狛江市民活動・生活情報誌

元気に練り歩く川口地域の女みこし

狛江市民まつり
川口の女みこしに人気

会場では狛江
のみこしも一
緒に担ぐなど
交流を深めて
いた。
一小のふる
さとステージ
では堀沢ファ

ミリーが、ニューヨークの
カーネギーホールでも演奏
したという津軽三味線を披
露、見事なバチさばきと唄
に聴衆から大きな拍手が送
られていた。

た。
レースの結果、駒井町地区
が優勝、2位西野川地区、3
位猪方地区だった。
「応援が
一番素晴らしかった地区賞」
は東野川地区に贈られた。

アマチュア人形劇連絡会
2・3日にさよなら公演

主婦や高齢者に人気
28の店舗・事業所が品物やサービス届ける

『こまなび電子版』
更新は22日までに

狛江市商工会の「商店宅配

狛江市は、市内の生涯学
習団体の情報をまとめた生
涯学習ガイドブック『こま
なび』の平成29年度版を
２月に発行する。
冊子はインターネット版
の『こまなび電子版』の情
報を収録するもので、サイ
トの掲載情報に変更がある
団体は22
タを訂正するよう、担当の
地域活性課では呼びかけて
いる。
岩戸町会がハロウィーン
親子約300人がパレード

商品を積んで近隣の住宅地を

ており、若い人の利用も増え

回って移動販売を行うととも

ているという。

に、配達にも力を入れている。

登録店のひとつ、五味食料

３０年以上前から同店の移

品店（猪方3-29-6）は、店

動販売を利用している岩戸南

主の五味精次さんと妻の敏子

3丁目の石谷昌子さんは「近
くに商店が

さん が 昭
和 38 年

少ないの

「以前は小さい子を連れて

の開 業 以

で、いつも

利用できる。
買い物に出かけるのに苦労し

来、 半 世

利用してい

消費者へのサービス向上

ていましたが、いまでは必要

紀 以 上に

ます。良質

と、お店と顧客とのコミュニ

な物を届けてもらえるのでうれ

わ たって

な品物がそ

ケーション促進などを目的に

しい」という子育て中のママ

乾 物を中

ろっている

平成13年から始まった事業

や「重い荷物を自宅まで運ば

心に食 料

ので、安心

で、現在、市内の28の商店

なくても良いのでとても助かり

品を販売。

や事業所が参加、商品を配達

ます」という高齢者に好評だ。

なかでも

するだけでなく、さまざまな

「ネットショッピングと違って、

長年の経験で選んだ昆布、か

は世間話もできる間柄になり

お店の人の顔が見られるので

つお節、のり、豆類など和食

ました」と話すとともに「調味

くの市民から好評だ。

サービスを提供している。

五 味さんから品 物を
受け取る石谷さん

して買えま
す。いまで

利用にあたっては、下表の

安心」という声も寄せられて

に欠かせない商品を置いてい

料や乾物などが切れた時には

登録店に商品名(サービス名)

いる。また、商工会の地域コ

るのが特色。顧客の利便性

宅配も利用していて、すごく

と数量、配達希望時間、住所

ミュニティサイト「コマエリア」

を考えて、店舗は年中無休で

助かっています」と喜んでい

を電話やファックスで注文する

(http://www.komaeria.

営業するほか、週２回は車に

る。

店

名

電話番号/ファックス

そば処

長岡屋

土・日/10:00〜15:00
全域/800円〜

3480-8802/3480-8802

全域/800円〜

玉川屋酒店

日/11:00〜20:30

3480-8449/3480-8449

全域/2,000円〜、 米3kg〜

籠屋

秋元商店

3480-8931/3489-2044

月/10:00〜19:00
全域/地酒1升（1.8ℓ）ビン2本〜

5497-3766

全域/1,000円〜

ひかり作業所/手作り工房赤いエプロン 土・日・祝/9:30 〜17:30
3489-6544/5497-4521

肉のうちだ

全域/1,200円〜
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〜

神戸牛まつばや

木/8:00〜12:00

3489-2771/3489-2771

全域/800円〜

中村精肉店

土・日・祝/9 : 00 〜10: 30
全域/弁当2個〜

土・日・祝/9:00〜17:00

3488-8700/3489-9921

全域/1,000円〜

3480-8463/3480-6968

プロハンズ アイヅヤ

3489-1621/3489-1622

㈱ニシヤマ

水/10:00 〜 19:00
全域/1,000円〜
土・日・祝/7:00〜19:00
全域/800円〜
日/8:30〜18:00（正月・日は配達休み）
全域/800円〜
なし/10:00 〜 17:00

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

森田薬局

年始/9:00〜21:00（日・祝10:00〜20:00）

3489-3113/3488-5518

全域/800円〜

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
3489-2977/3489-2977

日/7:00〜20:00
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品から相談

4285-3046

全域/保険治療300円〜、自費治療5,000円〜

フルケアファミリー接骨院 不定日/平日10:00〜 13:30/16:00 〜 19:30（土・日・祝10:00 〜 17:00）

修 理・ 洗 浄

090-7288-5677

全域/1品〜

日本ライフ㈱

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

アクセサリ

3489-3064/3489-3064

いち亀

月/8:00〜20:00

全域/800円〜

ＰＣサ クリ ニング 接骨
相談 ポ
ト

日・月・祝/10:00 〜 16:00（配達は土のみ）

3480-0951/3480-0964

クスリの平安堂
薬

Kenko Coﬀee

全域/800円〜

3489-1662/3489-7840

アクアクララメトロポリタン 日・祝/9:00〜18:00
0120-15-5959/5438-6507 全域/ボトル2本〜

岩戸八幡神社（岩戸南2-82）31日 午後10時30分
頃から餅つきを行う。1月１
午前0時過ぎから餅と
神酒を振る舞う。
白幡菅原神社（猪方2-4-4）
0時から2時頃
1月1日
までおはやしの演技と甘酒を
振る舞う。
日枝神社（駒井町1-6-11）
0時から2時頃
1月1日
までおはやしの演技と甘酒を
振る舞う。
※各神社とも車での参拝はご
遠慮ください。

灯油

全域/1,000円〜

月/11:00〜17:00

3489-8611/3489-8611

セイシン本店

金物

3489-3084

成城・城田工房

時計眼
鏡宝飾

五味食料品店

なし/9:00〜19:00

定休日/受付時間
配達地域（数字は丁目）/配達条件

フルーツのあすなろや 日/9:00〜18:00

肥料

3480-3431/3480-3432

西野川、東野川/2品〜

名

果・
物

狛江凮月堂

月、第２・４金/11:00〜14:00、17:00〜19:00

店

電話番号/ファックス

青
果

3489-3209

定休日/受付時間
配達地域（数字は丁目）/配達条件

Bottle & Deli 大和屋 なし/9:00〜18:00

仮装して集まったハロウィーンの参加者たち

伊豆美神社（中和
初詣
泉3-21-8）1月1
0時から3時頃、10
日
時から午後4時頃まで神酒を
振る舞うほか御神矢（数に限
りあり）
、幸福土鈴、幸福熊
手などを授与。1日午前10
時からおはやしを披露。
小足立八幡神社（西野川
前0時
2-33-1）1月1日
から2時頃まで神酒と甘酒を
振る舞う。
子之権現三島神社（西野川
1-17-8）31日 午 後11
前2時
時頃から1月1日
頃まで甘酒を振る舞う。

だけでよく、だれでも簡単に

com/)でも、登録店を紹介し

品 目 ハム

ハロウィーンスタンプラリー
が10月28
に催され、雨
にも関わらず仮装した親子な
ど約300人が二の橋通り付近
の商店などを回り、お菓子をも
らって喜んでいた。
岩戸町会(進藤実会長）福
祉文化部が企画し、二の橋通
り商店会の有志12店の協力で
催したもので、ことしで2回目。

事業」が、だれでも簡単・気
軽に安心して利用できると多

肉・ 惣 菜

★★★

狛江市商工会の商店宅配事業

酒・米・ 食 品

さんら世田谷区
喜多見のスポー
ツクラブに通っ
ていた男性たち
が、 退 職 後 の 趣
上和泉地域センターのそば打ち教室
味としてそば打
ちを始めようと集まり、平成15年に15人で発足した。
「蕎麦打ちは男のロマン、飽く事なき探求心と迷いこ
そ青春の証」をモットーに、テレビ番組のビデオなど
を参考にして岩戸地域センターで技術を磨いた。数年
後からは仲間を広げるため、そば打ち教室を月2回開
催、参加者が入会するなどして、現在の会員は女性も
含め30人以上になった。依頼を受けて上和泉地域セン
ターなどで教室を開いたり、高齢者の施設などで実演
をするなど、
「手打ち蕎麦の郷̶狛江」をめざして活
動を続けている。
教室では、会員の指導を受けながらそばのこね方か
ら伸ばし方、切り方などを体験、ゆで方などの説明を
受けて試食する。定員は10人で、手ぬぐい、前掛け、
自分で打ったそばを持ち帰る容器を持参する。参加費
は材料費2,000円。
申 し 込 み・ 問 い 合 わ せ ☎080-1282-8166ま た は
sn.kambara@jcom.home.ne.jp神原さん。

も演目は同じで定員は各200
人。入場無料だが、事前に配
布する入場整理券が必要。
問い合わせ☎3488-4411
中央公民館。

品 目 出前 菓 子

第３０回ＫＡＰＡさよなら人形
午後２時と
劇合同公演が２
３日
前１０時３０分に中央
第41回狛江市民まつり
公民館で催される。
が11月12
主催する狛江アマチュア人形
小学校、狛江市役所、市民
劇連絡会（KAPA）は、昭和
グランド、一小通り、本
地区対抗45人リレー
63年に４団体で結成、同年か
町通りなどで催され、約
駒井町地区が3連覇
ら毎年公演を続け、一時5団体
74,000人でにぎわった。
に増えた。現在は「ポッポ」
「ぶ
地区対抗45人リレーが11
人気を呼んだのが、新潟
んぶん」
「スー
県長岡市川口地域とのふる
月3
に市民
プ 」の3団 体
さと友好都市締結30周年を
グランドで行わ
が加盟してい
記念して川口地域から参加
れ、 駒 井 町 地
るが、３０回を
した女みこしと津軽三味線
区が3連覇を果
機に区切りを
の堀沢ファミリー。35人の
たした。
3連覇を果たした駒井町地区
付けることにし
女性が威勢の良いかけ声を
市 内11の 地
たもので、各団体のメンバーた
あげて本町通りを練り歩く
区から子どもから高齢者まで
ちは「毎年定員いっぱいになる
川口の女みこしには、沿道
45人で編成したチームと市役
ので、今回は2日間に公演を増
の市民から大きな声援が送
所チームがオープン参加、健
やしました」
「最後なので精一杯
られていた。また、一小の
脚とチームワークを競い合っ
演じたいです」と話している。
蕎麦打ち教室
当日は「はなのあなのはな
し」
「ぞうのはなはなぜながい」
「元祖 蕎麦打ち迷人会」
午後2時から岩戸地域センター調理室でそば打ち教室
「ねずみのむことり」などを上
を開く。
演、2年前に退会した「バンビ」
同 会 は、 神 原
が総合司会を務める。両日と
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毎月 1 日・狛江市発行

biozu

3488-8624/3488-8624

月・火/10:30 〜 18:00
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。
★★★

★★★

