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募　　集募　　集募　　集募　　集募 集募 集募 集募 集募　　集
「電話でお話ししませ
んか」無料利用者募集

週2回
13：30～16：00。

日々、会話をしています
か。私たちと電話でお話を
しましょう 狛江市
社会福祉協議会☎3488-
0294FAX3430-9779は
との会担当

催　　し催　　し催　　し催　　し催 し催 し催 し催 し催　　し
「街角」土肥哲英・他 
写真展

3日 ～8日 0：00（初
日12：00）～17：30（最
終日17：00）泉の森会館。
街を歩きながら気の向くま
まにシャッターを切る、空
間を切り撮る IMF
☎5497-5444平岡

狛江・自然と触れあう
集い

7日 0：00～14：30
狛江市内。根川のほとりを
たどって玉翠園、男爵いも
の由緒地を巡る 歩きやす
い靴 先着30人 保険料
100円 締切開催前日
狛江・自然と触れあう集い
☎090-7204-1146野口
心の病・家族相談
9日 電話相談）・

30 （電話・面接相談）
10：00～12：00あいと
ぴあセンター。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（家族会）☎080-
9275-2090安藤
ベビーマッサージ
10 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

絵本の楽しさを知る
28 11：00～

11：30野川のえんがわ
こまち マスク 乳幼
児～小学生 先着10人

りぷりんと・狛江 
か わ せ み ☎090-6195-
3473FAX3489-6350細谷
こまえ楽市
28 10：00～15：

00えきまえ広場。フリ
ーマーケットと市内業者
出店による市 フリーマ
ーケット出店1,100円
先着順。締切23日
狛江楽市の会☎5438-
8805FAX5438-4331 
komaeraku1@gmail.
com坂本

狛江市卓球ダブルス
大会

12月1 一般＝9：30
～13：00、年代別＝13：
00～19：00市民総合体
育館。種目＝ミックスダブ

ルス、同125歳以上、同
145歳以上 市内在住・
在勤・在学者及び連盟登録
者 80組 1組1,500円
抽選。11月1日 15
NPO法人狛江市体育

協会☎3480-6211へ
狛江市卓球連盟☎3489-
4559FAX3489-7783秋
元

会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集会員募集
フォークダンス

、第2・4 ：30
～11：30中央公民館。指
導者と世界のフォークダ
ンスを踊る 健康な人
1,500円 1,000円
F・Dフラミンゴ☎3480-
9924内山
ストレッチ

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☎3489-2251原田

剣道
18：30～20：

00野川地域センター・そ
の他小・中学校。初めての
人でも基本から指導。小学
生の防具は貸し出し応相談
小学生以上 2,000円
事前 狛江剣道同志会☎
3430-1103小川
親子体操

9：30～11：30南
部地域センター。親子で
体操。3月までの活動
動きやすい服装、飲み物
令和3年度に3歳になる
子 1,000円 事前、先
着順 カンガルークラブ
kangarookomae@

yahoo.co.jp松木

囲碁
13：00～

17：00あいとぴあセンタ
ー。囲碁は盤上の格闘技
60歳以上の狛江市また
は近隣在住者 2,000円
1,000円 あいとぴあ
囲碁クラブ☎080-5644-
1434井上

タッチラグビー
9：30～11：30

市内グラウンドほか。ボ
ールを使った鬼ごっこの
ようなスポーツ 運動し
やすい服装、飲み物 高
校生以上（小・中学生は
相談） 8,000円 狛
江タッチラグビークラブ
komaetouch.adm+ 

wakko@gmail.com林
朗読
毎 第2・4 0：00

～12：00泉の森会館。や
さしく、深い絵本や詩か
ら、声を出して読む。無料
体験あり 筆記用具、飲み
物 5,000円 事前 大人
のためのえほんの朗読会☎
090-1211-6236泉田

英会話
19：00～20：30。

米 国人講師のZoomに
よるグループ英会話。自
宅参加可 初級から
中級程度 先着2人
3,500円 1,000円 狛
江英会話クラブ☎090-
5316-6967 FAX3489-
8779 sasakima@aol.
com佐々木

フランス語雑誌読書会
月 ３ 13：00～

14：30中央公民館。フラ
ンス語雑誌を論読。時々
小説を読む テキスト、
辞書 フランス語の文章
が読める人（辞書使用
可） 1,000円/2～3カ
月 締切12月31日
白百合の会☎・FAX3489-
9691 takenawa.albis 
@festa.ocn.ne.jp竹縄

クラシックバレエ
・月2回 0：

00～12：00中央公民館。
初心者から上級者まで講
師がレベルに合わせてて
いねいに指導 5,000円
4,000円 狛江クラシ
ックバレエ☎090-9830-
1187末広

●記事中の記号●
健康、 スポーツ、 文化、 交流・地域、
その他、 狛江市市民公益活動事業補助金事業、
市または市教育委員会後援、 持ち物、 対象、
定員、 入会金、 月会費、 年会費、 参加費、
無料、 申し込み、 問い合わせ先、 Eメール

「komaeの仲間」の原稿は市役所4階政策室（☎3430-1111FAX3430- 6870 
wacco@city.komae.lg.jp）またはこまえくぼ1234（☎5761-5556）で受け付
けています。原稿は窓口へ直接持参するか、ファックスまたはＥメールでお送りく
ださい。掲載するには事前に登録が必要です。

■「komaeの仲間」欄等に掲載
した催し等は新型コロナウイル
ス感染症により中止・延期とな
る場合があります。最新情報は
それぞれの主催者へお問い合わ
せください。

「komaeの仲間」は市民活動団体の情報コーナーです

９日から火災予防運動
たばこによる火災が増加

秋の火災予防運動が９日
15 。

東京消防庁管内ではたば
こによる火災が増加傾向に
あり、屋外での吸い殻の投
げ捨てによる火災が目立つ
という。狛江市内で
も、今年は10月20

生している。狛江消
防署では「これからは空気
が乾燥し、落ち葉や枯れ草
が増えて火災による被害が
拡大する危険性があるため
注意が必要です。また、寝
たばこをしない、外出前の
吸い殻の始末にも注意し、
火の用心を心がけて」と話
している。
このほか、煙や熱を感知
して火災の発生を知らせる
住宅用火災警報器をすべて
の居室、台所、階段に設置

し、半年に１回以上、定期
的に作動を確認するよう呼
びかけている。
問い合わせ☎3480-
0119狛江消防署。

七五三詣りを受け付け
伊豆美神社が４日間

、７
、13日 14日
の午前10時～午後
３時に七五三詣りを
受け付ける。また、６

日と14日には境内でプロカ
メラマンによる撮影も行う。
４日間以外は予約が必要。
問い合わせ☎3489-
8105伊豆美神社。
【訂正】『わっこ』10月
号に掲載した（一財）狛江
市文化振興事業団の絵手紙
道具セット販売の記事に誤
りがありました。掲載した
セットには教則本が含まれ
ていませんので、お詫びし
て訂正します。 （編集部）

狛江フィル定期演奏会
狛江フィルハーモニー管弦楽団（島博之団長）が、
23
で第46回定期演奏会を開催する。
同楽団は地域の人に気軽に生演奏を楽しんでもら
おうと音楽愛好家などが集まり、平成８年に結成し、
今年で25年目を迎える。９年に創立記念コンサー
トを開いて以来、ほぼ年２回のペースで定期演奏会
を催してきたが、昨年は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため十分に練習ができないなどの理由で

開催を断念。
今年５月にエ
コルマホール
で感染対策を
十分に取りな
がら定期演奏

会を久しぶりに催すことができた。
現在の団員は狛江市とその周辺の会社員や主婦な
ど約40人。平均年齢は約45歳で、20代から70代
までの幅広い年代の人が、毎週土曜日午後に西河原
公民館などで練習に励んでいる。また、弦楽器など
の団員を随時募集しているという。
今回の演奏会は、三河正典さんの指揮でベートーヴ
ェンの交響曲第４番、シューベルトの交響曲第４番、
エルガーの弦楽セレナードを披露する。入場は無料で
全席自由。楽団では「コロナ禍を忘れて多くの人に音
楽を楽しんでほしい」と来場を呼びかけている。
問い合わせ☎070-3867-9651同楽団事務局。

演奏会に向け練習に励む団員

ボボボボランティア募集
■■■広■広報部会部員
広報紙「こまえくぼ1234」等の記事
作成
■体験学習部会部員
狛江の市民先生による出前授業の内容
検討 教師経験者
■ホームページ部会部員
こまえくぼ登録団体の情報発信支援援
パソコン、インターネットが使える人
■おりがみサロン
10日 14：00～ 16：00。折り紙
でボランティア活動、交流 先着8人
■切手カフェ
12日 ・19日 13：00 ～ 15：
00。使用済み切手の整理。使用済

み切手の収益をボランティア事業に
使用
■デジタルボランティア
イベント等で参加者のパソコンやタブ
レットなどの利用をサポート
■動画作成ボランティア
体験学習の動画の撮影と編集

参加者募集
■市民活動団体向け講座「市民に届け
‼ 工夫をしながら届ける私たちの市
民活動」
12月10日 4：00～15：30。オ
ンライン（Zoom）で参加。講師：
熊谷紀良氏（東京ボランティア・市民
活動センター統括主任）。注意事項：
接続するために必要なパソコンやス
マートフォン等の機器及び環境、利

用に伴う通信料は参加者負担（Wi-Fi
環境での接続を推奨） こまえくぼ
1234に登録している団体 １日 か
ら受け付け。こまえくぼ1234のホー
ムページ上にある申込フォームで受け
付け
■絵本のよみきかせの会
18日 ①11：00②14：00（各回
30分程度）こまえくぼ1234。絵本
を通じて交流しませんか？　だれでも
気軽に参加できます 各回先着10人
りぷりんと・狛江 かわせみ☎090-
6195-3473細谷

今月のこまえくぼ
休館日＝2日 日 、9日 6
、23日 、30日

こまえくぼ1234
〒201-0003狛江市和泉本町1-2-34　☎5761-5556　FAX5761-5033　 info@vc.komae.org
開館時間10：00～ 17：00　休館日＝火曜日、祝日、年末年始

ホームページ
はこちら→

ここに掲載している情報についてはこまえくぼ1234へお問い合わせください。


