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komae
の仲間

商 店 街
御台橋商栄会❖年末サ
ンクスセール

gmail.com坂本
外遊び体験会
10：00〜 自
14
12月の展示
由解散多摩川河川敷（狛江
市役所2階ショーケー 〜調布近辺）
。自然豊かな
ス。文化協議会会員の作品 河原でのびのび外遊び 飲
展示。12月は生花（狛江 み物、着替え、替え靴、帽
狛江市 子、弁当（任意） 0歳〜
市華道連盟）
文化協議会☎・FAX3489- 3歳の親子
締切開催
6064絹山
前日 あおぞら自主保育狛
心の病・家族相談日
江おひさまの会 komae.
電 話 相 談 ） ohisama@gmail.com鹿
8日
10：00〜12：00。心 の 討
病についての相談を受け
はじめての遺言相談
る 心の病を持つ当事者と
10：00〜12：
24
その家族、市民
狛 00泉の森会館。遺言書の
江さつき会☎080-9275- ポイント整理 先着2人
2090安藤
資料代500円 締切15日
ベビーマッサージ
遺言書を考える会☎
0：00〜11：30 090-6480-3930北條
9日
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
リラクゼーションバレエ
らの乳児と母親 1,200
月4
19：15〜21：
円 事前 母と子と助産師
の 会 ☎・FAX3488-2616 30中 央 公 民 館。 ク ラ シ
（18：00〜21：00）長尾
ックバレエを基礎とした
美容健康体操。見学自由
こまえ楽市
3,200円 Yuʼsエ ッ セ
10：00〜15：
13
00え き ま え 広 場。 フ リ ンシャルバレエ☎3489ーマーケットと市内業者 2251原田
小学生バレーボール
出店による市 狛江市民
フリーマーケット出店
・ 7：00〜19：
時間不定緑
1,100円 先着順。締切 30、毎
狛江楽市の会☎ 野小学校。見学・体験歓
10
5438-8805FAX5438- 迎 体育館履き、飲み物、
4331 komaeraku1@ タオル 小学1〜4年生

催

し

会員募集

で買い物1,000円以上のお
客様へ各店先着180人に
ボックスティッシュ５箱プ
レゼント。問い合わせ☎
3489-6519コマエ理容室。

年末サンクスセールは7日
〜２0日 （三角くじが
なくなり次第終了）
。商店
街加盟の各店で買い物500
円ごとにその場で当たる三
角くじが１枚引ける。景
品は参加加盟店で使える
5,000円・2,000円・500
円分の金券及び現金100
円。問 い 合 わ せ ☎34882352丸仲。
狛江団地商店会❖狛江
団地商店会創立52周年
記念第13弾感謝祭
感謝祭：１日 〜31日 。
期間中に商店会加盟の各店

市内の商店や企業が加盟し
ているこまえスタンプ会が
歳末セールを１日 〜31
日
。期間中に「こ
まえスタンプカード」のス
タンプが全て押されたカー
ドを利用すると、総額10
万円の金券が当たる抽選券
を１枚進呈。当選番号は、
令和3年１月12日 から
こまえスタンプ会加盟店で
発表。問い合わせ☎34809367木村メガネ。

3,000円 事前 狛江セ
ブ ン ☎090-3900-2127
栗山
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
親子体操
15：50〜17：
00野川地域センター。園
児向け親子体操。バラン
スの良い元気な体を作る
飲み物、なわとびなど
3〜6歳 の 幼 稚 園 児
先 着6〜7人
1,000円
事前 キッズバルーン

☎ 090-7826-2241
oyakotaisou̲kidsb@
yahoo.co.jp鈴田
絵画
10：00〜12：00
中央公民館。講師の指導
で絵画を学ぶ 4,000円
1,000円 事前 水曜美
術☎3480-9746熊澤
合気道
19：00〜21：00
8：
狛江第二中学校、毎
16：15
45〜21：00・
〜18：30市民総合体育館。
柔軟と基礎練習から技な
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

こまえスタンプ会❖歳
末セール

「komaeの仲間」は市民活動団体の情報コーナーです
「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、ファックスまたはＥメールでお送りください。掲載ご希望の
●原稿の受付窓口●

狛江市市民活動支援センター
こまえくぼ1234

●記事中の記号●

健康、
スポーツ、
文化、
狛江市役所4階政策室
交流・地域、
その他、
狛
受付＝午前8時30分〜午後5時、
和泉本町1-2-34
江市市民公益活動事業補助金事
土・日曜・祝日休み
受付＝午前10時〜午後5時、
業、 市または市教育委員会後援、
☎3430-1111 FAX3430-6870
火曜・祝日休み
持ち物、 対象、 定員、 入
wacco@city.komae.lg.jp
☎5761-5556
会金、 月会費、 年会費、 参
■「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 加費、 無料、 申し込み、 問
い合わせ先、 Eメール
問い合わせください。

★★★

狛江町から狛江市へ
証言＝荒井久枝さん（85）猪方2丁目、岩間正隆さ
ん（82）猪方２丁目、
石黒勇さん（81）猪方４丁目、
小川雄一さん（79）猪方1丁目、岩本保代さん（79）
猪方３丁目、谷田部正一さん（73）猪方2丁目

砂利穴や田んぼが住宅に
◆いまは住居表示がわかりやすくなったけど、昔は
猪方は家が近くても番地が飛んでいてわかりにくかっ
た。元の航空計器
（和泉本町1丁目）
や市民グランド
（同
2丁目）あたりにも「猪方」と
いう地名があった。住居表示の
前は、地元では猪方上、猪方中、
猪方下と呼んでいて、いまも歳
末警戒や火の用心などで地域を
回る時のグループは昔からの区
分けで活動しています。
◆猪方は用水路や川が多くて、
大きな砂利穴がいっぱいあっ
た。二中通りを挟んで両側に
池があり、水路のポンプ小屋
もあった。30年代初め頃まで砂利穴には水がたまっ
ていて子どもの遊び場でした。魚が釣れたし、シジ
ミも採れた。多摩川は水が冷たいので、水が温かい
砂利穴で泳ぎました。白幡菅原神社の前には泉龍寺
の弁財天池からきれいな水が流れてきていて、猪方
と駒井町の田んぼを潤していた。42年に狛江第二中
学校ができる前頃まで洗い場があり、洗い場の石が
いまも二中の正門の脇に残ってます。お祭りの時は
洗い場がある水路の上に舞台を立てて、芸人さんが
来てその舞台で田舎芝居をやりました。池の水が枯
れて水路がなくなりましたが、流れていた頃は、秋
に農家の10数人で川底の掃除をしました。神社の周
辺は少し高いところに集落が数軒あり、
「島」と呼ん
でました。その頃の砂利穴や田んぼは、その後次々
と埋め立てられて宅地になりました。
◆36年に猪駒通りで魚屋を開きましたが、周りに八百
屋、そば屋など数軒がありましたが、次々と店が増え
て、昭和が終わる最盛期の頃は商店が70軒くらいあり
ました。うちの店は２階の座敷で宴会もできたので、
会社や市役所の人がよく利用してくれました。和泉多
摩川駅前の商店街もたくさんの店があり、にぎわって
いました。日常の買い物は昔の方が便利でしたね。
◆結婚した40年に新宿区から引っ越してきました。下
水道がないため、トイレはくみ取り式で、風呂の水を
流したら庭が水びたしになって、すごい田舎に来たと
驚きました。夫の両親は29年から住んでいましたが、
当時は多摩川まで建物がなく、富士山だけでなく、春
は向ケ丘遊園（多摩区）の桜が見えたそうです。
◆多摩川が近くていいなと思って、42年に杉並区から
大手不動産会社の分譲地に引っ越しました。周りには
たくさん家が建っていて空き地は少なかったですが、
二中のあたりは畑と空き地でした。道が狭いうえに迷
路のように枝分かれしていて、夜は街灯も少ないので
暗かったです。引っ越してきた最初の頃、朝は良かっ

たですが、仕事で夜遅くなると駅から自宅までの帰り
道で何度か迷いました。道を1本間違えると、とんで
もないところに出て困りました。
◆43年に世田谷区から引っ越してきました。トイレは
浄化槽でしたが、都市ガス、上水道はありました。全部
、都会の人は買わなかったでしょうね。
引っ越してきた頃はカエルの鳴き声がよく聞こえまし
た。朝、雨戸を開けるとカエルが跳び込んできて驚きま
した。
市になったときは自宅のゴム印を作り直しました。
住所の「北多摩郡」がなくなり、年賀状を書くのが楽に
なりました。
◆49年の多摩川水害の
時は、家のすぐ裏まで流
され、商売どころではな
く、家財道具などを運び
出しました。店のシャッ
ターは宿河原堰の爆破の
白幡菅原神社前にあった洗い
場（昭和41年・
『狛江市の民 時、爆風で曲がって使い
俗Ⅳ』
）と、洗い場の上に立 物にならなかった。二中
てられた祭の舞台（28年・白 に避難して家に戻ったら
幡菅原神社提供）
木の雨戸が落下していま
した。消防団に入って２期目でしたが、当時あった三
菱化成社宅のテニスコートを掘って土のうを作りまし
た。商売を休んで消防団に１週間詰めましたね。
●市制施行50周年を迎えた狛江市。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。

琉球舞踊公演「ひやみかち」
6時30分）にエコルマホールで琉球舞踊公演「ひや
みかち」を催す。新型コロナウイルス感染症の影響
で公演が中止・延期となった団体を対象にした東京
都の芸術文化活動支援事業「アートにエールを！東
京プロジェクト（ステージ型）
」の支援を受け実施
する。また、公演の映像を来年にインターネットで
一定期間無料で配信する。
公演の内容は琉球王国時代の古典舞踊が中心で、
M.A.P.のスタッフ
で琉球舞踊師範の
宇夫方路さんと生
徒 が7曲 を 披 露 す
る 予 定。
「ひやみ
かち」は沖縄の言
昨年の平和フェスタの琉球舞踊
葉で「えい、起き
ろ！」という意味で、新型コロナウイルスに負けず
にがんばろうという意味が込められている。新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のため、地方（じかた）
も少人数で1人踊りを中心にするなど、コロナだか
らこその構成にしたほか、初めての人にも興味がわ
くような琉球舞踊の解説も行う。
入場は先着200人。入場料は1,000円でM.A.P.ま
たはエコルマホールで直接、またはインターネット
のPassMarketで購入。
宇夫方さんは「生の舞台で沖縄の風を感じてくだ
さい」と話している。
問い合わせ☎3489-2246 FAX3489-2279 ubukata
michi@gmail.com宇夫方さん。

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

