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盆踊り体験会
1日 8日 15 2
13：00～14：30中央公民

館。身体を動かし踊る。盆踊りの
けいこ 美重駒会☎3489-
8673FAX3488-5613西牧
親子ビクス
首すわり～2歳過ぎ＝1日

25日 歳半～未就学児＝12
・2 10：45～11：45

西河原公民館ほか。子どもと一
緒に曲に合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、室内用運動靴 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
英会話
3歳 ～6歳 ＝5日 26日
年長～小学3年生＝19

15：30～16：30中 央 公 民 館
ほか。初心者歓迎 先着10組

1,000円 事前 English for 
Everyone englishforeveryo
ne20180122@gmail.com大幡
カラオケ21 第24回発表会
（小川タケ子追悼会）

13 10：30西河原公民館。
第一部＝会員発表、第二部＝カ
ラオケ・舞踊交流会 マスク着用

カラオケ21☎・FAX3488-
2608 lil.river@nifty.com小川
絵本の楽しさを知る
17 15：00こまえくぼ

1234 先着15人、28日 1：
00野川のえんがわこまち 先着
10人。コロナの影響により中止
の場合あり 乳幼児から り
ぷりんと・狛江 かわせみ☎090-
7285-6781今井
絵で遊ぶ会 作品展
17 ～22日 0：00（初

日11：00）～17：00（最終日
15：00）泉の森会館。講師の
田丸ひとみさんと生徒5人による
初の作品展 IMF☎5497-
5444平岡
こまえ平和フェスタ2022 戦
争も核兵器もない世界へ

21 14：00～16：30（13：
00開場）西河原公民館。狛江市
平和都市宣言40周年記念講演。
講師は元広島市長秋葉忠利さん。
詳細はホームページ、チラシ参照。
YouTubeでオンライン同時配信
先着100人 締切15
こまえ平和フェスタ実行委員

会 ☎080-1153-7336FAX3480-
7477 mail@komae-heiwa-
fes.clean.to西尾

おはなし会
22 11：00～11：30・

16：00～16：30中 央 公 民
館。みんなが笑顔になるお話し
がいっぱい マスク着用 乳幼
児（保護者同伴）から 各回先着
10人 おはなしこまえ☎・
FAX3488-2011 seki-ｙ＠kxf.big 
lobe.ne.jp世木
心の病・家族相談
23日 （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
映画 真実を教えてください2
28 18：30（開場18：

00）～20：30西河原公民館。家
族をコロナワクチンで亡くした
遺族のドキュメンタリー映画 小
学生から 先着140人 1,000
円 事前 コウノトリごはんの
会 jyoueikaikomae@gmail.
com小山田 

電話訪問はとの会活動者募集
のいずれか1

日13：30～16：00あいとぴあ
センター。独り暮らしの高齢者等
を精神的に支え電話で見守る活動
600円 狛江市社会福祉協議会
☎3488-0294FAX3430-9779は
との会担当

リフレッシュ体操
毎第１・２・３ （8月のみ

第1・ ）9：30～11：00市 民
総合体育館。ストレッチ、柔軟
体操等の健康体操。見学・体験
歓迎 体育館履き、飲み物、タ
オル 2,500円 狛江リフレッ
シュ体操同好会☎3480-7964 
masakura7258@gmail.com

櫻井
合気道
毎 19：00～21：00狛江

第二中学校、毎 8：45～21：
00・毎 6：15～18：30市民
総合体育館。柔軟と基礎練習。ケ
ガをしにくい体作り。道場の清
掃等。無料体験あり タオル、飲

み物 子どもから 2,000円
1,000円 事前 養氣會狛江合
氣道倶楽部☎090-5197-1269 
2013yumi8@ezweb.ne.jp中村
ハイキング
月２回主に平日東京都及び近

県の散策・ハイキング。心身の健
康作りを通じ会員相互の親睦を図
る 弁当、飲み物、雨具、健康保
険証等 おおむね55歳以上で、1
日7km位歩ける人 3,000円
500円 事前 狛江歩歩クラブ
☎・FAX3489-5356平賀
小学生バレーボール

17：00～19：30、
時間不定緑野小学校。

見学・体験歓迎 体育館履き、飲
み物、タオル 小学1～4年生
3,000円 事前 狛江セブン☎

090-3900-2127栗山
リラクゼーションバレエ
月4 19：15～21：15中

央公民館。バレエを基礎とし、マ
ットやバーを使ったストレッチ
体操 3,200円、施設費800円
Yu’sエッセンシャルバレエ☎
080-4463-9004池端
コーラス
毎 第1・3 13：00～14：

30南部地域センター。女性声楽
家指導。健康に歌う。初心者歓迎。
年齢性別不問。入会随時受付 筆
記用具 1,500円、楽譜代・場所
代500円 500円 ピオーネの
会 ☎080-5514-7156FAX3489-
9909
親子体操教室
月３回第１・３・4

00～11：00野川地域センター・
上和泉地域センター。親子体操
競技会の講師を招き、親子で体
を動かす 水筒、タオル、動き
やすい服装 1歳8カ月からの親
子 1,000円 事前 プチバルー
ン ☎080-5472-1336 shiori.
togura8@gmail.com古橋
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
1,000円 2,500円 ハーモニー
☎・FAX5761-5910鵜塚
【訂正】『わっこ』7月号の「komae
の仲間」の会員募集の中で、囲碁
の竜平勝って会のメールアドレス
はk.shiratori@tbz.t-com.ne.jp
でしたので、訂正します。

「komaeの仲間」は市民活動団体の情報コーナーです

●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。

有限会社ジュエリー・エルはオリジナルやオーダー
メイドの宝飾品の製作・販売、リフォーム、修理など
を行う専門店。
店内には、様々な宝石を使ったオリジナルデザイン
のネックレス、指輪、ブローチなどが並び、奥は金属
加工に使う工具などを備えた工房になっている。
同社取締役の細川伯允さんは、真珠を主体とした
宝飾品の老舗ミキモトの職人として約11年勤めた後、
宝飾加工職人として独立。昭和41年に結婚と同時に
狛江町（当時）岩戸北へ転居し、自宅で業者からの注
文を受けた宝石加工を行っていた。独立後も、ミキモ

ト時代の先輩
職人から教え
てもらうなど
技術の向上に
努めるととも

に、宝石についての経
験と知識も深めた。息
子の剛司さんが20歳頃
から父の仕事を手伝うようになったため、35年前に
現在の場所に店舗と工房を建て、有限会社を設立した。
移転当初は業者からの注文が多かったが、伯允さんが
趣味の野球などスポーツを通して知り合った地域の人
から宝飾品の修理やリフォームの依頼が増えた。その
結果、オリジナルデザインのアクセサリーの製作・販
売も手がけるようになり、約5年前には剛司さんの住
宅を兼ねて工房を建て直した。
商品のデザインは主に剛司さんが担当、シルバーに
星座に見立てた宝石を入れたオリジナルブローチなど
幅広い年代に好まれる商品が多い。
宝飾品の製作やリフォームは加工が難しいことが多
いため、事前に顧客の希望や予算を時間をかけて聞い
てから作業に取りかかるようにしており、多くの人に
好評だという。修理も、元通りにならない場合は代案
を提案するなど、希望に応えるようにしている。
伯允さんは、スポーツの指導のほか、地域活動にも
熱心で、昨年はこまえくぼ1234の5周年記念イベン
トの実行委員長を務めた。
細川さん親子は「狛江で作業を始めて56年たちま
す。お客様の様々なリクエストに応えられるように精
進していきたい。宝飾店は敷居が高いように思われま
すが、アクセサリーを磨き直すだけでも良いので、ぜ
ひ気軽に来店を」と話している。
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ジュエリー・エル

狛江三叉路

狛江通り 世
田
谷
通
り

ジュエリー・エル

☎3480-0587　東和泉1-6-12　営業時間＝午前
9時30分～午後6時、日曜日・祝日休み

オリジナルデザインの宝飾品が並ぶ店内と細川伯允さん

高い技術で宝飾品を製作・販売
狛江で創業、地域で根付き56年

細川伯允さん（奥）と剛司さん


