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健康法
8日 15 9:30

～11:15市民総合体育館、
12 ・19日 10:00
～12:00野川地域セン
ター。真向法、呼吸法等
の無理のない動きを使い
自己治癒力を増進 飲み
物、汗拭きタオル 先着
各10人 事前 養
氣 會 ☎070-5553-9082 
jmor ikawa@pdx .

ne.jp森川
6月・7月の展示
市役所2階ショーケー

ス。文化協議会会員の作
品展示。6月・7月は写真
（フォトサークル狛江）

狛江市文化協議会☎
3489-6064絹山
第18回狛江チャリテ
ィー歌謡まつり

7日 0：30（開場10：
00）～17：00エコルマ
ホール。カラオケ、舞踊、
フラダンスのチャリティ
ー舞台発表 アマチ
ュア歌謡サークル狛江☎・
FAX3489-7061
レッツダンス狛江
7日 3：10～16：

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
楽市
7日 0：00～15：

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
歩く
8日 6月12日

10：00～12：00中央公
民館前集合。5月は両国界
隈、6月は清澄庭園など森
下を歩く 交通費、飲み物
など 歩く会☎080-
1085-8641石川
心の病、家族相談
9日 電話相談）・

23 10：00～12：00
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
リウマチ友の会例会
10 13：30～15：

30調布市総合福祉センタ
ー。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
子育ては楽しい　子育
てにホットTime

9日 16 ・23日
0：00～14：00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 （初めての人）・

15 ・（以前参加した
人）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

タグラグビー体験会
13 ・20日 3：

30～15：30多摩川緑地
公園グランド軟式野球場
隣。安全にできるラグビ
ー 運動のできる服装、タ
オル、飲み物 小学3年
生以上 20人 締
切開催前日 狛江市ラグ
ビーフットボール協会☎
3430-1979 try-tm@
biglobe.jp三石
「手打ち蕎麦の郷̶狛
江」蕎麦打ち教室

14 ・28日 4：00～
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
第32回狛江母親大会
14 13：30～16：

00中央公民館。沖縄で
今なにがー FJ森住卓さ
んの映像と話の現地ルポ
100人 資 料 代300
円 狛江母親連絡会☎・
FAX3480-3182脇山
スポーツ吹矢体験会
17 14：00～16：

00市民総合体育館。健康
増進や仲間づくり。用具は
無料貸し出し 成人 10
人 500円 締切開催前
日 狛江・桜いきいきクラ
ブ ☎・FAX3326-9229
hh1019hidehiro@jcf.

net半田
狛江フィルハーモニー
第39回定期演奏会

20 14：00エ コ ル
マホール。シベリウス
協奏曲他。指揮：三河正
典、バイオリン：渡辺玲
子 一般1,000円、中学
生以下500円 狛江フィ
ルハーモニー管弦楽団☎
070-3867-9651高 田
http://www.komaphil.
org

者
供養の世界

20 15：00～17：00
泉龍寺仏教文庫。泉龍寺の

る死者供養の世界を語る
40人 資料代200円
泉龍寺仏教文庫運営理事会
☎3480-3251FAX3489-
2114菅原
多摩川でバードウォッ
チング

21 9：00～13：00
和泉多摩川駅前集合。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
紅茶とスイーツを楽し
む会

24 3：30～15：00
コミュニティサロンさく
ら（市内個人宅）。新緑の
プチティーパーティー
女性 先着5人 700円
締切20 コミュニ
ティサロンさくら☎090-
8588-8427FAX3488-
0603 pekoapoko@
hotmail.com濱田
マンション管理無料相
談会

26 18：30～20：00
中央公民館。マンショ
ンに関係する相談 分譲
マンション居住者、分譲
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
“バラ” をテーマにし
た体験朗読会

26 10：00～12：00
泉の森会館。バラにま

つわる詩や文章を声に出
し、耳で味わう体験会
筆記用具、飲み物 先

着7人 1,000円 事前
大人のための絵本の

朗読の会☎090-1211-
6236 izuko.syu-ryu@ 
ezweb.ne.jp泉田
平成29年度春季市民
囲碁大会

28 10：00（受付9：
30～9:50）～18：00中
央公民館 市内在住・在
勤 60人 1,000円
日本棋院狛江支部☎090-
2647-1426 baba.n @
jcom.home.ne.jp馬場
http://igokomae.sakura.
ne.jp
はじめての遺言相談
29 10：00～12：

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 締切開催
前日 遺言書を考える会☎
090-6480-3930北条
ジュニアスポーツ空手
道教室

6月4 ～7月23日 7
月2 ）18：
45～20：15市民総合体
育館。基本を講義と基本形
などの実技で指導。東京都
主催 運動しやすい服装
4歳から高校生 50人

締切開催日当日
狛江市空手道連盟☎3489-
4857FAX3488-4907成川
狛江市三曲協会演奏会
6月10日 3：00（12：

30開場）～16：00エコル

マホール。箏・三絃・尺八
の演奏会 狛江市三
曲協会☎3489-1555大山
狛江市春季バレーボー
ル大会

9人制男子・女子＝6月11
、6人制男子・女子＝

6月25日 市民総合体育
館。〈抽選会〉9人制＝6
月3日 14:00、6人制＝
6月17日 市民総
合体育館 協会加盟チー
ム及び一般チーム 加盟
チーム2,000円、一般チ
ーム5,000円 事前 狛

江市バレーボール協会☎
3488-8588半田
第39回狛江市バドミント
ン大会（会長杯）

6月18日 9：00市民総
合体育館。男子・女子ダ
ブルス（1・2・3部）。変
更は6月5日 21:00まで
原則、市内在住・在勤・
在学者、平成29年度当協
会登録会員 会員1,200
円、一般1,700円 締切5
月23日 狛江市バドミ
ントン協会☎・FAX3430-
3797滝川

「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）
で受け付けています。
7月号の原稿の締め切りは5月3 です。
●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。

だれもが安心して子育てができる狛
江をめざして「こまえ子育て応援プラン
～狛江市子ども・子育て支援事業計画」
が平成27年に策定され、現在このプラ
ンに沿った事業が進められている。プラ
ンの策定に携わり、その推進役を務め
る狛江市子ども・子育て会議会長の熊
井利廣さん(66)に話を聴いた。

「日本の少子化は未婚者の増加が大き
な要因です。その原因として、若い人
の非正規雇用の増加と子どもを育てに
くい環境になっていることがあげられま
す。安心して子どもを産み、育てられる
ような社会にするため、自治体の計画
にしていくことが、子ども・子育て会議
の役割です。待機児童対策だけでなく、
子どもの貧困、発達につまずきがある
子、子育てに不安や負担を感じる親、
虐待など、家庭をめぐる問題はつきま
せん。そうした課題を解決し、子育て
を社会全体で支えるようにしていくため
に、多くの市民に考えて議論していただ
きたいです」
「子ども・子育て会議は、学識経験者
や関係機関、公募市民など16人の委
員で構成され、25年に発足しました。
最初に取り組んだのが子育て応援プラ
ンの策定で、国の子ども・子育て関連
３法で自治体に策定が義務づけられた

ものです。27年3月に1年半がかり
でまとまるまでに、のべ21回の会議を
開いて議論したほか、保育園や幼稚園
の園長、小学校の校長などからミニレ

クチャー
を受けた
り、親へ
のインタ
ビュー、
就学前児
童や小学
生の保護
者のニー

ズ調査、幼稚園児の保護者のアンケー
トなど実態の把握に努め、市民説明会
やパブリックコメントを実施し、多くの
人から意見や要望を聴きました」
「私は、21年度の狛江市次世代育成
支援行動計画策定委員会の委員に委
嘱されてから狛江市に関わることになり
ました。子ども・子育て会議では、会
長として委員の意見のとりまとめにあた
りましたが、特に公募市民が発言しや
すいよう、雰囲気づくりに気を配りまし

た。現在はプランの進 況を評価す
る段階ですが、きめ細かい年次計画に
沿って評価しています。委員は真剣に
議論し、市民目線で検討しています」
「市民の皆さんには、子どもの有無にか
かわらず、子どもや子育て家庭、障がい
のある人、高齢者にやさしいまちづくり
をめざして取り組んでほしいです。昔は
地域のみんなで子育てをする仕組みが備
わっていましたが、高度経済成長期に失
われ、母親ひとりが子育ての責任を負う
ようになってしまいました。昔の時代に
戻ることはできませんが、新しい仕組み

を市民、事業者、行政が一緒
になってつくることはできます。
ぜひ、多くの人に子育て応援プ
ランや子ども・子育て会議に関

心を持っていただきたいです」
熊井利廣さんの横顔＝中野区野方生

まれ。早稲田大学教育学部卒業後、昭
和49年三鷹市役所に入庁し、北野ハ
ピネスセンターを経て全国初の子育て
支援係、子ども家庭支援センターの創
設など子育て支援ネットワークづくりを
推進。平成14年に杏林大学保健学部
に転職、准教授を経て現在、同大非常
勤講師、明治大学専門職大学院ガバナ
ンス研究科兼任講師。

狛江市子ども・子育て会議会長

熊井 利廣さん

子育てを社会全体で支えられるようにしたいです


