会員は60歳以上が多く、女性も10人ほどおり、小・
中学生が参加することもある。高段者から初心者まで
幅広く、自分の
棋力に応じた相
手と囲碁が打て
ることが好評だ
という。
春と秋に会員
以外も参加でき
囲碁大会
る囲碁大会を催
すほか、夏と冬には会員間でリーグ戦を実施し、その
成績を基に「段級位審査会」で段位を認定する。近年
は会員の棋力向上を図るため、プロ棋士を招いて解説
や指導碁を依頼し好評だ。その結果、昨年秋の多摩地
区26市町対抗・囲碁団体戦では4位入賞と好成績を残
した。また、毎年公民館事業として「初心者のための
囲碁教室」を開き、普及に努めている。
ことしは新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、毎週日曜日の定例会が開けず、5月に予定してい
た春の大会も中止になったが、
支部長の馬場さんは「囲
碁仲間が心おきなく対局を楽しめる日が1日も早く訪
れることを祈っています」と話している。
問 い 合 わ せ ☎050ｰ7534ｰ2142 baba.n@jcom.
home.ne.jp日本棋院狛江支部 馬場さん。
7098大鳥
楽市
10：00〜15：
24
00市役所前市民ひろば。
フリーマーケットと市内業
者出店による市 フリーマ
ーケット出店1,100円
先着順。毎月15日〜31日
狛江楽市の会☎54388 8 0 5 FAX5 4 3 8 - 4 3 3 1

受付窓口が変わりました

「komaeの仲間」の原稿は狛江市政策室または狛江市市民活動支援センター こ
まえくぼ1234で受け付けます。
原稿は窓口へ直接持参するか、FAX、Ｅメールでお送りください。
●原稿の受付窓口●

狛江市役所4階政策室

いちょう通り

小田急線
狛江通り

和泉本町1-2-34
受付＝午前10時
〜午後5時、
火曜・祝日休み
☎5761-5556

至狛江

受付＝午前9時〜午後5時、
土・日曜・祝日休み
☎3430-1111 FAX3430-6870
Ｅメール wacco@city.komae.lg.jp

狛江市市民活動支援センター
こまえくぼ1234
市役所

こまえくぼ1234

ＪＡマインズ

alfe8805@gmail.
com坂本
はじめての遺言相談
28
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 1日
15
遺言書を考える
会 ☎090-6480-3930北
條
春のバラ展中止
新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、こ
としのバラ展は中止しま
す 狛江バラ愛好会☎・
FAX3489-2308櫻岡
フルートハーモニー
「のがわ」演奏会中止
新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、演奏会は
中止します フルートハー
モニー「のがわ」☎0908038-8843FAX54382320 kmta@kuramae.
ne.jp鎌田

★★★

指導者と世界のフォーク
ダンスを踊る 健康な人
1,500円 1,000円
ストレッチ
F・Dフラミンゴ☎3480毎 10：00〜12：00 5106石坂
中央公民館。健康、美容
音訳ボランティア
のための運動。親切、て
0：00
毎 第1・
いねいな指導。見学自由 〜12：00（定例会）
、月
2,500円 1,000円
1回音訳作業。視覚障がい
ハーモニー☎3489-5614 者などに情報紙の音声版
佐々木
を作る パソコンを覚える
クラシックバレエ
ことができる人 500円
13：45〜19：
事前 狛江音訳グループ
0：00 ☎5761-5556こまえくぼ
30、月2回隔週
〜12：00中央公民館。初 1234取次
心者から上級者まで講師が
囲碁
レベルに合わせてていねい
13：00〜
に指導 5,000円 1回の 17：00あいとぴあセンタ
み 参 加1,500円 4,000 ー。老後の趣味の極みであ
円 事前 狛江クラシッ る囲碁を楽しむ 60歳以
ク バ レ エ ☎090-9830- 上の狛江市と近隣在住者
1187末広
1,000円 あいとぴあ
ハイキング
囲碁クラブ☎080-5644月２回主にウィークデ 1434井上
ー東京都及び近県。ハイキ
料理
ングやバス行事。心身の健
：30〜13：
毎第
康作りを通じ会員相互の
00西河原公民館。家庭料
親睦を図る 弁当、水筒、
理全般。管理栄養士の説
雨具、健康保険証等 お
明 エプロン 先着5人
おむね55歳以上で、1日
2,000円 むつみ会☎
7km位歩ける人 3,000
3489-1652FAX3489円 500円 事前 狛江
1780徳永
歩歩クラブ☎・FAX3489書道
5356平賀
毎 第2・4 13：30
外遊び
〜15：30。漢字、万葉か
10：30〜11：30
な、ひらがな、ペン習字、
市内の公園。季節のイベン
墨彩画 10人 4,000円
トあり。公園で遊び、親子
1,000円 美 墨 会 ☎・
交流 未就園児 1,000
FAX3480-1920武居
円 どろんこクラブ☎
カラオケ
080-3462-0360長谷川
毎 第1・
8：30
フォークダンス
〜21：00中央公民館。女
、 第2・4
： 性歓迎。プロの作詞家の
30〜11：30中央公民館。

会員募集

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（☎
5761-5556 FAX5761-5033）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

個人指導、課題曲あり
先 着3人 3,000円、 そ
の 他1,000円 3,000円
やよい歌謡会☎34891652FAX3489-1780 徳
永
親子体操
0：30 〜
月4回
11：30南 部 地 域 セ ン タ
ー。令和3年3月までの活
動 飲み物、雑巾（タオ
ル） 令和2年度に3歳に
なる子 若干名 1,000
円 事前 カンガルーク
ラ ブ ☎090-4132-6929
kangarookomae@
yahoo.co.jp渡辺
合気道
19：00〜21：
00狛江第二中学校、毎
18：45〜21：00・ 毎
16：15〜18：30市民総
合体育館。柔軟と基礎練
習。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
ダンススポーツシニア
講習会
10：05〜11：05市 民
総 合 体 育 館。 軽 や か な
ステップを学ぶ ダン
スシューズ 健康な人
狛江市ダンススポ
ー ツ 連 盟 ☎3488-0621
taka375@jcom.
home.ne.jp髙橋

お知らせ
「komaeの 仲 間 」
欄等に掲載した催し等
は新型コロナウイルス
感染症の影響により中
止・延期となる場合が
あります。最新情報は
それぞれの主催者へお
問い合わせください。

ひろがれ
絵手紙の輪

の授業で
子どもた
郵便局が日本で初めて絵手 ちに指導
ラリーを設置した
紙教室を開いたことから、 し た り、
り、商品やサービ
狛江市は絵手紙発祥の地と 高齢者の
多くの人が参加する
スを紹介する大判
して全国的に知られている。 施設など
絵手紙ひろば
の絵手紙シールの
実行委員会は、狛江を発 に講師を
祥の地にふさわしいまちに 派遣するなど愛好者の拡大 掲示などを行っている。
また、絵手紙サポーター
するために、絵手紙ひろ に努めている。
さらに狛江駅構内などに 制度を設けており、500
ばや絵手紙教室5回連続講
座、元祖☆親子絵手紙教室 四季折々の絵手紙を展示す 人近くの人が全国各地から
を市役所やエコルマホール るほか、市内の商店や会社 季節の絵手紙を送ってきて
6階展示・多目的室などで などの協力で40カ所以上 おり、絵手紙の輪が着実に
催すほか、市立小・中学校 に絵手紙を飾る街角ギャ 広がっている。

絵手紙発祥の地−狛江を積極アピール
「絵手紙発祥の地−狛
江」実行委員会は、狛江市
のまちづくりのひとつとし
て絵手紙を生かそうと市内
の絵手紙精通者を中心に平
成19年に設置され、絵手
紙の普及を目指してさまざ
まな活動を精力的に展開し
ている。
市内在住の絵手紙創始者
である小池邦夫さんを講師
として招き昭和56年に狛江

「komaeの仲間」は

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

