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電話訪問はとの会活動
者募集

のいずれか
月2～3回13：30～16：
00あいとぴあセンター。
独り暮らしの高齢者等を
精神的に支え電話で見守
る活動 600円 狛江市
社会福祉協議会☎3488-
0294FAX3430-9779は
との会担当
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小学生バレーボール

17：00～19：
30、毎 時間不定緑
野小学校。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回 9：15～

21：30中央公民館。クラ
シックバレエを基礎とした
美容健康体操。見学自由
3,200円 Yu’sエッセ
ンシャルバレエ☎3489-
2251原田

書道
毎 第2・4 3：30

～15：30。漢字、万葉

かな、ペン習字 先着10
人 4,000円 1,000円
1,000円 美墨会☎・

FAX3480-1920武居
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
先着順 狛江国際友好クラ
ブ KatsFujii@outlook.
com藤井
社交ダンス

13：
30～15：30、初心者＝
15：30～16：00中央公民
館 ダンスシューズ 5～
10人 3,300円（初心者
1回500円） 1,000円
エコマ社交ダンスサークル
☎090-1252-4267片山
フラダンス
月1～2回アイスタジ

オ（和泉多摩川駅徒歩3
分）。参加者の都合により
練習日を決める 動きや
すい服装、飲み物、タオ
ル、筆記用具、ノート
1回1,500円(2時間)、資
料代100円（年3～4回）
事前 Hula 'Ohana o 

Kilika☎080-1134-8502 
hulaohanaokilika@

gmail.com青木

合気道
19：00～21：00

狛江第二中学校、毎 8：
45～21：00・毎 6：15
～18：30市民総合体育館。
柔軟と基礎練習から技な
ど。マスク着用。道場の清
掃等。無料体験あり 飲み
物、タオル 子どもから
2,000円 1,000円 事
前 養氣會狛江合氣道倶楽
部 ☎090-5197-1269中
村

英語曲を歌おう
毎 第1・ 10：30～

12：00野川地域センタ
ー。なじみのある歌を英語
で歌う。見学・体験歓迎
3,000円 ガス燈☎090-
7272-9786 choromis.
un2@gmail.comうがじん

日常英会話
9：30～12：00

（内1時間）野川地域セン
ター。フィリピン出身の女
性講師が指導。体験歓迎
初級、初中級 4,500円
M&J英会話090-7272-
9786 choromis.un2@
gmail.comうがじん
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増田紘子・他・作品展
3 ～8日 0：

00（初日13：00）～17：
00（最終日16：00）泉
の森会館。自由感性アクリ
ル画の世界 IMF☎
5497-5444平岡
ベビーマッサージ
9日 0：00～11：

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

絵本でほっこりおはな
し会

14 14：00～14：30こ
まえくぼ1234。絵本の
読み聞かせ マスク着用
乳幼児（保護者同伴）か
ら 10人。25日 0：
30～11：00よしこさん
家（元和泉3-10-4）。絵
本や紙芝居 マスク着用
幼児から 先着10人

おはなしこまえ☎

080-3514-1315 seki-ｙ
＠kxf.biglobe.ne.jp世木

絵本の楽しさを知る
17 ・24日 4：

00こまえくぼ1234 各
回先着15人、27日 1：
00野川のえんがわこまち。
各回30分程度。コロナの影
響により中止の場合あり
マスク着用 先着10人
りぷりんと・狛江 かわ
せみ☎090-6195-3473
細谷

令和3年度総会・4年
度春季野球大会

19 18：15（受付18：
00）中央公民館。総会終
了後、抽選会を行う。大
会＝4月3日 ～7月31日
予定）毎 多摩川緑地

公園グランド。審判員募
集 参加届、参加費 市内
在住・在勤者によって構成
する12人以上のチーム
既チーム20,000円、新チ
ーム23,000円(登録費及
び傷害保険料を含む) 狛
江市軟式野球連盟☎5761-
7198FAX3489-3413岡川

多摩川でバードウォッ
チング

20 9：00～13：00。
南部地域センター集合（雨
天中止）。下流に向かっ
て観察。南部地域センタ
ーで解散 双眼鏡（無く
ても可）、筆記用具、昼食
200円 狛江探鳥会☎

080-2094-8822由井

梅香る、野川路を！
20 狛江市内及び

近隣地域。梅香る野川緑地
公園から新野川へ。旧野川
の思い出を史跡 歩きやす
い靴 先着30人 資料代
100円 事前 狛江・自
然と触れあう集い☎090-
7204-1146野口
こまえ楽市
27 10：00～15：

00市役所前市民ひろ
ば。フリーマーケットと
市内業者出店による市
フリーマーケット出店

1,100円 先着順。締切
22 狛江楽市の会☎
5438-8805FAX5438-
4331 komaeraku1@
gmail.com坂本

●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。掲載するには事前に登録が必要です。

■「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

被災地支援のコンサート
災害被災地の子どもたちを支援するため、「永井

由里＆澤村祐司ジョイントコンサート」を泉の森友
の会（井上昭一代表)が27 30分と4時
30分に泉の森会館で催す。
同会は、東日本大震災が起きた平成23年に市内

のピアニストによる初のチャリティーコンサート
を開催、その後も狛江ゆかりの音楽家や舞踊家な
どの公演を続けてきた。昨年は新型コロナウイルス

感染症の影響
で開催できな
かったが、こ
れ ま で ９ 回
の公演で合計
1,135,305円

を一般財団法人あしなが育英会を通じて災害で保護
者を失った子どもたちに学費として贈った。
今回は狛江中学校（現・狛江第一中学校)出身で

海外で長年演奏活動を続けてきたヴァイオリニスト
永井さんと、八橋検校日本音楽コンクールなどで優
勝した琴奏者の澤村さんが宮城道雄作曲「春の海」
をはじめバッハ、スペイン民謡などを演奏する。
同会では「コロナ禍で被災地のことは忘れがちだ

が、子どもへの支援を続けていきたい」として来場
を呼びかけている。コロナ対策のため、定員を先着
30人に限定し２回公演する。入場料は2,000円で小
中学生は無料。
問い合わせは☎5497-5444泉の森会館。

イズミスイングオーケストラが出演し
た令和2年のチャリティーコンサート

和泉自動車教習所（株式
会社和泉自動車練習所）は
わが国でモータリゼーショ
ンが本格化する前の昭和
35年に創業して以来、62
年にわたって狛江の人たち
に親しまれている。開設当
初は個人経営だったが、現
在は全国に30校以上の教
習所がある黒井産業株式会

社の系列校になっている。
多摩川に面して2階建て
の校舎と堤防を挟んだ河川
敷に教習コースがある。最
寄りの和泉多摩川駅から徒
歩約8分と交通の便に恵ま
れながら、緑に囲まれた静
かな環境で教習を受けられ
るのが特色で、様々な野鳥
や、時にはタヌキなどの野

生動物に出合える。
生涯無事故を目標とし
て、安全運転のための運転
技術と知識を習得してもら
い、安全・安心に短期間で
卒業してもらうことを心が
けているという。
昨年は新型コロナウイル
ス感染症の影響で減ったも
のの約1,600人が入校し
た。送迎バスも3コース運
行しているため、狛江市内
だけでなく、川崎市多摩区
など近隣の自治体の人も多
いという。入校する人は
20代から30代が中心で、
2月から3月の入校が多い。
最近は二輪車の人気が高
く、40代から50代の人が
免許取得を目指して入って
くるという。
普通車はオートマ14台、
マニュアル９台、二輪車は
20台を備え、34人の指導
員が教習を行っている。て
いねいでやさしく親切な教
習をモットーにしており、

笑顔で教習を受けてもらう
ため、指導員は毎月様々な
テーマで教習技術向上のた
めの講習を受けている。
地域の交通安全教育セン
ターとしての役割を果たし
ており、企業から依頼を受
けて新入社員などの安全運
転研修を行ったり、運転操
作の初歩から学び直すペー
パードライバー講習も開い
ている。高齢者講習も実施
しているが、申し込みが多
く、順番待ちの状態が続い
ているという。
地元への貢献にも力を入
れており、新型コロナウイ
ルス感染症が流行する前は
狛江第六小学校の児童と保
護者を対象とした安全教室
を催していた。このほか、
狛江市消防団の訓練に定期
的に施設を提供している。
副管理者の岩﨑卓さんは

「少子化と車離れが進んで
いると言われますが、運転
免許は日常生活に欠かせま
せん。これからも電気自動
車など新しい技術の知識を
取り入れながら、車を安全
で便利に使う手助けをして
いきたい」と話している。

Shop ＆ Service Guide …9

和泉自動車教習所

猪駒通り

和泉自動車
教習所

南部地域
センター前

南部地域
センター

☎3489-4151 猪方4-8-11 営業時間＝午前９時～午後７
時50分。水曜日休み

緑豊かな教習コース

安全運転のドライバー育て62年
多摩川の自然環境の中で運転教習


