今号の主なトピックス

５月１日現在人口と世帯数

令和４年

住民基本台帳

5 ／15

日本人 外国人
人 口

1342号

毎月１日・15日発行

⦿発行／狛江市

男 39,475

654 40,129

13増

女 42,242

654 42,896

1減

計 81,717

1,308 83,025

12増

世帯数 42,637

679 43,316

81増

※外国人世帯数は、外国人のみの世帯です。
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ぽか
フェス

合 計 前月比

☎03
（3430）
1111

●２面…特定健康診査・健康診査が
始まります
●３面…市民センター改修基本構想
および新図書館整備基本構
想の中間報告会
●４面…都営住宅（地元割当分）募集
●８面…市史関連刊行物を作成しま
した

FAX 03
（3430）
6870

ぽかぽか広場オープニングイベント
「ぽかフェス」を開催します

和泉多摩川駅周辺のにぎわいの創出と活性化を図るためのぽかぽか広場の整備が完了し、運用を再開
しました。ぽかぽか広場は、イベント利用可能なステージや芝生もあり、子どもから高齢者まで幅広く
利用できる憩いの場です。
運用の再開を記念し、和泉多摩川商店街振興組合をはじめとする地域の皆さんと一緒にぽかぽか広場
オープニングイベント
「ぽかフェス」を開催します。

腹６月４日㈯午前１０時３０分～午後２時３０分
※雨天時は５日㈰に延期
淵ぽかぽか広場（東和泉３−１３）
※直接会場へお越しください。
沸キッチンカーやお店の出店と、都立狛江高等学校ダンス部・吹
奏楽部・箏曲部による演目等により、イベントを盛り上げてくれ
ます。
※内容は一部変更する場合があります。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。
吻地域活性課地域振興係
ぽかぽか広場

ダンス部

箏曲部

アレチウリ駆除とガサガサ体験

こまエコネットワーク（狛江の自然）を守ろう！知ろう！

狛江市「ゼロカーボンシティ」推進
ロゴデザインコンテスト
２０５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロとする「ゼロカ
ーボンシティ」の実現に向け、狛江市「ゼロカーボンシテ
ィ」推進のロゴマークを募集します。最優秀作品はさまざ
まな事業で活用する予定です。

腹６月１９日㈰午前１０時～正午（予定）
※雨天時は７月２日㈯に延期
覆午前９時４５分
集合狛江水辺の楽校入口
弗市内在住の小学生以上の方（小学校低学年は保護者
同伴）
払先着３０人
沸外来植物であるアレチウリを駆除した後、ガサガサ
体験を行います。

弗市内在住または在学の小・中学生、高校生
※手書き・パソコンどちらも使用可。詳細は、市ホームペ
ージをご覧ください。

※河川やアレチウリの繁茂の状況により、内容を変更
する場合あり。

仏竹本久志さん（狛江ほたる村）

分吻６月１５日㈬までに、住所・氏名（ふりが

物川に入れる服装・靴（長袖・長ズボン・滑りに

な）
・学校名・学年・電話番号および応募作

くい靴など。サンダル・長靴は不可）
、帽子、軍手、
タオル、飲み物、必要な方は替えのマスク・靴、

品を記入の上、郵送または応募フォームで未
来戦略室へ。

応募フォーム

お持ちの方は魚取り網など

分吻５月１６日㈪から、環境政策課水と緑の係へ。

市長対談コーナー「躍動人」掲載号では、市長コラムはお休みとなります。

狛江市役所 ☎
（3430）1111 FAX（3430）
6870 HP https://www.city.komae.tokyo.jp/ Twitter @KomaeCity
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特定健康診査・健康診査が始まります
～生活習慣病の早期発見と自己管理は感染症の予防や重症化を防ぐためにとても重要です～
■６月１日㈬～１２月２８日㈬
腹
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響等が考えられるため、
受けられるときに早めに受診することをお勧めします。
弗５月末に受診券発送予定
■
▽特定健康診査 ４０～７４歳の狛江市国民健康保険加入者
▽健康診査 東京都後期高齢者医療制度加入者および４０歳以上
の生活保護受給者
※４月２日以降に次に該当する方で特定健康診査・健康診査を
希望する方はご連絡ください。
▽狛江市国民健康保険に加入した方
▽狛江市国民健康保険以外から東京都後期高齢者医療制度に切
り替わった方
▽市内に転入した東京都後期高齢者医療制度加入者および新た
に生活保護受給者となった４０歳以上の方
なお、狛江市国民健康保険、東京都後期高齢者医療制度以外
の方は、
加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。
同時受診特定健康診査該当者で希望する方は、次の⑴～⑶の追
加項目の検査を同時に実施することができます。⑵・⑶は、特
定健康診査における採血により検査を行うことができます。
ただし、特定健康診査と同時に受けられるのは１０月３１日㈪ま
でですので、ご注意ください。
⑴大腸がん検診 医療機関で容器を受け取り、自宅で採便後、
医療機関へ提出してください。
⑵前立腺がん検診 男性の方のみ対象
⑶胃がんリスク検査 令和４年度内に４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・
６０歳・６５歳となる市民
鮒胃がんリスク検査のみ７００円
■
受診方法健診実施医療機関（右表参照）で受診してください。
物受診券、保険証（生活保護受給者は受診券のみ）
■

吻健康推進課（あいとぴあセンター）☎（３４８８）１１８１
■
■検診実施医療機関

健診実施時間等については、医療機関にお問い合わせください。

医療機関名
所在地
松本脳神経外科内科クリニック 和泉本町１－２－１０

電話番号 予約の要・不要
（５４３８）２６５７
望ましい

西川クリニック（※）

和泉本町１－６－１

（３４８０）２３４９

要

藤川医院

和泉本町２－１６－５

（３４８９）３８５９

望ましい

岩瀬外科内科

和泉本町３－３－１８

（３４８９）３８３０

不要

やまだ総合内科クリニック

和泉本町３－２７－１０

（５７６１）５８０１

要

かとうクリニック

中 和 泉１－１－１－４Ｆ （３４３０）９９１１

望ましい

石倉内科クリニック

中 和 泉１－８－３－１Ｆ （５７６１）８８９１

要

かたやま内科クリニック

中 和 泉５－１－２０

（３４８８）６０５１

望ましい

松岡医院

中 和 泉５－１０－１８

（３４８０）４１２２

不要

かじわらハートクリニック

中 和 泉５－１７－２７

（５７６１）９０９１

要

岩下医院

中 和 泉５－２０－１１

（３４８９）３５７７

要

ファミリークリニックはら

元 和 泉１－４－４－２Ｆ （３４８０）３９９２

要

染谷クリニック

元 和 泉１－５－１９

（３４８８）３０００

要

佐藤診療所

東 和 泉１－３－１４

（３４８９）１７７１

要

和泉多摩川クリニック

東 和 泉３－３－９

（５４９７）１２３８

要

いずみたまがわ整形外科

東 和 泉３－３－１５

（３４３０）７１１６

要

小幡医院

猪

方３－２３－１

（３４８９）６００５

不要

一の橋内科・循環器内科

岩 戸 南１－４－１１

（３４３０）１２１４

要

東京多摩クリニック

岩 戸 南２－２－３

（３４８９）３１９１

要

秋山医院

岩 戸 南２－１１－９

（３４８９）８５６３

要

喜多見駅前内科クリニック

岩 戸 北２－１９－１３－１０２ （３４８８）７８２０

要

こしじまクリニック

岩 戸 北３－１２－１３－１０１ （３４８８）６０８３

要

近藤医院

東 野 川１－１３－７

（３４８９）１０３５

要

柏田内科クリニック

西 野 川１－１５－１９

（３４３０）０２２２

不要

※西川クリニックでは、検査項目の心電図、胸部レントゲンが受診ができません。

特定健康診査・特定保健指導、健康診査の流れ

受診券が届いたら

医療機関で受診
〈持ち物〉 受診券、保険証

健康診査
東京都後期高齢者医療制度
加入者および40歳以上の
生活保護受給者

医療機関で受診

〈持ち物〉 受診券、保険証
※生活保護受給者は受診券のみ。

特定保健指導対象者の判定

40～74歳の
狛江市国民
健康保険加入者

受けた医療機関で健診結果の返却・説明

特定健康診査

生活習慣病
の危険性が
高い方は

管理栄養士等による

「特定保健指導」が
無料で受けられます。
※対象者には案内を送付します。
電話をする場合もあります。
生活習慣の改善を目標として、専
門家が継続的に支援します。
生活習慣病の危険性が低い方や
内服治療中の方は

健診結果の説明時にお渡しするリーフレット
をご覧いただき、健康・生活習慣を見直すきっ
かけにしてください。

チャリティーイベント
ウクライナ×こまえ

気持ちつなぐＤＡＹを開催しました
ウクライナへの連帯と世界の恒久平和の願いを込めて、５月７日㈯にチャリティーイベントを開催しました。
当日集まった支援金合計額は、113万5，924円となりました。温かいご支援をありがとうございました。
吻地域活性課
■

小池邦夫さん（狛江市名誉市民）か
らの絵手紙を避難者ご本人に贈呈

ウクライナの郷土料理ボルシチや国花「ひまわり」を配布

ウクライナの音楽やダンスの披露

ウクライナの民芸品等の展示

腹日程・期間 複時間 覆受付 淵会場・所在地 弗対象・資格 払定員 沸内容 仏講師 物持ち物 鮒費用 分申し込み 吻問い合わせ 噴ホームページ 墳電子メール

市民センター改修基本構想および
新図書館整備基本構想の中間報告会
一人１回まで。
淵防災センター４階会議室

令和２年８月に策定された狛
江市民センター改修等基本方針
払各回

人（要予約・多数抽選）

に基づき、市民センター改修基
日㈪（必着）までに、

住 所・ 氏 名（ ふ り が な ）・ 電 話

分吻５月

構想のとりまとめに向けた進捗
番号・メールアドレス・参加を

本構想および新図書館整備基本
状況について、中間報告会を実

中央図書館事務室

☎（３４８８）４４１１または

電子申請・持参・郵送で公民館

希望する回（第２希望まで）を、

５月 日㈰午後２時

５月 日㈰午前

施します。
腹▽第１回
時から
▽第２回
☎（３４８８）４４

保育園・学童保育所

狛江村が町制を施行（昭和

どもを預かった。天気の良い日

は目の前の公園で駆けっこやゲ

ームなどで遊ばせたが雨の日は

困ったという。子どもたちが帰

った後、職員は再び役場に戻っ

年には上和泉学童保育所

て残りの仕事をした。

翌

を二小校庭の西側隅に開設。

年には多摩川学童保育所を根川

年に慶

岸寺に町内初めての保育園がで

年

沿いの空き地に開設した。いず

きた。その後

江保育園が開園した年、慶岸寺

年に多摩川住宅の入居

保育園は幼稚園になった。

昭和

が始まると多摩川保育園、昭和

には猪方学童保育所を三小内に

開設している。

年頃になると、人口増加と

働く女性の増加で学童保育所の

所は

年に上和泉地域センター

に移転。

年に定員を大幅に超

あったが、近隣に集合住宅が建

年に根川を挟んで東側に定員

を

人に増やして移転した。そ

して

年に多摩川学童保育所を

場の事務職員が保育士の資格を

廃止して、新たに和泉学童保育

しゅっこう

取って出向したり、時間外保育

所と松原学童保育所を開設し

交代で面倒を見ていた。

年に都営狛江団地がで

た。その後も需要が高く

は根川学童保育所、平成元年に

は東野川学童保育所を新設して

一方、保育園の方も人口増加

きた時にも団地内に藤塚保育園

江団地には若い人が多く、また、

と働く女性の増加で入園希望者

いる。

働く女性が多かったので、両団

年には

がますます多くなり、

年

年には駄倉保育

年には宮前保育園、

要が高まり私立の保育園等が増

平成に入ると、さらに保育需

には三島保育園が開園した。

園、

地では学童保育所を開設してほ

年から両団地

駒井保育園、

させた。

育施設が

加し、令和４年現在市内には保

決し、教育委員会社会教育課の

手をつなぎ合ったり
「お散歩カー

人くらいの子

カ所になり、園児が

職員４人を交代で派遣するよう

委員会の職員が

㎡くらいの狭い集会室で教育

分までの間、団地の中にある

にした。午後３時

ト 」に 乗 っ て お 散 歩 し て い る 姿

年には教育長が意を

方による自主学童保育所を発足

とも集会場を利用してお母さん

とともに、昭和

しいという要求を町役場に出す

が開園したが、多摩川住宅や狛

昭和

年に

の制度がなかったので親たちが

しても集まらない。やむなく役

移 転 ）。 し か し、 保 育 士 を 募 集

えたので、多摩川学童保育所は

が開園（当初和泉本町一丁目に

に和泉保育園（現いずみ保育園） 需要が高まる。二小の学童保育

年４月には狛江町役場裏門前

れもプレハブ造りである。

年に小足立に狛

年）して間もない昭和

−その336−

２７

分から５時

そこで

４７

から

４６

４７

６３

５０

４８

１４へ。

４１

築され日陰になるので現在地に

５２

５８

４９

収支内訳

２９

４５

４７

５５

８０

※各回同一の内容です。参加は

固 定 資 産評価審査委員に
石 川 慶 一郎さんが選任され ま し た

５２

孝

 （狛江市文化財専門委員）

井上

をよく見掛けるようになった。

２９

任期満了に伴う固定資産評価審査委員
会委員に、石川慶一郎さんが、狛江市議

日から令和７年６月

会第１回定例会で同意され、再度選任さ
れました。
任期は、６月

３０

17.3

本年度末現金預金残高（歳計外現金を含む）

17.8

純経常行政コスト

３９

４３

３０

日までの３年間です。

経常収益

４３

４４

本年度末資金残高

353.3

7.5

352.4

本年度資金収支額

純行政コスト（臨時損失、臨時利益を含む）

△ 4.1
財務活動収支（地方債の発行・償還に係る収支）

5.4
5.9

22.0
業務活動収支（人件費等の行政活動に係る収支）

120.3
243.4

業務費用（人件費・物件費等、支払利息等）
移転費用（補助金等、社会保障給付、他会計への繰出金等）

889.1

△ 10.4
投資活動収支（公共施設整備等の投資的活動に係る収支）

11.3

使用料・手数料
その他収入

9.8
前年度末資金残高

363.7

経常費用

（単位：億円）

■資金収支計算書
（単位：億円）

■行政コスト計算書

本年度末純資産残高
1,126.6
負債および純資産合計
1,126.6
資産合計

889.0

8.5
（資産のうち、これまでの世代の負担
により形成された分）

純行政コスト

42万４千円

財源
税収等
国都等補助金

純資産

本年度純資産変動額

※狛江市の人口 83,268人
（令和３年１月１日現在）
15.7
本年度差額

28万５千円
369.0 
168.4
200.6

135万３千円
△ 353.3

負債

【純資産の部】

１０

資産

（内訳）
固定資産等
1,090.6
（学校、道路、公園等）
36.0
流動資産
（現金預金、未収金、財政調整基金）

４２

４０ ３０

【負債の部】
【資産の部】

純行政コスト

（借入金（地方債）等将来返済する必
要のある債務）
（市が保有している財産の総額）

880.6
前年度末純資産残高

237.6
負債
1,126.6
資産

令和４年
市議会第２回定例会

■市民１人当たりの資産と負債、
純行政コスト
（単位：億円）

■純資産変動計算書
（単位：億円）

■貸借対照表

２９

２９

第２回定例会は、下記の日程
で開催予定です。招集日・一般
質問・最終日は、インターネッ
ト中継でもご覧になれます。
複午前９時開会（予定）
■
吻議会事務局
■
吻政策室政策法制担当

２０

８８９億９３９万５千円となりました。
前年度と比較して、資産は有形固定資産や現金預金等の増により
４億２，２６５万９千円の増加となり、負債は地方債等の減により４億
２，４９９万円減少しています。
「令和２年度狛江市財務書類」は財政課窓口で１部７０円で頒布し
ている他、市ホームページからもご覧になれます。
吻財政課
狛江市の財務状況を広く公表するため、令和２年度財務書類を作
成しました。
貸借対照表は、会計年度末時点で市が保有する資産、負債等のス
トック状況を表したものです。
令和２年度末の一般会計等の資産（過去および現世代により蓄積
された資産）は１，１２６億６，４９０万５千円、負債（将来世代への負担）
は２３７億５，５５０万９千円となり、資産から負債を差し引いた純資産は

５０
２３

内容
定例会招集日
一般質問
一般質問
一般質問
一般質問
総務文教常任委員会
社会常任委員会
建設環境常任委員会
議会運営委員会
定例会最終日
日程
５月26日㈭
６月２日㈭
６月３日㈮
６月６日㈪
６月７日㈫
６月９日㈭
６月10日㈮
６月13日㈪
６月16日㈭
６月17日㈮

２１

令和４年（2022年）５月1５日
広報こまえ
3

「令和２年度狛江市財務書類」
を作成しました

一般会計等財務書類

証明書発行等の窓口混雑状況は、市ホームページの「オンラインサービス内」の「窓口混雑状況」からリアルタイムでご確認できます。

文化およびスポーツ功労者

月１日現在）

を推薦してください

■表彰基準（
文化およびスポーツの分野で

業績が顕著で市民に広く敬愛さ

れ、市の名を高めた方で、次の

いずれかに該当する方

▽文化の振興または文化財の保

存に 年以上尽力し、功績が顕

著である方

▽文化およびスポーツの振興に
年以上尽力し功績が顕著で、

市全域を包含する団体の長およ

び役員または青少年の健全育成

等に尽力した方

一生命保険（株）渋谷支社（渋
谷区渋谷三丁目）
東京狛江ロータリークラブ（元

▽南口ロータリーオブジェ一式
ートのテストです。」×３回・
「こ
和泉一丁目）

の項目全てに該当する方

医療機関への受診勧奨の案内を
送付します
生活習慣病は、自覚症状がな

▽料金体系が一般的な宅配事業

高齢者向けの食事のの宅配事業をを
行行うう事業者をを募集します

市が高齢者向けに栄養バラン

の許容範囲内であること

ちらは、防災狛江です。」・チャ

スが取れた調理済みの食事の配

▽配達時の見守りを無償で実施

いる事業者のみ）

歳以上を対象とした特定健

達および見守りを行う事業者を

できること（見守りを実施して

宅配推奨事業者として周知しま

▽狛江市高齢者虐待防止・見守

▽

康診査の昨年の結果で基準値を

登録します。登録した事業者は

（公財） いまま進行していることが多く
あり、早期の治療が重症化予防

超える項目があった方

▽ごみ袋４，０００枚
小田急財団（新宿区西新宿一丁
の第一歩となります。

▽特定健康診査後に医療機関で

す。

りネットワーク事業実施要綱第

受診勧奨の案内が届いた方は

の受診が確認できない方

弗次のいずれにも該当する事業

稲木紀久

早めに医療機関で受診してくだ

通知時期５月下旬ごろ

子（中和泉五丁目）
さい。

２条第２号に規定する協力事業

Ｕ

▽看板地図修正シール４枚

者

者となること（見守りを実施し

吻保険年金課国民健康保険係

▽利用者との契約に基づき、安

ている事業者のみ）

利用、紛失および漏えいを防ぐ

全で安定した宅配事業を実施で

条の規定によ

▽利用者の個人情報の不適切な

▽食品衛生法第

きること

弗国民健康保険加入者のうち次

奈根一丁目）
日本たばこ産業（株）

▽軍手１，１４０双、ごみ袋１，
７５０枚
東京支社東京西部第一支店（武

ための管理および保護体制を構

築していること

る飲食店営業の営業許可を受け

ていること

結果報告書」を作成しました。

ること

および添付書類（高齢障がい課

狛江市基本計画推進委員会からの
提言に対する取組・検討結果報告書
を作成しました

ＮＡＮＥデザイン（世田谷区宇

▽チョウの標本９箱

目）

イム
吻安心安全課

▪令和４年度第１回狛江市市民
福祉推進委員会権利擁護小委員

分から

会兼権利擁護支援地域連携ネッ
トワーク協議会
日㈭午後５時
蔵野市中町三丁目）

腹５月
淵防災センター４階会議室

丸眞

分吻６月
狛江市基本計画推進委員会か

報告書は、政策室窓口で閲覧

窓口で配布または市ホームペー

日㈮までに、申請書

▽賠償責任保険に加入をしてい
ら受けた提言に対する今後の取

▽市へ事業者の登録、周知等に

（ 株 ）（ 名 古 屋 市 守 山 区 小 幡 南

▽各種タオル５９０枚

日㈮までにお問い

※オンラインでの傍聴を希望す
る方は５月
一丁目）

できる他、市ホームページから

吻子ども政策課企画支援係

合わせください。

り組みや方向性を示す「令和３

ジからダウンロード可）を持参・

東京支店☎０４２（５３８）１０４０へ。

分６月３０日㈭（予定）までに、
（株）サイネックス西

▽その他、文化およびスポーツ

▽フェイスシールド７００枚

必要な情報を提供できること

庭

分吻福祉政策課へ。

もご覧になれます。

配布対象市内在住の妊娠中の方から未就学児までの家

年以上寄与し

年度狛江市基本計画推進委員会

発行日８月（予定）

の振興・普及に

Ｂ Ｏ Ｎ Ｄ リ ゾ ー ト（ 株 ）（ 国 分

▽暴力団、暴力団員または暴力

ガイドブック規格Ａ５判・７，０００冊

歳以上の方

吻政策室企画調整担当

このガイドブックに掲載する広告を募集します。

た表彰日現在

からの提言に対する取組・検討

いこと

団関係者のいずれにも該当しな

寺市南町三丁目）
狛江造園組合

ブックを作成し、無償で配布するものです。

▪令和４年度第１回狛江市市民

４０

郵送・ファクスまたは墳 koush
で高齢
ikkr@city.komae.lg.jp
▽しだれ桜１本
（西野川一丁目）
と（株）サイネックスが有料広告を取り入れたガイド

▽文化およびスポーツ分野の全
日㈮午後６時から

福祉推進委員会障がい小委員会
腹５月

■特別整理に伴い、貸出冊数を無制限にします

国大会で、優勝またはこれに準

ずる成績を収めた方または世界

▽電動式階段昇降機２台

障がい課高齢者支援係へ。

注意▽特別整理期間は貸出期間に含みません。
また、

藤田

淵防災センター４階会議室

図書特別整理
図書館・室の休館休室

（国際）大会に参加し、成績優

目）
（一

▽特別整理期間中の返却ポストの利用はご遠慮くだ

不 動 産 （ 株 ）（ 和 泉 本 町 一 丁

日㈫までにお問い

▽ＬＥＤ温度表示器１個

合計２０冊を超えて借りることができません。

※オンラインでの傍聴を希望す
る方は５月
合わせください。

社）武蔵府中法人会（府中市府
むいから

サイネックスとの連携により作成します。これは、市

１７

特別整理期間後は、各館・室一人１０冊まで、市内で

秀な方

分吻７月１日㈮まで

に、所属する団体代

分吻福祉政策課へ。

中町二丁目）
▽垂れ花桃源平１本

あいの会（中和泉一丁目）
吻財政課

吻中央図書館☎（３４８８）４４１４
■

表者等が推薦人とな

第

さい。

って、推薦書を秘書広報室へ。

台

でに、郵送または持

６月１日㈬～１６日㈭

特別貸出期間▽中央図書館

全国瞬時警報システムを活
▽パルスゼロメーター

方も申し込めます。

参でまちづくり推進

６月８日㈬～１４日㈫

▽各地域センター図書室

用した全国一斉情報伝達訓

都営住宅（地元割当分）募集
日夜間、土・日曜日は宿直室）

募集戸数３戸（すべて単身者向） 配布場所市役所２階ロビー（平
弗市民

分吻６月

日㈪（消印有効）ま

※５月の定期募集に申し込んだ
申込書・募集案内配布期間５月

子育てに関する制度や各種サービス、窓口等の行政

４５
５０

５５

６月１７日㈮～２８日㈫

特別整理期間▽中央図書館

５月23日㈪～６月７日㈫

▽各地域センター図書室

５月３０日㈪～６月１４日㈫

▽西河原公民館図書室

６月１５日㈬～２１日㈫

▽西河原公民館図書室

練を実施します（国民保護）
国から受信した緊急情報を、

瞬時に防災行政無線などで発信

する全国瞬時警報システムの全

国自動放送等試験を行います。

当日は、実際に防災行政無線を
時ごろ

使用して、拡声します。

腹５月 日㈬午前

1３

課住宅担当へ。

情報を掲載した「狛江市子育てガイドブック」を、
（株）

２０
２４

日㈪～６月９日㈭

狛江市子育てガイドブックに
狛江市子育てガイドブックに
広告を
広告
を掲載
掲載しませんか
しませんか

２６

１０
６０

２０
１１

２７

１５

１８

沸 チ ャ イ ム・
「 こ れ は、 Ｊ ア ラ

３０

１５
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みのる

實 さん

市長対談 コーナー
いし ぐろ

石黑

て更生保護活動に携われてい

狛江地区の保護司会会長とし

市長

街の中で見た時にはすごくう

子や、立派に成長した様子を

元気で仕事を頑張っている様

分が受け持っていた子どもが

なものではありませんが、自

す。保護司の活動は決して楽

に高いです。社明運動を通じ

う悪循環に陥る可能性が非常

薬物に手を出してしまうとい

す。薬物犯罪の場合は、再び

石黑

よね。

しまうケースも考えられます

保護司としての活動

ます。保護司は法務大臣から
れしいですし、保護司をやっ

て、多感な中学生の時期に、

一番難しいのは薬物で

委嘱を受けた非常勤の国家公
ていて良かったなと思う瞬間

秘密厳守）。

相談をお受けします（予約不要・

相続・遺言等相談会

日㈬午後１時～４

中央公民館

腹淵▽５月

時

る行政書士の会・古

吻狛江の相続を考え

上和泉地域センター

林☎０９０（３９３

時～正午

沸相続・遺言・成年後見・お墓

２）１３４９

▽６月８日㈬午前

等について、狛江の行政書士が

新型コロナウイルス感染症の影響で、広報こまえに掲載したイベント等は中止や内容を一部変更する場合があります。

現在、石黑さんは調布・

務員となりますが、最初に活

安全で安心して暮らせるまち

ればと思います。
市役所では更生保護相

▽ＺＸＹ喜多見
淵岩戸北２−２０−１０
（喜多見駅から徒歩２分）
▽ＺＸＹ和泉多摩川
▽ｆａｂｂｉｔ狛江
淵和泉多摩川駅西口改札横
淵
元 和泉１−１−２エコルマⅡ２階
（狛江
 １人用個室を多く設置した法人専用のサテライト
駅から徒歩２分）
オフィス。
 ブース席とオープン席からなる開放的なワークス
※利用には法人での契約が必要です。
ペース。
ドリンクバーやコピー機等も利用できます。

の一つです。

は自分たち自身がつくってい
実させるという面でも素晴ら

して呼ばれることがあります

市長

石黑

１０

２５

テレワークは、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。新型コロナウイルス感染症
対策、ワーク・ライフ・バランスの実現、地域の活性化等、さまざまな効果をもたらします。
市内のサテライトオフィスを利用して、快適に仕事に取り組んでみませんか。

動内容に関して、お伺いした
いと思います。

くという意識を身に付けてほ

社会を明るくする運動

しいことだと思います。

一言で言えば、保護司
しいですね。

石黑
市長

石黑

保護司の活動の一つと

は犯罪・非行を行った人の更
市長

グのお仕事をされている方も

１０１歳でポスティン

し て、「 社 会 を 明 る く す る 運

物には絶対に手を出さない」

い ま す。「 も う 年 だ か ら 止 め

子どもたちからも「薬

生やスムーズな社会復帰の支
動」があります。毎年７月を

といった啓発標語がよく応募

た方が良いのでは」という考

うか。

が、保護司の活動や犯罪・非

にも、ＪＡでも代表理事を務

談を毎月実施しています。一

ろな活動をされており、人に

今までシルバー人材セ

市長

やさしいまち・狛江のまちづ

吻未来戦略室

市内のサテライトオフィスを利用してみませんか

援を担っています。私自身、
強調月間として、全国的な運

されているのを拝見します

えもあるとは思いますが、本

年
動で行われていますが、狛江

が、大変有意義な活動につな

人にやる気があって元気なう

保護司の活動を始めて約
市では市内中学生によるコン

がっていると思います。

（調布・狛江地区
保護司会会長）

の更生に携わってきました。

サートや啓発標語優秀作品の

数人

保護司の活動を始める

になりますが、今まで

されている方
（躍動人）
に、市
市長

市内の各分野において活躍
長がお話を伺うコーナーです。

表彰式等が行われています。

ちはぜひ応援したいですね。

きっかけは何だったのでしょ
石黑

行の防止、罪を犯した人たち

められていらっしゃいます。

つの相談場所として、そうい

最後に市民の皆さんに

は、一点の光に向かって頼っ

の更生に対する理解を深める

また、昨年まではシルバー人

った窓口があることもぜひ知

市長

てくる子どもたちに少しでも

啓発活動として実施していま

材センターの会長も務めるな

っていただきたいです。また、

今回の躍動人は、調布・狛

しゃ めい

力になってあげたいとの思い

す。我々も一歩間違うと犯罪

ど、地域の中で幅広い活動を

更生保護については、保護司

よく「社明運動」と略

から引き受けました。保護司

に巻き込まれたり、加害者に

されています。

だけで活動できるものではな

石黑

江地区保護司会会長を務めら

はある意味で究極のボランテ

なってしまっていたというこ

石黑

く、地域社会全体の協力がな

がら活動しています。

石黑

員さんが何十人も応援にいら

くりの一翼を担っていただい

一言に「更生」と言っ

に就くことができれば、再犯

っしゃって、イベントを盛り

ていると強く感じました。引

保護司以外にもいろい

の可能性はかなり少なくなり

上げていただいていますよ

き続き、ご協力とご尽力をい

市長

向けてメッセージを頂戴でき

れている石黑實さんです。保

ィア活動に近い部分があり、

ともあり得ます。

ンターはなかなか会員が増え

いと成り立たないものです。

幅広い地域活動を
通じたまちづくり

護司としての活動を中心に、

犯罪や非行から一人の人間を

市長

ないといった課題もありまし

これからも一生懸命頑張って

一番大きな理由として

保護司への思いや幅広く行っ

いかに更生させるかという、

「友だちに誘われて」と軽い

た。いかだレースにも参加す

いきますので、ぜひご理解と

石黑さんは保護司以外

ている地域活動について伺い

非常に大きな使命感を感じな

気持ちで犯罪に巻き込まれて

るなど、精力的にＰＲ活動を

ご協力をお願いします。

ました。

ても、例えば再犯をいかに防

行い、現在では全国でも有数

市長

ます。狛江市内にも協力雇用

ね。高齢化社会の中で、いつ

ただければと思います。本日

特に子どもの場合は、

ぐかといったことも含めて、

の入会率を誇っています。

主ということで就職を受け入

までも楽しみながら体を動か

はありがとうございました。

いかだレース当日も会

れてくれる企業が何社かあ

して、元気に働く。生活を充

その人がきちんと仕事

り、非常にありがたいことで

▽コマスタ
淵中和泉１−２−６プラザエクセル２階
（狛江駅から徒歩３分）
 ラジオ局が併設したコワーキングスペース（オー
プン席のみ）
。
コピー機やロッカー等も利用できます。

▽サテライトオフィス狛江Ｃｉｔｙ
淵岩戸北２−２０−１０
（喜多見駅から徒歩３分）
 １人用個室の他、会議でも使えるオープ
ンスペースを完備。レストランのメニュー
も注文できます。
吻ＳＡＫＥ-ＹＡ喜多見☎（５７６１）７７２５、墳ｓａｋｅｙａ．ｋ

ｉｔａｍｉ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

１０

１９

10
大変難しい活動ですよね。

（左から）石黑實さん、松原俊雄市長

※利用料金等詳細は、各施設にお問い合わせください。

市内のサテライトオフィス

第１０回

狛江市役所 ☎
（3430）1111 FAX（3430）
6870 HP https://www.city.komae.tokyo.jp/ Twitter @KomaeCity

カラスにご注意ください
カラスは繁殖期になると、人を威嚇・攻撃することがあります。被害が激しく危険な
場合は、巣のある場所の管理者に巣の撤去を依頼してください。
対策▽巣の材料の大部分は、針金式のハンガーです。使用後は必ず片付けましょう。
▽ハトやスズメ等に餌をやることは、カラスが寄り付く原因になるので、やめましょう。
せん てい
▽枝葉の茂った大きな樹木等は巣を作られることがあるため、枝の剪定や釣り糸を張る
等しましょう。
吻環境政策課環境係
■
巣のある場所

管理者の連絡先
▽東京電力エナジーパートナー（株）多摩カスタマーセンター錆０１２０（９９５）６６２
電柱
▽NTT東日本（株）故障受付担当錆０１２０（４４４）１１３
道路の街路樹
や街路灯
都道
東京都北多摩南部建設事務所☎０４２（３３０）１８０２
市道
道路交通課道路管理係
市の公園
環境政策課水と緑の係
公共施設等
その他の公共施設 各施設または各所管部署
ビル・マンション 管理会社・管理組合など
住宅地
個人宅の敷地内
土地の所有者または管理者が、
民間事業者等
（※）へ直接巣の撤去を依頼してください。
※卵やひなのいる巣を撤去するには「有害鳥獣捕獲許可」が必要です。必ず許可を受けた業者に依頼してください。

高齢者の運転免許証の自主返納を推進します
市では高齢者の運転による事故を防ぐために、６５歳以上で運転免許証の自主返納をした方
に特典を進呈しています。ぜひ自主返納をご検討ください。
※自主返納は運転免許試験場または各警察署で行えます。ただし、有効期限内の運転免許証
に限ります。自主返納をした時点から運転はできませんので、公共交通機関等を利用しまし
ょう。
弗６５歳以上（自主返納時現在）の市民
※平成２９年４月１日以降に自主返納した方は申請できま
※写真はイメージです
す。ただし、すでに申請した方は対象外です（本人１回限
り）
。
特典狛江ブランド農産物もしくは狛江市観光協会推奨商品
を含むセットのいずれか１つ
※特典によっては内容が異なる場合があります。
※狛江ブランド農産物（６月分）は、６月８日㈬までの申
狛江ブランド農産物
請で受け付けを終了します。また、指定された日のみの受
け取りとなります。野菜の品目は選べませんのでご注意ください。
分吻令和５年３月３１日㈮までに、申請書、警察署等の発行する取消通知書（写し）
、運転経
歴証明書等の身分証明書（写し）を道路交通課交通対策係へ。

ョンを売らないか。当社が買

が あ り、「 住 ん で い る マ ン シ

んで自宅に住み続ける「リース

売却し、同時に賃貸借契約を結

消費者が自宅を不動産業者に

消費生活センターから

い取った後、賃貸契約をして

バック」という不動産取引に関

◆《自宅の売却の判断は慎重に》◆

住み続けることができる。賃

する相談が寄せられています。

に来てほしくありません。

貸にすれば、固定資産税やマ

高齢者世帯の場合、リースバ

◆相談事例

ンションの管理費や修繕積立

ック契約をすることで、自宅に

◆アドバイス

金を支払わなくていいので、

住み続けながら売却金を老後の

先日見知らぬ業者から電話

お得だ」と勧められました。

一方で、相場よりも安い価格

生活資金等に充てられるという

ので断りましたが、翌日も電

で売却の契約をしたり、賃貸借

話の内容がよく理解できず、

話がかかってきました。業者

契約の家賃が相場より高額に設

メリットがあります。

は近々来訪して詳しく説明し

定されたり、賃貸借期間が定め

自宅を売却するつもりはない

たいと言っていますが、業者

１74
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老人クラブ連合会
栄養士講演会
「いきいき暮らす

食べ方のヒント」

腹５月２６日㈭午前１０時～正午
淵防災センター４階会議室
払先着３５人（予約不要。会員でない
方も参加可）
仏金子育子さん（狛江栄養士会）
※「狛江市高齢
者等生きがいポ
イント」対象事
業です。
吻高齢障がい課
高齢者支援係

飼い主のいない猫の不妊・
去勢手術費一部助成制度
市内に生息する飼い主のいない猫の不
妊・去勢手術費用の一部助成を行っていま
す。ぜひご利用ください。
腹令和５年３月３１日㈮まで（予算額に達し
次第終了）
弗申請者が市内在住の方であり、手術済み
の目印（猫の耳先のＶ字カット）を承諾す
ること
助成金額▽メス猫（不妊） ８，０００円
▽オス猫（去勢） ４，０００円
※さくらねこ無料不妊手術事業についての
詳細は、市ホームページをご覧ください。
分吻事前に健康推進課へご相談の上、申請
書を持参または郵送で健康推進課（あいと
ぴあセンター）☎（３４８８）１１８１へ。

誰でもできるSDGs

第１4回「気候の変化による影響を少なくしよう」
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、この先の世界が今以上に
良くなるために世界で取り組んでいる１７の目標です。
１３番目の目標は、
「気候変動に具体的な対策を」です。
異常気象や海水面の上昇は、先進国、途上国のあらゆる人々に影
響を及ぼしています。私たちは既に、気候変動が暴風雨や災害をさ
らに悪化させる様子を目の当たりにしています。
気候変動の原因は、私たちの便利な暮らしや経済活動の中で排出
される温室効果ガス（主に二酸化炭素）による「地球温暖化」であ
ると言われています。
温室効果ガスの排出を抑制し、
気候変動の影響による被害を回避、
軽減していくことが求められます。
■私たちにできること
▽エコバッグやマイボトルを持ち歩く（プラスチックの削減）
▽二酸化炭素排出量の少ない移動手段を選ぶ
▽プラグを抜いたり、電化製品の主電源を小まめに切る
▽自分の避難場所や避難場所までの行き方を確認する
吻政策室企画調整担当

られて生涯住み続けられる保

証がない場合が多くあり、注

意が必要です。

宅地建物取引業法では勧誘

を断った人に再勧誘を行うこ

とは禁止されており、消費者

が断り切れずに不動産業者に

自宅を売却した場合、
クーリン

グ・オフの適用はありません。

相談者にはリースバックの

仕組みや宅地建物取引業法の

規定を情報提供し、再度業者

から連絡があったら今後の勧

誘をきっぱりと断るよう助言

しました。高齢者が自宅の売

却のトラブルに遭わないよう

に家族や周りの人たちの見守

りが大切です。

心配なことがあれば、消費

生活センターへ。

吻地域活性課地域振興係

あいとぴあ地域包括支援センター
■６５歳からはじめる体力づくり～ＭＡＲＵの体操教室～
腹６月７日㈫・２１日㈫、７月１２日㈫（全３回）
複午後１時３０分～２時３０分
淵あいとぴあセンター
払１５人（新規申込者優先）
仏塩見拓史さん（理学療法士）
物飲み物、タオル
分吻５月２３日㈪までに、あいとぴあ地域包括支援センター☎（５４３８）
３５６５へ。

腹日程・期間 複時間 覆受付 淵会場・所在地 弗対象・資格 払定員 沸内容 仏講師 物持ち物 鮒費用 分申し込み 吻問い合わせ 噴ホームページ 墳電子メール

５月

日㈯午前

時から

◎こまっこ児童館 

 ☎（３４８０）５７０１
日㈬複午後

分弗小学生以上

日㈪・

■こまっこＪＵＭＰ－ＪＡＭ
腹５月
４時～４時
沸スポーツと自由な遊びを合

腹５月

体させた新しい運動遊びプロ
グラム
■おはなしのへや

◎和泉児童館 
 日㈮複午前 時 分～ 時
 ☎（３４８０）１４４１ 分・午前 時 分～ 時 分
分

腹５月 日

分～１時

■すくすく測定
㈭午後０時
（要予約）弗乳幼児沸子育て
相談員がお子さんの身長、体
重を測定します。

分弗小

腹６月１日㈬

弗乳幼児親子沸職員が絵本の
読み聞かせを行います。
◎子ども家庭支援センター  

日㈪まで
日㈭午後２時～４時

■ねんね赤ちゃんのお部屋

日㈪から

助産師による個別相談分５月

腹５月

 ☎（５４３８）６６０５

■母乳・ミルク相談

◎岩戸児童センター 
 日㈫午後２時～３時弗乳幼
 ☎（３４８９）５４１４ 児の保護者払先着６組程度沸
■おはなし会
分～４時

人沸楽しいお話

腹５月

時

時

１０

分の２

時～

■住まい探しの相談窓口

時～

腹６月７日㈫複午前
分・午前

５０

１０

１１

０２９４へ。

◎中央公民館



☎（３４８８）４４１１

■こまえ市民大学「ひとはなぜ

介護の資格がない方でも、研

ます。人が生活する上で音が出

うるさい音と感じることがあり

な音楽でも、他の人にとっては

ものです。自分にとっては快適

音は人によって感じ方が違う

人（多数抽選）※詳細は、狛江

歳以上の方（学生を除く）払

ター、他弗全日程参加できる

の開催を予定淵あいとぴあセン

終日に合同面接会

実習あり。研修最

人仏縣秀彦



発熱など新型コロナウイルス感染症の症状が生じた場合は、まずはかかりつけ医など身近な医療機関に電話相談を！



夫してみましょう。

し音等の生活騒音は、人が生活

修を受けると市認定ヘルパー

ることは避けられませんが、一

市社会福祉協議会ホームページ

腹６

星空に魅かれるのか？」

時払先着

月４日㈯午後２時～４

吻環境政策課環境係

■放射線量率測定器を貸し出し

さ ん（ 国 立 天 文 台 准 教

授）
鮒２００円
（受講料）

ています

弗市内を活動拠点とする団体お

時）貸出機器Ｄｏｓｅ

することに伴い発生します。音

（家事援助のみ）として働くこ

人ひとりがさまざまな日常生活

をご覧ください。

日㈬までに、狛江市

社会福祉協議会☎（３４８８）

日㈪午前９時から

分５月

期間１日間（土・日曜日、祝日

よび市内に住所を有する方貸出

談室弗市内在住の方沸高齢者、

を除く午前８時

情で住まい（民間賃貸住宅）の

２

の種類や発生する時間・場所が

とができます。

か～狛江市認定ヘルパー研修～

■介護の仕事はじめてみません

境政策課環境係へ。

分吻事前に電話で確認の上、環

明します。

法等詳細は、貸し出しの際に説

Ｐ Ｒ Ｍ ―１ ２ ０ ０ ※ 使 用 方

確保にお困りの方から相談を受
け付けます。
分吻福祉政策課へ。

■生活騒音に気を付けましょう

楽器の音や洗濯機等の家庭用

機器・設備から出る音、上階の

いつも同じとは限らないため、

日㈮複午前９

分※３日間の研

日㈬～

腹６月

時～午後４時

において出される音を意識し、

分吻６月

修後、半日程度の

周囲の方へ思いやりを持ち、で

あります。

には加害者になるという特性が

多くの人が時には被害者に、時

足音、自動車・バイクの空吹か

ＲＡＥ

分～午後５

障がい者、子育て家庭などの事

枠（要予約）淵２階第一市民相

１１

４０

１６

５０

きるだけ音を出さないように工

２０ １８

午後３時
学生払先着

がたくさん登場します分５月

と保護者沸ねんねの赤ちゃん

弗新生児～ずりばいの子ども
腹６月６日

日㈯午後２時から

■すくすく測定

と保護者で集まって、ゆった
日

時 分弗

り交流しませんか分５月

分～

乳幼児親子払先着６組沸身

㈪から

㈪午前 時

長・体重の測定ができます分

以 下 は 広 告 枠 で す

３０

２４

２０

４５ ２７

分吻藤塚保育園☎（３４８９）

２８３５、
駒井保育園☎（３４８０）

園庭遊び
三島保育園
☎（3488）3898

１１

うち、３０分程度

弗市内在住の方

園庭遊び
駄倉保育園
☎（3489）5415

１０
２５
３０

３０

く午前１０時～午後４時の

９３６１、
駄倉保育園☎（３４８９）

５４１５、
三島保育園☎（３４８８）
３８９８へ。

狛江子どもの家
１４日㈫ 園庭遊び・遊具遊び・おもちゃ遊び・手洗い指導
☎（３４８８）１２３１
東野川保育園みんなの家
２９日㈬ 手形足型とり
☎（３４３０）８７７８
めぐみの森保育園
２３日㈭ 園庭遊び
☎（３４８０）４４４８
２日㈭ 園庭遊び・身体測定
いずみ保育園
☎（３４８０）０５９８
１７日㈮ 園庭遊び
８日㈬
狛江ちとせ保育園
身体測定・園庭遊び・園児との交流
☎（３４８８）１２８１
２２日㈬
虹のひかり保育園
１７日㈮ 園庭遊び
☎（５７６１）２７３７
園庭遊び

２２

１５

園名

３０
１０

１１

２３

腹 土・ 日 曜 日、 祝 日 を 除
日程
内容
９日㈭ 乳児クラスと迷路で遊ぼう・園庭開放
１７日㈮ ジャガイモ掘り・園庭開放

駒井保育園
☎（3480）9361

２４

１６

多摩川保育園
☎０４２（４８３）４６６７

２８
２６

内容
園庭遊び
色水遊び

https://komae-kosodate.net/

５０ ２６

１０

４５

１６

日程
２日㈭
２１日㈫
１日㈬
１３日㈪
６日㈪
２３日㈭
７日㈫
２１日㈫
園名
藤塚保育園
☎（3489）2835

こまえ子育てねっと
１５

３０

■私立認可保育園園庭開放６月の日程（雨天中止）
■「おひさま」6月の日程(雨天中止）

てんとうむしばあちゃん

１１

狛江市立
保育園
育児相談
～来て見て遊ぼう～

子育て
３０

３０
１０
３０

ば、職員にお声掛けください。
払１日１０組（付き添いの保護者は
１人まで可）
物着替え、タオル等
■私立保育園園庭開放
複午前１０時～１１時
吻各園

保育園園庭開放

食育講演会
２１

弗未就学児親子
※親子とも汚れてもよい服装でお
越しください。
■市立保育園園庭開放
「おひさま」
複午前１０時３０分～１１時３０分（１１時
までにお越しください）
※お子さんに関するご相談があれ

腹 ６ 月１７日 ㈮ 午 前１０時３０分 ～
正午（１０時１５分開場）
弗市内在住・在学・在勤の方
払先着４０人（要予約）
※未就学児の託児あり（先着
５人・要予約）
沸みそを中心とした、発酵食
品についてのお話
仏前橋健二さん（東京農業大
学醸造科学科教授）
物筆記用具
淵 分 吻 ５ 月１６日 ㈪ か ら ６ 月１０
日㈮までに、電話で健康推進
課（あいとぴあセンター）☎
（３４８８）１１８１へ。

１６

「日本の伝統的な食文化
を学ぶ～味噌の魅力～」
１０

令和４年（2022年）５月1５日
広報こまえ
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近現代

年中行事、人生儀礼、祭礼の様

▽第２５９回～かわせみ館はラテン

腹５月２８日㈯午後２時～４時（１

腹６月４日㈯午後２時～３時３０

時３０分開場）

分（１時３０分開場）

払先着５０人

払先着３０人

出演ブルームーン、

出演茂とラテンな仲間達

仲間

吻地域活性課コミュニティ文化係

青木カナ

琵琶

と語り〜平家物語の世界〜

日６月１０日㈮午後２時開演（１時
２０分開場）

お話つき９０分

♪オカリナ・コンサート
●
贈るオカリナ

初夏に

～クラシックから

日本・世界の名曲まで

日７月１４日㈭午後２時開演（１時

淵西河原公民館

２０分開場）

払２００人

淵西河原公民館

出演田代旭美

払２００人

曲目粟津河原

直登（ピアノ）

（木曽義仲の最
（屋島の合戦より）
、壇之浦（源
平最終合戦）
、他

５００円

チケット発売中全席指定

リア、チャール

※倶楽部Ｅ会員割引はありません。
い。

※変更が生じる場合があるので、
最新情報はホームページでご確認

を除く午前９時～午後５時）

※発売初日の電話予約は午前９時
す。

休日診療

ひまわり（東京都医療機関案内サービス）
☎（５２７２）０３０３

☎（３４８０）０１１９

病院へ行く？救急車を呼ぶ？
急な病気やけがで迷ったら

東京版

救急受診ガイド

東京消防庁救急相談センター

＃ 7119


☎０４２（５２１）２３２３

携帯電話
から

スマートフォン
から

ホール

から、窓口販売は午後１時からで

イ

茨木智博

https://ecorma-hall.jp
24時間医療機関案内

腹６月１０日㈮午後２時～３時
弗市内在住の方
払先着３０人（要予約）
仏阿部章則さん（大塚製薬（株）
）
※参加者には、熱中症対策試供品を
差し上げます。
淵分吻健康推進課（あいとぴあセン
ター）☎（３４８８）１１８１へ。

ヨ

５月３１日㈫から

で開催します。

（３４３０）４１０６（土・日曜日、祝日

チケット全席指
▽倶楽部Ｅ発売

改修工事中のため、西河原公民館

事務所（駄倉地区センター内）☎

の歌、他

５００円

６月２日㈭から

※現在、エコルマホールは大規模

チケット取り扱いエコルマホール

ダーシュ、浜辺

定

▽一般発売

ください。

曲目Ｇ線上のア
田代旭美

コンサート

※未就学児の入場はご遠慮くださ

出演茨木智博（オカリナ）
、杉本

（筑前琵琶）

～夏前からはじめよう！
今年の夏の熱中症対策～

︵一財︶
狛江市文化振興事業団☎
︵３４３０︶４１０６

♪いにしえの響きを楽しむ
●

熱中 症 予 防 講 演 会

日程
６日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪
７日㈫・14日㈫・21日㈫・28日㈫
８日㈬・15日㈬・22日㈬・29日㈬
８日㈬・15日㈬
22日㈬・29日㈬
９日㈭・16日㈭・23日㈭・30日㈭
３日㈮・10日㈮
17日㈮・24日㈮
９日㈭・16日㈭・23日㈭・30日㈭

茂とラテンな仲間達

エコルマほっとライブ

8

■６月のパソコン教室日程等

各回淵谷戸橋地区センター

ブルームーン

令和４年（2022年）５月1５日

複午前９時～正午・午後１時～４時
沸個人講座および家族・友人と参加できるグループ講座
があります。日程・内容等はご希望に沿って調整できま
す。
鮒４，１００円（※１は３，６００円とテキスト代５５０円）
淵分吻５月24日㈫までに、狛江市シルバー人材センター
☎（３４８８）６７３５へ。

の季節～

青木カナとラテンな

狛江消防署

市史関連刊行物を作成しました

資料編

子、地域で語り継がれてきた伝

■かわせみコンサート

▽第２５８回～かわせみ祭～

広報こまえ

６月のパソコン教室

」

イベントコーナー

期）
、那須与一

■ 新狛江市史

５

民俗編

承等について掲載しています。

頒布価格３，４９０円

新狛江市史

第二次世界大戦の終戦直後か

ら、小田急線の高架複々線化事

業と狛江駅北口再開発事業が完

成するまでの時期に関する資料

を大きく３つの時代に章立て

し、収録しています。住宅都市

として発展してきた戦後から平

成に至るまでの人々の活動や地

第８号

「

狛江

月に行った

１０

■市史研究

令和３年９月と

市史編さん関連講演会の記録

や、市内で行われてきた川魚漁

に関する調査報告の他、第二次

世界大戦終戦後の市域の変化を

第

統計資料から追った「歴史のひ

狛江

とコマ」等を掲載しています。

頒布価格３００円

市史研究
８号

資料編

域の様子をうかがい知ることが

新狛江市史
近現代５

できる資料を掲載しています。

民俗編

頒布価格２，３００円

■新狛江市史

狛江村成立以前の旧村ごとに

刊行してきた調査報告書の内容

に基づき、市域の民俗事象をま

とめました。
生活上必要な地縁・

血縁関係やさまざまな集団の様

子、伝統的な生業、衣・食・住、 吻市史編さん室

狛江市役所 ☎
（3430）1111 FAX（3430）
6870 HP https://www.city.komae.tokyo.jp/ Twitter @KomaeCity

時間
午前
午前
午前
午後
午後
午前
午前
午前
午後

コース名
ワード応用１
パソコンで水彩画
Excelちょこっとうえの関数
やさしいLINE入門(※1)
やさしいLINE実践(※1)
パワーポイント基礎とデザイン
iPhone & iPad入門１(※1)
iPhone & iPad入門２(※1）
パソコン入門(西河原公民館)

上和泉サマーコンサート
腹６月５日㈰
複午前１０時３０分～午後０時
１０分・午後１時～２時４０分
（各回２０分前に開場・同一
内容）
払先着６０人（要予約）
出演狛江ともしび音楽隊、
ブルームーン
曲目大阪ラプソディー、君
恋し、想い出のグリーング
ラス、オンザサニーサイド
オブザストリート、他
物スリッパ、靴袋
淵分吻上和泉地域センター
☎（３４８９）９１０１へ。

小児初期救急平日夜間診療

腹日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日〜１月３日） 腹月～金曜日
覆午前９時～１１時３０分・午後１時～４時３０分 （慈恵第三病院の休診日は除く）
覆午後７時～９時３０分
淵あいとぴあセンター
弗１５歳以下の急病の方
☎（３４８８）９１２１
休日応急診療所
※事前に電話をしてから受診
※事前に電話をしてから受診
慈恵第三病院内
☎（３４８８）９１７１
休日歯科応急診療所
「狛江・調布小児初期救急平日準夜
☎（３４８８）１５１９ 間診察室」
☎（３４８８）２０６１
休日診療薬局


腹日程・期間 複時間 覆受付 淵会場・所在地 弗対象・資格 払定員 沸内容 仏講師 物持ち物 鮒費用 分申し込み 吻問い合わせ 噴ホームページ 墳電子メール

