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毎月1日に発行します 狛江市発行●狛江市民活動・生活情報誌●

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
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水あそび2日 日 ・
14日 16日 21日 ・
28日 10：15 ～ 11：
15和泉児童館 0～ 6歳の親子 水
着、タオル、日よけ用帽子、飲物
開催日の10：00～和泉児童館で受
付 和泉児童館☎3480-1441
古民家園で遊ぼう2日
10：00～ 11：30むいから民家園。
赤ちゃんも参加できる遊具の遊び
やわらべうた、絵本の読み聞かせな
ど むいから民家園☎3489-8981
ボッチャ体験会12 9：00 ～
11：15上和泉地域センター 室内
用靴、タオル、飲物 先着50人
無料 ボッチャ、ともしび 上和泉
地域センター☎3489-9101
狛江水辺の楽校①シジミ川の路づ
くり清掃12 10：00 ～ 12：
00。アレチウリ駆除と淡水シジミ
観察②ヤンマ池の路づくり清掃19

10：00 ～ 12：00。アレチ
ウリ駆除とカメやカエル観察③カ
ワセミ水路の路づくり清掃26
10：00 ～ 12：00。アレチウリ駆
除とザリガニ観察。いずれもクルミ
村。雨天中止 軍手、タオル、水筒、
草刈りカマやノコギリなど 水辺の
楽校☎090-3525-8506竹本
平和祈念会15 14：00 ～ 14：

30和泉児童館。戦争に関する絵本
の読み聞かせ 和泉児童館
夏休み親子クッキング19 10：
00～ 13：00上和泉地域センター。
揚げないカレーパンとスープ、白あ
え、デザート エプロン、三角巾、
布巾、タオル 小学生と保護者 先
着8組 材料費1組500円 事前予
約 上和泉地域センター
夏休み子ども教室23 13：00岩
戸地域センター。お菓子作り（モザ
イクゼリー、チョコレートケーキ）。
講師：井出節子さん エプロン、三
角巾、持ち帰り用密閉容器 材料代
300円 締切 岩戸地域セン
ター☎3488-7040
狛江ってどんなところ？ 24
10：00～ 12：00むいから民家園。
10：00から30分ごとにスタート、
1回30分計4回。六郷用水や昔の狛
江について調べ物や質問に答える
飲物、筆記用具 小学3年生～中学
生 むいから民家園
夏休み子ども体験教室24 14：
00 ～ 16：00電力中央研究所。実
験「電気と光のしくみ」、工作「ト
ントンキツツキ」「光ファイバーイル
ミネーション」 小学生 30人
材料費500円 締切17 西河
原公民館☎3480-3201
水風船大会29 10：00 ～ 12：
00和泉児童館 着替え、フェイス
タオル、バスタオル、ゴーグル、飲物、
ビニール袋、濡れてもよい運動靴（サ
ンダルやクロックスは不可） 小学

生 先着30人（男女各15人） 申
込書に必要事項を記入し窓口へ提
出。13 11：00 ～ 28日
00 和泉児童館
プレパクラフトデー 29 13：
00 ～ 16：00狛江プレーパーク。
①ペーパークイニング あればトイ
レットペーパーの芯②石みがき 気
に入った石（プレーパークで拾った
もので可）材料がなくなり次第終了
狛江プレーパーク☎050-3707-
2435
＊イベント名、開催日・期間、開始時間、
会場、内容、 持ち物、 対象、 定員、
参加費、 申し込み、 主催、 問

い合わせ先（2回目以降電話番号省略）
の順

狛江第二中学校プール一般開放
10 19 9：30～17：
30 おむつを使わない幼児以上
（未就学児は20歳以上の付き添
い要） 2時間以内おとな市内
200円（延長1時間ごと100円）、
同市外400円（同200円）、高校
生以下100円（同50円） 社会
教育課社会教育係☎3430-1111

思い出つくろう
夏休みイベントガイド

平成30年度 狛江・多摩川花火
大会（狛江市観光協会主催、狛江・
多摩川花火大会実行委員会企画
運営）が8日 多摩川緑地公園
グランドで開催される。
3年ぶりとなる花火大会は午後６

時３０分にステージ・セレモニーが
開幕、川崎市のご当地アイドルグ
ループ「川崎純情小町」と、狛江
市のパフォーマンス集団「コマエン
ジェル」が出演、約１時間にわたり
にぎやかな舞台を披露する。
７時３０分からの花火大会は、約
５０分にわたってスターマインをは
じめ趣向を凝らしたさまざまな花火
約5,000発が夜空に大輪の花を咲
かせる。音楽に合わせて花火が上
がるハナビリュージョンも見どころ。
また、フィナーレでは多摩川の上に
渡した全長約２００㍍のナイアガラ
が狛江市と川崎市との友好の象徴
として川面を彩る。
問い合わせ☎3430-
1111狛江・多摩川花火大
会実行委員会事務局（地
域活性課）。

点火はコンピューター制御
花火の打ち上げを担当するのが、（株）
丸玉屋小勝煙火店（本社：府中市押立
町）。同社は元治元年（1864年）の
創業から150年以上の歴史を持つ打ち
上げ花火のしにせ。川崎市、調布市を
はじめ、隅田川花火大会、伊勢神宮奉
納全国花火大会、琉球海炎祭、お台場
レインボー花火など全国各地の花火大

会を手がけ、中国やヨーロッパ、アメリ
カなど海外からも多くの依頼が寄せられ
ているという。
狛江市の花火大会を担当するのが、
黒川裕司さん（53）。この道約35年で、
国内はもとより２０カ国以上で花火を打
ち上げたという実績を持つベテランの
花火師だ。
黒川さんによると、今回の狛江・多摩
川花火大会の準備は昨年秋から始まった。
最初に実行委員会などとの打ち合わせを
行い、打ち上げる花火の数や色、形など
を決めて企画を立案。それを元に茨城県
と山梨県にある工場で花火を生産する。

花火は割物とポカ
物に分けられる。割
物には代表的な菊、

牡丹をはじめ、色違いの花が二重、
三重に開く芯物、チョウやハートな
どの形に開く型物がある。ポカ物
は導火線を付けた玉を落下しなが
ら破裂させるなどいろいろな細工
を施してあり、その質は世界でトッ
プクラスと言われる。
現在の花火は打ち上げをコンピ

ューターでコントロールするため、
そのプログラムの入力作業を５月頃
から行った。手間と時間を要する
のが、花火と音楽のコラボレーショ
ン。音楽ときちんとシンクロさせる
ため、何度もチェックして調整を繰
り返すという。
花火大会は、前日に重機を使っ
て会場の凸凹をならし、不備がな
いか入念にチェック。当日は午前
８時頃に花火をはじめさまざまな
機材を搬入し、３５人ほどで打ち上
げのセッティング作業を行う。コ
ンピューターによる遠隔操作で点
火するため、花火の数だけケーブ

ルを結ぶ必要があるなど、打ち上げ前
の準備作業は大忙しだという。
黒川さんは「すごく忙しいのですが、
打ち上げの度に上がる歓声で疲れを忘れ
ます。狛江の大会は花火との距離が近
く、光も音も身
近に感じられるの
が魅力です。た
くさんの人に喜ん
でいただけるよう
精一杯取り組む
ので、良い思い
出を作ってくださ
い」と話している。

コマエンジェル
平成18年に「み
んなの狛江夏まつり」
でデビューした40代、
50代の主婦のパフォ
ーマンス集団。ダンスとも芝居ともミュージカルともつかぬ正

体不明のオリジナリティーに富んだパフォー
マンスが大反響を呼んでいる。
ひとこと　平和を象徴する夏の祭典、花火
大会！ 東京がスポーツで盛り上がる2020

年を2年後に控え、コマエンジェルは、「おかんピック」とい
う抱腹絶倒の新ネタをご用意しました！
美人ママチアリーダーで話題の「プラチナムチアリーダーズ」
さんとのコラボレーションナンバーやシンガーズの鳥肌ものの
歌。見ごたえたっぷりの20分間！
暑い夜に、暑苦しいコマエンジェルのパフォーマンスをどうぞ
お楽しみください！ 当日は一緒に花火を楽しみましょう♪

川崎純情小町
川崎市の地域活性化プロジ

ェクトとして平成23年に結成
された４人組のアイドルグルー
プ。かわさき産業親善大使を
はじめ、警察、消防など数多
くの大使やイメージキャラクターに就任。肩
書きの数は40個で、日本一肩書きの多い
アイドルを目指している。ファンを巻き込ん
だライブパフォーマンスや楽曲にも定評があ
り、年間300本以上のライブに出演。最近ではテレビやラジ
オ等のメディア出演も増え、活躍の幅を広げている。
ひとこと　狛江市の花火大会は隣町の川崎市民も楽しみにし
ている花火大会です。そんな日にお呼び頂けるなんてとても
光栄で本当にうれしいです。花火大会がさらに熱く盛り上が
るように、私たちは歌とダンスで盛り上げたいと思います！　
当日は一緒に花火を楽しみましょう♪

第2部

花 火 大 会
午後7時30分～8時20分

狛江・多摩川花火大会
８日夜に多摩川緑地公園グランド

３年前の花火大会

黒川さん

第１部

ステージ・セレモニー
午後6時30分～7時30分


