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初心者ラウンドダンス
パーティー

中央公民館。初心者の1周
年記念パーティー ダンス
シューズ 300円 事前
狛江ラウンドダンス☎

3489-0398中山
楽市

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

あいとぴあセンター。みん
なで集う。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
ベビーマッサージ

10：00～11：30西河原
公民館。助産師の指導で
ベビーマッサージを行う
バスタオル、タオル、防
水シート 生後2カ月から
の乳児と母親 1,000円
事前 母と子と助産師
の会☎・FAX3488-2616

（18:00～21:00）長尾
剣道無料体験稽古

地域センター。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☎090-2657-
0393西川 http://www.
sam.hi-ho.ne.jp/tsub/
親子ビクス

り ～1歳 半 ）10：30～
11：30中央公民館。音
楽に合わせたふれあい遊
び、ママのボディーケア
動きやすい服装（着替

え）、タオル、飲み物、室
内用運動靴 500円 締
切前日 親子ビクスサー
クル oyakobikusu.k@
gmail.com土屋
第75回シルクロード
講座

みんなの広場（東和泉
2-20-12）。「パリジェン
ヌのラサ旅行」講師は井出
マヤさん 資料代1,000
円 日本シルクロード文
化センター☎・FAX3480-
4478 s i lk road- j ＠
ef.lomo.jp野口 http://
silkroad-j.lomo.jp/
レッツダンス狛江

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
「手打ち蕎麦の郷̶狛
江」蕎麦打ち教室

～16：00岩戸地域センタ
ー。手打ち蕎麦を指導 手
ぬぐい、前掛け、タッパ
ー（持ち帰り用） 子ど
もから 先着10人 1回
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
歩く

00中央公民館前集合。野
川公園まで日陰を選んで歩
く 飲み物、タオルなど
歩く会☎080-1085-

8641石川
心の病、家族相談

カレー・ショップメイ。心
の病についての相談を受け
る 心の病を持つ当事者と
その家族、市民 狛
江さつき会☎080-9275-
2090安藤
第4回かわせみ杯争奪
カラオケ大会

谷戸橋地区センター。演奏・
舞踊・プロ歌手の歌唱あり
先着100人 谷戸

橋地区センター運営協議会
☎・FAX3488-2608カ ラ
オケ21小川
多摩川でバードウォッ
チング

和泉多摩川駅前集合（雨天
中止）。下流に向かって観
察。南部地域センターで解
散 双眼鏡（無くても可）、
筆記用具、昼食 200円
狛江探鳥会☎・FAX3480-
8049 matsumura-
takeko@sky.plala.or.jp松村
カラオケ合同発表会  

00西河原公民館。第20回
グリーンリーブス＆岩戸親
睦会カラオケ部合同発表会

グリーンリーブス☎・
FAX3488-3211大久保
リウマチ友の会例会

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☎・
FAX5497-5585柴田
マンション管理無料相
談会

中央公民館。マンションに
関係する相談会 分譲マン
ション居住者、マンション
管理組合者 先着順
狛江市マンション管理士会
☎6277-6301FAX3483-
7098大鳥
研究会ダンスパーティー

30中央公民館。トライア
ル、ミキシングあり。１
人参加可 ダンスシュー
ズ 80人 1,000円 ダ
ンススポーツ研究会☎・
FAX3488-9623岡村
はじめての遺言相談

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
紅茶とスイーツを楽し
む会

コミュニティサロンさく
ら（市内個人宅）。紅茶を
入れ、スイーツを楽しむ
女性 先着5人 700円

コミュニ
ティサロンさくら☎090-
8588-8427 FAX3488-
0603 pekoapoko@
hotmail.com濱田
第18回カラオケ21発
表会

30エコルマホール。第一
部会員歌唱、第二部交流会、
第三部ゲスト歌手歌唱
700人 カラオケ21
☎・FAX3488-2608小川
第73回多摩川乗馬会 
こま祭スペシャル

30多摩川河川敷自由ひろ
ば。障がい者と一緒に乗馬。
小動物と触れ合う催し
引き馬1周500円 NPO
法人バリアフリーセンタ
ー・福祉ネット「ナナの家」
☎5438-2773FAX5438-

2774 net7@sk2.so-
net.ne.jp中 村 http://
www.nananoie.com/
親子で楽しめるうたの
コンサートinこまえ

14：00泉の森会館。赤ち
ゃんや小さな子どもと聴
く 乳幼児と親など 先着
80人 500円 締切10月

親子で楽しめる
うたのコンサート実行委員
会 harmony_komae@
yahoo.co.jp真下
金時山・紅葉ハイク

の金時山（神奈川県箱根
町）、富士山も眺められる
紅葉ハイク 軽い山行が
できる服装と装備 先着
20人 おとな600円、子
ども300円 締切10月

わらじの会☎・
FAX3430-0711 waraji_
komae@yahoo.co.jp大友
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音訳ボランティア

12:00（月末に1～2日作
業日あり）あいとぴあセン
ター。視覚障がい者などに
活字の情報紙の音声版を作
る。対面朗読も。見学随
時 500円 事前 狛江
朗読ボランティアグループ
☎5761-5556FAX5761-
5033（こまえボランテ
ィアセンター取り次ぎ）
info@vc.komae.org
平成28年度 狛江市卓
球連盟後期登録受付

団体 1,000円 3,000
円（ は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

狛江市卓球連盟
☎3489-4559FAX3489-
7783秋元
バザー用品
ホームレス支援のため

楽市出店中。日用品・衣類
等提供ください こまえ派
遣村☎・FAX3480-6792
絹山

オリジナルのミュージカルを上演
）んさ子道谷部田・表代（」）ココ（～oCoCルカジーュミ「団劇

マホールで9回目のミュージカル「Voice（ヴォイス）」を上演、
2回の公演で過去最高の1,076人が入場した。
同劇団は平成16年の結成以来、「オズの魔法使い」「ねこ

評い高、し演上をルカジーュミのどな」らひとひの雪「」るしは
価を得ている。
今回はそれまでのファンタジーと違い、市民参加の合唱発表
会をテーマに田部谷さんの原案を元にして、演出家の野崎美
子さんが脚本を書いたオリジナル作品。小さな町に市民参加
の合唱発表会を開く企画が市役所から提案され、そこに参加
するさまざまな年代の人が、発表会に向けてそれぞれの悩み
を乗り越えて力を合わせるという内容。出演者は小学2年生か
ら60代までの28人で、今回が初舞台という団員も多かった。
劇中歌もすべてオリジナルで、鑑賞した人に好評だった。
同劇団では「毎回、公演を楽しみにしてくださる市民も増
えた。今後も『音楽の街－狛江』につながるような活動を続
けていきたい」と話している。

25日の邦楽の集いで子どもが民謡披露

後5時にエコルマホールで催す第41回邦楽の集い（狛江市
」会表発謡民女少年少「、てしと画企別特の）援後会員委育教

を上演、市内などの小学1年から中学1年の子ども8人が民
謡4曲を披露する。

同連盟では昨年催した第
40回邦楽の集いで、若い
世代の伝統芸能への関心を
高めようと子どもたちに民
謡を教える事業を初めて企
画。狛江市文化振興事業団

文化活動支援事業の補助金で、市内在住の民謡歌手や同連
盟民謡の部に所属する奥谷宗昭さんらが「斎太郎節」など3
曲を子どもたちに指導し邦楽の集いで披露して好評を呼んだ。
出演した子や保護者から「もう一度舞台に立ちたい」「民謡指
導を続けてほしい」との声が寄せられ、ことしは市民公益活動
事業補助金を受けて、引き続き民謡指導を行うことになった。
今回は、6月から昨年出演した子を中心にビクター専属の

」節郎太斎「」頭音笠花「で導指のんさ雄久戸白手歌謡民ロプ
「津軽甚句」「りんご節」の4曲を練習。発表会では午後2時
頃から8人が好きな曲を独唱するほか、フィナーレでゲストと
一緒に「りんご節」を歌い、連盟会員が踊る。集いでは連
盟会員が民謡、日本舞踊、日本民踊、新舞踊、詩吟、端唄
を披露する。入場は無料。
問い合わせ☎3489-5572狛江市邦楽連盟　奥谷さん。 

Start &
Challenge

昨年の出演者

ミュージカル「Voice」の舞台

「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

●記事中の記号● 健康、 スポーツ、 音楽、 芸能、
文芸、 教養、 交流・地域、 お知らせ、 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、 持ち物、 対象、 定員、 月会費、 年会費、
参加費、 無料、 入会金、 申し込み、 問い合わ

せ先、 Eメール、 ホームページ
●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。

駅前ライブが50回迎える
記念の拡大版ステージに人気

に狛江駅北口噴水ステージ
で催された。
音楽の街－狛江 エコルマ
企画委員会が主催している
このライブは、気軽に音楽
に親しんでもらおうと平成
19年から催しており、通常
は午後1時から1団体が出
演している。
今回で50回目を迎えたの
を記念して狛江フェスティバ
ル2016とのコラボレーショ
ン企画とし、出演者を3団
体に増やして演奏時間も延
長した。
出演したのは、南部地域

セ ン
ターで練習している、スタ
ンダードジャズや映画音楽
を中心としたグループ「サ
ウンドリバー」、カントリー＆
ウェスタンを中心にジャズ、
オールディーズ、ポピュラー
など幅広いジャンルを演奏
している「ブルームーン」、
都内各地のライブハウスな
どで1950年代を中心とし
たオールディーズを演奏して
いるバンド「turkey's」で、
午後3時30分から5時30
分まで、それぞれ20分から
40分の演奏を披露した。
会場には、狛江フェスティ

バルに訪れた人
も加わって、ス
テージの周りに
は大きな人垣が
でき、演奏に合
わせて手拍子を
とったりして楽
しんでいた。

音音音楽楽楽ののの架架架けけけ橋橋橋

音音音楽楽楽ののの架架架けけけ橋橋橋

演奏する「サウンドリバー」


