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狛江楽市

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☎・
令和2年度 狛江市卓 FAX3488-2616（18：00
球連盟後期登録受付
〜21：00）長尾
〔 年度登録料 〕団体＝
田尾有樹子さんの心の
1,000円 3,000円（20
病・家族相談会
人まで。21人以上は1人 22
13：30〜16：00カ
あたり300円）
、個人＝
レーショップ・メイ。心の
500円 団体男・女（本拠 病についての相談を受ける
地は狛江市、異性は3人ま
心の病を持つ当事者とそ
で）
、
個人（市内在住・在勤・ の家族、市民
狛江さ
在 学 者 ） 岩 戸 北4-15- つき会（家族会）☎08016狛江市卓球連盟 副会 9275-2090FAX3480長 秋元恵司へ。2
〜 4004安藤
狛江市卓球連盟
18
ジュニア育成地域推
☎ 3489-4559FAX3489進事業ビーチボール
7783秋元
教室
26
〜1月13日 （月2
18：45〜21：
〜3回
00
13：50〜16：05
市民総合体育館 体育館シ
リウマチ友の会例会
9日
3：30〜15： ューズ、タオル、飲み物
小学1〜6年生 20人
30調布市総合福祉センタ
1日
15
メー
ー。情報交換、懇談会 飲
狛江市ビーチ
ルのみ受付
み物 関節リウマチ患者、
家族 200円 調布狛江 ボール協会☎080-5513リウマチ友の会☎5497- 0 5 2 9 j r . k y o u s i t u @
gmail.com三角
5585柴田
はじめての遺言相談
ベビーマッサージ
10：00 〜
28
0：00〜11：
9日
30西 河 原 公 民 館。 助 産 12：00泉の森会館。遺言
師 の 指 導 で ベ ビ ー マ ッ 書のポイント整理 先着2
サージを行う バスタオ 人 資料代500円 1日
〜15日
遺言書を考え

募

催

集

し

狛江楽市の会（山岸秀宣代表）が27
前10
時から午後3時に市役所前市民ひろばで楽市を催す。
雨天の場合は中止。
以前は商店などの有志が駒井町にあるスーパーマ
ーケットの駐車場で約2時間、狛江朝市を開いてい
たが、開催時間を長くし、より多くの人が参加でき
るようにしたいという声が上がった。このため、平
成12年に狛江楽市の会を結成して市と相談した結
果、市民ひろばで
月1回の日曜日に
市民のフリーマー
ケットと市内の業
者が出店する現在
の形になった。店
楽市のフリーマーケット
同士や市民との情
報共有やコミュニケーションの場になっており、市
民がフリーマーケットを通じて交流したり、アマチ
ュア音楽団体がミニライブを催している。
フリーマーケットには狛江市民であれば1,100円
で出店できる。定期的に出店する人もおり、多い時
は20組を超えることもある。事前に申し込みが必
要で、開催３日前の午後６時まで受け付ける。
なお、新型コロナウイルス対策として、マスク着
用を徹底し、店と店の間を離すなど3密にならない
よう配慮しているという。
問い合わせ・申し込み☎5438-8805（日・祝日
休 み ）FAX5438-4331 alife8805@gmail.com狛
江楽市の会 坂本さん。
る 会 ☎090-6480-3930
北條

会員募集
フォークダンス
、第2・4
：30
〜11：30中央公民館。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 FD
フラミンゴ☎・FAX34805106石坂
ストレッチ
0：00 〜
月4回
12：00中 央 公 民 館。 健
康、美容のための運動。親
切、 て い ね い な 指 導
2,500円 1,000円 ハ

「komaeの仲間」は市民活動団体の情報コーナーです。掲載申込は下記へ
「komaeの仲間」の原稿は市役所4階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）で受け付けています。原稿は窓口へ直接持参するか、ファックス、
Ｅメールでお送りください。掲載ご希望の方は事前に登録が必要です。11月号の原
●原稿の受付窓口●

狛江市役所4階政策室

受付＝午前8時30分〜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

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

■「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。

●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

ー モ ニ ー ☎3489-2251
akinoriyutan2954@
willcom.com原田
剣道
18：30〜20：
00野川地域センター・そ
の他小中学校。初めての人
でも基本から指導。小学生
の防具は貸し出し応相談
小学生以上 2,000円
事前 狛江剣道同志会☎
3489-9037小栗
水墨画
3：30〜
毎 第2・4
15：30西河原公民館。水
墨画、彩墨画を基本から
描く 画材道具一式 数

人 3,500円 狛墨会☎
3480-9670梅田
クラシックバレエ
14：00〜17：
0：00
00、月1〜2回
〜12：00中央公民館。初
心者から上級者まで講師が
レベルに合わせてていね
いに指導 5,000円 オ
ープンクラス1回1,500円
4,000円 狛江クラシ
ックバレエ☎090-98301187末広
囲碁
13：00〜
17：00あいとぴあセンタ
ー。囲碁を楽しむ 60歳
以上の狛江市または近隣

在住者 1,000円 あい
とぴあ囲碁クラブ☎0805644-1434井上
書道
3：30〜
毎 第2・
15：30中央公民館。漢字、
ひらがな、万葉がな、ペン
習字 10人 4,000円
1,000円 1,000円 美
墨 会 ☎・FAX3480-1920
武居
テニス
10：00
毎 第1・3･
4：
〜12：00、 第2・4
場合あ
00〜16：00（
り）元和泉市民テニスコー
トまたは防衛省共済組合ス
ポーツセンターテニスコー

★★★

ト。体験可 テニス用具一
式 中級以上 若干名 1
回約400円 9月1日
10月31日
狛江テニス
を楽しむ会☎090-6496sake37oda@
0133
t.vodafone.ne.jp佐藤
ハイキング
月２回主に平日東京都
及び近県。散策やハイキン
グ。心身の健康作りを通じ
会員相互の親睦を図る 弁
当、飲み物、雨具、健康保
険証等 おおむね55歳以
上 で、1日7km位 歩 け る
人 3,000円 500円
事前 狛江歩歩クラブ☎・
FAX3489-5356平賀
狛江町から狛江市へ

証言＝小町富三夫さん（83) 中和泉４丁目、梅澤
芙佐子さん（80）中和泉１丁目、Hさん夫妻（85、
86）中和泉２丁目、田嶋久美子さん（61）中和
泉５丁目、吉澤信恵さん（60）和泉本町１丁目

子どもの急増で小中学校新設
◆10数代前から中和泉に住み、祖父は狛江村の２代
目村長を務めました。昭和36、7年頃まで農業をし
ていましたが、中和泉
ではうちを含めて数軒
が乳牛を飼っており、
高校生の時は乳しぼり
を手伝いました。子ど
も時代は六郷用水でホ
タルを捕ったり、おと
なになると近所の人た
昭和40年代後半の中和泉2
ちと用水のかい掘りを
丁目（写真提供・Hさん）
してウナギやフナ、ド
ジョウを手づかみで捕りました。用水の両岸は土手
になっていて雑木がうっそうと茂っていました。近
所はほとんどが高い屋敷林に囲まれた農家で茅葺き
の家もありました。40年代に入ると少しずつ宅地造
成が始まり、うちも建て売り住宅を造りました。
◆31年に妻の両親が中和泉に土地を買って家を建て
ました。土地代は坪当たり約7,000円で会社員のボ
ーナス程度で買えたそうです。32年に家を建てて入
居しました。当時は上下水道はなく、井戸水の簡易
水道で、トイレはくみ取りでした。近所に八百屋と
よろず屋しか商店はありませんでしたが、畑の中に
住宅が10数戸固まって建っていたのでクリーニング
や豆腐、魚屋などのご用聞きが来たり、食料品の移
動販売車が来て買い物には不便しなかったそうです。
狛江通りは道幅が狭く、松原交差点から調布寄りは
屋敷林が茂っていました。
◆39年の結婚と同時に品川道沿いに土地を買って家を
建てました。駅から近いため、個人商店が多く買い物

には困りませんでした。近くにストアが開店し、その
後大手スーパーになりました。家の周りはアスファル
トの簡易舗装で、ひび割れると車が通る度に大きな振
動がしました。町役場はかわいらしい木造で、市にな
った頃はプレハブの庁舎がいくつもあり、周囲は一面
のキャベツ畑でした。狛江第一小学校は狛江駅の北口
ロータリーの辺りにあり、うちの子は48年に入学しま
したが、校庭が広くて桜がきれいでした。
◆32年頃に両親が結
婚して中和泉に越して
きました。家の近くの
現在狛江団地がある
場所に国際電気（現・
日立国際電気）があ
り、幼稚園の頃にその
昭和40年頃の中和泉5丁目
会社の運動会に出たこ
とを覚えてます。生け （写真提供・田嶋久美子さん）
垣のある家が多く、道は細い砂利道でした。各家の
前にはコンクリート製で前板を引き上げるごみ箱が
ありました。狛江通りに沿った中和泉５丁目の一帯
は八百屋、肉屋、花屋、氷屋、酒屋、魚屋、パン屋、
駄菓子屋さんなどの商店街で、中和泉郵便局近くに
は市になる頃まで釣り堀がありました。市になる少
し前に多摩川住宅や狛江団地ができて子どもが急増
しました。私は狛江第二小学校に入学し、一年生の
二学期から開校したばかりの狛江第四小学校へ変わ
り、狛江第一中学校に入学して、二年生から新設の
狛江第三中学校に変わりました。市になった時、学
校から狛江の印が入った文鎮をもらいました。
◆43年に狛江駅から多摩川住宅まで現在の六郷さくら
通りを走るバス路線ができました。家からバスを見て
いましたが、
「都会しか走っていないワンマンバスが
狛江を走るなんてすごい」と思って、姉や近所のいと
こと数人で乗りましたが、すごくうれしかったです。
●市制施行50周年を迎える狛江市。昭和45年頃の街
の様子や暮らしを市民の証言や写真でつづります。

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

