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かれる狛江市民まつりについて、狛江
市民まつり実行委員会会長の芟花英寿
さん（39）に話を聞いた。

狛江市民まつりとは■市民センターの
落成記念として昭和52年11月に初め
て開催されました。その後は毎年11
月に商工祭、農業祭、文化祭、スポー
ツ祭、市民祭の５つの祭りと音楽、踊
りなどの発表、模擬店やバザー、パレ
ードなどが狛江市役所、一小、市民グ
ランドと周辺道路などで繰り広げら
れ、毎回数万人が参加する市内最大の
イベントになっています。
昨年は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、いかだレースなど多く
のイベントが中止されました。しかし、
市民まつりは、エコルマホールを会場
に市制施行50周年を記念する特別ス
テージとして音楽演奏や民踊流し踊り
などを無観客で行ってライブ配信した
ほか、仮面ライダーショーや農産物品
評会など規模を大幅に縮小して開催
し、例年の20分の１ほどの約3,000
人が参加しました。
今年の祭りは■新型コロナウイルス感
染症は収まっていませんので、45回目
となる今年の祭りを開催するか否か、実
行委員会で真剣に検討しました。昨年
同様に新型コロナウイルス感染症の状
況次第という大前提は変わりませんが、
実行委員会では、「中止」はいつでもで
きるので、感染対策を入念に行うこと
を前提に、開催に向けて準備を進める
ことにしました。ただ、一昨年までは
市内の企業や商店、団体、個人などか
ら祭りの協賛金を集めましたが、「コロ
ナ禍で大変な企業や商店が多い」と判
断して協賛金は集めないことにしまし
た。現在は感染状況が落ち着いていま
すが、まだ祭りの規模や内容は例年通
りというわけにいきません。密になる
状況や、感染の可能性のあることは避
け、昨年より規模を少し拡大し、リア
ルでできるイベントを増やしましたが、
例年より予算が少ないので、会場もや
や縮小しました。メイン会場の一小で
は、農業祭として特産農産物の展示会

や農産物・植木の即売、商工祭として
市内の商店と飲食店が物販販売を行い
ます。ただ、会場や周辺道路での飲食
は禁止ですので飲食物はテイクアウト
だけです。体育館ではオープンセレモ
ニーの後、民踊、音楽演奏、キッズダ
ンスなどが披露され、午後は「仮面ラ
イダーリバイスショー」（当日先着制）
を２回行います。このほか市民団体の

バザーや公
共団体の出
店もありま
す。
市民グラ
ンドはスポ

ーツ広場としてノルディックウォーキ
ング講習会、ターゲットバードゴルフ
やボッチャの体験、サッカー、青年会
議所のペットボトルロケットなどのコ
ーナーがあります。隣接する丸山児童
公園はモンキーブリッジ、滑車すべり
などの遊びの広場になります。狛江駅
北口噴水広場で駅前ライブ、えきまえ
広場でラグビーフットボールの体験が
行われます。ただ、市内６神社のみこ
しやおはやしのパレードは、神社の例
大祭が中止になっていることもあり、
今年も見送りとなりました。
会場について■会場を決めるのに苦労
しました。秋に衆議院議員選挙がある
のは分かっていましたが、祭りの会場
を検討する時点では、選挙の具体的な
日程が分かりませんでした。夏頃は、
一小の工事と予算の関係などで、メイ
ン会場を狛江第一中学校にする案でま
とまりかけたのですが、その後、選挙
が11月になるという話が伝わりました。
その場合、一中が投票所になり、祭り
には使えない可能性が強いため、急き
ょ一小に変更しました。結局、投票日
は10月31 、
実行委員たちは冷や汗をかきました。

実行委員会の役割■実行委員会は、柱
となる５つの祭り関連の狛江市商工
会、狛江市農業まつり実行委員会、狛
江市文化協議会、NPO法人狛江市体
育協会、狛江青年会議所など８団体で
構成しています。委員会のメンバーは
38人で、狛江市市民生活部地域活性
課が事務局を担当します。委員会がス
タートした7月には文書を送って内容
を確認する書面開催をしましたが、現
在は短時間ですがリアル会議を開いて
います。会長は商工会、農業まつり実
行委員会、文化協議会、体育協会、青
年会議所の５団体のトップが輪番で務
めています。今年度は青年会議所が担

当する年にあたり、理事
長の私が会長になりまし
た。会長は、会議を円滑
に進める議長としての役
割が中心で、できるだけ

多くの人に発言してもらうよう努めて
います。また、祭りがスムーズに進む
よう配慮するのも大切な役目です。
委員会では新型コロナウイルス感染
症拡大防止に万全を期すため、努力し
ています。参加される人たちには、必
ずマスクをする、会場で飲食をしない
など、しっかりと感染対策を守って家
族や友人と祭りを楽しんでください。

芟花英寿さんの横顔＝昭和57年狛江
市生まれ。玉川学園小学部、中学部、
高等部を経て玉川大学工学部に入学。
卒業後は理化学機を扱う商社に約５年
勤務。その後、曾祖父が約70年前に
創業した株式会社かりはな製作所に入
社、現在は常務取締役として主に倉庫
部門の事業を担当している。平成27
年に結婚後に住んでいた世田谷区から
狛江市へ転居。29年に狛江青年会議
所に入会して地域活動のおもしろさに
目覚め、令和3年に第41代の理事長
に就任した。妻と長男、長女の４人家
族。学生時代にラグビーをやっていた
関係で息子が通うラクビースクールの
コーチを手伝うほか、家族でキャンプ、
川釣りなどを楽しむ。

狛江市民まつり実行委員会
会長

芟花 英寿さん

しっかりと感染対策を守って祭りを楽しんでください。

●参加店舗一覧●
ジャンル 店　　　　名 所在地 電話番号

カフェ カフェ＆ギャラリー　広洋舎 和泉本町1-24-1 5761-4094
サラダ・スイーツ
テイクアウト専門店 THE VEGE SIaCO（ザ ベジ シァコ） 和泉本町3-4-11 －
ダイニングバー Tutti +（トゥッティ ピゥ） 和泉本町4-2-15 3488-6119
カフェ＆クラフトビール ENJOY（エンジョイ） 岩戸北2-20-3 ヤマニビル１F －
ベーカリー パン屋　ゴーシュ 岩戸北4-10-13-101 3480-3053
ベーカリー パティスリー　ポワソン 岩戸北4-17-24　１F 5761-8077
ベーカリー cou cou（クク） 岩戸南2-27-14 6873-4119
カフェ 食べるとくらしのお店　つむぐ食堂 岩戸南4-1-8 3480-3361
カフェ コマエベースカフェ 岩戸南4-22-15 050-5363-6803
メガネ店 木村メガネ

※買い物なしで訪問だけでスタンプを押す 中和泉1-1-1狛江YSビル103 3480-9367
ベーカリー ぱん 中和泉1-1-1狛江YSビル101 －
カフェ＆バー 珈琲Bar　朱い実 中和泉1-2-1　２F 6876-6615
カフェ K.Base Roastery Lab

（ケーベースロースタリーラボ） 中和泉2-11-1-106 6677-7566
サンドイッチ COUP DE COEUR（クードゥクー） 東和泉1-13-3リーベ1F 5761-5091
カフェ ぽえむ狛江南口店 東和泉1-20-2 １F 5761-5569
弁当専門店 彩りごはん 東和泉1-30-13 3489-1730
カフェ NARUTO COFFEE（ナルトコーヒー） 東和泉3-9-6パールシティ山口102号室 －
カフェ BLUE 多摩川アウトドアフィットネスクラブ 東和泉4-11-21 3430-3117

カフェ Weekend Green＆Cafe
（ウィークエンド　グリーン＆カフェ） 猪方3-22-6 050-1454-6214

酒店 籠屋　秋元商店 駒井町3-34-3 3480-8931

市内の店舗を巡ってゴー
ルを目指すスタンプラリー
「すごろくさんぽ」（狛江市
主催）が10月30日
令和4年1月12
われる。
スタンプですごろくの
マスを進めて賞品をゲット
するもので、スタンプは、

SDGsをテーマにしたオリ
ジナル消しゴムはんこ（岩
手県盛岡市の紙町版画工房
が制作）。
こどもすごろくは「すご
ろくさんぽブック」を持っ
て、指定された３店舗（ぽ
えむ狛江南口店、木村メガ
ネ、珈琲Bar　朱い実）と
市役所を巡り、キーワード
をブックに書き、スタンプ
を押してもらう。ゴールの
市役所でオリジナルの絵皿
がもらえる。
おとなすごろくは「す
ごろくさんぽブック」を
持って、参加店舗を巡り、
500円（税込）以上の飲
食や買い物をしてスタンプ

を押してもらう。
５マスで参加賞、10マ
スで銀賞応募用紙、15マス
で金賞応募用紙、20マスで
ゴール賞がもらえる。
金賞はオリジナルステ
ンレス製真空マグボトル
480㎖（抽選で24人）、銀
賞はオリジナルステンレス
製真空フードポット320
㎖（抽選で30人）。
終了後に抽選し、当選者
へ葉書で通知する。応募は
1人1回。

参加賞は、
20個の消し
ゴムはんこを
プリントした

オリジナル巾着（コットン
リネン製、幅220mm、高
さ305mm）。ゴール賞はオ
リジナルカレンダー。
おとなすごろく参加賞と
応募用紙の受け取りは岩
戸、南部、上和泉、野川の
各地域センターと市役所地
域活性課窓口。こどもすご
ろく参加賞とゴール賞は市
役所地域活性課窓口へ。
「すごろくさんぽブック」
は参加店舗や和泉多摩川、
狛江、喜多見の３駅、公共
施設などに置いてある。
問い合わせ☎3430-
1111狛江市役所市民生活
部地域活性課。

こまえのおいしいが、地球をすくう

ゴールをめざせ！すごろくさんぽ
こまえ　お店めぐりスタンプラリー
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