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komae
の仲間
催

し

2月・3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。2月・3月は写真
狛江市
（写真集団）
文化協議会☎・FAX34896064絹山
ベビーマッサージ
10：00〜11：
10
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
外遊び体験会
0：00〜自由
19
解散多摩川河川敷。自然豊
かな河原でのびのび外遊び
飲み物、着替え、替え靴、
帽子、弁当 0歳〜3歳の
親子
締切開催前日
あおぞら自主保育狛江
komae.
おひさまの会
ohisama@gmail.com鹿
討
巴里下町風景図 田中
栄作
22
28
10：00（初
日11：00）〜17：00泉の
森会館。パリの下町を独特
で軽快なタッチで描く
IMF☎5497-5444平岡

心の病・講演会
3：30〜16：
23
00カレーショップ・メイ。
本田道子さん（渋谷太陽の
会会長）が様々な障がい
を持つ家族を語る 心の病
を持つ当事者とその家族、
狛江さつき会
市民
（ 家 族 会 ）☎080-92752090安藤
親子ビクス
10：45〜11：
27
45中央公民館。子どもと
一緒に曲に合わせた触れあ
い体操＆おとなのボディケ
ア 動きやすい服装（着替
え）
、タオル、飲み物、室内
用運動靴 首すわり〜4歳
半くらいの子どもと父親・
母親 1,000円※父親・母
親2人は1,500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

会員募集
小学生バレーボール
17：00〜19：
30、毎
小学校。見学・体験歓迎
体育館履き、飲み物、タオ
ル 小学1〜4年生 3,000
円 事前 狛江セブン☎
090-3900-2127栗山
リラクゼーションバレエ
月4
19：15〜21：
30中央公民館。クラシック

狛江タッチラグビークラブ（林高太郎代表）は、
平成4年に狛江市が主催したタッチラグビー講習会
の参加者を中心に結成された。
タッチラグビーは、１チーム6人で対戦、タック
ルなどの激しい接触プレーを除いた簡易版ラグビー
で、年齢や性別に関係なく楽しめる鬼ごっこのよう
なスポーツ。
同クラブは、毎週土曜日の午前9時30分から多摩
川河川敷など確保できたスペースで、大学生から
60代 ま で の 会 員 が パ
スなどの基礎やサイン
プレーなどに加え、約
1時間紅白戦をしてい
る。ラグビー経験者も
多いが、初心者にもル
練習する会員たち
ールや基礎技術もてい
ねいに教えるため、安心して参加できる。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急
事態宣言中は活動を中止しているが、解除を待って
様子を見ながら判断する予定。昨年も感染症対策を
徹底しながら活動を続けてきた。
林さんは「タッチラグビーは老若男女問わず同じ
フィールドで一緒にプレーできることが最大の魅力
です。興味のある人は是非一度体験に来てください」
と話している。体験参加費は無料。年会費8,000円
で入会時にユニフォーム代約6,000円が必要。
問い合わせ komaetouch.adm+wakko@gmail.
com狛江タッチ。

「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（ ☎3430-1111FAX34306870 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
健康、
スポーツ、
文化、
交流・地域、 掲載した催し等は新型コロナ
その他、 狛江市市民公益活動事業補助金事業、 ウイルス感染症により中止・
市または市教育委員会後援、 持ち物、 対象、 延期となる場合があります。
定員、 入会金、 月会費、 年会費、 参加費、 最新情報はそれぞれの主催者
へお問い合わせください。
無料、 申し込み、 問い合わせ先、 Eメール

養氣會狛江合氣道倶楽部
☎090-5197-1269中村
ジャズボーカル
4：00〜
毎 第2・4
16：00南部地域センター。
換気・消毒等コロナ対策を
行った上で活動中。初心者
歓迎 筆記用具 ジャズ愛
好者 3,000円 スマイル
☎090-2462-5701西川
吹矢
中央公民館。楽しく遊
んで健康に 成人 5人
2,000円 締 切3月31日
狛江・桜いきいき支部
☎・FAX3489-5548服部

募

集

第49回初夏の音楽会・
参加団体募集
1：00〜16：
7月11日
30エコルマホールで開催
市内在住の器楽・合唱団
体 団体の規模による
先着順。申込はFAXのみ。
狛江市
締切2月20日
音 楽 連 盟 ☎・FAX34885965小笠原

証言＝谷田部弘吉さん（77）東和泉１丁目、瀧ケ
崎和永さん（76）東和泉1丁目、
飯田吉明さん（83）
東和泉2丁目、飯田玲子さん（81）東和泉2丁目、
安藤靖昭さん（78）東和泉２丁目、
山口修さん（83）
東和泉3丁目、
池田マサ子さん（88）東和泉3丁目、
池田みさ子さん（65）東和泉3丁目、池田まり子
さん（61）東和泉3丁目

にぎやかだった銀行町
◆昭和44年に狛江駅南口に清水川と沼を埋めて狛江駅
南口通りと
ロータリー
が造られま
した。バス
も通るよう
になり、銀
行が開設さ
れたり、商
店が少しず 建設中の狛江駅南口ロータリー。奥が狛江
つ開店しま 駅ホーム（写真左・昭和44年）と、買い
した。それ 物客でにぎわう和泉多摩川商店街（45年）
以前は畑が多く、沼にはコイやカエルがいて釣りをし
たり、いかだを作って遊びました。
◆戦前から両親が狛江駅前でパンと菓子を売ってま
したが、当時は店も少なく、20年代後半に少しずつ
店ができ、30年代後半に急に増えました。食料品や
衣類、履き物など日常の買い物は
の銀行町へ行きました。狛江駅の少し南はあちこち
に畑や田があり、水路もたくさんありました。
◆44年に練馬区から夫の実家がある銀行町へ越して
きました。当時は狛江一番の繁華街で、商店がたく
さんあり、夕方は買い物客でにぎわいました。夜も
ネオンや街路灯で商店街は明るかったですが、狛江
駅へ向かう道は畑が多くて暗かったです。近くに岩
戸川が流れていて、その先は田んぼでした。あちこ
ちに小川があり、落ちて泥だらけになる子もけっこ
ういました。
◆現在の野川緑地公園のところを流れていた昔の野
川は、よく浸水騒ぎがありました。特に41年は小田
急線の線路も冠水して、現在のマインズ農協狛江支
かり、舟を使う人もいました。水害をきっかけに水
田や畑がなくなりアパートや建売住宅が増えました。
世田谷通りや狛江通りは現在より細かったものの、
大きな道路は舗装されていました。ただ、そのほか
は未舗装の砂利道でした。
◆祖父の代から銀行町で商売をしていますが、昔は
た。40年代は近く
に青果市場が２カ所もありました。世田谷通りが39
年の東京オリンピック前から交通量が増え、何度か
拡幅されて銀行町が分断され、スーパーマーケット
もできて客が減った結果、次第に店が減りました。
◆29年に和泉多摩川駅の近くに越してきました。周

りは田園地帯でしたが、30年代になると駅周辺に店
が増え始め、40年代から50年代の最盛期には120軒
以上の店が並びました。市になった時は1週間くらい
お祝いの売り出しがありました。当時は狛江第一小
学校の学区で、うちの子をはじめ近くの子は狛江駅
まで電車に乗って通いました。狛江駅の踏切は「開
かずの踏切」と言われたほどで、なかなか渡れず、
よく遅刻しそうになりました。その後、北側のホー
ムに臨時改札口ができ、電車通学以外の子も駅員に
頼んで跨線橋を使わせてもらったそうです。
◆音楽家だった父が41年に町で初めてのレコード店
と楽器店を始めました
が、朝早くに行列ができ
るほどの人気でした。父
の発案で商店街で阿波踊
りをやることになり、楽
器を買って商店主や奥さ
んを集めて毎晩のように
練習しました。阿波踊り
は、
商店街の行事としてしばらく続きました。その後、
近くの人を集めていくつものバンドを作って教えま
した。市になってから近くの空き地にステージを組
んでコンサートを開きました。
●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。

農産物直売所
小町キミ子さん

(83)と 孫 の 芳 嵩 さ

ん(35)は、 年 間 約
40種の野菜とキン

カン、ユズ、柿など
の果樹を栽培、自宅
入口で直売してい

小町キミ子さん・芳嵩さん

る。これからはホウレンソ 所在地＝中和泉3-35-7
☎3480-0149
ウ、小松菜などの葉物とユ 販売＝月・水・金曜日
ズ、キミ子さんが漬けた白 時間＝午前9時から正午
菜漬けなどを販売する。芳嵩さんは高齢者福祉施設に勤

めていたが、約10年前に仕事を辞め、キミ子さんから
指導を受けながら農業を始めた。直売は秋・冬と夏が中
心で、端境期にあたる3月中旬から6月上旬、9月と10
月は販売を休む。

直売所には、猫好きのキミ子さんが飼い猫の写真やイ

ラストを飾って訪れた客を楽しませている。芳嵩さんは

「周辺に野菜を売る店が少ない

ため、なじみのお客さんが多い

です。朝採りの新鮮な野菜のお
いしさを味わってください」と
話している。

上和泉通り

●記事中の記号●

狛江町から狛江市へ

狛江タッチラグビークラブ

バレエを基礎とした美容健
康体操。見学自由 3,200
円 Yuʼsエッセンシャル
バ レ エ ☎3489-2251
akinoriyutan2954@
willcom.com原田
合気道
19：00〜21：00
8：
狛江第二中学校、毎
6：15〜
45〜21：00・毎
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

★★★

和泉小

自動車
販売店
西河原公民館

六郷さくら通り

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

