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毎月1日に発行します 狛江市発行●狛江市民活動・生活情報誌●

誌面に掲載した記事・写真等の無断複製・転
載等はお断りします。
お問い合わせ・ご意見は狛江市地域活性課へ
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PC絵画展～18日 1：30～15：
00カレーショップ・メイ主 ス
ターツ ☎3480-3468カレー
ショップ・メイ
筆耕展 ：00（初

日10：00）～21：30（最終日15：00）中央公
民館。賞状や封書の宛名など約30点主狛江市シ
ルバー人材センター ☎3488-6735狛江市シ
ルバー人材センター
ライブ ：00add9th。松井洋、高尾幸宏、
上村計一郎 ☎3480 -4996add9th
多摩川茫洋2日 8日 10：00～18：00（最
終日16：30）泉の森会館。パステルと鉛筆画
43点主伊佐周 ☎3488‐3674伊佐
ジャムセッション2日 19：30add9th。柳原
達夫 add9th
ライブ3日 20：00add9th。後藤匡徳、山岸
友和、牛山健太郎、矢羽佳祐 add9th
ライブ10 20：00add9th。稲葉社子、田
山勝美 add9th
筆友川島書道会第四回書道作品展11 ～14
10：00（初日14：00）～18：00（最終日

17：00）泉の森会館。掛軸、色紙、篆刻など約
65点主筆友川島書道会 ☎3429‐0006川島
お昼のジャム・セッション（ジャズ） ：
00add9th。赤羽豪太ほか add9th
野川地域センター映画会12 10：00野川地
域センター。「アゲイン 28年目の甲子園」（大森
寿美男監督、2015年）主野川地域センター
☎3480-2211野川地域センター
狛江陶友会作品展16 30 9：00（初日
10：00）～21：30（最終日16：00）中央公民
館。食器など約20点主狛江陶友会 ☎3430-
8263長谷川
ジャムセッション16 19：30add9th。柳
原達夫 add9th
福島紀行2016～「6年目」という曲がり角17
日 ：00（初日13：00）～21：30（最
終日15：00）中央公民館。福島被災地の現状と
放射能測定調査結果主狛江の放射能を計る会
☎3480-7477西尾
ライブ 0：00add9th。片桐幸男、ミッ
ク田中 add9th
初夏の写真展 9：00（初日13：
00）～17：00（最終日16：00）西河原公民館。
A3ノビ8点、B4判24点（予定）主狛江写真集
団 ☎3489-0128大内
みんなの歌声広場 4：00みんなの広場。
伴奏＝大熊啓、菊池りか、古城鴻也主みんなの
歌声広場 ☎090-9808-2810大熊
奄宮東世（義山正夫）個展
－75歳の飛翔23 29

10：00～18：00（最
終日17：00）泉の森会館。
心の景色を描いた約30点
主 奄 宮 東 世 ☎080‐
6581‐4545義山
ライブ24 20：00add9th。村山峰之、田中
利佳、星野徹 add9th
ライブ25 20：00add9th。上島淳、大瀧
健司、渡部伸二、岡崎有美 add9th
＊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。

6月の
催事記

狛江市内には乳幼児と母親がゆった
りと過ごせる屋内施設が6カ所ある。
利用している親たちからは「雨の日で
も広い場所でのびのびと子どもを遊ば
せられるので、うれしい」「スタッフがい
るので、ちょっとした息抜きができて助
かります」「ママ友がたくさんできました」
などと好評だ。

子ども家庭支援センター
岩戸児童センター（岩戸南3-15-1）
にある子ども家庭支援センターたんぽ
ぽひろば（☎5438-6606）は、乳幼
児専用のプレイルーム。面積120平方
㍍の室内には、滑り台などの大型の遊
具やおもちゃなどを備え、親子で一緒に
遊ぶことができる。また、畳敷きの赤ち
ゃんコーナーや授乳スペースもある。飲
食ができるふれあいルームが別にあり、
長時間利用する親子も多い。スタッフ
が手遊びや音楽に合わせたリズム遊び
を行うプログラムも定期的に開催する。
１日の利用は約６０組にのぼる。
時間は午前９時～午後６時。日曜・祝
日休み。
野川地域センター（西野川1-6-9）
にも、乳幼児専用のプレイルームとして
野川たんぽぽひろば（☎5438-6606）
が開設されている。
面積115平方㍍のホールを使ってお
もちゃなどで遊べるほか、赤ちゃん用の
マットも敷いてある。地域の要望に応じ
て子ども家庭支援センターのたんぽぽ
ひろばを出張させるかたちで開設された
もので、運営などはたんぽぽひろばに
準じる。
開設日には３０組以上の親子が参加す

る。
時間は午前１０時～１１時３０分で、開
設は第１・３火曜日（休日の場合は休み）。

和泉児童館
和泉児童館(中和泉3-12-6☎3480- 
1441)には、乳幼児専用のひまわりル
ームが設けられている。
面積約26平方㍍のひまわりルームに
は授乳スペースとおもちゃなどが備えら
れ、終日利用できるほか、ランチタイム
には飲食もできる。
館内のプレイルームや図書室、わん
ぱくタイムも午後１時30分まで開放され
ており、絵本を読んだり大型の遊具で
体を使って遊べる。
１日の利用は平均約4０組だが、イベ
ントなど多い時は２倍以上になる。
時間は午前9時～午後7時（小学生
以下は6時）。日曜・休日休館。

学童保育所
松原（和泉本町1-14-3☎3489-
9380）、東野川（東野川1-6-3☎
3480-8709）、駒井（駒井町1-21-6
☎3489-2877）の学童保育所も、午
前中を乳幼児のために遊びの広場を開

設している。
遊具やおも
ちゃ、絵本などが備えてあり、おむつ換
えや授乳スペースもあり、飲食もできる。
また、おはなしやお絵かきなどのイベン
トや体力測定も定期的に行っている。
学童保育の児童が利用していない午
前中を有効活用しようと7年前から開
催しており、平成27年度には1年間で
松原1,234人、東野川997人、駒井
519人が利用した。
時間は午前10時～12時。開設は火・
水・金曜（春･夏･冬休みと学校休業日
を除く）。

西河原公民館
西河原公民館（元和泉2-35-1☎
3480-3201）ではいきいき子育てル
ームが開設されている。
面積約50平方㍍の幼児室を乳幼児
の親子に開放、滑り台や木の手作りお
もちゃなどで遊べるほか、保育士が絵
本の読み聞かせ、手遊び、体操などを
行う。また、育児のノウハウの指導など
も行っている。毎回20数組が参加する。
時間は午前10時～12時。開設は金
曜。
いずれの施設も対象は０歳から就学
前の親子で参加費は無料。利用時間内
は出入り自由で、事前申し込みは不要。

岩戸児童センター
近くにある駄菓子屋。
店内にはさまざまな

駄菓子が所狭しと並べられ、狭い
ながらも子どもたちには昔も今も変
わらない夢のような空間。次 と々や
ってきた子どもたちが、真剣な表情
でお菓子を品定めする姿が見られる。
「ロールキャンディ
　コーラ味」「サワ
ーペーパーキャンデ
ィ　コーラ味」など、ガムよりソフト
キャンディーが人気だという。
食料品も扱う八百屋として開業

したが、約30年前に食料品店に
転換した。駄菓子は開業時から店
の一角で販売してきた。約5年前
に先代が体調を崩したため、息子
の髙野豊春さんが跡を継いだ。
同店は菓子を売るだけでなく、子
どものしつけや見守りに力を入れて
いるのが特色。店内に「あいさつ
しましょうね」などという紙を貼る

ほか、店の
前が通学路
で、バスや

車が多く通るため、髙野さんは雨
の日以外は午後5時から1時間ほど
店の前に立って、児童センターから
帰る子どもの安全を見守っている。
出入りしている子の保護者とも連絡
を取り合い、時には、保護者から「子
どもが帰ってこない」という電話を
受けて、心当たりの場所を探しに行
くこともあるという。 （shino）

ボーイスカウト
は、野外活動を
中心にさまざまな

社会的な活動を通して子どもた
ちの健全育成をめざす国際的
な組織で、狛江市では50数年
前に創設され、現在狛江第一
団、狛江第三団、狛江第五団
の3団で、約
130人が活動
している。
スカウトは年齢別に分かれて、そ
れぞれの能力に合わせたカリキュラ
ムが組まれ、野外キャンプなどの
実践的な訓練を通じて炊事や地図
の読み方、自然観察などの技術を
身に付けるほか、自立心や団体行
動、創造力などを養っている。
狛江市では、どんど焼を主催する
ほか、狛江市民まつりなど各種のイ
ベントや募金活動に参加するなど、
地域に密着した社会奉仕活動を積
極的に展開している。

対象は小学
1年生以上の
男女で、各団

では月２回、週末に集まって多摩川
などで野外活動を行っており、春と
夏、冬の休みには近郊へキャンプに
出かけ自然の中で技術と知識をみ
がいている。
参加している子どもたちは「他
の学校の友達がたくさんでき、うれ
しい」「サバイバル技術が学べるの
で災害の時も安心」「料理がうまく
なった」などと話している。
問い合わせ☎・FAX3430-69 
04服部さん。

☎3480-6616　岩戸南2-12-14　
営業＝午前9時～午後6時30分（日
曜・祝日5時30分）

子どもの見守りにも力注ぐ

野外活動通じ健全育成めざす

駄菓子屋たかの

ボーイスカウト

子ども家庭支援センターのたんぽぽひろば

西河原公民館のいきいき子育てルーム

テントの設営を学ぶスカウト


