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1月の展示
市役所2階ショーケ

ース。文化協議会会員の
作品展示。1月は茶道部
（狛江市茶道連盟）
狛江市文化協議会☎・

FAX3489-6064絹山
子どもと子連れのおと
な向け英会話

年長～小学3年生＝8日
3歳～6歳＝15日

29 、おとな＝22日
5：30～16：30中央

公民館。初心者歓迎 先
着10組 1,000円 事前
English for Everyone 
englishforeveryone20 
180122@gmail.com大幡
2021新成人フォトエリア
11 11：00～16：

00泉の森会館。成人式の
待ち合わせや休憩利用。緑
地を背景に撮影会も可 新
成人とその家族・友人
IMF☎5497-5444平岡
心の病・家族相談日
12 （電話相談）

10：00～12：00。心の
病についての相談を受け
る 心の病を持つ当事者と
その家族、市民 狛
江さつき会☎080-9275-
2090安藤
親子ビクス
首すわり～2歳半＝13
、2歳～4歳半＝20日

首すわり～1歳半＝29
、10：45～11：45中央

公民館。子どもと一緒に曲
に合わせた触れあい遊び＆
ママのボディケア 動きや
すい服装（着替え）、タオル、
飲み物 子どもと母親 1
回1,000円 先着順。締
切開催前日 親子ビクスサ
ークル oyakobikusu.k 
@gmail.com加藤

スポーツウエルネス吹
矢体験会

13 ・20日 27日
3：00～16：00中央

公民館。健康促進と仲間
づくり。用具は無料貸し
出し。見学、高齢者歓迎
成人 先着各回5人
3日 ら26日 狛
江・桜いきいき支部☎・
FAX3489-5548 ninnin.
gentleman.h1919@
gmail.com服部

日本民謡舞踊
18 ・25日 2

月1日 8日 15 ・
22 13：30～16：30
中央公民館。日本民謡舞踊
の会の人たちと踊る。服
装自由 美重駒会☎
3489-8673FAX3488-
5613西牧
ベビーマッサージ
20 10：00～11：

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
おやこのあそびば
25 10：15～10：

45野川地域センター。え
いご×リトミック 0歳
からの親子 300円
asoviva! littletrees@ 
hotmail.co.jp大幡
不登校を考える親の会
25 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 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 おかえり☎090-1208-
3823 okaeri2017 @
gmail.com宮川

調布狛江合唱団創立
55周年記念演奏会

30 13：00～15：00
エコルマホール。30代
から90代までの団員が
コロナ対策をしながら
の成果を披露 市民
250人 前売りのみ一般
1,000円、小・中学生・
障がい者500円 調布狛
江合唱団☎・FAX5438-
7552 bocco1205@
wit.ocn.ne.jp日向

会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集
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 F・Dフ

ラミンゴ☎・FAX3480-
5106石坂

歌う会
毎第 ・第 13：

30～15：30泉の森会館。
オペラ歌手を講師に、発
声からていねいに指導し
一緒に歌う 配布した楽
譜（はじめての人は用意
あり） 歌の好きな人 3
回10,000円 歌う会 狛
江カルチャー☎0466-27-
3841戸田
親子体操教室
月2～3 10：00

～11：00野川地域センタ
ー。友だちと体を動かす。
無料体験あり 動きやすい
服装、タオル、飲み物 1

歳8カ月くらいからの未就
園児の親子 先着20組
1,000円 事前 プチ・バ
ルーン shiori.togura8@
gmail.com古橋
ストレッチ
月4 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 
akinorivutan2954 @

willcom.com原田
英会話

13：00～14：30・
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。会話を中心に学ぶ

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 事
前 狛江国際友好クラブ
KatsFujii@outlook.

com藤井
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 2,000円 1,000円
あいとぴあ囲碁クラブ☎
080-5644-1434井上

書道
毎第 3：30～

15：30中央公民館。漢字、
ひらがな、万葉がな、ペ

ン習字、俳画 4,000円、
年会費1,000円 1,000
円 美墨会☎・FAX3480-
1920武居

募　　集募　　集募　　集募　　集募 集募 集募 集募 集募　　集
「電話でお話ししませ
んか」無料・利用者募集

週2回（ たは
13：30～16：00。

高齢者の安否確認・傾聴に
より支え見守る活動 65
歳以上の高齢者世帯（日中
独居を含む）、外出困難な
障がい者等 狛江市
社会福祉協議会☎3488-
0294FAX3430-9779は
との会担当

●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

「komaeの 仲間」の原稿は市役所4階政策室（☎3430-1111FAX3430- 
6870 wacco@city.komae.lg.jp）または狛江市市民活動支援センター（こまえ
くぼ1234）（☎5761-5556）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。掲載ご希望の方は事前に登録が

■「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。

「komaeの仲間」は市民活動団体の情報コーナーです

りぷりんと・狛江かわせみ
「りぷりんと・狛江かわせみ」（土屋嘉子代表）は、

市内で幼児から高齢者に向けて絵本の読み聞かせを
月2回行っている。
同会は、狛江市と東京都健康長寿医療センター研

究所が主催した絵本読み聞かせ講座を修了した11人
が、講座で学んだことを認知症予防と地域貢献のため
に生かそうと昨年1月に発足した。会員は66歳以上の
市内在住の女性で、月1回の定例会では読み聞かせに

行く人や読む本を選ぶ
ほか、滑舌体操や発声
練習などを行って技術
を磨いている。昨年は
新型コロナウイルス感
染症の影響で３月から
６月は活動を自粛した
が、7月から感染予防
対策をして再開した。

読み聞かせの会では3～4人が1冊ずつ自身が読みた
い本や季節感のある本の読み聞かせをするほか、幼児
向けに手遊びも取り入れている。
代表の土屋さんは「絵本からつながる人との縁を

大切にしています。地域を見守る一員として役に立
てればうれしいです。興味のある方は気軽に立ち寄
ってください」と話している。今月は25
11時からあまね訪問看護ステーション、31
前11時から野川のえんがわこまちで開催予定。参
加無料でマスク着用。定員は各回先着約10人。
問い合わせ☎090-6195-3473 FAX3489-6350細
谷さん。

絵本の読み聞かせをする会員

た。水道道路も狭い砂利道で凸凹でした。
◆この辺は「駒井の小カブ」といって、秋から冬にか
けてカブを作っている農家が多かったです。水路の洗
い場や湧き水のところで機械でカブを洗ってました
が、洗い水で道路が水浸しになったこともありました。
◆高校２年生だった昭和38年に渋谷区恵比寿から引
っ越してきました。当時は下水道がなくてトイレは
くみ取り式でした。水道は井戸から水をポンプでく
み上げ、ガスはプロパンでした。それほど不便では
なかったけど、田舎だなあとは思いました。大手不
動産会社が開発したところはどんどん家が建ってい
ましたが、少し離れると田んぼや畑がたくさんあり、

水路でメダカやザリガニを捕りまし
た。
◆昭和43年に、郷里の幼なじみと結婚
することになり駒井に坪約6万円で30
坪の土地を買って家を建てました。家
の周りは小川や田んぼ、畑が多摩川ま
で続いていて、家から堤防を歩く人の
姿が見えました。越してきた時に、福
島県喜多方市から上京した妻が開口一
番「ここは東京だけど郷里より田舎だ
ね」と言いました。店は少なかったで
すが、籠屋の秋元さんともう一軒店が
あり、生鮮品以外は何でも扱っていま
した。豆腐屋やクリーニング店もよく
ご用聞きに回ってきました。
◆電話は都内と同じ市外局番だったの
で、仕事にも都合が良かったのですが、
住所は北多摩郡狛江町字駒井で、「字」
が入っていて田舎という感じで嫌でし

た。市になって早速、住所の印鑑を作り替えました。
市になった頃から建売住宅が増えて畑や田んぼが減
りました。
●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。

証言＝根本崇之さん（74）駒井町２丁目、髙橋良
介さん（60）駒井町２丁目、羽曽部松雄さん（79）
駒井町3丁目、佐藤英一さん（78）駒井町3丁目、
秋元賢さん（71)駒井町3丁目、小澤和夫さん（68）
駒井町3丁目

多くの水路にきれいな水
◆昭和57年の住居表示で駒井と宿河原が一緒になって
駒井町になりました。駒井には本村、上村中、下村中、
南河原、供養塚の5つの小字がありました。宿河原は
多摩川堤防近くで、大河原と呼んでいました。宿河原
という地名は、多摩川の対岸の川崎市多摩区に残って
います。それぞれの地域では冠婚葬祭
などを互いに助け合って行い、現在も
続いているところがあります。
◆うちは宿河原で昔は自家用の舟があ
り、墓参りも船で対岸へ行きました。農
家でしたが、30年代は祖父と父は漁業も
やっていて、4月はマルタ、5月か6月に
ウグイ、それからアユを採りました。
◆30年代半ば頃まで水路がたくさんあっ
て、きれいな水が流れていたけど、家が
増えたのに下水道がなかったのでたちま
ち汚水になってしまいました。
◆母の実家が三鷹で養魚場をやってい
た縁で、39年に水路の洗い場近くに
池を掘って釣り堀を始めました。小屋
と休憩所を作って、父が簡単な鯉料理
を作って出していました。あんまり喜
べないですが、多摩川の水が汚くなる
につれてお客が増えました。
◆56年に駒井へ転居した当時は田んぼ
もあり、水路も多くて蛙が鳴いていました。梨畑もあ
って昭和の終わり頃までもぎ取りをやってました。基
礎工事の仕事をしていて田から畑に変える土盛りや梨
畑の撤去工事もやりました。ただ、道が狭くてオート
三輪車が入るのがやっとで、畑に落ちた時は大変でし

水路でのカブ洗い（写真上・
昭和39年・『写真で見る昭和
の狛江』）と、釣り堀（39年・
髙橋良介さん提供）

狛江町から狛江市へ


