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楽市
3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。次回は10月1日
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
剣道無料体験稽古
6日 13 ・16
19：00～20：00野

川地域センター、9
野小学校。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☎090-8317-
1015加 藤 http://
www.sam.hi-ho.ne.jp/
tsub/

ピラティス
6日 13 ・20
・27日 10:00～

12:00圓住院。初心者、
親子可 動きやすい服装
1回2,000円 事前 圓友
会☎3489-8440加納
スポーツ吹矢体験会
6日 13 ・20
14：00～15：50市

民総合体育館。健康増進
と仲間づくり。用具は無
料貸し出し。会員募集中
上履（スリッパ、サンダ
ル不可） 成人 各10人
500円 締切開催前日
狛江・桜いきいきクラブ
☎・FAX3326-9229 hh 
1019hidehiro@jcfc.net
半田
「手打ち蕎麦の郷̶狛
江」蕎麦打ち教室

10 ・24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
ベビーマッサージ
11 （以前参加し

た人）・13日 初めての
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 1,200
円 事前 母と子と助産
師の会☎・FAX042-488-
9575内村
親子ビクス
首すわり～1歳半＝12
・25日 1～2歳

半＝22 、首すわり～
4歳 ＝30日 0：30～
11：30中央公民館。子ど
もと一緒に曲に合わせたふ
れあい遊び＆ママのボディ
ケア 動きやすい服装（着
替え）、タオル、飲み物、
室内運動靴 子どもと母
親、30
可 500円 先着順。締
切開催前日 親子ビクスサ
ー ク ル oyakobikusu.
k@gmail.com土屋
心の病、家族相談
12 （電話相談）・

26 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
第19回カラオケ21発
表会

16 10：00～17：00
エコルマホール。第一部
＝会員歌唱・ゲスト歌手
歌唱、第二部＝交流会歌・
踊 カラオケ21☎・
FAX3488-2608小 川 lil.
river@nifty.com
研究会ダンスパーティー
17 13：30～16：

30中央公民館。ミキシン
グ、トライアルあり。初心
者、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
カラオケ合同発表会
 17日 2：30～16：

00西河原公民館。第21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☎
3488-3211大久保
バードウォッチング
17 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
リウマチ友の会例会
20 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
マンション管理無料相
談会

22 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 先着順
狛江市マンション管理士会
☎6277-6301FAX3483-
7098大鳥
レッツダンス狛江
24 13：10～16：

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
はじめての遺言相談
25 10：00～12：

00泉の森会館。遺言書の
ポイント整理 先着2人
資料代500円 締切22日

遺言書を考える会☎
090-6480-3930北條
親子英語
29 9：40～10：

40（ 乳 児 ）、10：50～
11：50（幼児）中央公民
館。英語の歌や絵本、手
遊びを通じて英語に親し
む 動きやすい服装 0歳

～5歳くらいまでの子ども
と親 各先着10～15人
500円（おやつ、飲み物
代込み） 締切開催前日
親子英語サークル☎080-
6744-5808 oyakoeigo_
komae@yahoo.co.jp木村
講座「観音像いろいろ」

30 15：00～17：00
泉龍寺仏教文庫。人々のた
め多様に変化する観音像の
姿をみる。講師岩崎和子
40人 資料代200円
泉龍寺仏教文庫運営理事会
☎3480-3251FAX3489-
2114 shoei@senryuji.
or.jp菅原
狛江ダンス愛好会パー
ティ

10月1日 3：30～16：
30中央公民館。講師の

デモ、トライアル、ミキ
シングあり ダンスシュ
ーズ 1,000円 狛江ダ
ンススポーツ愛好会☎・
FAX3489-6573荒井
ダンススポーツシニア
講習会

10月2日 0：00～11：
00市民総合体育館。初心
者募集。シニアスポーツ振
興事業 ダンスシューズ
健康な人 ダンスス
ポーツ連盟☎・FAX3488-
0621 taka375@jcom.
home.ne.jp高橋
第27回卓球オープン家
庭婦人ダブルス大会

11月9日 9：00～21：
00市民総合体育館 ラケ
ット、シューズ、昼食
狛江市近郊の成人女性
150組（300人 ） 1ペ

ア2,000円 締切9月30
T&Mクラブ☎・

FAX3489-3324大塚
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高齢者見守りの電話訪
問ボランティア

13:30～16:00、定例会
＝ 10:30～12:00あ
いとぴあセンター。独り暮
らし高齢者の安否確認をふ
まえ、日常の悩みを電話で
傾聴 70歳くらいまで
600円 狛江電話訪問は
との会☎5761-5556こま
えくぼ1234取次
平成29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
15 狛江市卓球連盟
☎3489-4559FAX3489-
7783秋元
第5回かわせみ杯争奪カ
ラオケ大会出場者募集

11月4日 2：55～17：
00谷戸橋地区センター（か
わせみ館）。優勝カップあ
り、3位まで賞状ほか賞
品多数 調節済みのCDま
たはカセットテープを事
前提出 先着40人
締切30 谷戸橋地区
センター運営協議会☎・
FAX3488-2608小川

保育記録映画上映会
あおぞら自主保育狛江おひさまの会（水野章子代

表)が、保育記録映画「さくらんぼ坊や」(山崎定人
監督)の上映会を24 10時30分と午後2時か

ら狛江市市民活動支援
センター（こまえくぼ
1234）で催す。
この映画は、保育時

間のほとんどを屋外で
過ごす埼玉県深谷市に
ある「さくら・さくら
んぼ保育園」に通う園
児の成長を記録したシ

リーズ作品で、今回は昭和55年に制作した0歳か
ら1歳時のクラスを中心とした第2巻「模倣と自立」
(39分)を上映する。
狛江おひさまの会は平成21年に発足、現在は0歳

から就学前の子を持つ市内や調布市などの親子12
組が猪方の多摩川河川敷で週4回、子どもを遊ばせ、
保護者が交代で子どもを見守っている。同会では、
本来子どもたちが備えている能力を生かして育って
いく姿と、おとなの見守りの大切さを子育てに悩む
母親たちに知ってもらいたいと同センターとの共催
で映画会を催すことにした。
定員は各回35人で、前日までに申し込む。
問い合わせ・申し込み☎080-6586-0314同会　

志村さん、または komaeohisamanokai@gmail.
com http://blog.goo.ne.jp/komaeohisama

映画の一コマ

高橋青果店(猪方
3-29-11)は、猪方駒
井商店会で最も古い商

店で、昭和30年代半ばから営業を続け
ている。
創業者の高橋信夫さん（85）は、
駒井町の農家に生まれた。子どもの
頃は農業を手伝ったが長男ではないた
め、国民学校高等科卒業後は、将来は
店を持ちたいと狛江村役場近くの青果
店「八百徳」に就職、夜は私立学校の
商業科に通い簿記や経理を習った。約
1年後に築地市場の果物専門仲卸商に
転職、埼玉県蕨市の社長の家に住み込
んで築地へ通い、仲卸の仕事を覚えた。
28年に運転免許を取得したのをきっか
けに市場内にある配送会社へ入社、青

果店に荷物を届ける仕事に転じ
た。この当時は自家用車を持
つ小売店が少なく、仲卸で購
入した商品の配達を配送会社
に依頼する店が多かった。高橋
さんは２年後にオート三輪車を
購入して独立、配送の仕事を
続けながら自分の店を開く場所
を探した。
妻のヨシエさん(83)と結婚し
て間もない33年頃に、実家か

ら近い現在の場所に土地を購入、平屋
建ての店舗付き住宅を建てた。将来性
を期待して青果店を開いたが、周辺に
は鉄道会社が開発した分譲住宅10数
戸があるだけで午前7時から店を開けた
ものの人通りもまばらで、当初は売り上
げが300～500円という月が多かっ
た。このため、販売をヨシエさんに任せ、
信夫さんは配送の仕事でしのいだ。売
り上げを増やすために開店当初から販
売している自家製の漬物は、現在でも
ファンが多い。
しかし、２、３年もすると周辺に家が
建ち、商店も次々と開店、店の経営も
ようやく軌道に乗った。30年代後半に
猪方駒井商店会が発足、信夫さんも配

送の仕事をやめて青果店の
経営に専念し、築地で仲卸を
していた頃の知識と経験を生

かして野菜や果物を販売、顧客から好
評を集めた。10年後には家と店舗を2
階建てに改築、倉庫用の地下室も造っ
た。
周辺には住宅だけでなく、社員寮や
飲食店も増えたため大量注文を受ける
ことも多く、繁忙期はパート店員を雇っ
て配達したという。
大変だったのは49年の多摩川水害の
時。堤防が決壊し、高橋さんの店は被
害を免れたものの、道路の向かい側の
店はすぐ裏まで濁流に地面をえぐられ、
周辺の道路は救助活動の車であふれた
ほどで、店を臨時休業して町会や商店
会の救援活動を手伝った。
昭和の終わりには、周辺に70店舗近

くの商店があったが、和泉多摩川駅近
くにスーパーが開店したり、猪駒通りに
バスが通るようになると客足が減り、店
の数も大きく減った。しかし、高橋さん
は「卸売市場から帰って早朝から店を
開け、休まないので、喜んでくれる昔な
じみの客も多いです。体が動く間は仕
事を続けたい」と話している。
高橋青果店＝☎3480-8707 営業
時間＝午前7時～午後7時頃　定休日な
し

無休で早朝から営業し、なじみ客に好評

昭和30年代半ばに開店／住宅少なく苦労した開店当初
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