
わっこは毎月１日に新聞折込、駅、協力店などで配布しています
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社交ダンス
月4回 9：00～20：

30中央公民館。男女プロ
講師がていねいに指導
ダンスシューズ ダンス
経験のある男性 若干名
2,000円 2,000円 狛
江市ダンススポーツ愛好会
☎3489-6573荒井
リフレッシュ体操

9：00～11：15
市民総合体育館。ストレッ
チ、健康体操、音楽に合わ
せリフレッシュ 2,500
円 狛江リフレッシュ体操
同好会☎3489-9833本橋

硬式テニス
毎 10：00～12：00

元和泉市民テニスコー
ト。初心者、初級者、シ
ニア歓迎。体験可 硬
式テニスラケット、運
動靴 中高齢者 若干
名 2,000円 1,000
円 39テニスクラブ☎
3480-7518 danjou@
white.plala.or.jp檀上
親子サークル
月2～3回 たは
10：30～12：00多

摩川住宅内公園。公園遊
びや散歩をしながら交
流 飲み物、帽子、タオ
ル、着替え 歩ける未就
園児 200円、年間保険
料800円 事前 あひる

の会☎090-7206-0087 
ahirunokai2018@

gmail.com江川
無外流居合術
月3～4回（時間は不

定、メールで問合せ）中
央公民館。剣禅一如の世
界を体験。年齢性別不問、
未経験者歓迎 2,000円
1,000円 事前 参学
館無外流稽古会☎090-
3317-4866 kanji@
sangakukanmugairyu.
tokyo野々村
気功・太極拳
毎 9：30～12：00

中央公民館・あいとぴあセ
ンター。ゆったり動いて筋
肉貯金＆深い呼吸でリラッ
クス 水、タオル、運動し
やすい服装 5,000円 体
験1回1,000円 5,000円
事前 気功・太極拳狛江
クラブ☎3489-6236荒井
フォークダンス

、第2・ ：30
～11：30中央公民館。プ
ロの指導で世界のフォーク
ダンスを練習 1,500円
1,000円 Ｆ・Ｄフラミンゴ
☎・FAX3480-6606山本
健康マージャン
毎第1・3 第2・4

2：30～16：55中央
公民館または西河原公民
館。9卓でやっています。
見学可
初・中級者 5人 600円
（3カ月一括1,500円）
2,000円 受付3日 ら
健康マージャンこま・A
☎080-2260-6537二口
男の料理
毎 9：00～12：

00西河原公民館。講師と
料理実習。第3
で活動報告 エプロン、三
角巾、手ぬぐい 定年退職
後の人 若干名 1,000
円 食材費1回1,000円
狛江ダボハゼ友の会☎

3489-5654加藤
ストレッチ
毎 10：00～12：00

中央公民館。健康、美容
のための運動。親切、て
いねいな指導。見学自由
2,500円 1,000円
ハーモニー☎090-4423-
6944堀川
書道
毎 第2・4 13：30

～15：30中央公民館。基
本から楷行草書、かな、万
葉がな、色紙、短冊、ペン
習字 4,000円 部屋代

1,000円 1,000円 美
墨会☎3480-1920山口
フォークダンス

9：30～11：30
西河原公民館。講師と踊る
1,200円 さくら会☎
3489-3716高橋
コーラス
毎 第1・3 3：00

～14：30南部地域センタ
ー。無理のない発声で歌う。
ピアノ伴奏付き。入会随時
受付 筆記用具 1,000
円（別途楽譜代・場所代月
300円） ピオーネの会
☎・FAX3430-6968大塚
茶道
中央公民館ほか。狛

江市民まつりや公民館のつ
どいで呈茶を行います
狛江市茶道連盟☎3488-
7142岡見
囲碁
毎 ・ ・ 、祝日

13：00～17：00野川地
域センター。年間を通し
種々催しあり 初級者～高
段者 1,000円 1,000
円 神代囲碁クラブ☎
080-5527-6952松田
お話し合いの会
毎 第1・ 4：00

～16：00あいとぴあセン
ター。心を開いてなんでも
話し合える場作りを目指し
ています “ほっと”
サロン☎5761-5556こま
えくぼ1234取次
英会話
毎 9：00～12：00

野川地域センター。全く
初めての人を対象とし
たクラス 英語辞書、筆
記用具 初級者 4人
4,500円 事前 M&J英
会話初級☎090-7272-
9786FAX3488-0167宇
賀神
歌唱
毎 第2・4 13：30

～15：30野川地域セン
ター。唱歌など 10人
1,000円（別途部屋代、
コピー代500円） 事前
ガス燈☎090-7272-

9786FAX3488-0167う
がじん
ミニバスケットボール

16：15～18：
30、毎 9：00～13：50・
13：50～18：30市民総
合体育館ほか。見学、体
験歓迎 運動ができる服
装、体育館履き 小学生
2,500円 2,000円

ビーンズミニバスケット
ボールクラブ post@
beansbasket.sakura.
ne.jp池田
バレエ

14：00～
15：00（バレエストレッ
チ）、幼児15：15～16：
15・小学生16：30～17：
30（クラシックバレエ）
上和泉地域センター。年齢
問わず初心者歓迎。体験、
見学可 3,500円（幼児・

小学生） おとな1回500
円 事前 KOMAEバレ
エグループ☎080-3400-
1611岩井
やさしいストレッチ
毎 10：00～12：00

西河原公民館。無理な
く、免疫力を高める 動
きやすい服装、バスタオ
ル、飲み物 1回500円
ぶどうかい☎・FAX6303-
2237 raku_stretch@
yahoo.co.jp飯島

狛江フェスティバル
28日・29日に開催
狛江の夏を楽しもうと「狛
江フェスティバル2018」が
28 、29日 11
時～午後8時に催される。
泉龍寺では「こまえ夏ま
つり」が催され、音楽やダ
ンスのステージ、市内の飲
食店などによる縁日や模擬
店、ワークショップなど親子
で楽しめる催しがある。
泉の森会館前の通りでは
朝市、ストリートダンス、飲
食物の販売などを行うほか、
29日午後7時頃に阿波踊り
隊が同会場から泉龍寺へ出
発、境内で阿波踊りを行う。
29日午後４時～６時には
狛江駅北口噴水ステージで
駅前ライブが催される。
問い合わせ☎3480-
9367木村メガネ。

狛江舞台のファンタジー
29日にミュージカル公演
ミュージカルCoCo～（田
部谷道子代表）が29
午後1時と4時30分の2回、
エコルマホールでオリジナル
ミュージカル「リメンバー・
ミー」を上演する。
10回目の公演を記念し

て、同会を育んだ狛江の街
への感謝を表すため、狛江
の昔話や旧跡を織り込んだ
田部谷代表の原案を基にし
たファンタジーを創作。小
学生から60代まで21人が

1時間40分、歌
と踊りで熱演す
る。入場料は
1,000円で前売
り券をエコルマホール事務
所、泉の森会館で販売。
問 い 合 わ せ ☎090-
6518-5048三浦さん。
狛江駅前で清掃活動
狛江市商工会青年部
狛江市商工会青年部（金
田清孝部長）が6月14
午前8時から狛江駅周辺の
清掃活動を行った。
商工会青年部の全国統一

事業「
謝運動」として、
地域や青年部
員同士の絆を
テーマに商店主
など15人が参
加、北口と南
口のロータリー

を中心にタバコの吸い殻や
空き缶などを収集した。
昨年に次いで2回目で、
青年部に加入する会員が増
えているため、狛江の活性
化に積極的に取り組むきっ
かけにしたいと話していた。
夏休みの食料支援を
フードバンクが呼びかけ
夏休み期間中のひとり親
家庭を支援するため、NPO
法人フードバンク狛江が食
品の寄贈を呼びかけている。
受付場所はこまえくぼ

１２３４、こまえ正吉苑、こま
え苑、狛江市社会福祉協議
会など6カ所。受け付ける
食品は賞味期限1カ月以上
の常温保存食品や米、缶詰、
レトルト食品、飲料など。
問い合わせ☎・FAX5497-
0272 ・ 10時～
午後5時）フードバンク狛江。
難聴テーマにセミナー
慈恵第三病院が7日に
第84回東京慈恵会医科大
学附属第三病院公開健康セ
ミナーが7日 2時～3
時30分に同病院近接看護学
科1階大講堂で催される。
  「聴活で人生を楽しく～難
聴は認知症の最大の危険因
子～」をテーマに同病院耳
鼻咽喉科の小森学診療部長
が講演する。
定員180人（先着）で
参加無料。問い合わせ☎

3480-1151慈恵医大第三
病院管理課。
狛江特産えだまめ祭り
2日・3日に市民ひろばで
えだまめ祭りが2 ・3
日 9時から市役所市
民ひろばで催される。
狛江市都市農政推進協議
会が主催、市内産の枝豆、
えだまめアイスの販売、ジャ
ガイモとタマネギの詰め放
題販売などを行う。販売は
なくなり次第終了。
問い 合 わせ☎3488-
3435JAマインズ狛江支店。

ゴミを集める狛江市商工会
の青年部の部員たち

ミュージカルの練習 昨年のえだまめ祭り

6団体に市民公益活動事業補助金を交付

平成30年度狛江市市民公益活動事業補助金選考会
が5月27日 防災センターで催された。
募集にはスタート補助金に2団体、チャレンジ補助金
に4団体が応募、選考の結果、すべての団体に補助金
の交付が決まった。
公開プレゼンテーションには、チャレンジ補助金に応
募した4団体が参加、7人の選考委員を前に事業の内容
などを7分間にわたって説明するとともに、選考委員の
質問に答えた。その後、事業の内容について公益性や
独自性などについて検討し、補助金の額を決めた。
補助金を交付される団体は、スタート補助金がこまえ
学習サポートプロジェクト、子育ての輪、チャレンジ補
助金が狛江市将棋愛好会、狛江視覚障害者の会、ハン
ズ・プレイス、狛江市邦楽連盟。

8月5日に狛江市民将棋普及振興大会を開催
狛江市将棋愛好会（深井秀造代表）が8月5日 前
9時30分～午後5時に中央公民館で狛江市民将棋普及

振興大会を開催する。
同会は平成26年に
発足し、毎週日曜日午
後1時から5時に中央
公民館で定期対局会を
開いている。最近の将
棋ブームの影響もあっ

て入会する人が増えた。現在の会員は96人で、このう
ち小学生が38人を占めており、女の子もめだつという。
平成30年度市民公益活動事業補助金のチャレンジ補
助金を受け、対局時計や木製の将棋盤、手書き駒を用
意して、より本格的な将棋を楽しめるようにするほか、
優勝カップや日本将棋連盟の会長名入りの賞状なども
用意、将棋がより好きになるきっかけにしたいという。
大会は、原則として棋力に応じてA～Cの3クラスに
分け、トーナメント方式で対局する予定で、敗者復活戦
もある。また、有段者が指導対局するほか、初心者詰
め将棋コーナーも設ける。参加費はおとな1,000円、
小学生・女性500円。申し込みは事前に同会へ。
問い合わせ・参加申し込み☎080-5889-2552同
会事務局　深井さん。

昨年の狛江市民将棋大会

Start &
Challenge

「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（☎3430－1111 FAX3430－6870）で受け付
けています。9月号の原稿の締め切りは7月31 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


