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4月・5月の展示
市役所2階ショーケ

ース。4月は水墨画（翠風
会）、5月は能面（辻）
狛江市文化協議会☎・

FAX3489-6064絹山
楽市
3日 0：00～15：

00市役所前市民ひろば。
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 市民 フリーマー
ケット2,000円 先着順
狛江楽市の会☎3480-

2074山岸
子育ては楽しい　子育
てにホットTime

5日 12 ・19日
26 10：00～14：00
あいとぴあセンター。み
んなで集います。相談も
可 乳幼児と保護者
NPO法人ファミリー・
コンサルタント協会☎・
FAX5497-7786 info@
familyc.net鶴留 http://
www.familyc.net
こひ（恋）をテーマに
した体験朗読会

8日 0：00～12：00
泉の森会館。さまざまなこ

ひに関する文章を声に出し
て楽しむ体験会 飲み物、
筆記用具 10人 1,000
円 事前 大人のための
えほんの朗読の会☎090-
1211-6236泉田
剣道無料体験稽古
9 3
・16日 20

川地域センター19：00
～20：00。剣道具は貸し
出し 動きやすい服装 小
学生以上 事前 狛江
剣道同志会☎090-8832-
6843山下 http://www.
sam.hi-ho.ne.jp/tsub/
『手打ち蕎麦の郷̶狛
江』蕎麦打ち教室

10 ・24日 4：00
～16：00岩戸地域センタ
ー。そばを打てるよう指
導 手ぬぐい、前掛け、タ
ッパー（持ち帰り用） 先
着10人 各2,000円 事
前 元祖 蕎麦打ち迷人会
☎080-1282-8166 sn.
kambara@jcom.home.
ne.jp神原
レッツダンス狛江
10 13：10～16：

00中央公民館。初心者、1
人参加可。ミキシングとト
ライアルあり ダンスシュ
ーズ 400円 狛江ソシ

アルダンスサークル☎090-
9363-8332佐々木
心の病、家族相談
12 （電話相談）

10：00～12：00。心の
病についての相談を受け
る 心の病を持つ当事者と
家族、心の病に関心のある
市民 狛江さつき会☎
080-9275-2090安藤
景信山ハイキング
16 7：20。春を

感じながらハイキング。山
頂 、つきたて
の る ハイキング
ができる服装と装備 先
着30人 おとな800円、
小学生以下 締切10日

狛江山遊会☎3430-
0591遠藤
女声アンサンブル「コ
コラーレ」コンサート

16 14：00調布市文
化会館たづくりくすのき
ホール。日本の春の歌、
オペラオペレッタ、歌
曲、映画ミュージカル曲

coccolare☎090-
9642-5561 FAX3430-
2089 chikako.t.pf@
gmail.com丹下
多摩川でバードウォッ
チング

17 9：00～13：00
和泉多摩川駅前集合（雨天
中止）。せせらぎ館で解散。
初めての人も参加可 筆記
用具、双眼鏡（無くても可）、
昼食 100円 狛江探鳥
会☎・FAX3480-8049松村
リウマチ友の会例会
20 13：30～15：

30調布市文化会館たづく
り。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☎・
FAX3488-7355加古
はじめての遺言相談
20 10：00～12：

00泉の森会館。遺言書の
ポイント整理。エンディン
グノートも可 先着5人
資料代500円 締切10日

遺言書を考える会☎
090-6480-3930北条
インド帰りのフェアト
レード製品物産展

22 ～25日 0：00
～18：00（最終日17：

00）泉の森会館。インド・
ブッダガヤの貧困村の女性
たちの手作りフェアトレ
ード製品の紹介 チー
ムピースチャレンジャー狛
江支部☎090-5673-9527 
sachiyo@divina.co.jp
藤 田 http://peace3hs 
e.com
第38回市民創作展
23 11:00～18：

00・24日 10:00～16：
00中央公民館。各種芸術
作品の展示。茶道、ミニ生
花、草もの盆栽の体験コ
ーナーもあり 狛江
市芸術協会☎・FAX3489-
1624平澤
平成28年度狛江市民
グラウンドゴルフ春季

大会
24 （予備日5月1日
9：00～16：00市民グラ
ンド。市民と会員の親睦と
交流を深めグラウンドゴル
フ技術向上 弁当、飲み物
市民、狛江市周辺在住者
500円（保険料込み）
締切8日 狛江市グラウ
ンドゴルフ協会☎3488-
2568小菅
江戸時代の女性と禅
宗

30 15：00～17：00
泉龍寺仏教文庫。江戸初期
の俳人田捨女の出家と盤
珪禅師。講師は菅原征子
40人 資料代200円
泉龍寺仏教文庫運営理事会
☎3480-3251FAX3489-
2114菅原
タイ式ヨガで肝炎健康法
30 14：00～16：

00調布市総合福祉センタ
ー。講師は志賀とも子さ
ん。体の歪み、姿勢を正す
健康法 タオル、運動着、
飲み物 肝臓病者と家族、
関係者 10人 資料代
300円 調布・狛江肝炎
の 会 ☎090-3808-2813 
mm.71027102@

gmail.com上田 http://
www.geoc i t ies . jp/
zenkanren777/
狛江市春季硬式テニス
大会（男女別ダブルス

戦）
5月8日 予備日6月5日
10:00（集合9：30）

～18:00元和泉市民コー

ト、東野川市民コート。詳
細は各市民コート、市民
総合体育館に設置の要項
で確認 ペアの1人は高校
生以上の市内在住・在勤・
在学者 先着順 1,500
円（会員・高校生1,200
円） ホームページから。
4月17日 25
狛江市硬式テニス協会☎
3488-0752（夜間）岡田
http://www.komae-

taikyou.jp/
狛江市長杯争奪 第30
回狛江市ダンススポー

ツ大会
5月29日 0：00～19：
00市民総合体育館。DS 
CJ公認競技会。見学無料
スリッパ、ダンスシュ

ーズ 4,500円 所定の
用紙に必要事項を記入し、
猪方3－39－2石森由美子

へ郵送。締切4月28日
必着 狛江市ダンススポ
ーツ連盟☎3480-0997 
1303bakusan@jcom.

home.ne.jp永井

集集集集募  集募 集募 集募  集募募募募募募募募募募 集集集集募  集集募募募募募 集集集集募募 集集集集募募募募募募募募募 集集集集集集募  集募  集
平成28年度 狛江市卓
球連盟登録受付

〔年度登録料〕団体
1,000円 3,000円（20
人まで。21人以上は1人
あたり300円）、個人
500円 団体男・女（本
拠地は狛江市、異性は3人
まで）、個人（市内在住・
在勤・在学者） 岩戸北
4-15-16狛江市卓球連盟 
副会長 秋元恵司へ。締切
28 狛江市卓球連盟
☎3489-4559FAX3489-
7783秋元

シルバー人材センター
女性会員

より豊かなシルバーラ
イフを仲間とともに過
ごそう。仕事を通じて
健康・生きがいを 女

性 公益社団法人狛江市
シルバー人材センター☎
3488-6735 FAX3488-
6748 komaesc@sjc.
ne.jp小林 http://www.
komae -sjc.jp/「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。6月号の原稿の締め切りは5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
●お願い●原稿は地域活性課や市公式ホームページにあ
る所定の用紙を使用し、文字を崩さず、はっきりとお書き
ください。掲載にあたっては編集部で原稿を修正したり、
短縮する場合があります。予めご了承ください。

近くにあ
る菓匠 志むら(東和泉
2-2-2)は、昭和40年

に開店した、現在ある和菓子店では古参
のひとつで、狛江にちなんだ多くの創作
菓子で親しまれている。
店主の山岸秀宣さん(79)は、夕張市
近くの寺社の屋根葺き職人の家の次男と
して生まれた。地元の高校に進学したが、
「あんまり勉強が好きではなかった」た
め中退、夕張市内の和菓子店に住み込
みで就職した。甘い食品が貴重な時代で、
「和菓子が食べられる」というのが、就
職の理由だったが、手先が器用だったた
め、和菓子作りのおもしろさにめざめた。
当時の夕張は炭鉱町として繁栄していた
が、山岸さんは東京に出て、さらに腕をみ
がこうと決意。店の出身者が、戦前に豊
島区目白で和菓子店「志むら」を開き、有
名店になっていることを聞き、そのつてを

頼って19
歳で「志む
ら」に入店
した。店で
は、店主か
ら厳しい指
導を受けた

結果、めきめきと腕前を上げた。近くにあっ
た大会社の工場から社長の視察時の菓子
の担当に選ばれたり、 道の師範から茶
会の菓子の指名をされるまでになった。ま
た、店の近くの大学の依頼で和菓子作りの
講師を何度も務めたという。

いずれは都内で店を持ちたいと
考えていた山岸さんは、さらに腕
を磨こうと横浜市鶴見区にある總
持寺近くで職人を約40人抱える
店に転職した。その店は、職人
が競って創作した菓子を販売する
だけでなく、展示会に出品したり、
専門誌に記事が掲載されるなど和
菓子職人の登竜門として知られて
いた。山岸さんはここでも頭角を
現し、作品が度々雑誌に載るよう

になると、港区高輪の泉岳寺での茶会の
菓子担当に選ばれた。
菓子を渋谷区のデパートに配達してい
た時に、狛江出身のキク江さん（76）
と知り合い37年に結婚。同時に鶴見区
の店を辞めてフリーになり、浅草などの
和菓子店で働いたが、「志むら」の主人
から独立を勧められ、妻の兄弟などが探
してくれた現在の場所に、「志むら」のの
れん分けというかたちで開店した。当初

は間口が現在の半分の小さな店で、狛
や狛江駅前には大きな和菓子

店があり、周りの人からは「すぐにつぶ
れる」と言われたという。妻の兄弟らが
販路を開拓してくれたり、会員制の季節
の菓子の頒布会を行い、顧客を増やした。
その後、義姉から紹介された郷土史
家の石井干城さん(故人)と出会い、狛
江の歴史や資料の提供を受けたのをきっ
かけに、亀塚古墳にちなんだ菓子などを
次 と々創作、文化財を絵地図にした包装
紙も人気を呼んだ。隣の店舗が空いた
ため店を拡張。水質汚染で姿を消した多
摩川のアユを菓子で再現しようと創作し
た「鮎の姿焼き」がマスコミで紹介され、
都心のデパートなどで実演販売するよう
になり販路が拡大、経営が軌道に乗り、
中和泉に田中橋支店を開いた。
山岸さんは現在も創作意欲が盛んで、
毎年新商品を発売、市のイベントに参加
したり、楽市を主宰するなど地域で活発
な活動をしている。山岸さんは「狛江に
ちなんだ創作菓子が多くの人に支持さ
れ、半世紀以上も続けてこられました。
これからも和菓子を通して狛江の良さを
PRしていきたいです」と話している。
菓匠志むら　本店☎3480-2074/
田中橋支店(中和泉3-28-2)☎3488-
2321　営業時間＝午前9時～午後7時
　火曜休み

狛江にちなんだ和菓子次々と創作

昭和40年に開店／有名店で腕みがく／「鮎の姿焼き」がヒット山岸秀宣さん
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狛江のおみやげが勢揃い
狛江市商工会がガイド
市内２３のお店が
作ったおみやげを掲
載した『狛江特選お
みやげガイド』を狛
江市商工会が発行し
た。
ガイドには、スイー
ツから料理・小物ま
で、贈って喜ばれる
逸品を紹介した記事と写

真、各店の案内と地図が掲
載されている。
現在、商工会の窓口で希
望者に配布している。
また、商工会の市内店
舗検索サイト｢コマエリア

｣（http://www.
komaeria.com）
と商工会サイト
（http://www.
komaec.net）
でもお土産の紹介
を掲載している。
問い合わせは☎

３４８９-０１７８狛江
市商工会。

商 店 街


