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小林千代漆芸展
11：00～18：

00（最終日15：00）泉の森会館。
長きにわたるていねいな漆芸。盆、
皿、箱物など IMF☎5497-
5444平岡
野川おもちゃ病院

～16：00野川のえんがわこまち。
壊れたおもちゃをおもちゃドクタ
ーが修理 野川おもちゃ病
院☎090-4455-1497大畑
親子ビクス

すわり～2歳くらい＝12日 、首

45～11：45中央公民館ほか。
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

加可 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
心の病・家族相談
13日 （電話相談）・27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
こまえ楽市

役所前市民ひろば。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

狛江楽
市の会☎5438-8805FAX5438-
4331 komaeraku1@gmail.
com坂本

こまえほんの会の金曜よみきかせ

しこさん家。絵本でくつろぐ小
さなおはなし会 子どもから
先着10人 こまえほんの会
komaehon_nokai@yahoo.

co.jp長尾
2022年第6回シニアテニス
教室

10月11日

和泉市民テニスコート。倉光
哲さんの指導の都体協主催に
よるシニアスポーツ振興事業
ラケット、飲み物 市内在住の
60歳以上（50歳代も可） 25
人（抽選） 各テニスコー
ト配備の申込用紙でFAX3480-

6211狛江市体育協会へ。締切8
狛江市硬式テニス協会☎

080-4004-2379 sakuyura@
ozzio.jp山口
第28回秋の住宅まつり

00えきまえ広場。無料住宅相
談、大工教室や様々な体験工
作など 狛江市及び周辺住民

東京土建一般労働組合狛
江 支 部 ☎3480-9761FAX3430-
0505 komae@tokyo-doken.
jp高橋

令和4年度 狛江市卓球連盟
後期登録受付

〔年度登録料〕団体＝ 1,000円
3,000円（年会費は20人まで。
21人以上は1人あたり300円）、
個人＝ 500円 団体男・女（本
拠地は狛江市、異性は3人まで）、
個人（市内在住・在勤・在学者）
岩戸北4-15-16狛江市卓球連盟 

狛江市卓球連盟☎3489-
4559FAX3489-7783秋元

ストレッチ
月4回 10：00～12：00中

央公民館。顔や身体のマッサージ、
ストレッチや軽い筋トレなど健康
体操 マスク着用、ヨガマットま
たはバスタオル、飲み物 若干名
3,000円 1,000円 事前 ノ
ートル☎090-9373-3523田丸
多摩川でバードウォッチング

泉多摩川駅前集合（雨天中止）。
下流に向かって観察。南部地域セ
ンターで解散 双眼鏡（無くても
可）、筆記用具、昼食 200円
狛江探鳥会☎080-2094-8822
由井
囲碁
毎

あいとぴあセンター。碁敵はな
ぜか仲良し 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
リウマチ友の会

布市総合福祉センター。リウマチ
についての勉強会と会員相互の
親睦をはかる 飲み物 リウマチ
患者、家族 200円 調布・狛
江リウマチ友の会☎・FAX3488-
7355加古
書道

書に関する全部、ペン習字 先
着10人 4,000円 1,000円
1,000円 美墨会☎・FAX3480-
1920武居
フォークダンス

9：30～11：
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☎3480-0257望月

「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。

先生も絵手紙に挑戦

基礎学ぶ初の研修
新任の先生を対象にした絵手紙

で行われた。
市内には子どもたちを対象に絵
手紙を図工などの授業に取り入れ
ている小・中学校はあるが、先生
を対象にした研修は初めて。
市内８校から14人の先生が参加、「絵手紙発祥の地－狛江」実行委
員会の委員から絵手紙の基本的な知識や筆の持ち方、彩色の仕方など
基礎について説明を受けた後、パプリカやナス、レモンを画材に真剣
な表情で絵手紙をかいた。参加した先生たちは「実際にかいてみると

い「」たっかし楽くごす、もで。いし難 つもは教える側なので、新鮮でし
た」「今度は子どもたちと一緒にかいてみたい」などと話していた。

絵手紙をかく先生たち

狛江オルテンシアはタンゴピアニスト池田みさ子さ
んが開いたタンゴ中心のライブハウスとレンタルス
ペース。国内外の演奏家の生演奏が楽しめるドリンク
付きの本格的なタンゴコンサートを毎月催している。
7月からは市内のタンゴ愛好家を増やそうと通常より
入場料を低くした狛江市民限定ライブを始めた。
オーナーのみさ子さんは、バンドネオン奏者で日本
にアルゼンチンタンゴを根付かせた故・池田光夫さん
の長女。光夫さんは昭和29年から狛江に住み、演奏
活動のかたわら、狛江に音楽を普及させるため41年

に自宅
の一部
にレコード店を開業、楽器店や音楽練習場も開いた。
さらにジュニアオーケストラやアマチュアバンドの育
成にも尽力した。平成14年に亡くなった光夫さんの
ライブハウス開設の夢を引き継ぎ、みさ子さんの弟
の章さんが18年に音楽演奏もできる欧風レストラン
「むっしゅ」をオープン、月１回タンゴのライブ＆ディ
ナーショーを開催したが、24年に章さんが亡くなっ
たため閉店。しかし、みさ子さんが父や弟の思いを受
け継ごうと、母のマサ子さんと妹のまり子さんに相談、
29年にライブハウスをオープン、ひとつの色に染ま
らず様々な笑顔が咲くようにとスペイン語であじさい
を意味するオルテンシアと名付けた。出演した演奏家
は「音の響きが良い」、観客は「演奏者と距離が近く
て迫力ある生の音が楽しめる」と好評で、毎月開くラ
イブはほぼ満席の状態だ。みさ子さんらは「狛江では
父のことを覚えている人も多く、他の地域よりもアル
ゼンチンタンゴが浸透している気がします」と話して
いる。
市民限定ライブは年４回の予定で、次回は10月22

最大で35人（コロナ禍の現在は25人）入れるライ
ブハウスは、コンサートのない時は貸し出している。
グランドピアノや音響機材、配信にも利用できるネッ
ト環境を備え、アコースティックライブ、発表会、ワー
クショップ、会議などに幅広く利用できる。
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狛江オルテンシア
和泉多摩川商店街和泉多摩川商店街
寺

駅
川
摩
多
泉
和

駅
川
摩
多
泉
和 郵便局

和泉多摩川通り

狛江オルテンシア線
急
田
小

☎070-6463-0527、東和泉3-7-4、営業時間＝
原則午前10時～午後8時30分。不定休

狛江市民限定のタンゴライブ

タンゴ楽しめるライブハウス
父と弟の夢受け継いでオープン

池田みさ子さん（右）とまり子さん


