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8月・9月の展示
市役所2階ショーケー

ス。文化協議会会員の作品
展示。8月は陶芸（陶芸野
歩）、9月は手工芸（ひま
わり） 狛江市文化協
議会☎3489-6064絹山
ミニ写真展・夏を撮る
1日 ～15日 9：

00（初日12:00）～21：
30（最終日16:00）中央
公民館。有志による半切
りカラー作品9点展示
いずみフォトサロン☎
3488-2092遠藤
親子ビクス
1～2歳半の子どもと

ママ＝3日 首すわり
～1歳半の子どもとママ＝
31 10：15～11：15
中央公民館。子どもと一
緒に曲にあわせた触れあ
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 1回1,000円
先着順。締切各開催日

前日 親子ビクスサーク
ル oyakobikusu.k@
gmail.com加藤

始める人のヨーガ体験
教室

5日 ・19日 9：10～12：
00、7 ・21日 28
9：10～10：40喜多

見地区会館。ヨーガと実
習について学ぶ。5日 ・
19日 は哲学講座あり
（参加費別途） 先着10人
（連続受講者優先） 1回
1,000円 事前。締切各
開催日前日 ヨーガ学びの
森 ☎・FAX5761-5442早
野
キャンプに行こう
11日 9：00狛江駅

噴水前集合～14 19：
00解散。鹿嶺高原キャン
プ場（長野県伊那市）。自
然の中で自分たちの力で
生活し、いろんな発見を
しよう 小学3年生～中学
3年生 20人 18,000円
締切9日 おにぎり少
年 団 ☎080-8734-6788 
onigiri.snd@gmail.

com杉
こまえ平和フェスタ
2018

12日 13：00（開場12：
00）～16：00エコルマ
ホール。平和な未来を子
どもたちへと願い、歌踊・
話・展示等を発信○展示

＝20 27 9:00
～21：30西河原公民館
722人 協賛金100円以
上 こまえ平和フェスタ
実行委員会☎・FAX3480-
7477 mail@komae-
heiwa-fes.clean.to西尾
子育て学習会＆フリー
トーク

18日 14：00～16：30
西河原公民館。教育相談
活動をしている広木さん
と話し合う 子育て中の
保護者、地域子育てに興
味のある人 先着36人
ごはん＋居場所 おか

え り ☎090-1208-3823 
okaeri2017@gmail.

com宮川
ジュニアスポーツ吹矢
体験会

25日 10：00～12：00
こまえくぼ1234。スポー
ツ吹き矢を通して楽しく青

少年の健全育成をする 小
学3年生～6年生 先着20
人 500円 締切17
狛江・桜いきいき支部

☎5761-5556こまえくぼ
1234取次
菖扇の書・他
25日 ～30日 1：

00～16：00泉の森会館。
仮名の流れるような優雅
さと、凛としたいにしえ
を思わせる書 IMF☎
5497-5444（泉の森会館
取り次ぎ）平岡
グループホーム「朋」
説明会と家族相談会

28 カレーショップ・
メイ○相談会＝10：00～
12：00○説明会＝13：
30～15：00。長門武さ
ん（施設長）が語る 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
はじめての遺言相談
29日 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20日

遺言書を考える会☎
090-6480-3930北條
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ゴルフ
年6回近くのゴルフ

場。女性の会 ゴルフ
用具 年齢制限なし
6人 5,000円 各 回
2,000円 事前 狛江レ
ディース会☎090-9311-
4195 uemuranobuko 
16416@softbank.ne.jp
上村
タッチラグビー
毎 9：30～11：30

市内グラウンドほか。ボ
ールを使った鬼ごっこの
ようなスポーツ 運動し
やすい服装、飲み物 高
校生以上（小・中学生
は相談） 8,000円
狛江タッチラグビークラ
ブ komaetouch.adm 
+wakko@gmail.com林
小学生バレーボール
毎 ・毎 7：00～

19：30、毎 ・ 時間不
定（遠征、試合あり）緑
野小学校。見学・体験歓
迎 体育館履き、飲み物、
タオル 小学1～4年生の
女子 3,000円 事前
狛江セブン☎080-5376-
8471山本
老後のパートナーに
iPad

毎 第1・3 10：00～12：
00パソコンクラブs e ta 
koma（和泉多摩川商
店街）。毎日を豊かに。
LINEも可 あればiPad
2,000円 iPad愛 好 会
in狛 江 ☎3489-2305 
terubo122@gmail.

com大久保
卓球

9：00～11：15
上和泉地域センター。生
涯スポーツとしての卓球
を練習 2,000円 野
川クラブ☎・FAX3489-
8067 sun.yoko-430@

docomo.ne.jp大友
川柳
毎 第3 9：30～

12：00中央公民館。川柳
作家・高鶴礼子さんの指
導 鉛筆2B、消しゴム
1,000円 3,000円 事
前 川柳 狛の会☎3489-
1287田中
リラクゼーションバレエ

19：15～21：30
中央公民館。クラシックバ
レエを基礎とした美容健康
体操。見学自由 3,200
円 Yu’ sエッセンシャル
バレエ☎3489-2251原田
一緒に外遊びしませんか

9：
30～13：30和泉多摩川
河川敷。自然の中で子ど
もたちはのびのび育つ。
仲間作り 着替え、飲み
物、昼食（任意） 未就
学児親子 500円～ 事
前 あおぞら自主保育 狛
江おひさまの会 komae.
ohisama@gmail.com山
内
カラオケ

14：00～16：
00ノタリーノホール（狛
江駅北口）。思い出の歌、
歌ってみたい歌、演歌歌
謡まで、指導あり、見学
可、初心者歓迎 20人
1,000円 500円

事前 狛江歌おう会☎・
FAX3489-5246杉浦
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電話による一人暮らし
高齢者等の安否確認

また
13：30～16：

00 一人暮らし高齢者、
高齢者夫婦 ②電話によ
る高齢者の安否確認＆傾
聴ボランティア＝月2回程

13:30
～16:00、
10:30～12:00。電話で、
一人暮らし高齢者の安否
と悩み事を傾聴 70歳前
後まで 若干名 600円
狛江電話訪問はとの会

☎5761-5556こまえくぼ
1234取次
●10月号の締め切りは8
月31

日本の民謡・舞踊を子どもに手ほどき
狛江市邦楽連盟（嶋田昭悦会長）が９月17
エコルマホールで催す「第43回邦楽の集い」で、特
別企画として「児童民謡舞踊発表会」を上演、５歳か

ら小学５年生
の子ども8人が
民謡や舞踊を
披露する。
同連盟では、
若い世代の伝

統芸能への関心を高めようと、平成28年から狛江市
市民公益活動事業補助金を受けて子どもたちに民謡を
教える事業を行っている。今年度は前年度に続き、民
謡と舞踊の両方に挑戦、民謡は邦楽連盟民謡部が「シャ
ンシャン馬道中唄」「津軽甚句」「斎太郎節」「ソーラン
節」などを、舞踊は日本民踊舞踊教授の西牧千重子さ
んらが「相馬盆唄」「十日町小唄」などを指導、発表会
に向けて6月から練習に励んでいる。参加している子
は「声が出るようになって、音楽の授業でも歌が上手
だとほめられた」「舞踊は慣れないので難しいけど、楽
しいです」と話している。
発表会では、出演する子が好きな歌を独唱し、全員
で「相馬盆唄」などを踊る。また、市民まつりや「い
べんと西河原」での発表も予定している。
子どもの参加者も募集中で、参加費は無料。8月
の練習は25 26 前9時～
11時に中央公民館で。
問い合わせ☎3489-5572奥谷さん。

Start &
Challenge

民謡の指導を受ける子どもたち

カラオケ21 20周年記念発表会
カラオケ21（小川俊一会長)が、26 10
時～午後８時にエコルマホールで20周年記念発表
会を開く。
当日は３部構成で、会員22人が「時代の唄・心

の歌」をテー
マに１人ずつ
歌を披露する
ほか、交流し
ているカラオ
ケ団体の会員
約120人が出
演、歌に加え

南京玉すだれ、新舞踊、フラダンスなどを披露。同
会と交流している演歌歌手つかさかず樹さんによる
デビュー 15周年記念ステージがある。入場は自由
で参加無料。
同会は平成10年に発足、70代を中心とした会員が、
西河原公民館などの音楽室に週1回集まって楽しんで
いる。発足以来、毎年「公民館のつどい」に参加す
るほか発表会を開いており、23年から谷戸橋地区セ
ンター運営協議会と共催で「かわせみ杯カラオケ大
会」も開催。28年から「大舞台でスターの気持ちを
味わおう」とエコルマホールで発表会を催している。
また、26年から道路清掃を行うアドプト活動を行っ
ており、28年度に市から特別表彰を受けた。
問い合わせ☎・FAX3488-2608小川さん。

昨年の発表会

「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（☎03－3430－1111）で受け付けて
います。10月号の原稿の締め切りは8月3 です。
●記事中の記号● 対象 定員 入会金 月会費 
年会費 参加費 無料 持ち物 申し込み 問い合
わせ先 ホームページ Eメール 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 健
康 スポーツ 音楽 芸能 文芸 教養 交
流・地域 お知らせ
●お願い●原稿は地域活性課や市公式ホームページにあ
る所定の用紙を使用し、文字を崩さず、はっきりとお書き
ください。掲載にあたっては編集部で原稿を修正したり、
短縮する場合があります。予めご了承ください。

イベント・サークル情報満載！
狛江市生涯学習サイト

こまなび電子版 検索http://komae.manabi365.net
こまなび電子版こまなび電子版

いずみ会納涼盆踊り大会
4日 雨決行)

午後7時～9時 市役所前
市民ひろば 狛江音頭、東
京音頭、炭坑節などを踊る。
午後8時から子どもに菓子を
300個配布。焼きそば、ビー
ル、ジュースなどの模擬店あ
り ☎090-3213-4649白
井さん
岩戸親睦会盆踊り大会
９日 0日 予備日

11 ）午後7時30分～9
時15分 慶岸寺檀信徒駐
車場（元慶岸寺幼稚園園
庭） 狛江音頭、東京音頭、
炭坑節、相馬盆唄、火の国
太鼓などを踊る。会場に高
齢者や体の不自由な人のた
めの席を開設。10日は子
どもに花火を配る。同会が
生ビールを販売 ☎3489-
9658岩戸親睦会　三角さ
ん
小足立納涼盆踊り大会
10日 1日 予備

日12日 午
後7時～９時30
分 小足立八
幡神社 盆踊
り、子ども盆踊りコンテス
ト、模擬店、午後5時～6
時に子ども向けイベントな
ど。模擬店の売上金の一部
を東日本大震災の被災地復
興義援金にあてる ☎090-
2208-1288冨永さん

狛江団地祭
24 ・25日
7時 ～9時・26日
10時 ～12時 藤 塚 第 三
児童公園(狛江団地中央公
園) 24・25日山梨県小菅
村の特産物出店、盆踊りと
出店、26日は子供みこし・
だし（午前9時30分集合）、
スイカ割り、輪投げ、人形
すくい 狛江団地自治会☎
3488-0933

記事の見方
開催日・期間 会場 内

容 主催・問い合わせ

盆踊り盆踊り


