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いため、宅配を利用する顧客
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の方が多いという。
電話やメールなどで注文を

できる狛江市商工会の「商店

い る。
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受けると、翌日に配達してい

宅配事業」が多くの市民に好
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若い人の
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評だ。下表の登録店に商品名

けてもらえ

利用も増え

めたときからの顧客である東

(サービス名)と数量、配達希

るのでうれ

ているとい

野川1丁目の青山歯科医院で

望時間、住所を電話やファッ

しい です 」

う。

は、診療時に使うほか、自宅

クスで注文すると、サービス

という高齢

を受けられる。

者、
「ちい

水を受け取る青山さん

登録店の

でも飲料と料理に利用してい

ひとつ、ア

る。同院の青山芳江さんは
「い
つも朝、診療が始まる前に配

消費者へのサービス向上

さな子がいてショッピングに

クアクララメトロポリタン〈㈱

と、お店と顧客とのコミュニ

出かけられないので、すごく

ピーシーエムシー・岩戸北

達してくれて、定期的にサー

ケーション促進などを目的に

助かります」という子育て中

3-1-17、朝倉慎代表取締役〉

バー管理もしてもらえるので

平成13年から始まった。同事

のママ、
「ネットショッピングと

は、平成16年から宅配水の

助かります。水の容量が多い

業は現在、市内の30の商店

違って、お店の人の顔が見ら

販売とウォーターサーバーの

ので、災害時などのいざとい

や事業所が参加、商品の配達

れるので安心できます」といっ

管理を行っており、市内だけ

うときの飲料水も確保できる

をはじめ、さまざまなサービス

た声が寄せられており、暮ら

でなく近隣の広いエリアで営

ので安心です」と話している。

店

名

電話番号/ファックス

そば処

長岡屋

3489-3209

定休日/受付時間
配達地域 （数字は丁目） /配達条件

月、第２・４金/11:00〜14:00、
17:00〜19:00
配達地域は問い合わせ/2品〜

17:30 〜 19:30
ワールドスパイシーズ プルワリ 土・日・祝/10:00 〜 12:00、
5497-5559/5497-5559

全域/2,000円〜

狛江凮月堂

土・日/10:00〜15:00

3480-3431/3480-3432

全域/800円〜

五味食料品店

なし/9:00〜19:00

3480-8802/3480-8802

全域/800円〜

Bottle & Deli 大和屋 なし/9:00〜18:00
3489-3084

全域/1,000円〜

玉川屋酒店

日/11:00〜20:30
全域/2,000円〜、米3kg〜

籠屋

月/10:00〜19:00

秋元商店

3480-8931/3489-2044

定休日/受付時間
配達地域 （数字は丁目） /配達条件

成城・城田工房

月/11:00〜17:00

3489-8611/3489-8611

全域/800円〜
全域/800円〜

島田青果店

水/9:00〜20:00

3480-7838/3480-7838

和泉本町1〜4、中和泉、東野川、西野川/800円〜

日本ライフ㈱

土・日・祝/9:00〜17:00

3488-8700/3488-9921

全域/1,000円〜

セイシン本店

水/10:00 〜 20:00

3480-8463/3480-6968

全域/1,000円〜

プロ・ハンズ アイヅヤ 土・日・祝/7:00〜19:00

全域/1.8ℓビン2本〜

アクアクララメトロポリタン 日・祝/9:00〜18:00

3489-1621/3489-1622

全域/800円〜

㈱ニシヤマ

日/8:30〜18:00

3489-1662/3489-7840

全域/800円〜

クスリの平安堂

なし/10:00 〜 17:00

薬

0120-15-5959/5438-6507 全域/ボトル2本〜

名

3480-0951/3480-0964

灯油

3480-8449/3480-8449

店

電話番号/ファックス

フルーツのあすなろや 日/9:00〜18:00

金物

5438-5593/050-3528-9035 全域/5,000円〜
（5,000円未満は手数料200円）

Kenko Coﬀee

日・月・祝/10:00 〜 16:00（配達は土のみ）

森田薬局

なし/9:00〜21:00（日・祝10:00〜20:00）

5497-3766

全域/1,000円〜

3489-3113/3488-5518

全域/800円〜

彩りごはん

土(月1回)・日・祝/9:00〜10:00(昼食)、9:00〜16:00(夕食)

3489-1730

全域(配達料1個50円)/弁当2個〜

肉のうちだ

火/9:00〜11:00

3488-5478/3488-5478

和泉本町2、東野川、西野川/1,000円〜

肉の白井

日・祝/10:00〜18:00

3489-0674

全域/800円〜

肉のともの

日/11:00〜16:00

3489-1590/3489-1590

岩戸北、岩戸南/1,000円〜

神戸牛まつばや

木/8:00〜12:00
全域/800円〜

中村精肉店

月/8:00〜20:00

3489-3064/3489-3064

全域/1品〜

狛江司法書士事務所 木/9:30〜18:00（土・日・祝13:00〜18:00）

3488-3353

全域/相談

パソコンサポートサービス インテレッセ 日/9:00〜19:00
070-6565-3631/3489-9997 全域/7,500円 （税別）〜

柴田クリーニング

日/7:00〜20:00

3489-2977/3489-2977

全域/1品から相談

倉持クリーニング

日/8:00〜20:00

3489-4371/3489-4371

全域/1品〜

フルケアファミリー接骨院 日/平日10:00〜 14:00/16:00 〜 21:00 （土・祝10:00 〜 15:00）

アクセサリ
修 理・ 洗 浄

3489-2771/3489-2771

ＰＣサ クリ ニング 接骨
相談 ポ
ト

★★★

イト「コマエリア」(http://

時計眼
鏡宝飾

催事記

求める客もいるが、商品が重

肥料

12月

21：30（最終日12：00）中
央公民館。プリザーブドフ
ラワー、アーティフィシャ
ル フ ラ ワ ー の 作 品 約10点
主 フラワーサークルピュア
☎080-6563-8701田村
アコースティック・ジャム・
20：00
セ ッ シ ョ ン21
add9th。兜守美光、山本バ
ンビ add9th
うたごえステーション26日
7：00焼き鳥ミートステー
ション 主 みんなの歌声広場
☎090-9808-2810大熊
み ん な の 歌 声 広 場28
14：00みんなの広場 主 みん
なの歌声広場 ☎大熊
ジャムセッション（ジャズ）
29
19：30add9th。 柳
原たつお 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。

商工会の地域コミュニティサ

も、登録店

肉・惣 菜

絵 画 展 〜26
11：30〜
の
15：00カレー
ショップ・メ
イ 主 絵画団体
虹の会
☎3480-3468カ
レーショップ・メイ
狛江ステンドグラス作品展1
〜14日 9：00（ 初 日
13：00） 〜21：30中 央 公
民館。クリスマス作品・お
正月作品やランプなど 主 狛
☎
江ステンドグラス
5497-0049角上
15
和 泉 書 楽 作 品 展1日
9：00〜21：30（ 最 終 日
12：00）中央公民館。掛け
軸13点 と 小 作 品15点 主 和
泉書楽 ☎3489-5124伊藤
ジャムセッション（ジャズ）
2日 19：30add9th。柳原
た つ お ☎3480-4996add
9th
ジャム・セッション（ジャズ）

品のため、直接営業所で買い

青果・果物

まで。商店街加盟の

業している。毎日利用する商

スとして定着している。また、

を提供して

だれでも簡単・気軽に利用

酒・米・食 品

11

しに欠かせない便利なサービ

品 目 ハム

和泉多摩川商店街振興組
合❖歳末福引大売出し

30の店舗・事業所が多彩なサービス

菓子

こまえ楽市ミニライブ11日
市役所
前市民広場。姫としもべと
看板娘 主 こまえ楽市の会
☎3480-2074菓匠志むら
万葉集をビデオで学ぶ会12
13：30中央公民館 主 万
葉名歌玉川碑に集う会 ☎
3489-7432井上
第10回星達の詩
11：00〜18：00（ 最 終
日17：00）泉の森会館 主 高
野るり 泉の森会館
ジャムセッション（ジャズ）
19：30add9th。 柳
15
原たつお add9th
金曜ソーイング作品展16日
9：00（初日12：
00）〜21：30（最終日11：
00）中央公民館。洋服・小
物 主 金曜ソーイング ☎
3488-5730長澤
クリスマス・お正月を飾る
17
〜27日
9：00〜

むいから民家園で10月30日
に絵手紙教室が催され、小学生など20人が参加した。
この絵手紙教室は、現在制作が進められている「狛
江郷土カルタ」をＰＲするために企画されたもので、参加
者は、
「絵
手紙発祥
の 地−狛
江 」実 行
委員会の
委員から、
筆の持ち
方 など 絵
絵手紙をかく参加者
手紙の基
本的な技術の指導を受けた後、民家園で収穫したカキと
ユズの絵と言葉をかいた。
参加した小学生は「筆の持ち方が難しかったけれど、
すごく楽しかった」
「絵手紙をおばあちゃんに送りたい」な
どと話していた。
主催した狛江市教育委員会社会教育課では「古民家
で絵手紙をかく体験を通して、狛江の歴史や文化、自
然への理解を深め、郷土カルタへの関心を高めてもらえ
れば」と話していた。

高齢者や主婦に好評

出前

3日 20：00 add9th。 赤
羽豪太、千葉征央 add9th
2016泉の森アーティスト展
7日
11
11：00〜
18：00（ 最 終 日17：00）泉
の森会館。吹きガラス・織
りビーズ・アートクレイシ
ルバーアクセサリー・ビー
ズアクセサリー・フラワー
アレンジメント 主 泉の森
アーティスト展実行委員会
☎5497-5444泉の森会館
0：00add 9th。
ライブ8日
add9th
0：00add9th。
ライブ9日
スタンダード・Jazz、Bossa
ほかー稲葉社子、田山勝美
add 9th
花水木寄席年忘れ落語会9日
19：30花水木。三遊亭楽
天 ☎080-5671-6365相馬
お昼のジャム・セッション
（ジャ
ズ）
10
14：00add9th。
赤羽豪太ほか add9th

ひろがれ
絵手紙の輪

狛江市商工会の商店宅配事業

品目

各店で買い物100円ごとに
補助券１枚、1,000円ごと
に抽選券1枚を配布。9日
〜11日
抽選券1枚また
は補助券10枚で１回抽選。
景品はティファールの鍋、ス
チームアイロン、参加加盟

民家園で絵手紙教室

商 店 街

店で使える10,000円分・
5,000円分の金券、お歳暮
セット、シクラメンなど。問
い合わせ☎3488-4174ヘ
アーズ・イデア。

加盟の各店で買い物1,000
円以上のお客様に各店先着
180人にボックスティッシュ５
箱プレゼント。問い合わせ☎
3489-6519コマエ理容室。
伊豆美神社（中和
初詣
こまえスタンプ会❖歳末セー
泉3-21-8）1月1
ル、ワンプライスセール
日
0時から3時頃、10
歳末セール＝１日
31日 時から午後4時頃まで神酒を
。期間中に「こまえスタ 振る舞うほか御神矢（数に限
ンプ満点カード」を利用す りあり）
、幸福土鈴、幸福熊
ると、満点カード１枚につき 手などを授与。1日午前10
総額11万円の金券が当た 時からおはやしを披露。
る抽選券を１枚進呈。当選 日枝神社（駒井町1-6-11）
番号の発表は、平成29年１ 1月1日 午前0時から2時頃
ら「こまえスタ までおはやしの演技と甘酒を
月13日
ンプカード」加盟店で発表。 振る舞う。
問い合わせ☎3480-9367 白幡菅原神社（猪方2-4-4）
木村メガネ
1月1日 午前0時から2時頃
までおはやしの演技と甘酒を
御台橋商栄会❖年末サン
振る舞う。
クスセール
子之権現三嶋神社（西野川
１日 〜２0日 （三角くじが 1-17-8）31日 午 後11
なくなり次第終了）
。商店街加 時頃から1月1日 午前2時
盟の各店で買い物500円ご 頃まで甘酒を振る舞う。
とにその場で当たる三角く 岩戸八幡神社（岩戸南2-8じが１枚引ける。景品は参 2）31日 午後10時30分
加加盟店で使える５，
０００円・ 頃から餅つきを行う。1月１
2,０００円・500円分の金券、 日 午前0時過ぎから餅と
現金１００円。問い合わせ☎ 神酒を振る舞う。
3489-1621プロハンズ
小足立八幡神社（西野川
アイヅヤ。
2-33-1）1月1日 午前0時
狛江団地商店会❖狛江団
から2時頃まで神酒と甘酒を
地商店会創立48周年記念
振る舞う。
感謝祭第9弾
※各神社とも車での参拝はご
１日 〜31日 。 商店会 遠慮ください。

郷土カルタのＰＲ兼ね

NO.160 DEC 2016

毎月 1 日・狛江市発行

4285-3046

全域/初回60分5,000円（保険治療もあり）

biozu

月・火/10:30 〜 18:00

3488-8624/3488-8624

全域/1,000円〜

※年末年始の休みは各店舗にご確認ください※市外の受付や配達を行っている店もあります。配達条件を満たせば配達料は無料です。

★★★

★★★

