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市制施行50周年記念事
業として狛江市議会の本会
議場で「いい夫婦の日」の
11月22
われた。市の募集に応じた
市内在住のカップルが永遠
の愛を誓った。
式には松原俊雄市長と石
井功市議会議長、カップル
の友人らが出席、結婚につ
いて出席者に同意を求める
という議会の議事にならっ
た形式で行われた。石井議
長が議事進行を行い、松原
市長が提案理由を述べ、出
席者が投票を行った。議場
は花で飾られ、「音楽の街
－狛江」実行委員会も協力、
結婚行進曲や謡曲「高砂」
などを演奏した。
式を挙げたカップルは

「議会形式でやりたいとい
う希望がかない、一生の思
い出になりました」と喜ん
でいた。
狛江三中の銀杏募金
慈恵第三病院へ寄付

狛江第三中学校（工藤聡
校長）が銀杏募金で集めた
220,672円を、狛江市を通
じて東京慈恵会医科大学附
属第三病院へ贈った。
募金は平成3年から行っ
ており、今年度で30回を
数える。12月17
域貢献委員会委員長で２年
生の神農若奈さんと副委員
長で２年生の阿部樹さん、
１年生の武智芽
依さんと工藤校
長など６人が市
役所を訪れ、松
原俊雄市長に募
金を手渡した。

神農さんらは「ことし
は豊作で銀杏が750袋で
き、これまでで最多の募金
が集まりました。新型コロ
ナウイルス感染症の最前線
で戦っている医療関係者に
贈ってください」と語り、
松原市長は「みなさんと善
意を寄せた市民のずっしり
とした思いを病院に届けま
す」と答えていた。

狛高箏曲部が議場で熱演
狛江ゆかりの曲を披露

狛江市議会主催の議場コ
ンサートが11月16
催され、都立狛江高等学校
箏曲部の部員13人が市の
歌「水と緑のまち」と狛江
市在住の金光威和雄さん作
曲の「容」を演奏、訪れた
市民や議員など約50人は
議員席や傍聴席で静かに耳
を傾けていた。同部の演奏
は2回目。
「容」は、同部を指導し
ている箏曲家の渡辺正子さ
んが約10年前に箏だけで演
奏できるよう金光さんに編
曲を依頼したもの。金光さ
んは「高齢のため参加でき
なかったが、多くの曲があ
る中で私の曲を選んでもら
い、この上もない幸せです」
と部員たちにエールを寄せ
た。泉菜央部長ら部員たち
は「コロナ感染症のため長
期間休校になり、練習時間
が十分に取れませんでした
が、狛江に縁の深い曲なの

でがんばって演奏
しました。たくさ
んの人に喜んでも
らえてうれしい」
と話していた。

こども食堂クリスマス会
生演奏やマジック楽しむ

こどもの多摩里食堂（西
尾圭代表）が、狛江市教育
委員会共催で12月5日
に中央公民館でクリスマス
お楽しみ会を開催、小学生
48人が参加した。
5回目の今回は新型コロ

ナウイルス感染症拡大予防
のため食事は提供せず、狛
江おはなしの会「くーすけ」
によるクリスマスにちなん
だお話、調布マジッククラ
ブの手品、100万人のク
ラシックライブの高見秀太
朗さん、伊藤みや乃さんの
ピアノとヴァイオリンによ
るクリスマスソング、永井
由里さんのヴァイオリン演
奏が披露され、子どもたち
は「初めて生のヴァイオリ
ンを聴いて迫力があった」
「マジックが楽しかった」
などと喜んでいた。

ボッチャ教室に人気
シニアも気軽に楽しめる

「誰でも！ボッチャ教室」
が11月21 28 に
西和泉体育館で開かれ、シ
ニアを中心におとな16人
と小学生2人が参加した。
パラリンピック競技の
ボッチャは、だれでも気軽
にマスクを付けていてもで
きるため人気が高い。教室
では新型コロナウイルス感
染症防止のため、全員が使
い捨てゴム手袋を着用し、
スポーツ推進委員からボー

ルの投げ方などの指導を受
けた後、グループに分かれ
試合形式で体験した。参加
者たちは「コロナで家にこ
もりきりだったので、体を
動かしたくて参加しました」
「ボッチャは２回目で、ボー
ルコントロールが難しかっ
たけど、ゲーム感覚で楽し
めた」などと話していた。

車いすフェンシング
笹島さんが魅力講演

パラスポーツ普及促進事
業として12月2
役所防災センターで、狛江
市育ちの車いすフェンシン
グ選手の笹島貴明さんの講
演会が催された。
笹島さんは狛江第六小学
校卒業後、私学の中・高一
貫校を経て慶応大学に進
み、都内のIT関連企業の㈱
インターネットイニシア
ティブに就職した。平成
26年に脊髄損傷で下半身
が不自由になったが、車い
すフェンシングを始め、現
在は東京パラリンピックの
有力候補のひとり。
約90分の講演で、車い
すフェンシングの紹介、パ
ラリンピックの歴史、パラ
スポーツをめぐる障がい
者の環境などについて話
した。参加者は「車いす
フェンシングにすごく興味
がわきま
した」「こ
れからは
積極的に
笹島さん
を応援し
たい」と
話してい
た。

議場で結婚式

議場で演奏する狛高箏曲部員たち 笹島さん（右）

クリスマス会

松原市長に募金を渡す
三中の生徒たち

花で飾られた本会議場
ボッチャ教室

品
目

店　　名 定休日/受付時間
電話番号/ファックス 配達条件/取扱品

酒
・
食
料
品

玉川屋酒店 日/11:00～20:30
3480-8449/3480-8449 2,000円～、米3kg～/米
籠屋　秋元商店 月/10:00～19:00
3480-8931/3489-2044 3,000円～/地酒、焼酎
アクアクララメトロポリタン 日・祝/9:00～18:00
0120-15-5959/5438-6507 ボトル2本～/ミネラルウォーター
Kenko Coffee 日・月・祝/10:00～ 16:00
5497-3766 1,000円～/コーヒー豆、紅茶葉、焼き菓子ギフトなど
Izumi Brewery 月/16:00～21:00（土・日・祝11:00～20:00）
5761-7130/5761-7130 応相談/自家醸造クラフトビール、サイダー（リンゴ酒）
エイソアイコーポレーション 日/9:00～17:00
5761-5167/5761-5168 400ｇ2本～/輸入はちみつ
K.Base Roastery Lab. 水/9:00～20:00（土・日・祝10:00～18:00）
6677-7566 1,000円未満配達料300円、1,000円以上配達料無料/コーヒー豆、ドリンク・軽食

スタジオ　マーリエ 日・祝/10:00～18:00
5438-8805/5438-4331 800円～/オリーブオイル、胡麻油、紅麹塩、有機醤油、プロポリス他

飲
食
・
弁
当

Pitatti 月・火/13:00～23:00
5761-3325/5761-3325 2,000円～/ピザ、肉料理、パスタ他

し 火/17:00 ～ 21:00（土・日・祝11:00～13:30、17：00～21：00）
3488-6668 3,000円～、配達料500円/ し

肉

肉の白井 日・祝/10:00～18:00
3489-0674 800円～/肉、惣菜
中村精肉店 月/8:00～20:00
3489-3064/3489-3064 1品～/肉

果
物
フルーツのあすなろや 日/9:00～18:00
3480-0951/3480-0964 800円～/果物、野菜

品
目

店　　名 定休日/受付時間
電話番号/ファックス 配達条件/取扱品

肥
料
日本ライフ㈱ 土・日・祝/9:00～17:00
3488-8700/3488-9921 1,000円～/肥料

時
計
メ
ガ
ネ
宝
飾

セイシン本店 水/10:00 ～ 19:00
3480-8463/3480-6968 1,000円～/時計、メガネ、宝飾、補聴器
ジュエリーエル 日/9:30 ～ 17:00
3480-0587/3480-0587 1,000円～/アクセサリー

金
物
プロハンズ　アイヅヤ 日・祝/7:00～19:00
3489-1621/3489-1622 800円～/金物、工具、ペンキほか

灯
油
㈱ニシヤマ 日・正月/8:30～18:00
3489-1662/3489-7840 1,200円～/灯油、LPガス

薬
森田薬局 年始/9:00～21:00（日・祝10:00～20:00）
3489-3113/3488-5518 800円～/漢方薬、化粧品、健康食品

相
談
狛江司法書士事務所 木/9:30～18:00（土・日・祝13:00～18:00）
3488-3353 相談/司法書士相談

ク
リ
ニ
ン
グ

柴田クリーニング 日/7:00～20:00
3489-2977/3489-2977 1点から相談/クリーニング
倉持クリーニング 日/8:00～20:00
3489-4371/3489-4371 1点～/クリーニング

整
骨
・
鍼

フルケアファミリー接骨院・フルケア鍼 院 不定休/平日・土10:00～ 22:00（日・祝10:00 ～20:00）
4285-3046、5761-5199 保険治療300円～、自費治療5,000円～/マッサージ治療
こまえ 院 日・祝/平日9:00 ～ 20：00（土9：00 ～ 16：00）
3489-2790 保険診療初診600円～、自由診療60分6,000円（出張料含む）/マッサージ、鍼

美
容
ＨＡＮＡ美容室 火・第1・3水/9:00 ～ 18：00（土・日出張休）
3480-4077/3480-1467 カット4,000円～/訪問理美容

フ

イ
シ

ル
エ
ス
テ

メナードフェイシャルサロン狛江駅前 不定休/12：00 ～ 18：00
3488-7411/3488-7411 出張フェイシャルエステ40分5,000円または化粧品1品～

狛江市商工会の「商店宅
配事業」は、簡単で気軽に
安心して利用できるとこれ
まで高齢者や子育て中の人
から好評だったが、外出し
なくても必要な買い物や
サービスが受けられるた
め、新型コロナウイルス感
染症対策として、多くの市
民から注目を集めている。
この事業は、消費者への
サービス向上と、お店と顧
客とのコミュニケーション
の促進などを目的として平
成13年から始まった。現

在では、市内の26の商店
や事業所が食料品などさま
ざまな商品を配達するほ
か、多彩なサービスを
提供している。
利用方法は簡単で、
下表の登録店に商品
名（サービス名）と数
量、配達希望時間、住
所を電話やファックス
で注文するだけでよい。
なお、登録店は商工
会の地域コミュニティ
サイト「コマエリア」
（https://komaeria. 

com/）でも紹介されてい
る。
育児に忙しいママは「小
さい子どもを連れて買い物
に行くのが大変でしたが、
欲しい物を家まで届けても
らえるのでうれしい」、高
齢者は「重い荷物を家まで

運んでもらえるので大助か
りです」と喜んでいる。
登録店のひとつ、㈱ニ
シヤマ（岩戸北4-19-11）
は昭和11年の開店以来家
庭用燃料や商品を狛江市な
どの家庭に配達しており、
冬は灯油の配達に力を入れ
ている。エレベーターのな
いアパートやマンションで
も玄関先まで届けたり、希
望時間帯の配達に応じるな
どきめ細かい対応が好評
で、親の代からの顧客もい
る。また、暖房器具の手入
れなどのほか、自動車につ
いての質問や相談にも気軽
に応じている。
問い合わせは☎3489-
0178狛江市商工会。

灯油を配達
する㈱ニシ
ヤマの西山
智実さん

狛江市商工会の商店宅配事業

※年始の休みは各店舗にご確認ください※市外の受付や配達を行っている店もあります。

欲しい品を家まで配達
新型コロナ感染症対策でも注目


