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お飾り等を持参。燃やし
て公害となるものは不可
狛江市ボーイスカウト

連絡協議会☎・FAX3430-
6904 nnysg213@
yahoo.co.jp服部
「手打ち蕎麦の郷̶狛
江」蕎麦打ち教室

13日 ・27日 14：00
～16：00岩戸地域センタ
ー。手打ち蕎麦を指導
手ぬぐい、前掛け、タッ
パー（持ち帰り用） 子
どもから 先着10人 材
料費1回2,000円 事前
元祖 蕎麦打ち迷人会☎
080-1282-8166 sn.
kambara@jcom.home.
ne.jp神原
ベビーマッサージ
16日 10：00～11：

30西河原公民館。助産
師の指導でベビーマッ
サージを行う バスタオ
ル、タオル、防水シート
生後2カ月からの乳児と
母親 1,200円 事前
母と子と助産師の会☎・
FAX3488-2616（18:00
～21:00）長尾
親子ビクス
1歳～2歳半＝16日
、首すわり～1歳半＝
18 、はいはい～よち
よち歩き＝23日 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 子どもと母親 1回
1,000円 先着順。締切
開催前日 親子ビクスサー
クル oyakobikusu.k@
gmail.com加藤
スポーツ吹矢体験会
23日 14：00～16：

00中央公民館。健康増進
と仲間づくり。用具は無
料貸し出し。高齢者歓迎
成人 先着5人 500

円 7
狛江・桜いきいき支部
☎・FAX3326-9229
hh1019hidehiro@jcfc.
net半田
マンション管理無料相
談会

25 18：30～20：00
中央公民館。マンション
に関係する相談 分譲マ

ンション居住者、マンシ
ョン管理組合員 先着２
組 事前 狛江市マ
ンション管理士会☎6277-
6301FAX3483-7098大鳥
狛江市立中学校 美術
科作品展

25 ～29日 0：00～
19：00（最終日15:00）
泉の森会館。狛江市内４
中学の生徒たちの多様な
作品が並ぶ IMF☎
5497-5444（泉の森会館
取次）平岡
狛江市民吹奏楽団 第
19回定期演奏会

27日 14：00（ 開 場
13：30）～16：30エコ
ルマホール。クラシック
の名曲からおなじみのポ
ップス曲を狛吹サウンド
で 狛江市民吹奏楽団
pr@komasui.org市村
英語＆リトミック
29 10：15～11：

30野川地域センター。音
と英語で遊ぶ 0歳から
の親子 1家族300円
親子のあそびば asoviva! 
asoviva2018@gmail.
com大幡
子育ては楽しい 子育
てにホットタイム

29 10：00～12：00あ
いとぴあセンター。みん
なで集う。相談も可 乳幼
児と保護者 NPO法
人ファミリー・コンサル
タント協会☎・FAX5497-
7786鶴留
はじめての遺言相談
30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 4
20日 遺言書を考える
会 ☎090-6480-3930北
條
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クラシックバレエ

13 : 45～15 : 15
（女性）、15:30～16:30
（ 未就学児 ）、16:30～
17:45〈小学生（中級）〉、
18:00～19:30（中学生）
中央公民館。基礎からてい
ねいに指導。体験、見学可
レオタード、バレエシュ
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1月・2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。1月は茶道（狛江市
茶道連盟）、2月は写真（狛
江写真集団） 狛江市
文化協議会☎・FAX3489-
6064絹山
家族相談
8日 （電話相談）10：

00～12：00。心の病に
ついての相談を受ける 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
リウマチ友の会例会
9日 13：30～15：

30調布市総合福祉センタ
ー。情報交換、懇談会
飲み物 関節リウマチ患
者、家族 200円 調布・
狛江リウマチ友の会☎・
FAX5497-5585柴田

子どもと子連れの大人 
英会話

3歳～6歳＝11日 25
、おとな＝18

15：30～16：30中央公
民館。初心者歓迎 各15
組 1回1,000円 事前
English for Everyon

e englishforeveryo
ne20180122@gmail.
com大幡
かわせみ亭ちゃりてぃ
ー寄席

12日 14：00（開場13：
30）～16：00谷戸橋地
区センター（かわせみ館）。
初笑いかわせみ寄席。真
打・三笑亭可風ほか 出
演者への心付けを募金
かわせみ企画グループ☎
080-1282-8166 sn.
kambara@jcom.home.
ne.jp神原
新春どんど焼
13日 10：00～12：

00多摩川緑地公園グラン
ド脇。家庭にある正月の

ーズ、タイツ 5,000円
4,000円 事前 狛江
クラシックバレエ☎080-
4087-2090ラマザデ
社交ダンス
月4回 18:00～19：

00（初心者）・19:00～20：
30（一般）中央公民館。
中級者は1曲通しで踊る
ダンスシューズ 5～6人
3,300円（初心者体験1
回500円） 1,000円
エコマダンスサークル☎
090-1252-4267片山
英語（中級）
月4回 0：00～11：

30中央公民館ほか。英国
人講師から会話や英文記
事を学ぶ。見学可 Eメー
ルで通信可能な女性 若
干名 4,000円 事前
狛江英語会☎・FAX6751-
1965 ffmkame i@
yahoo.co.jp亀井
親子体操

15：30～16：
30南部地域センター。身
体全体を使い遊び感覚で
運動する。体験無料 飲み
物、雑巾 3～6歳児と保
護者 先着10組 1,000
円 事前 コアラコア
ラ koala_komae@
yahoo.co.jp木村
絵画
毎第2・ 3：30～

16：00西河原公民館。講
師の下でモデルを1ポーズ
2回、油、水彩画等で描く
12,000円 各回2,000
円 事前 人物を描く狛絵
会☎3488-1437小俣
フィルハーモニー
毎 13：30～16：30

西河原公民館ほか。バイオ
リン、ビオラ、チェロ、コ

ントラバス募集 高校生以
上の楽器経験者 3,000
円、学生1,500円 狛江
フィルハーモニー管弦楽団
☎070-3867-9651事務局
剣道
毎 ・ 18：30～20：

30野川地域センター・緑
野小学校。初めての人
でも基本から指導。小学
生の防具は貸し出し可
小学生以上 2,000円
事前 狛江剣道同志会
☎080-7963-8804 
kemei6493@yahoo.ne. 
jp依田
茶道
中央公民館ほか。狛

江市民まつりやつどいで呈
茶をする 狛江市茶道連盟
☎3488-7142岡見
リフレッシュ体操

9：00～11：15
市民総合体育館。音楽に
合わせて健康体操。見学
歓迎 2,500円 狛江リ
フレッシュ体操同好会☎
3489-9833本橋
フォークダンス
、第 9：30

～11：30中 央 公 民 館。
世界のフォークダンスを
指導者と楽しむ 健康な
人 1,500円 1,000円
Ｆ・Ｄフラミンゴ☎・

FAX3480-6606山本
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
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 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
お話し合いの会
毎 第1・3 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
す “ほっと” サロン
☎5761-5556こまえくぼ
1234取次
健康体操
昼の部＝毎第2・4

14：00～15：30根川地
域センター。夜
19：30～21：20西河原
公民館・上和泉地域センタ
ー。普段動かさない部分の
ストレッチ。顔ストレッチ
など。無料体験可 飲み物、
ヨガマット 成人女性
若干名 900円 100円
締切31 新日本婦
人の会狛江支部☎3488-
8152FAX3488-3393飯
塚
ヨガ
月4 13：00～15：

00ノタリーノホール。ヨ
ガで体と心と呼吸を感じる
ヨガマットまたはバスタ
オル、飲み物、動きやすい
服装 10人 6,200円
1,000円 多摩川ヨガ会
☎090-9824-8910前田
介護予防体操

10：00～11：30
こまえ正吉苑。狛江市指
定団体。80歳をこえても
運動能力向上。見学体験可
水筒、タオル 2,000

円 狛江元気スクール☎

080-5684-5376石井
ゴルフ
年6回近くのゴルフ

場。女性の会 ゴルフ用
具 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
親子体操
月3回 0：00～11：

00野川地域センター。子
どもと一緒にストレッチで
リフレッシュ。無料体験
可 水筒、タオル 1歳半
くらい～2019年度未就園
児と母親 1,000円 事
前 カムカム・ひっぱりー
の kamukamucome@
gmail.com江川
親子サークル
月2～3回

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2019年度未就園
児 200円、年間保険料
800円 事前 あひるの
会 ahirunokai2018@
gmail.com江川
少年団
毎第1・3 14：30～

17：00公民館・地域セン
ター他、屋外。月1回 行
事9:00～17:00。キャン
プや釣り、クリスマス会を
行う 狛江市周辺の小学1
年生～中学3年生 5,300
円、その他行事の参加費
事前 おにぎり少年団
☎080-8734-6788 
onigiri.snd@gmail.com
杉

「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。
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●お願い●原稿は地域活性課や市公式ホームページ
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