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komae
の仲間
会員募集
クラシックバレエ
14：00〜17：
0：00〜12：
00、月2回
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1,800円 4,000円
狛江クラシックバレエ☎
090-9830-1187末広
フランス語雑誌読書会
13：00〜14：30
中央公民館。フランス語
雑誌を輪読。時々短編小説
読み物と辞書など フラ
ンス語を読める人 先着2
人 資料代1,000円/2〜3
白百
ヵ月 締切30
合の会☎3489-4578福川
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 4,000円 1,000
円 1,000円 美墨会☎・
FAX3480-1920武居
ストレッチ
10：00〜12：00
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 ハー
モニー☎3489-2251原田

狛江歩歩クラブ

英会話
A=13：00〜14：
30、B＝15：00〜16：30
中央公民館または西河原公
民館。カナダ人講師の初・
中級クラス 筆記用具、テ
キスト（購入後） Eメー
ルアドレス（携帯メール含
む）のある人 4,000円
先着順 狛江国際友好クラ
ブ KatsFujii@outlook.
com藤井

催

し

子どものための英会話
年 長 〜 小 学3年 生 ＝
歳〜6歳＝13日
6日
27
、おとな＝20
15：30〜16：30
中央公民館（13
西河原公民館 ）
。初心者
歓迎 鉛筆、飲み物 先
着10組 1,000円 事前
English for Everyone
englishforeveryone
20180122@gmail.com
大幡
心の病・家族相談日
（電話相談）
・
10
（面接・電話相談）
24
10：00〜12：00カレー
ショップ・メイ。心の病に
ついての相談を受ける 心
の病を持つ当事者とその家
狛江さつ
族、市民

狛江歩歩クラブは（平賀愛子会長）は、散策を通
して老後の心身の健康作りや友達作りを目的に昭和
50年に発足した。月2回程度、主に平日に都内や近
県へ散策やハイキングに出かけ、四季の自然を楽し
みながら会員相互の親睦を図っており、これまでに
1400回以上の散策・ハイキングを実施した。
会員は91人で女性がやや多く70代が中心、調布
市や世田谷区の人もいる。
コースは月1回開く
定例委員会で目的地や
担当者を決めており、
難易度の高い順に健
脚・ハイクA・ハイク
B・ 散 策 の4段 階 に 分
かれ、会員は自身の体
十国峠へのハイキング
力や経験に合わせて選
択でき、散策には40人近くが参加する。また、散
策は会員以外でも臨時に参加でき、体験した後で入
会を決められる。
新型コロナウイルス感染症の影響で3月〜 6月は
活動を中止していたが、7月から感染対策を徹底し
て狛江市近隣での散策から再開した。
対象は55歳以上で1日7㎞程度歩ける人。入会金
500円、年会費3,000円。
平賀さんは「なごやかな雰囲気の楽しいクラブで
す。老後の趣味を探している人、仲間と歩くことに
興味がある人は是非参加してみてください」と呼び
かけている。
問い合わせ☎3489-5356平賀さん。
き 会 ☎080-9275-2090
安藤
ベビーマッサージ
10：00〜11：
11
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
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☎・

FAX3488-2616（18:00
〜21:00）長尾
不登校を考える親の会
16
18：00〜19：
30中央公民館。長年不登
校の相談活動をしてきた広
木克行さんと懇談。子ども
連れ要相談 不登校や学校
へ行くのがつらい児童生
徒の保護者 先着20人
ごはん＋居場所 おか

「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。1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

★★★

え り ☎090-1208-3823
okaeri2017@gmail.
com宮川
外遊び体験会
10：00〜自由
20
解散、和泉多摩川河川敷。
自然豊かな河原で外遊び
着替え、替え靴、帽子、飲
み物、弁当（任意） 0〜３
事前 あお
歳の親子
ぞら自主保育 狛江おひさま
の 会 komae.ohisama@

gmail.com鹿討
こまえ楽市
10：00〜15：
22
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 狛江市
民 フリーマーケット出
店1,100円 先 着 順。締
狛江楽市の会
切19日
☎ 5438-8805FAX5438alife8805@
4331
gmail.com坂本

絵本読み聞かせ
野川のえんが
29
わ こ ま ち・30
ね訪問看護ステーション
11：00〜11：30。子 ど
も向け絵本の読み聞かせ
マスク
りぷりん
と・狛江 かわせみ☎0906195-3473細谷
狛江市卓球団体戦
12月13日
9：30
〜20：00市 民 総 合 体 育

館。種目＝男子、女子。試
合方法＝5シングルスの団
体戦 市内在住・在勤・在
学者及び連盟登録チーム
男女各16チーム 1チ
ー ム3,000円、中 学 生 以
下1,500円 11月2日
〜16日 NPO法人狛江市
体育協会☎3480-6211へ
狛江市卓球連盟☎34894559FAX3489-7783秋元
狛江町から狛江市へ

証言＝石井久雄さん（84)元和泉１丁目、菅原昭
英さん（78）元和泉１丁目、
吉川ミチ子さん（88）
元和泉２丁目、松村隆さん（78）元和泉２丁目、
山本幸子さん（72）元和泉２丁目

畑が広がりカエルの声響く
◆昭和39年に世田谷区から田中の池児童公園近く
へ越してきて父が八百屋を営んでいました。自宅
や元和泉市民テニス
コートの付近はほと
んど家がありません
で し た。 田 中 の 池 児
童 公 園 は、 昔 は 名 前
の通りの池で食用ガ
エルがいっぱいいて、
夜にガス灯をつけた
田中橋（昭和39年）
人が捕りにきました。
池は深くて、タナゴやエビガニがたくさんいました
が、その後は水がだんだん少なくなってしまいまし
た。元和泉二丁目や三丁目は畑が広がり、砂利を採
取した穴もたくさんありました。48年に狛江高校
が開校する前は、玉川学園の先生をしていた人が戦
後に作ったバラ園があり、無料で入れました。元和
泉に家が増えたのは、市に昇格する前後です。
◆一丁目は町会ができるのが遅かったが、昔は街灯
のある通りには「電灯会」と呼ばれる団体があり、お
金を集めて電気代の支払いや電球の交換をしていまし
た。自分の町の道を明るくするために住民が金を出し
合っていたんです。町の街灯は多くなかったですけど
ね。後に市がお金を出すようになりました。
◆昭和30年頃に六郷用水の田中橋辺りで泳いだけど、
冷たくて深く、水量もあって流れも急だったね。橋が
少なくて、田中橋の次は駄倉橋なの。用水を渡るのに
みんな大回りしていた。橋のそばには必ず洗い場があ
って、階段で水辺まで下りて洗濯や野菜を洗っていた。
◆40年頃から六郷用水を埋め立てて暗渠化する工事が
始まり、現在の六郷さくら通りになった。用水の幅は、
現在の道より多少狭い程度で、あんまり変わっていな
い。この辺りの道はリヤカーがようやく通れる程度の
幅しかなく、リヤカー道と呼んでいたくらいだから、
六郷さくら通りの道幅は異例だった。工事の時、田中
橋近くにある田中稲荷社が南向きだったのを東向きに

変えたんだ。橋の近くの店も、昔の入口は反対側だっ
たね。道路ができても田中橋の辺りは暗くてうっそう
としていた。埋め立てたばかりの道は砂利道ででこぼ
こだった。43年にバスが走るようになった時もまだ舗
装されていなかったです。
◆狛江駅そばに62年まで狛江第一小学校があった。
校門前には八百屋さん、薬局、瀬戸物屋、手芸屋が
あり、線路際にも薬局、果物屋があった。肉、魚、
野菜の生鮮３品を売る
店の２階には喫茶店が
あり、周辺はいつもに
ぎわっていました。い
ま立体駐車場になって
るところに、まだスー
パーが珍しい頃にスト
元和泉市民テニスコート付
アができ、その後西友 近。右の林は田中の池児童公
ス ト ア に な り ま し た 園（昭和39年・写真提供・山
が、よく利用しました。 本幸子さん）
◆56年の住居表示で町名が元和泉になったが、市内の
「和泉」が付く町名は、かつての和泉村で、古くから
住んでいる人は上和泉、下和泉と呼んでいました。現
在の中和泉５丁目が旧の「和泉１番」で、そこから伊
豆美神社辺りまでが上和泉、東南側の東和泉方面が下
和泉、その中間が松原、田中橋辺りの南側が田中とい
う字名でした。土地っ子は今も使っています。
●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。

商 店 街
市制施行50周年記念し
市民まつりセールを実施
狛江市商工会に加入して
いる15店舗が14
30
、市制施行50
年を記念して「50」にち
なんだ市民まつりセールを
行う。
新型コロナウイルスの影
響で市民まつりの商工祭が

開催できないため、その替
わりとして実施することに
した。参加するのは靴、
薬、
衣類、雑貨、メガネ、コー
ヒー、菓子、クラフトビー
ル、酒などの物販のほか、
居酒屋、エステ、内装工事
などのサービスまでさま
ざま。各店舗では50％オ
フ、先着50人、一品50円、
50歳限定など「50」にち
なんだセールを提供する。
問 い 合 わ せ ☎34890178狛江市商工会。

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

