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自主保育

9：
30～13:30（出入り自由）
和泉多摩川河川敷（天候に
より変更あり）。外遊びを
通して子どもの成長をゆっ
たり見守る保育を行う 飲
み物、着替え、昼食（任意）
0歳～就学前の親子
500円～ 事前 あおぞ
ら自主保育 狛江おひさま
の会 aikamamagood@
gmail.com佐藤 http://
blog.goo.ne.jp/komae 
ohisama
なつかしい歌
毎第2・ 14:00～

15：30西河原公民館。叙
情歌、フォーク、今の歌を

斉唱や2部で。発声指導、
生演奏あり 楽譜が読めな
くて可 2,300円 なつ
かしい歌の会☎0422-42-
3515半田
女声合唱
月4 10:00～12：

00西河原公民館。ていね
いな歌唱指導とピアノ伴奏
で練習。見学歓迎 5,000
円 コーラス「野の花」☎
3488-3117谷田部
ストレッチ

10:00～12:00
中央公民館。健康、美容
のための運動。親切、て
いねいな指導。見学自由
2,500円 1,000円 ハー
モニー☎3430-4770渡辺
能楽（観世流）

10:30～11：
00野川地域センター。能

の謡の稽古。特に初心者を
対象に能楽の普及。見学可
5,000円（謡本代別途）
事前 松音会☎090-

8075-2318 FAX042-
636-5315角間
クラシックバレエ

13:45～15:15
（女性）、15:30～16:30（未
就学児）、16:30～17：45
〈小学生（中級）〉、18：
00～19:30（中学生）中
央公民館。基礎からていね
いに指導。体験、見学可
レオタード、バレエシュ
ーズ、タイツ 5,000円
4,000円 事前 狛江
クラシックバレエ☎080-
4087-2090ラマザデ
ハーモニカ
毎 第1・ 13:00～

15:30主に中央公民館。
基礎からていねいに教える
ハーモニカ（購入は相談）
5人 3,000円 電話
で。締切30 ハーモ
ニカ季の花☎・FAX3480-
0997 1303bakusan@
jcom.home.ne.jp永井
親子体操

10:00～11：
00野川地域センター。子
どもと一緒にママもスト
レッチでリフレッシュ
水筒、タオル 1歳半く
らいからの未就園児と
母親 5組 1,000円
カムカム・ひっぱりーの
kamukamucome@

gmail.com前田
書道
毎第2・ ～

15:30中央公民館。基本か
ら楷行草書、かな、ペン習
字。初心者歓迎 4,000
円 1,000円 美墨会☎・
FAX3480-1920山口
コーラス
毎第1・ 13:00～

14:30南部地域センター。
無理のない発声で歌う。ピ
アノ伴奏付き。入会随時受
付 筆記用具 1,000円
（別途楽譜代・場所代300
円） ピオーネの会☎・
FAX3430-6968大塚
川柳
毎第 9:30～12：

00中央公民館。川柳作家・
高鶴礼子さんの指導 鉛
筆2B、消しゴム 2,000

円、 そ の 他 1,500円
事前 川柳 狛の会☎・

FAX3489-1287田中
歌唱
毎第2・ 13:30～

15:30野川地域センター。
唱歌など 10人 1,000
円、別途雑費500円 事
前 ガス燈☎090-7272-
9786FAX3488-0167う
がじん
フォークダンス
、第2・ 9:30～

11:30中央公民館。プロ
の指導で練習 健康な人
1,500円 1,000円 FD
フラミンゴ☎3488-2005
芹澤
クラシックバレエ

14:00～15:10
（おとな）、15:30～16：
30（子ども）上和泉地域
センター。年齢問わず初心
者歓迎。見学可 3,500
円 事前 KOMAEバレ
エグループ☎080-5692-
9014岩井
健康体操・フォークダ
ンス
9:30～11:30西河原

公民館 ダンスシューズ、
タオル、飲み物 10人
1,500円 さくら会☎
3480-2805青木
太極拳

10 : 30～11:45
中央公民館。太極拳を通し
て健康な身体作り 動き
やすい服装 3人 3,000
円 事前 太極扇の会☎・
FAX3480-6231森山
やさしいストレッチ

10 : 00～11:30
西河原公民館。無理なく、
免疫力を高める 動きや
すい服装、バスタオル 1
回500円 ぶどうかい☎・
FAX5438-4313 raku_
stretch@yahoo.co.jp飯島
中国語
月３ 10:30～12：

00または17:30～19：00中
央公民館。北京出身の女
性講師から学ぶ 若干名
4,500円(別途教材費）
1,000円 事前 中国語
サークル☎080-3923- 
6953 yamadat69@ 
yahoo.co.jp山田
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こまえ平和フェスタ
2017合唱団員募集

21 か10：00～
12：00中央公民館。7月
30 る “こま
え平和フェスタ2017” で、
合唱組曲「平和の旅へ」
（被爆者・渡辺千恵子さん
の半生）を演奏 楽譜代
1,000円 こまえ平和フ
ェスタ実行委員会☎090-
8450-5362FAX5438- 
7552 bocco1205@
wit.ocn.ne.jp日向 http: 
//www.komae-tokyo.
org/festa
●「komaeの仲間」7月
号の原稿締切は5月31日
です。

「狛江の日」音楽祭は、平成28年度に
初めて開催されたＬＦＪプレフェス・ア・コマエ
の盛り上がりを受け、この機運を発展させる
ために企画され
たもの。
当日は、エコルマホー
ルでコンサートを、緑
の三角ひろばで音楽ス
テージと飲食が楽しめ
る屋台村を開催、誰も
が気軽に音楽に触れら
れるように、狛江市ゆ
かりのアーティストを中
心にプログラムを構成する予定。
主催は一般財団法人狛江市文化振興事業
団と狛江市観光協会で、音楽の街－狛江　
エコルマ企画委員会が運営を担当する。
募集するのは緑の三角ひろばの音楽ス
テージの出演者で、応募対象は、狛江市ゆ

かりのアマチュアの個
人と団体、または「音
楽の街－狛江」の活動に賛同できる人で、ジャ

ンルは問わない。
応募方法など

の詳細は『広報こまえ』
5月1日号または狛江市
観光協会ホームページ
（URL＝http://www.
komae-kankou.jp/
event290910.html・
下記ＱＲコード）を参照。
主催者は「音楽を楽

しんでいたり、自分のバンドをアピールしたい
グループや個人に気軽に参加してほしい」と応
募を呼びかけている。
問い合わせ☎3430-4106

（一財）狛江市文化振興事団。

音楽ステージ

音楽ステージの出演者を募集

「狛江の日」音楽祭、9月10日に開催
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スカウトフェスティバル
狛江市ボーイスカウト連絡協議会（服部英広代表)が、
14 （雨天中止)午前10時～午後２時に多摩川五本
松でスカウトフェスティバルを開催、参加者を募集し

ている。
ボーイスカウトは、
子どもの健全育成をめ
ざす国際的な組織で、
狛江市では狛江第一団、
狛江第三団、狛江第五
団の約130人が活動し
ている。スカウトは年
齢別に分かれ、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、自立心や団体行動、創造力などを養う。
市内ではどんど焼を主催、狛江市民まつりや各種のイ
ベント、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。
フェスティバルはボーイスカウトの活動を体験する

イベントで、毎年この時期に催している。当日は、さ
まざまな方法を使った火起こし、テント、吹き矢など
の野外活動を体験、木で組んだジャングルジムなどで
遊び、主催者が用意した豚汁を味わう。
参加は、小学校低学年程度の子どもとその保護者(子

どもだけの参加は不可)で、無料。汚れて良い服装でお
にぎり、おわん、はし、飲み物、軍手を持参。
問い合わせ☎・FAX3430-6904服部さん。

昨年のスカウトフェスティバル

狛江市役所交差点近
くの絹山不動産株式会
社(中和泉1-1-3狛江

YSビル1階)は、地元出身者が創業した
不動産業では古参の会社のひとつ。
創業者の絹山精一さん（大正11年
～平成19年)は、中和泉の農家に生ま
れたが、昭和12年に姉の手助けを兼ね
て姉の嫁ぎ先の地元工務店に入り、大
工の修行を始めた。戦時中は徴兵され
たが、復員後は大工として働き、26年
に独立して狛江駅近くに絹山工務店を
創業、小学校建設も手がけた。その後、
農村地帯だった狛江で土地や家を買う
人が増えたのをみて、「近い将来、狛江
に不動産ブームが来る」と不動産業へ
の転換を決意、31年に有限会社絹山
不動産を興した。
先祖の代から狛江に住む絹山さんは、
農家に知人が多く、そのつながりを生か

して宅地
を販 売、
かつての
勤め先の
工務店と
組んで住
宅請負や

住宅の建て売りも手がけた。ま
た、地元の同業者と協力して市
内の宅地開発や、市外の土地の
売買も手がけた。列島改造ブー
ムの時はヘリコプターをチャー
ターし顧客を乗せて他県の山林
の視察をしたこともある。55年
に株式会社へ変更、絹山さんの
妻・光子さんが経理を担当、売
買を中心に堅実な経営を行い、
バブル期も無事乗り越えた。

現社長の松崎学さん(49）は、昭和
62年に結成、平成元年にメジャーデ
ビューした人気ロックバンド「AURA」
でベースギター奏者として活動してい
た。ＡＵＲＡが5年に活動休止したため、
アルバイトをしながらバンド活動を続け
ていたが、別のバンドのボーカリストだっ
た絹山さんの長女・諭香さんと結婚す
るため、平成7年に同社に入社した。
松崎さんは、当時加盟していた不動
産フランチャイズの研修を受け、賃貸物
件の仲介と賃貸オーナーの開拓に努め
た。そして、不動産業は顧客の一生を
サポートする仕事で、長いつきあいが
大切であると考え、不動産の仕事を続
けることを決心したという。

社内改
革とサー
ビス向上
に努め、
19年 に
代表取締
役に就任
し、従来の不動産売買、賃貸、管理だ
けでなく、相続コンサルティングを行う
ほか、音楽スタジオBEN 経営してい
る。23年にはリフォーム、メンテナンス
部門としてRITA HOME'Sを設立、現在
では、狛江駅周辺に5事業所を展開して
いる。入社当時、社長夫妻を含め4人だっ
た社員は音楽事業を含め32人を数える
までに成長させた。また、会社経営のか
たわら、18年から再スタートしたAURA
の演奏活動も続けており、5月にはデ
ビュー30周年のＤＶＤを発売する。
松崎さんは「先代社長は、時代を見
る目があり、地域の人との関わりやきず
なを大切にして事業を伸ばしてきたので、
それを守ることが大切」と話し、不動産
に関するセミナーや顧客を招いてクリス
マスパーティーを開催するなど、地域の
ネットワークづくりにも力を入れている。
絹山不動産㈱＝☎3480-5551　
営業時間＝午前10時～午後6時。水
曜休み http://www.kinuyama-
fudosan.co.jp/company.html

サービスの質向上に努め業務を拡張

昭和26年に工務店として創業／不動産ブーム見越し不動産業に転換
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