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多摩川をテーマに議論
小中学生の子ども議会

小・中学生が議員となり
狛江市の課題について審議
する子ども議会が11月7日

。
議場には子ども議員12人、
松原俊雄市長をはじめ平林
浩一副市長、柏原聖子教育
長、全部長が出席し、谷田
部一之議長が議事進行を務
めた。
今回は、多摩川をテーマ
に、子ども議員が３グループ
に分かれ事前にワークショッ
プを開いて現地調査などを行
い、その結果を元に考えたア
イデアを提案する方式が今年
から新たに採用された。子ど
も議員からは「多摩川×防災
プロジェクト」「狛江の文化を
伝える祭りを新しく増やした
い」「えだまめカフェで多摩川
を盛り上げよう」という提案

が出された。
松原市長は「子ども議員
より私たちの方が緊張しま
した。どれも今後の狛江の
まちづくりを考える上で貴
重な提案として参考にした
い」と答弁していた。

都大会混合の部で初優勝
小学生バレーの狛江セブン

小学生
バレーボー
ルクラブの
狛江セブン
が11月 ３

区立小豆

沢体育館で開かれた東京
新聞・東京中日スポーツ
杯争奪第42回東京都小学
生バレーボール選手権大
会（東京都バレーボール
協会、東京都小学生バレー
ボール連盟ほか主催）の
男女混合の部で優勝した。
男女混合の部は6チームに
よるトーナメント戦で行わ
れ、決勝で相生JVC（大田
区）をセットカウント2-0で
破り、初優勝を飾った。キャ
プテンの嶋﨑佑斗さんら選
手たちは「8月の全日本小学
生バレーボール大会都大会
で負けたチームにリベンジ
できてうれしい」などと喜

んでいた。
平成27年
に同じ大会
の女子の部
で同クラブ
を優勝に導
いた広瀬雅

一監督は「女子が少ないた
め、1年前に初めて男子と
の混合チームを編成しまし
たが、良い結果が出せてホッ
としました」と語っていた。

議場に響く妙なる調べ
狛江高校箏曲部が演奏

狛江市議会主催の議場コ
ンサートが11月15日
催され、都立狛江高等学校
箏曲部の部員14人が栗林
秀明作曲「紺碧く」、市の
歌「水と緑のまち」など４
曲を演奏、訪れた市民は議
場に流れる妙なる音色に聞
き入っていた。同高箏曲部
の演奏は３回目。
中村紬部長ら部員たちは

「議場はよく音が響いて、
うまくなったような気が
しました」「このような厳
粛な場で演奏の機会をい
ただいて感謝しています」
と話していた。

駅前でフードドライブ
商工会青年部が実施

狛江市商工会青年部（朝
倉慎部長）が11月21日
狛江駅北口噴水前ひろばで
フードドライブを実施、市
民から多くの食品が寄せ
られた。なかには趣旨を聞
いて家まで取りに行く人も
あり、部員たちは「たくさ
んの人の協力が得られて良
かった」と喜んでいた。
以前から取り組んでいる
商工会青年部の全国統一事
業「絆感謝運動」の一環で、
協力を呼びかけるチラシを
配ったほか、15
20
が経営する６店舗でもフー
ドドライブを実施した。
集まった91.1kgの食料は
22 NPO法人フード
バンク狛江に寄贈した。

障がい児もハロウィーン
ポニーと一緒に地域回る

福祉ネット「ナナの家グ
ループ」が運営するこども
デイサービス「ほっぷ・す
てっぷ」に通う障がいの
ある子どもたちが10月31

、地域を回ってハロ
ウィーンを楽しんだ。
同所では、地域の人に
障がい児への理解を深め
てもらい、交流すること
を目的に8年前から毎年
ハロウィーンを催してい

る。この日は利用者の子と
ボランティアなど約20人が
魔法使いなどの衣装で仮装、
「ナナの家」で飼っている
2匹のポニーも加わって都
営狛江アパートや公園通り
沿いにある介護付有料老人
ホーム「SOMPOケア　ラ
ヴィーレ狛江」などを回っ
た。子どもたちは菓子など

を受け取り、元気にお礼の
言葉を返していた。

食べて農家を応援
狛江産野菜を直売

「狛江市農家応援セール」
が5日 前9時から狛江市
役所市民ひろばで行われる。
狛江産農産物を多くの人
に知ってもらうために狛江
市都市農政推進協議会が狛
江産野菜を直売するもので、
なくなり次第終了となる。
また、25 前9時か
ら冬野菜の直売を市民ひろ
ばで行う。
問い合わせ☎3488-3435

ＪＡマインズ狛江支店 。

コロナ対策して初詣
市内の神社が呼びかけ

来年の初詣について市内
の神社は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、
甘酒や神酒の配布、獅子舞、
おはやしなどは中止する。
参拝者への対応を行う神社
もあるが、間隔を開けて並
んだり、１日以外の日に分
散して参拝するよう呼びか
けている。
初詣を行う神社は次の通
り。ただし、感染状況によっ
て変更する場合がある。

伊豆美神社（中和泉3-21-
8）1月1日 午前0時から元
旦祭、10時から午後4時頃
まで御神矢（数に限りあり）、
幸福土鈴、幸福熊手などを
授与。4 から新年初祈祷
を受け付け☎3489-8105
伊豆美神社。
小足立八幡神社（西野川
2-33-1）1月1日 午前0時
から2時頃まで行う。
子之権現三島神社（西野川
1-17-8）1月1日 午前0
時頃から2時頃まで行う。
白幡菅原神社（猪方2-4-4）
1月1日 0時から2時頃
まで行う。

議場で演奏する狛高箏曲部
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クリスマスコンサート
「ハンドベルSweet」

後１時からと３時から泉の森会館でクリスマスコン
サートを開催する。
同会は、「天使のハーモニー」といわれる透き通っ
た音色が特色のハンドベルに魅了された市内在住で
音楽大学出身の長屋眞由美さんが知人などに声をか
け平成20年に結成した。演奏指導と指揮を担当する
長屋さんをはじめ14人が西河原公民館などに毎週集
まり、大小様々なハンドベルを使って練習している

が、「みんな
と息を合わせ
て演奏するの
が楽しい」と
話している。
同会では、

数年前から西河原公民館などでクリスマスコンサー
トを定期的に開いている。昨年は新型コロナウイル
ス感染症の緊急事態宣言などの影響で中止したた
め、会員たちはたくさんの人に美しい響きを楽しん
でもらおうと２年ぶりの演奏会に向け練習に励んで
いる。当日は「ジングルベル」「ホワイトクリスマス」
などのクリスマスソングのほか、「サウンド・オブ・
ミュージック」など13曲を演奏する。入場は、感
染症対策を行い、定員も２回合わせて70人に制限
する。入場は無料だが、事前に申し込みが必要。
申し込み・問い合わせは☎090-9328-8478ハン

ドベルSweet野呂さん。

演奏会に向けハンドベルの練習

狛江駅北口のOdakyu Ｏ
Ｘ1階にあるコミュニティ
ドラッグみどりは創業70年
の老舗で、化粧品と一般医
薬品を扱っており、「美と健
康のカウンセリング専門店」
をモットーに対面による細
やかな接客が特色だ。
店には数多くの商品が並
んでいるが、顧客がわかり
やすいように工夫した表示

がされてい
る。 ま た、

全商品の消費期限を2カ月
に1回チェックしている。
店内はカウンターを置いた
美容コーナーと医薬品コー
ナーに分かれ、イスに座っ
て商品説明を受けられる。
同店は、社長の大野善明
さん（77）の父・錫さん（故
人）が昭和26年に北口ロー
タリーにあった旧・狛江第
一小学校の正門付近で創業

した「みど
り薬房」が
前身。医薬
品の販売に
加え、善明
さんの母の
きわさん
（故人）が
化粧品販売
を始め、業

績を伸ばした。さらに、善
明さんと結婚した大手化粧
品会社カネボウのビュー
ティーカウンセラーで専務
の光子さん(70）は別の化
粧品会社の研修も受けて技
術を高め、顧客へのていね
いなメイクアップとスキン
ケアの的確なアドバイスが
好評で、多くの顧客を獲得
した。その結果、通常はデ
パートでしか販売しない高
級ブランド商品も販売でき
るようになった。
小田急線の高架複々線化
に伴う再開発によって平成
７年に開店したOdakyu 
OX内の現在の場所に移転、
名称を変更するとともに、
9年には有限会社になった。
現在、美容のスキンケア、
メイクアップ、ヘアーのカ
ウンセリングは、メーカー
派遣のビューティーカウン
セラー２、３人のほか、美
容と医薬品販売、カウンセ
リングの資格を持つ三男で

店長の豊さん(43）も顧客
の対応にあたっており、眉
スタイリングや無料の肌
測定などビューティーメ
ニューが人気だという。昨
年は新型コロナウイルス感
染症によりフェイシャルエ
ステを自粛するなど影響を
受けたが、顧客の要望に応
じてデザインや大きさ、色、
質感などが違う様々なマス
クを仕入れて多くの人に喜
ばれたという。
市内で化粧品の対面カウ
ンセリング販売を行ってい
るのは同店だけだといい、
同店では「美容の悩みを聴
き、お客様に幸せな気持ち
になってもらうよう心がけ
ています。また、都心の店
を回って、医療や健康に関
する人気商品など商品情報
の把握にも努めています。
薬や医療品も、お客様の話
をよく聞いて、的確にアド
バイスするようにしていま
す」と話している。

医薬品と化粧品など販売し70年
きめ細かいカウンセリングが好評
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狛
江
駅小田
急
線

北口
ロータリー

コミュニティ
ドラッグみどり
（オダキューＯＸ）

☎3489-0260　元和泉1-2-1　営業時間
＝午前10時～午後９時。無休

様々な種類の医薬品や化粧品が並ぶ店内

（左から）メーカー派遣のビューティーカウン
セラー、大野光子さん、善明さん、豊さん


