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狛江版ＣＳＡの成果報告
３０日に市民フォーラム
地産地消を推進し、地域の
農業を支える狛江版ＣＳＡの成
果を報告する市民フォーラムが
３０日 後３時から狛江市役
所特別会議室で催される。
狛江版ＣＳＡは今年度で２年
目を迎え、狛江市に定着させ
るため、市民参加型の取り組
みが行われている。当日は
①ヤギを使った多摩川河川敷
の除草②市内で発生する野
菜クズを堆肥に再生するミミ
ズコンポスト③市内の小学校
や飲食店などで栽培した無農

薬ホップで作ったビール
「狛江C.SAle」につい
て報告する。
「狛江C.SAle」は、
小学校２校、南部地域
センター、飲食店がホッ
プの栽培に協力。収穫
したホップをビールの製

造会社に委託して500㍑を醸
造、９月に市内の酒店と飲食
店合わせて10店舗で販売を
始め、地域で作る地ビールと
して話題になっている。
フォーラムの定員は先着８０
人で参加無料。
問い合わせ☎3430-1111
狛江市地域活性課。

障がい者にスポーツの秋
16日にふれあい運動会
障がい者にスポーツの秋を
楽しんでもらおうと「ふれあい
運動会」が16 午前１０時
から和泉小学校で開かれる。
東京狛江ロータリークラブ

が主催、障がい者とボ
ランティアがパン食い
競争、借り物競走、大
玉送り、紅白玉入れで
汗を流し、交流を深める。
問い合わせ☎090-8775-
2326千葉さん。

子どものアレルギー勉強会
慈恵第三病院で11月5日
東京慈恵会医科大学附属第
三病院が「コンポリクラブ＠第
三病院こどものアレルギー勉強
会」を１１月５日 後２時３０
分から慈恵第三看護専門学校
で催す。
当日は「喘息っていわれた

ら…」「吸入ってどうやるの？」
をテーマに同病院小児科の勝
沼俊雄診療部長、看護師の君
島美雪さんが話す。子どもの
アレルギーに関心のある人な
らだれでも参加でき、定員は
100人で事前申し込みができ
る。参加無料。

申し込み・問い合わせ
☎3480-1151（午後２
時～４時）慈恵第三病院
小児科外来。

秋の多摩川を楽しむ
9・10日にタマリバ
「タマリバ～tamagawa 
r i ve r s ide  f e s t i va l～」
（comaecolor主催）が9日

10 午前１０時から小
田急線下流の多摩川河川敷で
開かれる。
会場では音楽ライブ、体験
スポーツ、ものづくりワーク
ショップなどが行われ、秋の
多摩川を思い思いに楽しむ。
詳しくはhttps://www. 
facebook.com/comae 
color/へ。

はたらく消防の写生会
優秀作品59点を表彰
「はたらく消防の写生会」
の表彰式が９月19日 狛江

消防署で行われた。
写生会には市内の小学校6
校と中学校１校が参加、消防
車や救急車を描いた絵画やポ
スター782点が寄せられ、審
査の結果、優秀賞１９点、入賞
４０点が決まった。
これまで各学校で表彰を
行ってきたが、今回は合同で
開くことにしたもので、式には
５０人の子どもが参列、茂木
茂同署長から表彰状が手渡さ
れた。式の後、はしご車の試
乗、消火器による初期消火、
煙ハウス体験などが行われ、
参加した親子たちは防火の大
切さを再確認していた。
【訂正とおわび】9月号の
「Start & Challenge」の記

事中、ミュージカルCoCo～
の読みが間違っておりました。
正しくは「ミュージカルココ」で
す。おわびして訂正します。

狛江産のホップ（左）とビール

表彰される子どもたち

ハム・ソーセージをテーマに5日に講演会

ハム・ソーセージなどの食肉加工技術を日本に伝え、
狛江に工場を開設したドイツ人ヘルマン・ウォルシュケさ
んの足跡を研究している「ヘルマンさんの会」（飯田吉明

代表）が5日 10
時から泉龍寺仏教文庫で
講演会を催す。
平成28年度狛江市市
民公益活動事業補助金
を受けた事業の一環とし

て催すもの。当日は、全国食肉学校教務部部長の古澤
栄作さん（群馬県伊勢佐木市在住）が「ハム・ソーセー
ジのおいしい話」と題して、ヘルマンさんの業績を含ん
だ食肉やハム・ソーセージの歴史、食肉製品の基礎知識、
世界の代表的な食肉製品、食べ方などについて話す。
飯田代表は「日本の食肉加工の技術を大きく向上さ
せたヘルマンさんについて研究する上で、食肉加工の
知識は欠かせません。また、普段食べている食肉製品
についても有益な話が聞けるので、ぜひ多くの人に参加
してほしいです」と話し、「今後はヘルマンさんが作った
ハムやソーセージを食べた人の話も収集したい」と情報
提供を呼びかけている。
参加はだれでも可能で、入場は無料。
問い合わせ☎3489-0222飯田さん。

Start &
Challenge

昨年の講演会

商 店 街
総額82.5万円が当たる
秋の連合大売り出し
こまえ秋の連合大売り出しが

１０月 ら16日 で市
内全域で実施される。
期間中に「こまえ秋の連合
大売り出し」のポスターが貼っ
てある店で買い物をすると、
５００円ごとに抽選券１枚が進
呈される。その抽選券に住
所、氏名を明記し店の抽選箱
に投函すると、総額８２万５千
円分の参加店で使える金券が
合計２３５人に当たる。詳しく
はコマエリア（http://www.
komaeria.com/）で。
問い合わせ☎3489-0178
狛江市商工会内狛江市商店会
連絡協議会事務局。

狛江市老人クラブ連合会は市内の老
人クラブの舞台発表会「地域交流いき
いき大会」（14日 コルマホール）を
催すなど、高齢者自身の活動の中心的
な存在となっている。会長の國井功雄
さん(79)に話を聴いた。

「狛江市老人クラブ連合会は、市内の
各地域にある長寿会などと呼ばれてい
る16の老人クラブの連合体です。各
老人クラブは概ね65歳以上の人が入
会でき、現在合わせて1,045人の会
員が、第二の人生を地域で健康で豊か
な生活を送ることを目的に、ダンス、ペ
タンクなどのスポーツ、書道、カラオケ
などの文化活動といったさまざまなサー
クル活動を行っています。以前は、加
盟団体がもう少し多かったのですが、
役員のなり手が見つからずに解散したク
ラブもあります」
「連合会は、各クラブの会長が役員とな
り、会長、副会長、会計などの役員や総
務、教養、健康、体育、奉仕、女性の
各部会の部長・副部長に就任しています。
毎月２回会議を開くほか、連合会主催の
地域交流いきいき大会、歌謡交流大会、
バス旅行のほか、市と共催で開く講演会
や軽スポーツ大会の運営をしています。

14日の地域交流いきいき大会では、会
員が達者な舞踊や歌などを披露しますの
で、ぜひ多くの人に来ていただきたいです」

「私はこと
し６代目の
会長に就任
しました。
会長は、理
事会や各部
会の会議
のまとめ役
を果たすほ

か、上部の連合会などの会議にも出席し
ます。行政との打ち合わせや書類の作成
などもあり、スケジュールが詰まっていて、
忙しい毎日を送っています」
「行事は年会費と行政の補助金でまか
ないます。ただ高齢者は増えています
が、全国的に『老人クラブ』という名
称を嫌う傾向があるほか、地域に多く
の趣味のサークルがあり、入会者が少

ないのが現状です。このため使える予
算が限られ、会員の希望するさまざま
な行事ができないのが悩みです」
「今後はさらに高齢者が増えますの
で、高齢者のニーズもさらに多様化す
ると思います。連合会は、そうした高
齢者だからこそ理解できるニーズを実現
し、豊かな第二の人生を送れる活動を
充実させたいと考えています。そのため
にも、たくさんの高齢者に気軽に入って
いただきたいと思います」

國井功雄さんの横顔＝中央
区築地に生まれ、台東区浅草
で育つ。都立上野高校を卒業
後、築地の水産物荷受会社に
就職した後、商社に転職。カ

ナリア諸島、中東などで水産物の買い付
けや現地の漁業指導を担当した。昭和
40年代に狛江町（当時）へ転居。65
歳で退職後、第一長寿会に入会、平成
18年から狛江市老人クラブ連合会の保
健部副部長、24年から副会長を務めた。
子どもは独立し、妻と2人暮らし。夫婦
で山歩きが趣味で、ヒマラヤトレッキン
グの経験もある。

狛江市老人クラブ連合会
会長

國井  功雄さん

豊かな第二の人生の実現に向けた活動を充実させたいです 手作り手芸展 ：30～15：00カレー
ショップ・メイ主 李 ☎3480-3468カレー
ショップ・メイ
狛江陶芸倶楽部作品展1日 15 9：00
（初日14：00）～21：30（最終日13：00）

中央公民館主狛江陶芸倶楽部 ☎3430-2191荒井
狛江ボタニカルアート同好会作品展 ：00（初
日12：00）～21：30（最終日15：00）中央公民館。花や
木の実などの水彩画約15点主狛江ボタニカルアート同好会
☎3480-9669北村
花音の会押花展 00（初日13：00）～17：
00（最終日16：00）泉の森会館。押花で作った絵画や小物
など主花音の会 ☎044-922-2020村松
こまえ楽市ミニライブ2日 11：30・13：30市役所前市
民広場。ゴスペルーズ主こまえ楽市の会 ☎3480-2074
菓匠志むら
ジャムセッション（ジャズ）
つお ☎3480 -4996add9th
ライブ7日 20：00add9th。Crakers Club－久保田徹、
江上友彦、後藤塊、園田佳煇 add9th
お昼のジャム・セッション（ジャズ）8日 4：00add9th。
赤羽豪太ほか add9th
パッチワーク作品展8 11 10：00（初日13：00）
～17：00（最終日16：00）泉の森会館。ベッドカバー、小
物主「華の会」 倉田昭子 ☎5497‐5444泉の森会館
モノクロームの世界14 20 9：00（初日10：00）
～17：00西河原公民館。モノクロ写真四ツ切り約30点主狛
江フォト鮎の会 ☎042-488-9575内村
ライブ ：00add9th。Jazz、Bossaほか－村山峰之、
田中利佳、星野徹 add9th
ライブ15 20：00add9th。Blues、Root・Music－日
倉士歳朗、丹菊正和 add9th
七宝焼紺青作品展 9：00（初日13：00）～
21：30（最終日13：00）中央公民館。額、プローチ・ペン

ダントなど主七宝焼 紺青 ☎3488-1648林
日高書道展16 31 9：00（初日12：00）～21：
30（最終日15：00）中央公民館。草書、行書、かななどの
掛け軸、半紙など15～6点主日高書道 ☎3489-9314瀧頭
「鼓舞の会」展16 22 10：00（初日13：00）～
18：00（最終日17：00）泉の森会館。元狛江市小・中学校
教職員6人の絵画・写真・書など主鼓舞の会 泉の森会館
アコースティック・ジャズ・セッション19 20：00 
add9th。兜守美光 add9th
ジャムセッション（ジャズ） た
つお add9th
水墨画の世界21 25 10：00（初日11：00）～
17：00（最終日15：00）西河原公民館。絵巻風十二支物語、
6～20号の作品、色紙絵主墨華会 ☎3430-1027篠原
ライブ21 20：00add9th。浅見安二郎、高橋吾郎
add9th
ライブ22 20：00add9th。Jazz－菊池りか、小野雄司
ほか add9th
紙漉きアート展23 26 10：00（初日12：00）～
17：00（最終日16：00）泉の森会館。和紙漉き創作タペス
トリー主久光寧子 泉の森会館
みんなの歌声広場26 14：00みんなの広場。伴奏＝大
熊啓、菊池リカ、古城鴻也主みんなの歌声広場 ☎090-
9808-2810大熊
「織りの服」展28 31 10：30～17：00（最終日
16：00）泉の森会館。着物地を裂いて織る洋服や小物など
主土屋喜世恵 泉の森会館
ライブ ：00add9th。Jazz、Bossa－倉地恵子、三好”
3吉”功郎 add9th
ライブ ：00add9th。Jazzほか－「梅津光司O.T.G.」
梅津光司、鈴木奈緒、宇治雅久 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。

10月の
催事記


