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▼

長の徳島美帆さんら
11人の新成人の委
きずな
員が「絆」をテーマ
に秋から準備を進め
てきた。
第１部 の 式 典 で
は、 第 三
中学校の
こと
生 徒 が 箏 を 演 奏、
先輩の門出を祝った。
矢野裕市長が「狛江
矢野市長（左）に誓いの言葉を述べ
という絆をいつまで
る吉澤さん（中央）
、高岡さん
も大事にするととも
に、人間の絆が大切にされる
絆をテーマに成人式
やさしい社会を築くため、み
735人が新しい船出
なさんの行動力と正義感を発
揮してください」と祝いの言
狛江市の成人式が１月12
日、エコルマホールで催され、 葉を述べた。これに応え新成
人代表の吉澤那緒さんと高岡
晴れ着姿の新成人たちは社会
なつみさんが「20年間に狛
人としての決意を新たにする
江でたくさんの出会いとさま
とともに、同級生や恩師との
ざまな体験ができました。狛
歓談を楽しんでいた。
江で育んだ豊かな関係と心を
ことしの新成人は、昨年
支えに生きていきたい」と誓
より１人少ない735人（男
いの言葉を述べた。
393人、 女342人)で、 式
第２部のアトラクションで
には 市 外 の 居 住 者 も 含 め
は、
「多摩川戦隊コマレンジ
430人が参加した。
ャー」のショーや抽選会、小
ことしの式は、実行委員

水辺 の楽 校 発

▼

社員教育に力を注ぐ市内唯一の成長警備保障会社

昭 和50年 代 に 日 本
で初めての絵手紙教室
が狛江郵便局で開かれ、
全国に広がった絵手紙
の輪。 絵手紙発祥の地
である狛 江でも多くの
市民が創作に取り組ん
でいます。 隔月で「絵
手 紙 発 祥 の 地−狛 江 」
実行委員会の委員の作
品を掲載します。
大きな炎と煙を上げるどんど焼き

絵手紙発
絵手
紙発祥の
紙発
祥の地
祥の
地・狛江
地・

字・絵＝小池恭子さん
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