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震災に負けないで
被災地へ応援絵手紙

で参加者に絵手紙をかいて
もらうなど、多くの作品が
集まった。

子育てをテーマに
市医師会が講演会

毎月 1 日・狛江市発行
などで時間を消費し、体力、

狛江市医師会が「メディ

子どもが増えている現実を

ア漬けで壊れる子どもたち

踏まえ、子育てのヒントな

手紙発祥の地−狛江」実行

紙を3市に贈ることにした。

〜情報化社会の大人の責

どを約１時間話し、質疑応

委員会が9月９日に宮城県

絵手紙７〜８枚を貼った縦

任」と題した市民講座をエ

答も行う。入場無料。

の石巻市、岩手県の大船渡

55cm、横４０cmのパネル

コルマホー ルで15日午 後

市、釜石市へ合計７２９枚の

を作成、被災地の公共施設

3時から開催する。

同医師会では、毎年テー
マを変えて講演会を催して

講師は、吉村小児科院長

おり、 今 回 で13回を数 え

絵手紙はパネルから自由に

の内海裕美医師。内海医師

る。昨年は、
救急医療をテー

6月末まで絵手紙を公募し、

抜くことができ、掲示後に

は日本小児科医会「子ども

マにした講演会の後に、エ

市内の絵手紙サークルをは

被災者が持ち帰ることがで

の心」研修委員会委員で特

コルマホールを運営する狛

じめ全国の愛好家などから

きるようになっている。

定非営利活動法人チャイル

江市文化振興事業団の要請

ドライン支援センター副代

を受け、ホールからロビー

表などを務め、自身の子育

への避難誘導訓練を初めて

「また春が来る」 などの被

ての経験を元に子育て相談

実施した。ことしは、東日

災者に向けたメッセージと

や絵本の読み聞かせなどを

本大震災を踏まえ、地震を

花や野菜などの絵をかいた

行い子育て支援に力を注い

想定し階段を利用して外に

絵手紙が寄せられた。6月

でいる女性医師。講演では、

出る避難誘導訓練を行う。

8日にエコルマホールで催

インターネットなどによる情

実行委員会は4月末から

などに展示される予定だ。

「心ひとつに」「あきらめな
いで一歩一歩前にすすもう」

された絵手紙作家小池邦夫
さんの講演会場では、会場

被 災 地 に贈られ た
絵手紙のパネル

報化社会の中で、仲間との

問い合わせ☎03-3488

狛 江 通りを挟 んで
7

◆

実行委員会では被災地の
自治体と調整し、応援絵手

◆

東日本大震災の被災者を

「応援絵手紙」を贈った。

時代とともに変わった庶民の足

運動能力、視力、コミュニ
ケーション能力が低下する

絵 手 紙で励まそうと、
「絵

市役所向かい側にある
「CYCLE HOUSE

CYCLE HOUSE ARAI
当時の自転車は超高級品だったた

ARAI」
（中和泉1-2-8）は、市内で1、 め、資産家や商店が買うくらいで、1
２の歴史を持つ自転車専門店。

カ月に1台売れれば楽に暮らせたとい

創業者は、現店長の荒井常享さん う。販売も現金ではなく大半が月賦で、
月末に集金に回った。なかなか売れな

があった。同店でも「子どもの自転車

まれ、故人）
。中和泉の農家で生まれ

いため、隆三さんは家人に店番や農作

を売るとその家族が次々と自分専用の

た隆三さんは、現在の緑野小学校近く 業を任せて、多摩川にあった料亭・玉

自転車を買ってくれた」という。昭和

で暮らしながら、実家の農作業のほか、 翠園で板前の仕事をしたという。

62年頃の狛江通りの拡張で店を建て

さまざまな仕事をしていた。手先が器

本格的に自転車販売を始めたのは、 替えた時に、旧名の荒井自転車店から

用でハイカラ好みだったことから、大正

隆三さんの長男・喜重さん（大正13

末期か昭和初め頃の80数年前に自転

年生まれ・故人）が店主になってから。 に50〜60台の自転車が売れたことも

車の販売を始めたという。昭和２年の

昭和30年代半ばになると人口が増え

小田急小田原線開通により、狛江駅付

始め、価格が安くなったこともあり、自

★★★

あった。
最近は環境や健康への関心の高まり

近に会社員などが住み始めたのをきっ 転車がよく売れるようになった。

とともに自転車の人気が復活、販売台
数も増えた。特に3月11日の東日本

ただ、舗装した道路が少ないためパ
ンクが多く、喜重さんの妻のミキ子さん

大震災から半月ほどは急速に客が増え、

（83）もパンク修理や、月末の集金

早朝から問い合わせの電話が鳴るなど
対応に追われたという。
常享さんは、
「専

に追われた。

会員募集
会員募集

現在の店名に改称したが、当時は1日

かけに、4年に現在の場所に移転した。

-2267狛江市医師会。

ハウオリウクレレメイツ☎・
FAX3489-6402高木
ゴスペル・ソング
月2回 （10月 は3
・17日
31
）
19：00〜21:00中央公民
館。ゴスペルのリズムにのっ
て、思いっきり楽しく歌っ
てみませんか。お試し体験
歓迎 3,000円 事前 ゴ
スペルーズ☎090-16177466（19：00 〜 21：
00） gospeluse@
yahoo.co.jp高橋
ストレッチ
10:00〜12:00
中央公民館。親切、ていね
いな指導で、正しく美しい
身体作りを目指し、バレエ
の基礎を取り入れています
2,000円 1,000円
ハ ー モ ニ ー ☎・FAX34800070横山
チベット体操
10:30〜12：
毎
00中央公民館和室ほか。ヨ
ガのルーツです。たった5つ
のポーズの繰り返しで、若さ
の体操と呼ばれます。ヨガの
基礎もします バスタオル、
ヨガマットなど 約10人
1,000円 チベット体操＆
ヨーガ☎3480-6564（夜
間）FAX3488-7337山本

整備をする荒井常享さん（左）
と次男の宣人さん

（54）の祖父隆三さん（明治半ば生

外遊びを減らし、電子映像

グランド。体験講習会もしま
す。ゴルフ未経験の方も歓迎
します。生涯スポーツとして
シニア、グランドシニア
の 男 女 16人 1回200
狛江
円 締切12月4日
友会が再出発。剣道で大切
市TBG協 会 ☎・FAX3480な礼を重んじ、基本からき
3507榎本
ちんと指導。見学・体験大
第12回父祖熱唱の想い
歓迎 体操可能な服装、タ
出の唄うたおうかい
体操・フォークダンス
オル、飲み物 小学生以上
13：30 〜 16：
30
9:30〜11:30西
1,000円 事前 狛江剣
00西 河 原 公 民 館2階 学 習
河原公民館。楽しみながら
友 会 ☎090-8343-1345
室I。ハモニカと鍵盤楽器伴
健康づくりが目的。ぜひ見
samurai. spirit.busino.
奏、明治昭和の軍歌戦時歌謡
学をお待ちしています。一
hokori@softbank.ne.jp高
約30曲合唱。前半10曲後
緒に楽しみましょう タオ
橋
半希望曲、候補43曲 先着
ル、運動しやすい靴 主に
500円 締切20日
30人
クラシックバレエ
女性 1,000円 さくら会
日本の唄うたおうかい☎
13:30〜15:00
☎3430-1884（17時 〜
（おとな）
、15:30〜16： 3489-7307田中
22時）粟野
20、
16:20〜
17:35、17：
カラオケ
コーラス
35〜18:50上和泉地域セ
9 : 00〜
毎 第2・
14:00〜16:00
ンター。少人数制。個々のレ
21：00ノタリーノホール
狛江または喜多見周辺（問い
ベルに合わせていねいに指 （狛江駅北口）
。ポピュラー
合わせ）
。少人数ですが、女
導。発表会あり。体験随時受
から演歌までレーザーカラ
声三部の合唱曲に取り組ん
付 3歳以上 3,500円よ
オケで楽しく練習していま
でいます。2013年春にコ
り（別途雑費年2回4,500
す。作曲家の指導あり。初心
5,000円
ンサート予定
者歓迎。見学可 先着10人
事前 女声合唱団コール・ 円）おとなは1回900円
事前 KOMAEバレエグル
3,500円 2,000円
ミルヴォワ☎080-5403ー
プ ☎080-3553-9755
事前 狛江カラオケクラブ☎
tomono@
4133
志村
3489-5246杉浦
myway.co.jp友 野 http:
//ameblo.jp/millevoix
ウクレレと唄
ターゲットバードゴル
14:00〜16：
剣道
フ
00中央公民館。初心者歓迎
9:00〜11:15狛
（10月・11月は第
毎
ウクレレ
4,000円
）9:00〜11:00西和泉
江第三小学校体育館。狛江剣
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高度経済成長期に入ると、それまで

門店として的確なアドバイスをしなが

の自転車一家1台から1人1台の時代 ら、コツコツやってきました。ブームに
に入った。団地ができて住民が急増し 流されることなく、地道に続けていき
た頃は、狛江に10軒を超す自転車屋
昭和30年代の荒井自転車店

親子で外遊び
10:30〜13：
毎
00西河原公園・五本松ほか。
お外に遊びに行こう。葉っぱ
や棒きれ、ドングリ、そして
仲間が待っているよ 弁当、
飲み物、着替え 0歳〜就
学前の親子 300円 事前
あおぞら自主保育 狛江お
ひさまの会☎090-58159854林
レザークラフト
（10月は6日
毎
10:00〜12:00・第4
上和泉
地域センター。皮で自分の好
きなものを作っています。見
学歓迎 成人女性 若干名
2,900円 100円 締
新日本婦人の会
切30日
☎・FAX3488-2992藤島
小学生〜高校生までの
美術・造形
18:00〜20:30上 和
泉地域センター創作室。絵の

★★★

たい」と話している。

超高級品だった自転車／東日本大震災後に販売急増

具の使い方からデッサン・油
絵等個性や進度に合わせて指
導。先生方と楽しく芸術して
います 小学生〜高校生
3,500円 事前 たんぽぽ
児 童 画 教 室 ☎・FAX34301907橋田
硬式テニス
10:00〜12:00
東野川テニスコート。ベテラ
ンコーチの指導で中級レベル
のレッスン。楽しく一緒にテ
ニスしませんか。初回体験
可 初・中級レベル 5人
4,000円 1,000円
事
前 ポピー☎3430-5202
神林、3430-1907橋田
プリザーブドフラワー
毎第2または第
（10
）10:30〜12：
月は11
30みんなの広場。美しいプ
リザーブドフラワーをアレ
ンジしながら楽しいひとと
きを過ごしましょう 5人
1,500円（別途材料費実費

2,000円 か ら ） 2,000
域 ね こ の 会 ☎・FAX3488花・パル
円 締切9日
3703飯島
テ ィ ー ル ☎・FAX3480平成23年度 狛江市卓
6763苗村
球連盟後期登録受付
琴
〔年度登録料〕団体 1,000
は
毎第１・２
円 3,000円（ 団 体
な13:30・子ども16：00
20人 ま で。21人 以 上 は1
野川地域センター和室。指導
人あたり300円）
、個人
は市内在住琴演奏家。ていね
500円 団体男・女（本
いな指導で初心者でもすぐに
拠地は狛江市、異性は3人ま
弾けるようになります。楽器
で）
、個人（市内在住・在勤・
貸出可 おとな6,000円、 在学者） 岩戸北4-15-16
子ども5,000円 事前。5
狛江市卓球連盟 副会長 秋
お琴を楽しむ
元 恵 司 へ。締 切31日
会 ☎090-8109-0145濱
狛 江 市 卓 球 連 盟 ☎3489須
4559FAX3489-7783 秋
元
こまえ派遣村バザー物
品・サポーター
バザー品提供のお願い
ホームレス支援のため楽市出
野良猫の不妊去勢費の
店中です。日用品・衣類等
ため、市民まつりでバザー出
バザー用品をご提供くださ
店。衣類（新品）
、食器、雑
い。サポーターも募集中で
貨など。取りに伺います
す 事前 こまえ派遣村☎・
締切11月10日
狛江地
FAX3480-6792絹山

募

集

★★★

