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新成人800人に増加
決意を新たに成人式

狛江市の成人式が「成人
の日」の1月8日 エコ
ルマホールで催され、参加
した新成人たちは社会人と
しての第一歩を踏み出す決
意を新たにしていた。
同市の新成人は昨年より
約70人多い800人で、式
典には、現在、市外に住む
参加希望者を含め435人が
参列した。
公募した新成人10人が実
行委員（田崎悠委員長）と
して昨年9月から企画立案
などの準備を進め、司会な
ど式典の運営も担当した。
第1部は、高橋都彦市長
が「成人おめでとうござい
ます。これからの皆さんに
は前途洋々たる道が開け、
無限の可能性があります。
一度きりの人生です。1日
1日を大切に過ごしてくだ
さい。(狛江は)『日本一安
心で安全なまち』、『障がい
のある人もない人も地域で
自立して生活していける社
会づくり』を目標にしてい

ます。市内の多くの
イベントに足を運ん
で街への認識や愛着
を深めてください」
と祝辞を述べた。
これに対し、新成
人代表の石賀万葵さ
んと川上優太朗さん
が「スポーツの世界
では素質のある選手

でさえ、努力を怠りません。
新成人の私たちも、目標は
違いますが『自分をより成
長させよう』『社会で活躍で
きるように』と日々努力を
重ねています。おとなとし
ての自覚と大きな夢を持っ
て、あらゆる分野で活躍し
ていくことを誓います」と
誓いの言葉を述べた。
第2部では、小・中学校
の行事の写真や恩師からの
ビデオレター上映、遊園地
のペアチケットなどが当た
る抽選会に加え、「新成人
の主張」が行われ、新成人
がステージに上がって次々
と発言。両親への感謝の言
葉のほか、秘密の告白も飛
び出し、会場は笑いに包ま
れていた。

狛江市と巨人軍が協定
スポーツの普及と振興

狛江市と読売巨人軍がス
ポーツの普及と振興を目的
とした相互協定を締結。1
月14日 多摩川緑地公
園グランドで高橋都彦市長
と石崎悦郎株式会社読売巨
人軍取締役事業本部長が協

定書を取り交わした。
市と巨人軍は平成27年
の市制施行45周年事業と
して「狛江市民デーinジャ
イアンツ球場」を開催した
のをきっかけに交流イベン
トや野球教室などを催し
ており、今後さらにスポー
ツの普及・振興や青少年
の健全育成に協力し合っ
て取り組んでいくため協定
を結んだもの。巨人軍が自
治体と協定を結ぶのは文京
区、大田区、稲城市、町田
市に次いで５例目。
この日は市内の野球チー
ムの子ども約80人を対象に
ジャイアンツアカデミーコー
チによる野球教室が催され、
コーチ8人がボールの投げ
方やバッティングなどを基本
からていねいに指導、子ど
もたちはプロの本格的な技
術を身につけようと真剣な
表情で取り組んでいた。

どんど焼や郷土カルタ
初春の行事を楽しむ

「こまえ初春まつり」が１
月14日 多摩川緑地公園
グランドでどんど焼、狛江
市消防団出初式、狛江多摩
川ロードレース大会、むいか
ら民家園で狛江郷土カルタ
大会が催され、訪れた人た
ちは新年を飾る行事を楽しん
でいた。
狛江市ボーイスカウト連絡
協議会が催したどんど焼は、
竹やワラなどで作った高さ
約１０㍍の小屋が燃え上がる
と、周囲の人たちから喚声
が上がっていた。
狛江市消防団の出初式で
は市内６つの消防団が行進

や消防演技を行ったほか、カ
ラフルな一斉放水が青空に
弧を描き、市民を楽しませた。
48回を数える狛江多摩川

ロードレース大会には小学生
から高齢者まで518人が参
加、多摩川の堤防上で健脚
を競った。
むいから民家園では、狛
江郷土カルタを使った大会が
催され、参加した子どもたち
は楽しそうにカルタ取りに興
じていた。
この大会は郷土カルタの
普及を目的に狛江市教育委
員会が初めて催したもので、
参加者の中には、クリスマ
スプレゼントで郷土カルタを
買ってもらい、練習してきた
子もおり、主催者を喜ばせ
ていた。

親子でジャガイモ栽培
ＪＡマインズが参加募集

JAマインズが農業体験
「親子でアグリ」の参加者
を募集している。
都市農業への理解など、
食農教育を目的として猪
方3丁目の畑でJAの職員
と一緒にジャガイモなど
を栽培して収穫するもの
で、日程は3月24日
月21日 6月16
3回。対象は狛江市内の幼
児・児童と保護者で、定
員10組（応募多数の場
合は抽選）、参加費は1
人110円（傷害保険代）。
申し込みは2月28日
までに☎3488-3435か
FAX3488-2830でJAマ
インズ狛江支店へ。

高橋市長（左）に誓いの言葉を
手渡す新成人代表 どんど焼き

狛江郷土カルタ大会

プロハンズ　アイヅ
ヤ（会津屋建興株式会
社、和泉本町3-32-9）

は、建築関連の職人が使う道具や資材
の販売に加え、エクステリアの設置工
事を行っている。
創業者の五十嵐忠四郎さん（昭和6年
～平成21年)は、福島県会津地方の出
身で、短期大学進学のため18歳で上京
した。東急世田谷線上町駅近くの姉の
嫁ぎ先に下宿、その家が経営していたコ
ンクリート関係の会社に就職、万年塀の
製造をしていた。その頃、近くの商店に
生まれた博子さん(81)と知り合い、昭和
33年に結婚した。37年に現在の場所に
工場兼自宅を建てて移住、万年塀の製

造・販売に加え設置工事も手が
けた。当時、店の周辺に家や商
店はほとんどなかったが、宅地
化が進むにつれ事業は順調に伸
び、一時は10人ほどの職人を
雇うまでになった。その後、敷
地を買収して拡張、45年に株
式会社にし、副業として松原通
りに面した場所に店舗を構えて
建築金物と大工道具の販売を始
め、博子さんが4人の子を育て

ながら店を担当した。また、忠四郎さん
は近隣の商店主と「御台橋商栄会」を
結成した。
近くに同様の店がなく繁盛したが、
一般の人も買いにきたため、52年にプ
ロ向けとは別棟に、日曜大工用品や家
庭雑貨などを販売する「狛江日曜大工
センター」を設けた。
忠四郎さんの長男で現社長の太一さ
ん（58)は、大学卒業後は人材育成会
社に就職したが、59年に父親が病で倒
れたため退職、家業を継ぐことになった。
しかし、急な話で準備の時間がなく、特
にプロ用の道具は用途や使い方がわか
らないものが多く、苦労したという。商
品知識を仕入れるため、カタログや説明

書を丹念に読み、自分で使っ
て特徴を覚えた。手先が器用
で、子どもの頃はプラモデル

作りや部屋の模様替えが好きだった太一
さんは、道具の使用法を覚えるのは苦手
ではなかったものの、大工、水道、内装
工事などそれぞれ道具が違い、種類が
非常に多いため顧客に説明できるように
なるまで約3年かかったという。
平成3年に松原通りの拡張にともない
日曜大工センターをやめて「プロハンズ
アイヅヤ」として再出発することにし、
自宅兼店舗をビルに建て替え、1階の店
舗は天井を高くし、重い荷物を2階の倉
庫に上げるためのチェーンブロック式の
リフトも設置した。店内には、建築用の
金物や資材、工具、塗料、補修材など
約5,000点がコーナーごとに棚に並べら
れている。太一さんは職人さんとの情報
交換にも熱心で、プロだけでなく、日曜
大工が趣味の人にもアドバイスするほか、
道具のメンテナンスやアフターケアにもて
いねいに対応して喜ばれている。太一さ
んは「顧客との交流を大切にして、専門
的な知識の蓄積に努め、お客様にフィー
ドバックすることで信頼を築き上げたこと
が長続きのひけつです」と話している。
プロハンズ　アイヅヤ☎3489-
1621営業時間＝午前7時～午後7時。
日曜休み

プロ向けの道具や資材約5,000種を販売

万年塀の製造・販売で昭和37年に創業／建築金物の販売で成長
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狛江ショッピングセン
ター商店会が18日まで
ワンコイン酒場まつり
狛江ショッピングセンター
商店会が1日 ら18日
まで「ワンコイン酒場まつり」
を開催する。
「新・元気を出せ！商店街
事業費補助金事業」として

実施するもので、同商店会
に加盟する飲食店、スナッ
クなど13店がつまみとドリ
ンクのワンコインメニューを
500円（税込）で提供。同
時にカラオケ券と引き換えら
れるスタンプラリーも行う。
また、全加盟店でボック
スティッシュと緑茶ティーバ
ッグをプレゼントする。
問い合わせは☎3489-
0432東京堂。

商 店 街

絵画と雑貨展～24日
11：30～15：00カレー
ショップ・メイ主坂本
☎3480-3468カ レ ー
ショップ・メイ

ニットサークル作品展1日 15
9：00（初日10：00）～ 21：30（最
終日15：00）中央公民館。セーター、
カーディガン、ベストなど約8点主ニッ
トサークル ☎3480-9451阿部
金曜ソーイング作品展1日 15
9：00（初日12：00）～21：30（最終日
11：00）中央公民館。洋服、小物主
金曜ソーイング ☎3488-5730長澤
ジャムセッション（ジャズ）1日 19：
30add9th ☎3480-4996add9th
ライブ「アルゼンチンタンゴダンス」
3日 3：30狛江オルテンシア主狛江
オルテンシア ☎050-6872-9967狛
江オルテンシア
トークショー “森口豁が見た沖縄の若
者” ＆映画「若きオキナワたちの軌跡」
と「激突死」3日 18：00M.A.P主 喜
多見と狛江の小さな映画祭＋α ☎
3489-2246宇夫方

ライブ 20：00add9th add9th
ライブ「バレンタインタンゴ」4日
12：30狛江オルテンシア主狛江オルテ
ンシア 狛江オルテンシア
ジャムセッション（ジャズ）8日 19：
30add9th add9th
ライブ add9th
お昼のジャム・セッション（ジャズ）10
14：00add9th add9th

ふらっとエコルマ、オープンハウスvol.8 遊
べる、学べる “能図鑑” 11 10：00
～17：00エコルマホール ☎3430 
-4106（一財）狛江市文化振興事業団
ジャムセッション（ジャズ）15 19：
30add9th add9th
mano in mano作品展16 ～ 28日
：00（初日12：00）～21：30（最

終日12：00）中央公民館。パッチワー
クキルトなど主mano in mano ☎
3480-6677宮本
モノクロームの世界16 ～ 28日
9：00（初日12：00）～ 21：30（最
終日12：00）中央公民館。モノクロ写
真四つ切り9点主狛江フォト鮎の会
☎042-488-9575内村

ライブ「アルゼンチンタンゴ」16
18：00狛江オルテンシア主狛江オルテ
ンシア 狛江オルテンシア
ライブ add9th
ライブ 19：30add9th add9th
ぽえむの放課後ライブ「the Seekers」

：00ぽえむ狛江南口店主ぽえ
む狛江南口店 ☎5761-5569森元
第7回チャリティーコンサート「懐かし
のタンゴコンサート」18 15：00泉
の森会館。ジェラシー、リベルタンゴ、ラ・
クンパルシータ、津軽海峡など主泉の森
友の会 ☎5497-5444泉の森会館
ライブ 20：00add9th add9th
ジャムセッション（ジャズ）22 19：
30add9th add9th
ライブ add9th
ライブ 20：00add9th add9th
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 ☎
090-9808-2810大熊
＊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【係から】
「催事記」は3月号で終了します。

2月の
催事記


