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民交流友好
工作の展示をしたほ
都市」の山
か、ガムテープでバッ
梨県小菅村
グを作るこども体験
の特産品の
コーナーも設けられ
販売が行わ
た。2階講座室には
れ、多くの
絵手紙、書道、1階
人が足を止
集会室には短歌、着 狛江の文化
めて買い求
付け、俳句、ステン
めていた。
ドグラスなどが展示され、作品について
同 セ ン
熱心に質問する人もいた。
タ ー で は、
芸能発表会には18団体が出演、体育
2年ぶりの開催を祝い津軽三味線に合わせ民謡を披露
利用者の高
館でフルート、手話ダンス、レクダンスな
（上和泉地域センター）
齢化もあっ ど、1階和室でカラオケ、歌、舞踊、民謡・
てまつりへの参加が一時減少したが、積
市内の地域センターで活動している団
三味線が披露され、出演者たちの熱のこ
極的に利用団体に呼びかけたため、今回
体が日頃の活動の成果を発表し、地域の
もった発表に大きな拍手が贈られていた。
は例年より参加が増えたという。また、初
人たちと交流を深めるイベントが、地域セ
同センターは利用者の発表だけでなく、
めて行った児童作品の展示は、学校側に
ンター 3館で10月に開催された。
地域の人との交流に力を入れているのが
地域センターは上和泉、野川、岩戸、 も好評だという。
特色。
野川地域センター運営協議会の相馬郁
南部の4館あるが、南部は改修工事中の
こうしたことからセンター前では、小菅村
男会長と野川地域センターまつり・利用
ため、今年度の開催は見送られた。
や長岡市川口地域の特産品のほか、狛江
者発表会実行委員会の千葉桂樹委員長
産の野菜、東北復興支援コーナーで岩手県
は「ホールが
の物産などを
野川地域センターまつり・利用者発表会
広く、通信カ
販売、ヤマメ
2小学校も力作を展示
ラオケ、音楽
の塩焼きなど
室の設備が
野川地域センターでは10月6日に「野
が人気を呼ん
充実している
川地域センターまつり・利用者発表会」を
でいた。また、
ので、そうし
開催した。
「秋のあそび」
た特色を生か
ホールでは、式典に続いて芸能発表が
コーナーでは
し、多くの人
行われ、19団体が出演。カラオケ、親子
松ぼっくりのク
体操、詩吟、日本舞踊、民謡、バレエ、 に楽しんでも
リスマスツリー
小学校の児童の力作を展示
らえるまつり
歌などが披露された。同センターではカラ
作りに子どもた
（野川地域センター）
になるよう心
オケの利用が多いことを反映してカラオケ
ちが取り組ん
がけています」と話していた。
の発表が半数を占めた。
でいた。
展示コーナーでは13団体が作品展示や
式典では、開館35周年にあたる昨年開
活動紹介を行った。1階創作室に絵手紙、
催されなかった分も盛り上げようと、津軽
上和泉地域センターまつり
陶芸、書道、2階大会議室に陶芸、俳句、
三味線と民謡が上演され、参列者たちは
地域の交流にも力点
書道、木彫り、ソーイング、子どもの造
熱心に聴き入っていた。
形などの作品がずらりと並び、訪れた人
上和泉地域センター運営協議会の中島
上和泉地域センターでは10月12日と
の目を楽しませていた。また、1階談話室
弘征会長は「センターの利用者は若い人
13日に「上和泉地域センターまつり」を
で狛江第五小学校と緑野小学校の児童の
も多く、年代を問わず協力して準備を進
開催した（12日は創作展のみ）
。
作品が飾られ、カメラで作品を撮影する
めてきた。さまざまな人に楽しんでもらえ
昨年度は改修工事のため開けなかった
人もいるなど人気をよんでいた。玄関わ
るようバランスに配慮しています」と話し
ため、2年ぶりの開催となった。
きのテントでは狛江産の野菜や「ふるさと
2日間にわたって開かれた創作展は、 ていた。
友好都市」の新潟県長岡市川口地域、
「住
体育館にデジカメ写真や子どもの絵画・

芸術の秋に成果を発表
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● 11月の カルチャーイベント
ラス、 民 謡、
手品、詩吟、 西河原公民館木工を楽しむ会受講生作品展10月
22
11：30〜15：00カレーショップ・
舞踊、マンド 28
メイ。オルゴール、ペン立て、ティッシュボックスな
リンとギター どを展示 主 西河原公民館 ☎3480-3468カレー
アンサンブル ショップ・メイ
8日
：00〜
な ど バ ラ エ 木のおもちゃ展1日
21：00中央公民館1階ショーケース。
ティーに富ん 山木敏男さんが作ったサンタクロー
だ 内 容 が 人 ス、ひな人形など展示 主 西河原公民館
☎3480-3201西河原公民館
気を集めてい
墨華会水墨画展1日 〜6日
た。
（ 初 日11：00） 〜17：00（ 最 終 日
1階ロビー 12：00）西河原公民館展示ギャラリー。会員の
岩戸はやし保存会が獅子舞披露
作品約30点展示 主 墨華会 ☎3489-9827松尾
では山野草、
29
8：
高野玲子作品展1日
フラワーアレンジメント、折り紙、帯、 30〜17：00（最終日14：00）狛
のれん、染め布などの力作が展示さ 江市役所2階ロビー➡
岩戸地域センター利用者発表会
〜4日
0：00〜17：
れ、多くの人が熱心に鑑賞していた。 書道展2
00
（最終日16：00）
泉の森会館。軸、
雨の中多くの参加者
2階は町会会議室に喫茶コーナー 額、扇子、巻子の展示。 主 菖扇会
捧菖扇 ☎3484-2700捧
岩戸地域センターでは「岩戸地域
が開設、展示された油彩や水彩画を
12
10:00〜
菊
花 展4日
見ながらお茶を楽しむ人もいた。人気
センター利用者発表会」が10月20
17:00中央公民館前。会員が育て
を呼んだのが料理実習室での手打ち た 菊 約200鉢 展 示 主 狛 江 市 菊 花 会 ☎3489日に開催された。
同センターは12月から平成27年3
そばで、用意された200食が売り切 6318平井
笠純郎 喜寿記念作画展7日
10
10：00〜
れた。
月まで建て替え工事のため1年4カ月
18：00泉の森会館。この１０年間の油絵・水彩
野菜や花などの販売も人気を集め 画の作品展示。 主 笠純郎 ☎5497-5444泉の森
の間休館する。このため、雨が降りし
会館
ていた。
きる悪天候にもかかわらず多くの人が
10
訪れ、昭和53年のオープン以来長く
利用者発表会は同センターの開館 万 葉 名 歌 玉 川 碑 に 集 う 会 展 示7日
10：00〜17：00（最終日16：00）西河原公民
親しんだ施設を名残惜しんだ。
以来続いており、多くの人に親しまれ 館展示ギャラリー。万葉歌碑の拓本、解説などと
活動報告 主 万葉名歌 玉川碑に集う会 ☎3489地下の会議室で催された式典で
ている。
7432井上
は、最初に金春流狛江万葉会の能楽
岩戸地域センター運営協議会の﨑 西河原映画会9日
0：00・14：00西河原公民館
山泰旦会長は「雨にもかかわらず多 3階ホール。
師中村昌弘さんが、能楽普及のため
「微笑みを抱きしめて」上映 主 西河原
開いている狛江能楽教室の生徒とと くの人が訪れて良かった。しばらく休 公民館 西河原公民館
：00〜17：00・
：
狛江市文化祭
もに謡曲「高砂」を連吟、地元の祭
館するので、各団体ともその分力のこ
00〜16：00中央公民館 主 狛江市文化協議会 ☎
り囃子を岩戸はやし保存会が披露し もった発表になった。長期の休館にな 042-488-9818晝間
〜15日
た。
るが、リニューアルしたらぜひ多くの シニアの皆さんの手づくり作品展11
0：00（ 初 日12：00） 〜17：
続く発表会では13団体が日頃の
人に戻ってきてほしい」と話していた。
00（最終日15：00）泉の森会館。
練習の成果を披露、カラオケ、コー
ニット、袋物、アクセサリー、人

山野草など多彩な作品を展示
（岩戸地域センター）

小菅村の特産品を販売
（上和泉地域センター）

芸能発表でカラオケを熱唱
（野川地域センター）

開催祝いに「高砂」連吟
（岩戸地域センター）

形、ぬいぐるみなど展示。 主 元
気シニア手づくり自慢会 ☎
042-576-0995同会事務局
第13回いずみフォトサロン写真展11
〜17日
（初日は12:00）〜17:00（最
終日は16:00）西河原公民館展示ギャ
ラリー➡
狛江写真サークル フォト銀杏モノク
：00（初
ロ写真展
日 は11:00） 〜17：00（ 最 終 日
16：00）
（24日に展示替え）西河原
公民館展示ギャラリー。会員の作品
約40点展示 主 狛江写真サークル フォト銀杏 ☎
3480-5631三輪
「花・はな・華」展
10：00（初日は12:00）〜17：00
（最終日15：00）泉の森会館。フラ
ワーアレンジメント、プリザーブド
フラワー、トールペインティングな
ど展示。 主 長坂世利子 泉の森会館
＊イベント名、開催日・期間、開始
時間、会場、内容、 主 主催、 問い合わせ先（2
回目以降は電話番号省略）の順。➡は「komaeの
仲間」参照

