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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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絵画展～23日 1：30～15：00
カレーショップ・メイ主石川ま
り 子 ☎3480-3468カ レ ー
ショップ・メイ
ひかり作業所作品展1日 15

9：00（初日12：00）～21：30（最終日
17：00）中央公民館。事業所紹介とメンバー
の作品主ひかり作業所 ☎3489-6452
ミニ写真展　祭り1日 15 9：00（初日
12：00）～21：30（最終日16：00）中央公民館。
半切カラー作品10点主いずみフォトサロン
☎3428-2437中野
ライブ ：00add9th。JAZZ－久保田徹、
駒村光、蛯子健太郎 ☎3480 -4996add9th
第18回狛江バンドフェスティバル　夏・生・バンド・祭
り!!3日 11：00西河原公民館。11団体が演奏
主狛江市音楽連盟 ☎080-5177-3938山本
add9thセ ッ シ ョ ン2日 20：00add9th
add9th
こまえ楽市ミニライブ3日 1：30・13：00
市役所前市民広場。うたの居酒屋バンド主こ
まえ楽市の会 ☎3480-2074菓匠志むら
ジャムセッション7日 柳原
達夫 add9th
ライブ8日 0：00add9th。Blues、Root・
Music－日倉士歳朗、丹菊正和 add9th
西河原映画会 ：00・14：00西河原公民館。
「ナイトミュージアム」（ショーン・レヴィ監督、20 
07年）主西河原公民館 ☎3480-3201同館
お昼のジャム・セッション（ジャズ）9日 4：
00add9th。赤羽豪太、牛山健太郎 add9th
ライブ15 20：00add9th。柳原たつお、
土田健、井ノ上由美子 add9th
水曜美術作品展16 ～31日 ：00（初日
12：00）～21：30（最終日16：00）中央公民
館。約15点主水曜美術 ☎3480-9746熊澤
書道展16 31 9：00（初日12：00）
～21：30（最終日17：00）中央公民館。約80
点主豊栄書道 ☎3480-0027水野
赤塚暁月の生涯学習書道展16 ～18日
10：00（初日11：00）～18：00（最終日17：
00）泉の森会館。玉川碑の万葉集を作品にして
展示主赤塚暁月 ☎3303‐7708赤塚書道教室
ライブ16 20：00add9th。後藤匡徳、千
葉征央、真喜志透 add9th
倉成弘子　透明水彩画展21 ～25日 10：
00～18：00（最終日17：00）泉の森会館。花
の絵を中心に30点 主 倉成弘子 ☎5497‐
5444泉の森会館
ジャムセッション（ジャズ）21 19：
30add9th。柳原達夫 add9th
ライブ22 20：00add9th。「世清」－石川
経清、上田浩司 add9th
ライブ23 20：00add9th。赤羽豪太、倉
井夏樹、赤須翔、牛山健太郎 add9th
万葉集をビデオで学ぶ会25 13：30中央公
民館主万葉名歌玉川碑に集う会 ☎3489-7432
井上
フェアトレード製品展示会26 29
10：00～18：00（最終日17：00）泉の森会館。
インド・ネパールの女性が手紡ぎ、手織布で作っ
たオリジナルフェアトレード製品主チームピース
チャレンジャー ☎090‐5673‐9527藤田
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
ライブ30 20：00add9th。Jazz、Bossa
－倉地恵子、三好“３吉”功郎 add9th

7月の
催事記

狛江市では誕生前から18歳までの子
どもの育児や健康、就学などの相談を
行っている。相談した人からは「専門
家からていねいなアドバイスが受けられ
るので助かります」「近くに相談できる親
がいないので心強いです」などと喜ば
れている

育児相談
あいとぴあセンター(元和泉2-35-1
☎3488-1181)にある狛江市健康推進
課では、子どもたちの健やかな成長を
目的に育児相談を行っている。
保健師、助産師、栄養士、歯科衛生
士などの専門家が、発育、しつけ、授乳、
離乳食、歯みがきなど子どもの健康に
関する疑問や悩みに幅広く対応している
のが特徴で、体重や身長の計測も行う。
平成27年度は910件の利用があった。
毎月1回水曜日の午前9時30分から
11時30分で、予約は不要。
健康推進課では「相談日以外にも対
応するので、気軽に立ち寄って」と呼
びかけている。
また、同課では生後4カ月までの乳児
を対象に保健師、助産師が家庭を訪問
する「赤ちゃん訪問」を行っており、さ
まざまな相談にのっている。このほか家
族や人間関係の悩み、体調の不安など
母親の心に焦点を当て心理士、保健師
が話を聞く「ママの気持ちの相談」も予
約制で受け付けている。

子ども家庭支援センター
狛江市子ども家庭支援センター（岩
戸南3-15-1☎5438-6606）では、
子どもに関する幅広い相談業務を行っ

ている。
同センターでは、保育士などの資格

を持った職員が、子育ての悩みや心配
ごとなどを聴きながら、保護者と一緒に
解決方法を考える。特に窓口を設けず、
気軽に「ひろば」で話を聴くのが特徴。
内容によっては、スタッフが保育をし、
その間に別室でより詳しく相談にのるこ
ともできる。
「気持ちの相談」は、子育てに限ら
ず家庭、夫婦関係、自分のことなど幅
広いテーマに臨床発達心理士の資格を
持つ同センター長
が予約制で対応し
ている。
スタッフは「気軽
に遊びに来て、相
談してください」と
話している。
27年度の相談件数は全体で1,758
件にのぼっている。
開設時間は月曜から土曜の午前9時
から午後6時。
このほか、専用電話（☎5438-
6605）による「電話相談」も行っており、
18歳以下の子どもと保護者を対象に、

母親だけでな
く子どもから
の相談にものるほか、虐待などの通報
や相談も受け付けている。

子育て支援専門員
狛江市では子どもに関する業務をさま
ざまな部署が担当しているが、今年度
から子育て支援専門員を市役所３階に
配置し、保護者の相談内容などに応じ
て窓口を案内するコンシェルジュ役を果
たしている。
対象は妊婦から小学生の保護者で、
相談時間は月曜から金曜の午前8時30
分から午後5時。原則として事前予約
が必要。
また、子育て支援課では「ひとり親
相談」を行っており、ひとり親家庭に関
する全般的な相談を行っている。

インターネット相談
自宅にいながら気軽に相談でき
る「インターネット相談」（http://

komae-kosodate.net/
sodan/）も開設している。
利用は会員登録制で、
相談内容を入力すると、専
門の相談員がメールで回答
する。

市立保育園の育児相談
藤塚、駒井、駄倉、三島、和泉の
市立保育園5園では、育児相談を開設、
各園の保育士が育児に関する疑問や悩
みに対応している。
月曜から金曜の午後1時から3時の約
30分間で、予約が必要。

狛江駅南口徒歩1
分にあるネイル・ま
つげエクステサロン

「CocoMari狛江店」はテレビや
おもちゃがあるキッズルーム付きの
個室を設け、子ども連れのママに
好評だ。
狛江生まれの狛江育ちで2児の
母でもあるオー
ナーの金宮真理
子さんが、「子育
て中のママに気分転換して笑顔に
なってほしい」と、子ども連れでも
他の客に気兼ねせず、ママもスト
レスなく過ごせるようにと、3階に
キッズルーム付きの個室を設けた。
エレベーターがあるためベビーカー
で来店する人も多い。育休を経て
復帰した人を含め子どもを持つスタ
ッフも数人おり、子育ての話題に
花が咲くこともある。
同店のメニューは、軽くて地ま
つげに負担が少ないまつげエクス

テ「エアリ
ーボリュー
ムラッシュ」

（8,200円～）、10種類のデザイ
ンから選べて最短約1時間で仕上
がる同店限定のクイックケアコース
（4,980円～）などがある。
金宮さんは「今後はキッズルー
ムに保育スタッフを常駐させるな
ど、さらに喜ばれる店づくりをめざ
したい」と話している。 （shino）

「狛江水辺の
楽校」(野口昌男
運営協議会代表)

は、平成13年に発足した多摩
川をフィールドにする自然環境
団体。国土交通省が子どもの
身近な自然体験の場として全国
で展開する「水辺の楽校プロジ
ェクト」の首
都圏初の団体
として発足し、
狛江市と協働でさまざまな活動を
行っている。
活動している場所は猪方の自動
車教習所下流で、豊かな自然が残
っており、鳥や魚、昆虫などの動
物の生態や多様な植物が観察でき
る。同会では市内などの保育園、
幼稚園、小・中学校などの子ども
たちの多摩川学習をサポートしてお
り、メンバーが多摩川の多様な自
然や環境について体験学習を行っ
ている。

通常の活動
は、毎週日曜
日午前中にメ

ンバーが観察会と河川敷と水辺の
清掃、外来植物の駆除などの自然
再生活動を行っており、自然とふれ
あうおもしろさを知った多くの子ど
もが参加している。事務局の竹本
久志さんは「自然に触れると子ども
たちの目が輝いて、生き生きとした
表情になります。狛江に残された
貴重な自然に親子一緒に触れてく
ださい」と参加を呼びかけている。
問い合わせは☎090(3525) 
8506竹本さん。

☎6677-5042　 東 和 泉1-30-15 
2F・3F　営業＝午前10時～午後8時
（日曜・祝日午後7時）　第1・3日
曜休み

キッズルーム完備のネイルサロン

多摩川で自然の体験学習

CocoMari狛江店

狛江水辺の楽校子育て相談

健康推進課の育児相談

子育て支援課

多摩川の自然について教える竹本さん

金宮さん（左）


