Monthly わっこ
●狛江市民活動
・生活情報誌●

毎月1日に発行します

Monthly Wacco

2018
平成 30 年

1

誌面に掲載した記事・写真等の無断複製・転
載等はお断りします。
お問い合わせ・ご意見は狛江市地域活性課へ

発

第 173 号
行 ●狛江市地域活性課
〒 201-8585 狛江市和泉本町 1-1-5
☎ 3430-1111 FAX3430-6870
Email=wacco@city.komae.lg.jp

編集・制作 ●特定非営利活動法人 k-press
〒201-0003 狛江市和泉本町1-35-3
ル・ミリオン・イイダ3 階 A号
☎ 3430-6617 FAX3430-6743

狛江市発行

狛江市生涯学習サイト

http://komae.manabi365.net

きんたの会
恵美子代表)は、市内の音楽イベントで

ティア活動を行っている。

狛江市華道連盟
狛江市華道連盟（太田里良会長）は、

者施設などのイベントで和服の着付けを

ボランティアで行っている。

同会は、市内の着物着付けサークル

市立古民家園（むいから民家園）が平 「華結の会」と「四季の会」の有志が、
成14年に開園した時から15年間にわた 変わり帯結びの研究など高い技術をみが

くことを目的に平

って毎週、会員

演奏、交流の輪を広げている。

話している。

能を見直すための太鼓サークルとして平

んたの会 玉田さん。

後、子どもやその親が入会、現在では

アンサンブル・コモド
「アンサンブル・コモド」
（坂本由美子

狛江ともしび音楽隊

交代で生け花を

などにも挑戦、市民まつりやいべんと西

河原など市内の音楽イベントに出演する ティア活動を目的として平成19年に結
成した。最初の団員は女性

続けている。

の向上につなが

79歳まで20人に増えた。ピアノ、ドラ

むいから民家園で花を生ける華道連盟の会員

るため、ボランテ ム、ギター、ベース、トロンボーン、ト

派を越えて交流しようと昭和52年に結成

された。現在は会員・準会員約20人が

際交流協

器の演奏者14人と、ボーカル6人によ

会のニュー

るレパートリーは250曲以上を数える。

パーティー

まな音楽イベントにも出演している。

華道の普及と技能の向上をめざして合同 イヤ ー ズ

で発表会を開催するほか、市役所2階の

ショーケースや、いべんと西河原、中央

高齢者施設にとどまらず、市内のさまざ

で外 国 人

演奏会では司会者が、演奏曲とその

公民館のつどい、狛江市民まつりなどに に 振り袖

曲の流行した当時の時代背景などを紹介

生け花を展示している。また、狛江市民 を 着 せ た

まつりで子どもに体験指導したり、成人 り、 狛 江
向けに民家園で年末に正月花の生け方

の講習会を行っている。

市三曲協

し、曲を理解しやすくしているのが特色
で、観客は昔を懐かしんで喜んでいる。

はかまの着付けをする小
袖の会のメンバー

会やアマチュア歌謡サークル狛江の公演

同連盟では「華道は長い歴史がある の舞台衣装など、さまざまなイベントで

日本独特の文化です。古民家に飾った

生け花を通して、日本文化のすばらしさ

着付けを行い、喜ばれている。

隊員たちは「聴いている人たちが一

緒に口ずさんだりして楽しんでもらえる

のがうれしいです」と話している。

問い合わせ☎090-1406-9966伊藤

会員たちは「多くの経験を積むことが さん。

を知ってもらいたいと思って続けていま 自分たちの勉強になる
す」と話している。

し、日本の伝統文化で

問い合わせ☎3489-6547太田さん。 ある着物に多くの人に親

小袖の会
着物着付けサークル「小袖の会」
（三島

ゆかり会長）は、国際交流協会や高齢

しんでもらうきっかけに
なれば」と話している。

問い合わせ☎3488-

3243三島さん。

参加者と歌を楽しむともしび音楽隊

1時30分から岩戸地域セ

幅広いジャンルのポピュラーな曲を披露

坂本さんは「外出が難しい高齢者に

生の音楽を届けたいと思って活動してい

や定年退職者などの男女3 りと落ち着いた気持ちになってもらえれ
人ずつの6人で、マンドリン、 ばうれしいです」と話している。

マンドラ、マンドセロ、ギタ
ーで編成している。

「狛江の日」音楽祭にも出演したきんたの会

内の小原流、草月流、池坊をはじめさま ィアとして着付けを引き受けるようになっ ランペット、サックス、クラリネット、フ

ざまな流派の師範免許を持つ人たちが流 た。現在8人の会員が中心になって、国 ルート、ヴァイオリンなど10数種の楽

21日

4人だったが、現在は主婦 ます。わたしたちの演奏を聴いてゆった

歌謡を中心とした歌と演奏で高齢者た
平成13年に慰問を目的に３人で結成

昨年に10周年を迎えたのを記念して

者や障がい者施設の慰問などのボラン する。入場は無料。

表)は、高齢者などの施設を訪問し昭和

多くの人に着物を

中心に演奏する。

小学生から60代まで約40人が太鼓だけ した音楽グループ。市内のマンドリンク った。当日はクラシックや映画音楽など

着せることが技術 されたが、現在では隊員が19歳から

飾る奉仕活動を

齢者に人気が高い童謡や歌謡曲などを

代表）はマンドリンとギターなどで編成 ンターで記念コンサートを催すことにな

でなく、南京玉すだれ、三線、エイサー ラブに所属していた坂本さんが、高齢

「狛江ともしび音楽隊」
（伊藤輝芳代

岩戸地域センターで演奏する
アンサンブル・コモド

問い合わせ☎080-5515-9716き 年10回ほど演奏活動を行っており、高

成21年 に発 足。 ちを喜ばせている。

有 志が2人ずつ

同連盟は、市

玉田さんは「いろいろなところから呼

設や障がい者のイベントなどに呼ばれて 表現力が鍛えられて感謝しています」と

たのがそのまま会の名称となった。その

協 働 のかたち

演や東日本大震災の被災地と交流するな

ばれて発表する機会をもらい、会員の

ので、略して「きんたの会」と呼んでい

市民文化

どの施設への慰問などさまざまなボラン

ほか、他の太鼓チームと一緒に海外公

演奏を披露するほか、市内の高齢者施

成6年に発足、金曜日に太鼓を練習する

市内では多くの文化団体が普段取り

2018 年 1 月１日発行

こまなび電子版 検索

和太鼓グループ「きんたの会」
（玉田 ど、幅広い活動を行っている。

同会は市内の教職員が日本の伝統芸

組んでいる趣味をいかして、高齢者な

こまなび 電子版

1月の

老人クラブの食事会や岩

7040岩戸地域センター。

アンサンブル・コモドの連絡先は☎

戸地域センターまつりなど、 3489-2102坂本さん。

木工展「ひな人形」4日 特別支援学級の児童・生徒の作品展示
27
11：30〜15： 主 狛江市教育委員会 ☎5497-5444泉
00カレーショップ・メ の森会館
☎3480- ライブ「アルゼンチンタンゴ」12
イ主 山木
3468カレーショップ・メイ
18：00狛江 オルテンシア主 狛江 オルテ
ライブ5日 20：00add 9th ☎3480 ンシア ☎050-6872-9967狛江 オルテ
-4996add9th
ンシア
駒陶クラブ作品展6日
15
9： ライブ
add9th
10:00・14:00西
00（初日12：00）〜 21：30（最終日 西河原映画会13
「はやぶさ/HAYABUSA」
（堤
13：00）中央公民館。干支を中心に 河原公民館。
約25点 主 駒陶クラブ ☎090-4547- 幸彦監督、2011年） 主 西河原公民館
8564杉浦
☎3480-3201同館
お昼のジャム・セッション（ジャズ）6 ぽえむの放課後ライブ「小田晃生」13
14：00add9th add9th
20：00ぽえむ狛江南口店 主 ぽえむ
新春初笑い・狛江寄席6日
4：30 狛江南口店 ☎5761-5569森元
19：00add
エコルマホール ☎3430-4106（一 三 遊 亭 楽 八 独 演 会13
財）狛江市文化振興事業団
9th add9th
狛江デッサン会作品展7日
15
〜 31日 9：00
ポンテ活動紹介17
9：00 〜 21：30（最終日16：00）中央 （ 初 日12：00） 〜 21：30（ 最 終 日
公民館。人物デッサンなど約20点 主 狛 12：00）中央公民館 主 指定介護事業所
江デッサン会 ☎3489-1425平山
ポンテ ☎3480-2794萩原
19： 水曜美術作品展17
〜 31日 9：00
ジャムセッション（ジャズ）11
30add9th add9th
（ 初 日12：00） 〜 21：30（ 最 終 日
第31回狛江市立小・中学校 特別支援 15：30）中央公民館。小作品約12点
学級連合展覧会12
〜 25日 10： 主 水曜美術 ☎3480-9746熊澤
〜
00〜18：00（最終日12：00）泉の森 干支を描いた年賀状の展示会17
9：00（ 初 日10：00） 〜 21：
会館。市内特別支援学級及び近隣の都立 24

催事記

コンサートの問い合わせは☎3488-

30（ 最 終 日11：00） 西 河 原 公 民 館。
会員の作品約10点 主 墨華会 ☎34301027篠原
19：
ジャムセッション（ジャズ）18
30add9th add9th
my storyライブ19
20：00add9th
add9th
add9thセ ッ シ ョ ン20
20：00
add9th add9th
キタコマ沖縄映画祭201821
・26
〜2月5
M.A.P主 喜多見と狛江
の小さな映画会祭＋α（キタコマ映画
祭）実行委員会 ☎3489-2279宇夫方
みんなのうたごえ広場
：00み
んなの広場 主 みんなの歌声広場 大熊
19：
ジャムセッション（ジャズ）25
30add9th add9th
〜30
狛江市立中学校美術作品展26
10：00〜19：00（最終日15：00）
泉の森会館。市内中学校の児童・生徒の
美術作品の展示主 狛江市中学校教育研究
会 泉の森会館
h add9th
ライブ
ライブ
h 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。

