狛江市民活動・生活情報誌

岩戸八幡神社 岩戸南2-8-2
宵宮祭=3日
6時から
素人演芸（氏子有志のカラオ
ケ、舞踊ほか）
。例大祭
=4日
10時から
式典、11時からおとな・
子どもみこし、大太鼓、
はやし連、山車の巡行。
午後6時30分から芸能奉
納（お笑いパフォーマンス、ア
クロバットバラエティー、マジッ
ク、歌謡曲）
、夜店。☎0904849-6859小川

終了後にみこし、太鼓、はや
し連、山車の巡行。６時宮入、
6時30分から演芸大会。夜
店。☎3489-9147小川

日枝神社 駒井町1-6-11

秋祭 宵宮=10 夕方から大
ガイド 太鼓巡行、おはやし奉納、
夜店。例大祭=11
正午から式典、午後12時30
分からおとな・子どものみこし、
大太鼓、はやし連、山車の巡
行、 夜 店 ☎3489-0108間
鍋

白幡菅原神社 猪方2-4-4

小足立八幡神社 西野川2-33-1

宵宮祭=10
午後４時から
はやし、獅子舞の奉納、奉
賛会青年部、二中おやじの
会有志による模擬店。例大
正午頃から式典、
祭=11

宵 宮=17日
1時から
太鼓、はやし巡行。例大祭
正午からみこし、太
=18
鼓、はやし連、山車の巡行。
☎3489-8912栗山

★★★

「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（☎03−3430−1111FAX3430-6870）で受け
付けています。
11月号の原稿の締め切りは10月
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、 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、 健康、 スポーツ、 音楽、 芸能、 文芸、
教養、
交流・地域、 お知らせ

猪駒通りのバス停猪
方４丁目近くの五味食
43
料 品 店(猪 方3-29-6)
は、日本料理に欠かせない乾物やお茶
をはじめさまざまな品物を扱っている。
店主の五味精次さん(85)は、八ヶ岳
の麓にある長野県諏訪郡富士見町の出
身で、父が早くに亡くなり、母と農業を
していた。昭和24年にシベリアに抑留
されていた兄が帰郷したのを機に、上
野で海苔問屋を営む親戚を頼って上京
した。丁稚として働き、3、4年後には
仕事を覚え、得意先も開拓した。33年
に独立して卸売りの仕事を始め、高井
戸のアパートに住み、オートバイの荷台
に大きな海苔箱を積んで得意先を回っ
た。35年に世田谷区喜多見生まれの
敏子さん(79）と結婚した。卸売りの仕
事は順調だったが、資金繰りの面で苦
労が多く、小売業への転換を考えてい
たところ、敏子さんの実家から現在の

平成5年の店舗と五味さん夫妻

五味食料品店

9:00〜11:15狛
江第六小学校。二刀、上
段、他の武術も研究 体操
服 3歳以上 1,000円
事前 狛江剣友会☎0909003-3821 mmntmhkomae@h5.dion.ne.jp
小川
ヨガ＆セラピー
月4回
19:00 〜
〜
20:45、 月4回
11:15上和泉地域センタ
ー。簡単なヨガと心理療法
のヨガ 動きやすい服装、
バスタオルなど 各15人
4,000円 えんじょい
ヨガ☎3480-4871岩崎
絵手紙
毎
14:00〜16：
00狛江郵便局。初心者、
経験者不問。見学・体験可
半 年3,300円（ 材 料 費
実費） 狛江絵手紙の会☎
3488-8144武井
ダンス・スポーツ
18:30 〜
月4回
20:30中央公民館。プロ
教師が指導。女性歓迎。無
料体験あり ダンスシュ
ーズ 40歳代〜80歳代
2,000円 1,000円 事
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し て 週2回、
車に食品を積
んで移動販売
場所を紹介されたのに加え、周 を始めた。買
辺に家が増え始め、猪駒通りに い物に出にく
商店も10数店できていたため、 い 主 婦 や 高
乾物を中心とした食料品を扱う 齢者などの人
五味敏子さん、精次さん
小売店の開業を決意、店舗付き 気を集めて顧
の住宅を建てて37年暮れに転 客が増え、いまも利用者が多い。
居、38年2月に開店した。
49年の多摩川堤防決壊による水害
最初は経木を三角に折って品 の時、店は被害を免れたものの、周辺
物を包むのがうまくできずお客 の道路は救助活動の車などであふれ、
さんに教えてもらうなど苦労し 五味さんも商店会や町会で救援活動の
たが、周辺に乾物を扱う店が 手伝いをし、開店休業の状態だったが、
少なく、徒歩や自転車による客が多かっ 店頭の自動販売機の清涼飲料水は飛ぶ
たため店の経営は軌道に乗り、干物や ように売れたという。
塩ザケなどの水産加工品も手がけるよ
現在は取り扱い商品が最盛時の半分
うになった。翌年の年末には正月用の ほどになったが、長年の経験で選んだ
食品の予約注文を始めて人気を呼び、 １０数種の豆類をはじめかつお節、お茶、
いまも続けている。
干物など、近くの店で扱っていない乾
開店直後に猪方駒井商店会に加入、 物が多いのが特色。遠方から買いに来
周辺の商店とともにセールなども行い、 る人もあり、顧客の求めに応じて乾物
商店会の発展に尽くしてきた。当時の の取り扱い方や調理方法を教えることも
顧客はほとんどが専業主婦で、家族も 多いという。
五味さんは「いつも店を開けている
多かったため、毎日のように買い物に
訪れた。年末は知人に夜遅くまで販売 ので地域の拠点として多くの人に親しま
を手伝ってもらうほど忙しく、取り扱い れています。生涯現役でがんばります」
と話している。
商品は700点以上もあったという。
五味食料品店 ☎3480-8802 営
40年代後半になると、
近くにスーパー
が出来て客足が減ったため、打開策と 業時間＝午前8時〜午後8時 無休

長年の経験で選んだ多種の乾物販売
◆

剣道

前 いずみダンス愛好会☎
090-5325-0424山崎
社交ダンス
13:00〜15:15
野川地域センター ダンス
シューズ 初心者〜中級
3,000円 アトリエ☎
3489-9108平沼
社交ダンス
13:00〜15:00
野川地域センター。少人数
で初心者から指導 上履
きまたはダンスシューズ
3,000円 ダイヤモンド
☎080-2136-5141宮武
マンション管理士
18:30〜20：
毎
00中央公民館。マンショ
ン管理士、マンション管理
士を目指している人を募
集 3,000円 狛江市マ
ンション管理士会☎62776301FAX3483-7098大鳥
なつかしい歌
毎 第2・4 14:00〜
15:30西河原公民館。叙
情歌、フォーク、外国の民
謡、今どきの歌を発声の指
導を受けつつ生のピアノに
合わせ歌う。楽譜が読めな
くても可 2,300円 な
つかしい歌の会☎042242-3515半田
フィルハーモニー
13 : 30〜16 : 30

バレエ☎3489-2251原田
遊印づくり
13:30〜15：
毎
30中央公民館。年賀状作
り 石、ゴム板 12人
1,000円 500円 龍 の
会☎3480-1920武居
ショートテニス
9:00〜11:15西
和泉体育館。初心者にも
最適なスポンジボール使
用 運動靴、ラケット（貸
しラケットあり） 主に
50歳〜70歳代 若干名
1,000円 1,000円 狛
江ショートテニスクラブ☎
3480-7518 danjou@
white.plala.or.jp檀上
高齢者見守りの電話訪
問ボランティア
月3回程度
13:30〜16:00、 定 例 会
10:30〜12:00あ
＝
いとぴあセンター。電話に
よる一人暮らし高齢者の安
否確認をふまえ、日常の不
安や悩み等の傾聴活動を行
う 70歳くらいまでの人
若干名 600円 事前
狛江電話訪問はとの会☎
3480-3615（こまえボラ
ンティアセンター取り次ぎ）
info@vc.komae.org
親子リズム
10:30〜12:00谷
戸橋地区センター。歌や音
楽に合わせて親子で体を動
かすリズム体操。体験可
飲み物、汗拭きタオル 1
歳から3歳までの幼児と母
親 若干名 900円（別途
維持費100円） 100円
事前 新日本婦人の会かた
つむり班☎3480-1446梅
木
中国語
0:30〜12：
月
00ま た は17:30〜19：00
中央公民館。北京出身の女
性講師 若干名 4,500
円(別途教材費） 1,000
円 事前 中国語サーク
ル ☎ 080-3923-6953

◆

会員募集
会員
会員募
会
員募
員
募集
募
集

西河原公民館ほか。バイオ
リン、ビオラ、チェロ、コ
ントラバス募集。定期演奏
会年2回 高校生以上の楽
器 経 験 者 3,000円、学
生1,500円 狛江フィルハ
ーモニー管弦楽団☎0908496-1043高田 http://
www.komaphil.com/
デジカメ
毎
10:00〜12：
00上和泉地域センター。
思い出に残る良い写真の
撮り方、パソコンの勉強。
10月上和泉地域センター
まつりに出展 デジカメ所
有者、初心者歓迎 100
円 デジカメで遊ぶ会（月
曜会）☎3488-2092遠藤
英語（中級）
10:00〜11:30
中央公民館。狛江で30年
以上活動。英国人女性講
師 Eメールで通信可能な
女性 2人 4,000円 事
前 狛江英語会☎34308441村上
小学生バレーボール
16:00〜18:30、
17:00〜19:30、 毎
（遠征、試
合あり）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年生の女子 3,000
円 事前 狛江セブン☎
080-5376-8471 山 本
http://komae7.wix.
com/komae7#
子どもクラシックバレエ
15:30〜16:30
上和泉地域センター。体
験 随 時 受 付 4歳 以 上
3,500円
事 前
KOMAEバレエグループ
☎080-5692-9014岩井
リラクゼーションバレエ
19:15〜21:30
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。初心者、経験者問
わず。見学自由 3,200
円 Yuʼsエッセンシャル

毎月 1 日・狛江市発行

昭和33年に卸売で開業、38年に小売りに転換／週2回の移動販売が人気
yamadat69 @yahoo.
co.jp山田
健康体操
月4回 14:00〜15：
30市民総合体育館。音に
合わせて行う。16日
23
汗拭きタオル、飲み物、シ
ュ ー ズ 成 人 10人
3,000円 1,000円 締
３Ｂ体操☎・
切22日
FAX3480-3825合田

募

集

バザー品提供のお願い
市民まつりに出店。飼
い主のいない猫の不妊去勢
手術のため。衣類（新品）
、
雑貨、重くない食器。取
りに伺います 10月10日
11月8日
狛江地
域ねこの会☎・FAX34883703 miyuki-0922 @
ezweb.ne.jp飯島

★★★

応援します こまえの子育て
女性の育児休業③−育児に追われ、復帰後に不安や戸惑い
育児休業を利用した狛江市の3人の女性職員の体験談と感想を前号に続き紹介する。
Aさん＝第１子、取得期間21カ月。
「育休中は、育児と家事であっという間に時間が過
ぎました。認可保育園に入れず、もう少し子どもといたかったので、育休を伸ばしました。
その間、市のホームページを見たり、担当部署のイベントに子連れで２回出かけて、同僚
と話もしていたので、職場の動きはある程度把握していたつもりでしたが、復帰すると事
務の流れなど細部がわからず、不安がありました」
Ｂさん＝第1子、同12カ月。
「休みに入る前は復帰後の仕事について全く考えが及ばず、
休み中も育児に追われて仕事のことを考える余裕がありませんでした。産後半年ぐらいで
復帰のために保育園を探し始めましたが、認可保育園には入れず、保育園を探すのにバ
タバタして、復帰の準備ができませんでした。用事で職場に2度来ましたが、ゆっくりで
きず、育休中に組織改正もあったので少し戸惑いました」
Cさん＝第３子、同9カ月。
「最初の子の時は、1年休んで大丈夫かなととても不安でし
た。2度目も不安はありましたが、3度目は不安を持たないように、復帰したらゼロから
始めようと考えて過ごしました。逆にこれまでできなかった上の子どもたちの学校や保育
園仲間の母親とも交流を持ちいろいろな勉強ができました」
（続く）
こまえ子育てねっと 検索

http://komae-kosodate.net/
★★★

