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催
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秋の学習会ー講演と映
画上映
3：30〜16：30西
1日
河原公民館多目的ホール。テ
ーマは
「犠牲のシステム福島・
沖縄」
。同名の著書のある東
京大学大学院教授高橋哲也さ
んが講演 202人 500
円 平和憲法を広める狛江連
絡 会 ☎・FAX3488-1437
komae̲omata@ybb.
ne.jp小俣
バレトン体験
8：00〜19：
1日
00西河原公民館多目的ホー
ル。フィットネス、バレエ、
ヨガの要素をあわせた裸足
で行うエクササイズ タオ
ル、飲み物、運動ができる
服装 1,500円 事前 ミ
ュージカルCoCo〜☎0902766-8231FAX34889680た べ が い http://
coco.her.jp
楽市
0：00〜15：
2日
00市役所市民ひろば。市民
参加のフリーマーケットと市
内業者出店による街おこし
を月1
市民 会費1,000円、出
店参加料1区画（2m×3m）
2,000円 先着順。2月の
出店受け付けは1月15日
9:00より 狛江楽市の会☎
3480-2074山岸
12月の心の病、家族相
談と講演会
10：00〜
4
12：00。心の病について
家族の相談を家族会がお受け
します○講演会「これからの
地域支援と家族」13:30〜
16:30あいとぴあセンター
3階団体活動室。心の病を持
つ人やその家族への地域支援
について東京つくし会会長野
村忠良さんが講演 筆記用
（講演会）
具
（講演会） 50人
NPO狛江さつき会
「 家 族 会 」 ☎・FAX34306944安藤
テラコヤcafeのクリス
マス会
0：30〜14：00
6日
ママカフェ＆手織り工房 悠
遊。音育プログラムのハー
プ演奏とビュッフェランチ
で楽しむテラコヤクリス
マ ス。 プ レ マ マ 歓 迎 先
2,500円（ 食
着14人
事代込み） 事前 テラ

コ ヤ3 terakoya222@
hotmail.co.jp 中 村
http://www.facebook.
com/Terakoyacafe
第38回シルクロード講座
3：00〜16：
8日
00み ん な の 広 場（ 東 和 泉
2-20-12）
。トゥバ民族音楽
演奏家寺田亮平さんの現地
修行の旅の報告とトゥバ音
楽の演奏 会員1,000円、
一 般1,500円 日 本 シ ル
クロード文化センター☎・
FAX3480-4478
silkr
oad-j＠ef.lomo.jp野口 h
ttp://silkroad-j.lomo.jp/
『手打ち蕎麦の郷̶狛
江』蕎麦打ち教室
4：00〜16：00
9日
岩戸地域センター 2階料理
実習室。そばを打てるよう
指導します 手ぬぐい、前
掛 け、 タ ッ パ ー（ 持 ち 帰
り 用 ） 先 着10人 1回
2,000円 事前 元祖 蕎麦
打ち迷人会☎080-12828166 sn.kambara@
jcom.home.ne.jp神原
いずみXʼ masダンスパ
ーティー
3：30〜16：30
9日
中央公民館地下ホール。お
客様トライアル、ミキシン
グ、プロのデモあり。１人参
加歓迎 110人 1,000
円 いずみダンス愛好会☎・
FAX3489-3683田口
万葉集の学習会
10
13：30〜15：
30中央公民館講座室。
「私
と万葉集」
（各界の著名人が心
に残る万葉歌について語るビ
デオ）を観ながら万葉集を学
万葉名歌 玉川
びます
碑 に 集 う 会 ☎・FAX34806554
お外で粘土遊びしよう
10：00〜12：
10
00和泉多摩川駅近くの多摩
川河川敷。こねたり丸めた
り河原でのびのび粘土遊び。
野菜で色づけもしてみよう
未就学児の親子 50円
事前 あおぞら自主保育
狛江おひさまの会☎090komae.o
6195-8814
hisama@gmail.com北澤
子育ては楽しい 子育
てにホットTime
・25日
0：00
11
〜12：00あいとぴあセン
タ ー 3階 ボ ラ ン テ ィ ア 室。
子育て上手はおしゃべり上
手。みんなでワイワイガヤ
ガヤ集います。相談にも応

ライアーとお話
Xʼ マス街角コンサート
「シュタイナーラボ狛江」
（末松晴美代表）は、桐朋学園
大学附属音楽教室の講師だった末松代表らが、思想家
ルドルフ・シュタイナーが提唱した教育を紹介するた
め15年前に発足。子
育て支援講座や、竪
琴ライアーの演奏や
製作をする教室を市
内などで開いてきた。
多くの人にライアー
昨年のコンサート
を知ってもらうため
8年前から毎年、夏と冬に「街角コンサート」を催して
いる。16回目となる今回のコンサートでは、末松さん
らがライアーとチェロでクリスマスにちなんだ曲など
を演奏する。同時に行われるお話は昼の回（16：00〜、
乳幼児可）がグリム童話「マリアの子ども」
、
夜の回（19：
00〜、乳幼児不可）がセルマ・ラーゲルレーブ作「ク
リスマス・ローズの伝説」を聴かせる。また、ライア
ーに触れるコーナーもある。定員は各回80人で事前申
込み。入場料は一般1,500円、小中学生500円、乳幼
児無料。チケットは☎5497-5444泉の森会館。
問い合わせ tadukuri2012@gmail.comシュタイナ
ーラボ狛江 末松さん。
じています 乳幼児と保護
NPO法人ファミリ
者
ー・コンサルタント協会☎・
FAX5497-7786 info@
familyc.net鶴留 http://
www.familyc.net
リウマチ友の会例会
13：30〜15：
12
30調布市総合福祉センター
2階団体室。情報交換、懇
談会 飲み物 関節リウマ
チ患者、家族 200円 調
布・狛江リウマチ友の会☎・
FAX3430-0169石井
ベビーマッサージ
10：00〜11：
12
30西河原公民館2階和室。
助産師の指導でベビーマッサ
ージを行います。育児・母乳
の相談にも応じています
バスタオル、タオル、防水シ
ート 生後2カ月からの乳児
とお母さん 1,000円 事
前 母と子と助産師の会☎・
FAX3488-2616（18:00
〜21:00）長尾
社交ダンスパーティー
・27日
3：
14
20〜16：00中央公民館地
下ホール。素敵な音楽に乗
せて踊りましょう。1人でも
可 ダンスシューズ 市民
及び近郊の社交ダンス愛好者
400円 フリーダンスあ
す か ☎090-2214-3230
にしいえ
はじめての遺言相談
15
13：00〜17：

00泉 の 森 会 館2階 小 会 議
室。ゆっくりお話を伺い、
遺言書のポイント整理をし
ます。エンディングノート
先 着3人
資料
も可能
代200円 事 前 遺 言 を
考 え る 会 ☎090-64803930FAX5426-1316北条
多摩川でバードウォッ
チング
9：00〜13：00
16
和泉多摩川駅前集合、二ヶ領
せせらぎ館解散（雨天中止）
。
川崎側を下流に向かって観
察。初めての人も歓迎 昼
食、筆記用具、双眼鏡（無く
ても可） 200円 狛江探
鳥会☎3480-8049松村
Xʼ masチャリティーパ
ーティー
14：00〜16：00
16
泉の森会館3階。会の奉仕活
動に協力・支援くださる皆様
に感謝を込めて。プレゼント
抽選会などお楽しみも 先
着40人 3,000円 締切
国際ソロプチミス
14
ト東京ー狛江☎・FAX34896416 h.seki6416@
jcom.home.ne.jp関
アカデミー Xʼ mas ダ
ンスパーティー
13：15〜16：45
16
中央公民館地下ホール。Xʼ
masの 曲 に 乗 っ て ダ ン ス
を楽しみませんか。トライ
アル、ミキシングあり。初
ダ
心 者、1人 参 加 歓 迎

★★★

商 店 街
狛江ショッピングセンター商
店会❖歳末・新春福引大売
り出し・つきたてお餅・ボッ
クスティッシュ・トイレット
ペーパープレゼントフェア
11月29日
25年1
で。期間中、売
月13日
り出し参加の各店で買い物
200円ごとに福引補助券１枚、
2,000円ごとに福引本券を配
〜14日
布。1月12
補助券10枚または福引本券
で福引が１回できる。景品は
現金（100円玉つかみ取り）
、
福袋、米、しょう油、緑茶パッ
ク、金券。また、期間中は利
用客にボックスティッシュ、トイ
レットペーパー、12月19日
24
り餅２個パッ
クをプレゼントする。問い合わ
せ☎3489-0432狛江ショッ
ン ス シ ュ ー ズ 1,000円
狛江ダンススポーツア
カ デ ミ ー ☎・FAX34898872 shiiba1641@
jcom.home.ne.jp椎葉
クリスマススペシャル
ランチ
9：30〜12：00
16
中央公民館地下料理実習室。
普段はあまり食べられない鹿
肉の煮込みと、チーズのパス
タ、話題のソフトプレッツ
ェルの3品 ふきん1枚、エ
プロン、ペン 4歳以上の
子どもも可 先着10人
2,800円、子ども500円
締切13
Prima cucina
☎090-7738-4143金森
うたごえステーション
17
17：30ミート
ステーション（東和泉1-204）
。アコーディオンとギター
の生伴奏で、お酒片手に、ぎ
ゅうぎゅうづめで歌い交わし
ましょう 500円（飲食代
別） みんなのうたごえ広場
☎ 090-9808-2810FAX
3489-6684 akirakuma@nifty.com大熊
気功的かぜ対策
19
10：30〜12：
00駄倉地区センター。気功
で血液の循環をよくして冷え
性、風邪の対策。膝、腰が痛
い人も安心して行えます
動ける服装、タオル、飲み物
先着15人 1,000円
事前 めぐろうかい☎0803394-9141 FAX5761-

ピングセンター商店会。
和泉多摩川商店街振興組
合❖歳末福引き大売り出し
15
。商店街加盟
１日
の各店で買い物100円ごとに
補助券１枚、1,000円ごとに
抽選券1枚を配布。14
〜16日
1枚または補
助券10枚で１回抽選。景品
は自転車5台、
10,000円分・
5,000円分の買い物券、防
災グッズなど。16日の抽選最
終日は万灯みこしが登場。問
い合わせ☎3488-4174ヘ
アーズ・イデア。
御台橋商栄会❖年末サン
クスセール
〜２０
。商店街加盟
１
の各店で買い物３００円ごとに
その場で当たる三角くじが１
枚引ける。景品は１０，
０００円・
５，
０００円・１，
０００円分の金
8917 satoshi-tanaka
@hilife-support.com田中
手しごとくらぶアトリ
エよきかな公開日
11：00 〜 16：
23
00東和泉1-21-1-302（狛
江駅南口2分）
。手作りの服、
バック、小物が多数ありま
す。プレゼントにも最適。不
手し
要ミシン募集中
ごとくらぶアトリエよきかな
☎090-8438-8441河辺
第18回KOMAE CUP
2012（秋）シニアサ
ッカー大会
24
8：00〜16：00狛
江市民グランド。1チーム1
日3試合 40歳以上のチー
ム（市外チームも可） 先着
4チーム 1チーム6,000
締 切7日
KSCマ
円
ト ゥ ー ロB☎・FAX54971888 masumi77@
jcom.home.ne.jp増見
狛江市民吹奏楽団 第
13回定期演奏会
1月6日
4：00（ 開 場
13:30）エコルマホール。
新春を楽しい演奏会で過ご
しませんか。曲目＝荘厳序
曲「1812年 」
、キャッツ
狛江市
メドレーほか
民吹奏楽団☎090-46635272川上 http://koma
sui.org
第21回狛江市バドミン
トン新春初打ち大会
1月20
9：00受付狛江

券、現金１００円。また、は
ずれ券5枚で特別賞としてサ
ンタ宅配券の申し込みを先着
５０人まで受け付け。問い合
わ せ ☎3489-1621プ ロ・
ハンズ アイヅヤ。
狛江団地商店会❖第５弾感
謝祭
31
。商店会加
１日
盟の各店で買い物1,000円
以上のお客様に各店先着150
人にボックスティッシュ５箱プレ
ゼント。問い合わせ☎34896519コマエ理容店。
ひかり商店街❖歳末売り出し
15
。 期 間 中、
1日
商店街加盟の各店で買い物
200円ごとに福引補助券１
枚、1,200円ごとに福引本
券を配布。景品は米、
油、
ティッ
シュペーパーなど。問い合わ
せ☎3489-7240三久。
市民総合体育館。男子・女子
ダブルス（1・2・3部・壮
年の部）の種目別リーグ戦
中学生以上の市内在住・在
勤・在学者と平成24年度当
協会登録会員 1人1,000
円（ 会 員 ）
、1,500円（ 一
狛
般） 締切1月10日
江市バドミントン協会☎・
FAX3430-1581齊藤
全日本スキー連盟公認
スキースクール
2月16日 8 : 00頃〜17日
19:20頃。越後湯沢ナス
パスキーガーデン周辺。全
日本スキー連盟公認指導員
によるクラス別レッスン。
希望者にバッジテストを実
施。交通＝上越新幹線（東
京駅発着） 先着20人 お
とな34,000円、小学生以
下21,000円 FAX34303205高 橋（9：00〜22：
申込
00)。締切1月9日
用紙は狛江市民総合体育館、
公民館にあり 狛江市スキー

農業青年と交流パーティー
ＪＡマインズが参加者募集
JAマインズが、狛江・調布・
府中の独身農業青年との交流
パーティー「ふれあい交流会」
に参加する独身女性を募集し
ている。
パーティーは1月26日
前11時からJAマインズ調布
支店、同市内農家施設でバー
ベキュー形式で行う予定。
参加費は2,000円。申し
込みは12月26
までに
氏名、住所、携帯番号、職
業、年齢、趣味などを書いて
ファックスまたはＥメールで。
定員は先着18人。申し込み・
問い合わせ☎042（486）
1546、FAX042（486）
3377、 honten7̲min
ds@minds.jatokyo.or.jp
マインズ農業協同組合本店地
域振興部指導課事務局 村野
さん。
協 会 ☎090-1503-6734
(20:00〜22:00）石原
英会話教室
狛江市シルバー人材セ
ンター。講師は当センター会
員○トラベル英会話（入門）
〜3月1
1月11
。旅行
に必要な英会話を学ぶ。最終
回にゲストを招いたパーテ
ィー○英会話教室実践（ス
テップアップ）1月11日
〜3月29
15:30〜17:30。 教 室 外
でのアクティビティも考えて
います（別途参加費が必要な
場合あり） 中高年 各10
人 各4,000円 往復葉書
に講座名・住所・氏名・電話
番号・年齢を記入し、狛江市
猪方4-13-1狛江市シルバー
人材センター英会話教室担当
狛江
へ。締切12月7日
市シルバー人材センター☎
3488-6735

「komaeの仲間」は
市民活動団体の情報コーナーです。

掲載ご希望の方は事前に登録が必要です。市役所２階地
域活性課（☎03−3430−1111）
で受け付けています。
1月号の原稿の締め切りは12月5日です。
●記事中の記号● 対象、 定員、 入会金、 月会費、
年会費、 参加費、 無料、 持ち物、 申し込み、
問い合わせ先、 ホームページ、 Eメール、 新し
い風補助金事業、 市または市教育委員会後援、 健康、
スポーツ、 音楽、 芸能、 文芸、 教養、 交
流・地域、 お知らせ

わっこは毎月１日に新聞折込、駅、協力店などで配布しています

