
毎月 1日・狛江市発行 NO.192　AUG 2019狛江市民活動・生活情報誌

★★★★★★★★★

夏休み子ども・中高生
スペース事業を実施

市立小・中学校が一斉閉
校期間中の13 18

夏休み中の子ど
もたちに居場所を提供する
「夏休み子ども・中高生ス
ペース」事業が中央公民館
で実施される。
昨年に続いて実施するも
ので、対象は市内の小中高
生（大学生も可）、時間は
いずれも午前9時～午後9
時（小学生は5時、中学生
は6時まで）。
「学ぶ」「遊ぶ」「食べる」
がテーマで、「学ぶ」は勉
強のためのフリースペース
を用意、一部日程でこまえ
学習サポートプロジェクト
の見守りスタッフが勉強を
サポートする。「遊ぶ」は
自由に遊べる場所を提供す
るほか、スクラッチアート
やペーパークラフト、紙細
工の無料体験教室（午前9
時～正午、午後1時30分～
5時）も開かれる。「食べる」

は、市内の子ども食堂など
4団体が協力、13日 ん
なの居場所、15
食堂、16
摩里食堂、17
+居場所 おかえりが、い
ずれも正午から子どもに先
着50食を無料で提供する。
また、持参した弁当を部屋
で食べることもできる。
問い合わせ☎3488-
4411中央公民館。

夏休みの子ども食堂
回数増やイベント

孤食が増えがちな夏休み
中の子どものために市内の
子ども食堂では提供回数を
増やしたり、イベントを催
すなどして対応する。
○みんなの居場所＝10日

10時～午後3時、
西河原公民館。子ども無料、
おとな300円。先着限定
45食。問い合わせ☎090-
2251-0911山口さん。
○ごはん+居場所 おかえ
り＝24 3
時、中央公民館。子ども

無料、おとな（19歳以
上）300円。先着50食。
問い合わせ☎090-1208-
3823宮川さん。
こどもの多摩里食堂も
8 21日 、
既に定員に達したため、受
け付けを締め切った。

親子で農業体験を
ＪＡマインズが募集

JAマインズが農業体験
「親子でアグリ」の参加者
を募集している。
都市農業への理解と食農
教育を目的として猪方3丁
目の畑でジャガイモとエダ
マメを栽培して収穫する。
日程は9月1 ・畝
づくり・種まき、10月12

、11月30
日 ・片付けの3回（天
候などで変わる可能性あ
り）の午前中。参加費は1
人あたり110円（傷害保
険代）。対象は狛江市内の
幼児・児童と保護者で定員
10組（応募多数の場合抽
選）。申し込みは8月19日

3488-3435か
FAX3488-2830でJAマイ
ンズ狛江支店へ。

狛江フェスティバル2019
泉龍寺とえきまえ広場で

「狛江フェスティバル
2019」が8月31日

ビウス∞えきまえ広場と泉
龍寺境内で催される。

泉龍寺では「こまえ夏ま
つり」として、食べ物など
の販売、縁日、手作りや体
験などのワークショップ、
ステージでのパフォーマン
スが行われ、おとなからこ
どもまでが楽しめる。9月
1 後7時からは阿波
踊りが披露される。
メビウス∞えきまえ広
場では「KOMAE BEER 
FESTA（コマエビールフェ
スタ）」として市内などの
ブルワリーと飲食店が出
店、さまざまな地ビールと
つまみが味わえる。
また、泉の森会館前では
泉の森友の会による「泉の
森通り夏祭り」が同日開催
され、ライブやストリート
ダンスが披露される。
時間は両日とも午前11
時～午後8時。
詳細はフェイスブック
(https://www.facebook.
com/komaefestival/）
問い合わせ☎3480-
9367木村メガネ。

22日夜に灯ろうまつり
多摩川河川敷彩る数百基

多摩川灯ろうまつり（多
摩川灯ろうまつり実行委員
会主催、狛江市観光協会後
援）が22日 後6時30
分から多摩水道橋下流の多
摩川で催される。
世界平和と環境保全を願
い、河川敷を灯ろう数百基
の光で彩る。一昨年までは

昨年の灯ろうまつり

川に流してい
たが、昨年は
強風などの影

響で河川敷に並べる方式に
変更、ことしからは屋形船
が使えなくなったため、昨
年と同じ方式に改め、名称
も「灯ろうまつり」に変更
した。
灯ろうは1基1,000円
で、申し込みを21日
で市内６カ所の寺院で受け
付けるほか、会場でも当日
午後４時から6時まで受け
付ける。雨天の場合は23

。
問 い 合 わ せ ☎3489-
8440圓住院内多摩川灯ろ
うまつり実行委員会事務局。

はたらく消防の写生会
8日から市役所に展示
「はたらく消防の写生会」
の入賞作品が8 16日

30分（8日は午
後１時）～午後５時に市役
所2階ロビーで展示される。
狛江消防署では、消防へ
の関心を高め、防火防災意
識の向上を目的として市内
の小・中学校で消防自動車
などの写生会を4月から5
月にかけて行い、子どもた
ちが描いた絵画の中から入
賞作品を展示する。
問い合わせ☎3480-
0119狛江消防署予防課防
火査察係。

和泉多摩川駅前の
米屋建設株式会社（東
和泉3-11-14）は戸

建て住宅をはじめさまざまな建物を
50年以上手がけてきた建設会社。
創業者の千葉孝良さん(81)は世田谷
区豪徳寺で生まれ育ち、大学の建築科
を卒業し昭和35年に大手セメント会
社に就職、主に工場や社宅の設計に携
わり、２年後に一級建築士の資格を取
得した。40年に狛江町（当時)で大正
時代から続く老舗の米穀販売店の娘の
久子さん(昭和18年～平成７年)と結婚
し、狛江へ転居した。妻の祖父は和泉
多摩川駅前で22年から不動産業も営ん
でいたが、さまざまな建物の設計・建
設を手がけたいと考えていた孝良さん
は翌年にその事務所の一画を借りて建

設会社を設立、妻の実家の家
業にちなんで社名を付けた。
独立当初は、元の会社から
住宅建設を希望する社員や、
大工などの職人を紹介しても
らうなどの支援を受けたとい
う。創業時は孝良さんともう
ひとりの建築家、事務員の３
人でスタートしたが、施主の
希望を丁寧に聴いて家を建て
る姿勢が好評で、顧客から別

の客を紹介されることが多く、経営は
順調に軌道に乗った。
その後、妻の祖父が亡くなり不動産
業は廃業したが、祖父の顧客だった地
主から熱心に頼まれ、建て売りや土地
販売は行わないことなどを条件に47
年に不動産部を設けた。
他の設計事務所との連携や建築コン
ペにも参加した結果、主力の個人住宅
のほか、鉄筋コンクリート造りの共同
住宅、店舗、医院、保育園・幼稚園な
ど仕事の幅を広げ、市内でも多くの建
物を建設した。
同社では、設計する前に担当者が施
主の希望などを時間をかけて打ち合わ
せるほか、アフターサービスにも力を

入れている。入居後に見
つかった不具合を直し
たり、ライフスタイル

や家族構成の変化にも対応する。その
ため、以前手がけた家の建て直しを依
頼されるケースも多い。また、現場の
職人と良好な信頼関係が長く続くこと
を重視しているという。最近は耐震性
など災害に強い建物の建設に力点を置
き、耐震診断の相談にも応じている。
現社長の淳司さん（45）が平成12
年に三女と結婚する際に、孝良さんは
跡を継いでくれるよう依頼、淳司さん
はその話を了承し、姓も「千葉」に改
めた。淳司さんは翌年同社に入社した
が、建築の知識がなかったため、夜は
専門学校に通うなどして知識の習得に
努めてきた。また、孝良さんは５年前
に社長を淳司さんに譲って、代表権を
持つ会長職に就任した。
孝良さんは「かつての会社のOBや
地元を大切にし、技術屋集団として自
分の仕事へ誇りを持つことが大切」と
話し「長く住め、使える住宅をこれか
らも提供していきたい」と話している。
米屋建設　☎3488-5155　営業時
間＝午前8時～午後5時　日曜・祝日
休み。不動産部は☎3488-7575　営
業時間＝午前10時～午後6時　水曜・
第三火曜休み。

施主の希望に合わせた設計・施工心がける

昭和41年に開業／個人住宅主力に業績伸ばす／不動産部も開設
千葉淳司さん（左）と孝良さん
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和泉多摩川商店街で
24日に夏祭り「一八〇」
和泉多摩川商店街振興組合
が24日 ～8時に
「一八〇」と名付けた夏祭
りを催す。
「いつもと違う、いつもの通
り」をコンセプトに、平成
29年から始まった。同商店
街のメイン通りを歩行者天
国にした参加型フェスティバ
ルで、特設ステージでライ
ブ演奏、狛江ゆかりの飲食
物や品物の販売、無料で参
加できる催しなどを行う。
今回は、より多くの人に参
加してもらおうと、和泉多
摩川を舞台にした漫画「ソ

ラニン」を手がけた漫画家
浅野いにおさんにポスター
（上）やチラシのイラストを
依頼した。
当日雨天の場合は25
に順延。
問 い 合 わ
magawa180@gmail.
com一八〇実行委員会。

いずみ会納涼盆踊り大会
3日 (小雨決

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 ☎090-2678-8346
池谷さん
小足立納涼盆踊り大会

９日 （予
備日11 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
岩戸親睦会盆踊り大会
９日 （予

備日11 後7時
30分 ～9時30分（10日
は9時） 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

記事の見方
開催日・期間 会場

内容 主催・問い合わせ

商 店 街

盆踊り盆踊り


