9 月の

狛江野菜

小町寛行さん
47歳(中和泉)

会社に勤めていた

が、23年前に退職

小川憲一郎さん

して就農、青壮年部

37歳(猪方)

カリフラワーなど年

世界各地で食用にされ、日本で

している。ＪＡマイン

出荷。市内の保育園

数園と契約しサツマ

ズショップで販売す

う多くの品種が作出された。

している。新しい野菜の栽培にも力を入 チミツを搾って直売している。また、市内

市内のほとんどの農家が栽培して

れぞれ約50日間にわたり畑の横で直売も 7年前から西洋ミツバチの飼育を始め、ハ

れており、バターナッツ、八丈オクラ、四 の酒店の地ビール醸造に協力、昨年からホ
角豆、ハバネロなどを栽培し、市内のレ ップの栽培を行っている。せん定した庭木

も多い。

ストランに提供している。できるだけ

っており、持った時に重みがあるも

でも時期をずらして作付けするなど、

皮の色艶が良く、ヘタのトゲが張

のを選ぶと良い。

端境期を作らないために、同じ野菜

のチップや、ビールの絞りかすなどを

こまえを 利用して堆肥作りに取り組むなど、循

耕す

魯園菜館
狛江市役所

環型で環境にやさしい農業を心がけ

ている。
計画的な栽培を心がけている。
ＪＡマインズ狛江地区青壮年部部員の横顔

伊豆美神社

狛江市郷土芸能祭ばやし連合会（富永豊会長)を構成す
る市内5つの保存会が、郷土の貴重な文化財である祭ば
やしの後継者を募集している。
市内には伊豆美神社に多摩川ばやし、岩戸八幡神社に
岩戸はやし、小足
立八幡神社に小
足立ばやし、白幡
菅原神社に猪方
ばやし、日枝神社
に駒井はやしが
あり、それぞれ保
存会によって受
小足立ばやしの練習
け継がれ、秋祭り
などに披露され、地元の人たちに親しまれてきた。
祭ばやしは楽器を演奏する「はやし方」と、獅子頭を
かぶったり、狐、ひょっとこなどの面をつけて舞う「踊
り方」で構成される。はやしを演じるには最低10人が必
要で、地元の希望者や子どもたちに積極的に指導してい
るが、習得に時間がかかるため、どの保存会も後継者の
確保に苦労しているのが実情。
このため、連合会全体で後継者の育成に取り組むこと
にした。小足立ばやし保存会が窓口になり、応募を受け
付け、応募者の住所に応じて各保存会を紹介するという。
練習日や会費は保存会によって異なるが、通常は週1回、
平日夜に神社などで練習。会費は1家族1,000円程度で、
応募はだれでもできる。
問 い 合 わ せ ☎090-4454-3593富 永 さ ん、 ま た は
ijun0213@gmail.com中畑さん。
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フィンランドの合唱団が11日に交流コンサート
10年前から市内の特別支
フィンランドで開発された
ユニバーサルデザインの楽 援学級の児童にフィギャーノ
譜−フィギャーノートの普及 ートを使って音楽を指導して
に取り組んでいる一般社団 いる音楽療法家の松田さん
法人フィギャーノート普及会 は、フィギャーノートについ
Happy Muse（松田真奈 て知るため昨年フィンランド
美代表)が、フィギャーノート を訪れた際、障がい者のカ
発祥の地フィンランドのカー ルチャースクールがあるカー
リシルタ合唱団の来日記念 リシルタ協会を訪問し、施設
午 の人たちと交流を深めた。
交流コンサートを11
後2時から西野川４丁目のこ
初夏に同合唱団の訪日を
まえ正吉苑二番館で催す。
知った松田さんは、来年が

中原さん

音楽の架け橋
カーリシルタ合唱団

日本とフィンランドの外交関
係樹立100周年にあたるた
め、プレイベントとしてコン
サートを企画、フィンランド
大使館などの後援を得たほ
か、音楽の街−狛江 エコル
マ企画委員会などの協力で
準備にあたっている。

当日は、同合唱
団員6人の演奏や
市内在住の音楽家
などによる箏やピアノ演奏、
琉球舞踊などが行われる。
入場は予約制で先着約50
人、入場料1,000円。入場
券は泉の森会館などで扱っ
ている。
問い合わせ☎090-1859
-0070松田さん。

商 店 街

商店会加盟店で利用金額
100円ごとに補助券を進呈、
補助券10枚で1回くじ引き
10
ができる。16日
猪方駒井商店会が
時〜午後4時に元・都せん
秋１番大売り出し
べい横の駐車場で抽選を行
い、
特賞3,000円分（10本）
猪方駒井商店会が
15
に「秋１番大売り出 などの買い物券（30
ま
し」を実施する。ことしは、 で有効）が当たる。
より多くの顧客の希望にこ また、先着100人に箱ティッ
たえるため、実施期間を従 シュをプレゼントする。
来の1週間から2週間に延 問 い 合 わ せ は ☎3480長した。
8802五味食料品店。
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