
わっこは毎月１日に新聞折込、駅、協力店などで配布しています
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リラクゼーションバレエ

19:15～21:30
中央公民館。クラシックバ
レエを基礎とした美容、健
康体操。見学自由 3,200
円 Yu’ sエッセンシャル
バレエ☎3489-2251原田
少年少女剣道

9:00～12:00
狛江第一小学校ほか。小
中学生が中心。初めての
人も基本からていねいに
指導 12,000円 事前

狛江少年剣道クラブ
☎3489-3260 fubo@
kskc.aki.gs髙橋 http://
kskc.aki.gs/
女声合唱

10 : 00～12:00
西河原公民館。ていねい
な歌唱指導とピアノ伴奏
で3部または2部の歌を練
習。見学歓迎 5,000円
コーラス「野の花」☎

3488-3117谷田部
園児向け親子体操（体
験）

18 ・25日 5：50
～17：00野川地域センタ

ー。新規会員を募集中。無
料体験会を開催 縄跳び、
雑巾 年少～年長の親子
（ 1,000円） 事前
キッズ・バルーン☎090-
9375-7258 minako.
s-r@ezweb.ne.jp堤
ハーモニカ
毎 第1・ 0 : 00～

12：00主に中央公民館。
基礎からていねいに教え
る ハーモニカ、購入は
相 談 5人 1回1,000
円 電話。締切30日
多摩ハーモニカ倶楽

部 ☎・FAX3480-0997 

1303bakusan@jcom.
home.ne.jp永井
剣道

9 : 00～11 : 15
狛江第六小学校。二刀・
上段、他の武術も研究
体操服 3歳以上

1,000円 事前 狛江剣
友会☎090-9003-3821 
mmntmh-komae@

h5.dion.ne.jp小川
韓国語会話
月4回 13:00～

17:00中央公民館。新年
度入会募集。韓国人留学生
を講師に実力に応じクラ
ス別に学ぶ。初心者歓迎
4,000円 4,000円
狛江韓国語同好会☎080-
6656-1869佐名 http://
www.komae.sakura.
ne.jp
ダンススポーツ初心者
講習会
10 : 00～11 : 00市

民総合体育館。ダンス連盟
主催で公認指導員がコー
チ。4月はブルース。体験
レッスン1カ月 ダンス
シューズ 健康な人 10
人 1,500円 オンステッ
プソシアル☎・FAX3488-
0621 taka375@jcom.
home.ne.jp高橋
ショートテニス

9 : 00～11 : 15
西和泉体育館。硬式テ
ニスの基礎練習にも最
適 運動靴、貸しラケッ
トあり 成人 若干名
1,000円 1,000円 狛
江ショートテニスクラブ☎
3480-7518 danjou@
white.plala.or.jp檀上
ガールスカウト（体験）
17 10：00～12：

00西河原公民館。入団者
募集中。活動の説明会を
開催 年長～小学6年生の
女子 （ 1,000円
2,000円） 事前 ガー
ルスカウト東京都第22団
☎・FAX3430-3885高浜
親子体操
月３回10:00～11：

00野川地域センター。リ
ズム体操、グループゲー
ム、保護者のストレッチ
など 水筒、タオル 概
ね1歳半から3歳の子ども
と保護者 1,000円 事

前 カムカム・ひっぱりー
の kamukamucome@
gmail.com本田
小学生バレーボール

16:00～18:30、
17:00～19:30、毎

（遠征、試
合あり）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年生の女子 3,000
円 事前 狛江セブン☎
080-5376-8471山 本
http://komae7.wix.

com/komae7#
中国語

10:30～12：
00または17:30～19：00
中央公民館。北京出身の
女性講師から学ぶ 若干
名 4,500円(別途教材費）
1,000円 事前 中国
語サークル☎080-3923-
6953 yamadat69@

yahoo.co.jp山田
社交ダンス

18:30～20:30
中央公民館。プロ講師の
指導でレッスン。女性歓
迎。体験歓迎。見学 ダ
ンスシューズ 40～70歳
代 2,000円（別途雑費
500円） 1,000円 事
前 いずみダンス愛好会☎
3489-5570山崎
社交ダンス

13:00～14:55
野川地域センター。初心
者、経験者問わず 3,000
円 ダイヤモンド☎080-
2136-5141宮武
ソシアルダンス

13:00～15:10
野川地域センター。見学自
由 3,000円 アトリエ
☎3489-9108平沼
お話し合いの会
毎第1・ 14:00～

16:00あいとぴあセンタ
ー。心を開いてなんでも話
し合える場作りをしてい
る “ほっと” サロン
☎3480-3615（こまえボ
ランティアセンター取り次
ぎ）
遊印づくり
毎第 13:30～15：

30中央公民館。石やゴム
板で遊印を作る 石、ゴム
板、彫刻刀など 10人
1,000円 500円 龍の
会☎3480-1920武居
カラオケ
毎第2・ 19:00～

21:00ノタリーノホール
（狛江駅側）。ポピュラーか
ら演歌まで。作曲家の指
導あり。見学可。初心者
歓迎 筆記用具 10人
3,500円 2,000円 事
前 狛江カラオケクラブ
☎・FAX3489-5246杉浦

体験ストレッチ体操
毎第2・ 3：50～

15：20中央公民館または
西河原公民館。理学療法、
国際PNF協会公認者が指
導。整体チェック可能 水、
タオル、ヨガマットまたは
バスタオル 体に悩みがあ
る人 先着5人 1回500
円 1,000円（ 体 験
） 10 スクランブ
ル・パワー☎080-3021-
5569塩見
軽体操とストレッチ

1 : 30～13 : 10
市民総合体育館。女性専任
講師の指導 体操のでき
る服装、運動靴、タオル、
飲み物 概ね65歳以上
3,000円 いきいき体操
クラブ☎3430-1792丸山

●「komaeの仲間」6月
号の原稿の締め切りは5月
2日月です。

3日に桜まつりを開催
2日までライトアップ
第2回こまえ桜まつり（こま
え桜まつり実行委員会主催）
が3日 10時から午後4
時まで根川さくら通りなどで催
される。また、2 まで桜の
ライトアップも行われる。
桜まつりは、市制施行45周
年記念事業として、昨年初めて
開催され、当日は約8,000人
が訪れるなど人気を集めた。
今回は、メインとなる根川さ

くら通りでキッチンカーや市内
団体などが食べ物や飲み物の
販売を行う。オリンピック・パラ
リンピックPRコーナーを設置し、
ボッチャ体験を行うほか、子ど
も向けに多摩川住宅ニ棟中央
公園でミニＳＬ、ふわふわドーム、
キックターゲットなど、むいから
民家園でむかし遊びコーナーを
設ける。
また、桜のライトアップを2日
までの午後6時から8時まで行

い、夜桜を楽しんでもらう。
問い合わせは☎3430-1111
こまえ桜まつり実行委員会事務
局（狛江市秘書広報室）。

ぞうれっしゃ合唱団が
10周年記念コンサート
狛江ぞうれっしゃ合唱団が
10日 2時から西河原公
民館で10周年記念コンサート
を催す。
同合唱団は、「平和フェスタ
2005」に出演して合唱の楽
しさを知った人たちが、将来
は合唱組曲「ぞうれっしゃが
やってきた」を歌いたいと平成
18年に結成。地域のイベント
などに出演して歌声を披露し
てきた。ことしは、合唱組曲
ができるきっかけになった同名
の絵本の発行から40年目で、
合唱組曲の初演から30年目
にあたることから、コンサート
を開催し、狛江で初の「ぞう
れっしゃがやってきた」の完全
版に挑戦することにした。

当日は、「ぞう
れっしゃがやって
きた」のほか、「童
神」「アンジェラス
の鐘」「私の子ども
たちへ」「津軽のふ

るさと」、ゲストのミュージカル
CoCo～有志が「レ・ミゼラブ
ルより『民衆の歌』」などを披
露、参加者と一緒に歌うコー
ナーもある。入場料はおとな
300円、高校生以下無料。
問い合わせは☎0424-84-
5568寺尾さん。

狛江こだま幼稚園に
救命講習受講優良証
中和泉4丁目の狛江こだま
幼稚園（毛塚敬進園長）が、
市内の教育機関として初めて、
東京消防庁の応急手当奨励制
度に基づく救命講習受講優良
証の交付を受けることになり、
3月７日に狛江消防署の茂木
茂署長から毛塚園長に優良証
が手渡された。
この制度は、救急現場にい
る人が応急手当ができる体制
をつくり、救命効果を高める
ために東京消防庁が平成12
年度に制定した。こだま幼稚
園では、職員の３0％以上が
普通救命講習を受講し、毛塚
園長が応急手当指導員の資格
を取得するなど、救命講習に
積極的に取り組んできたこと
が評価され、優良証の交付と
なった。同園は、消防設備の
整備や消火訓練など防火にも
積極的で、優良防火対象物の
認定も受けている。
毛塚園長は「園児だけでな

く、保護者や地域の人の安全
と安心を守っていきたい」と
話していた。また、同署では、
これを機会に、子どもたちの
生命を守るために他の教育機
関にも働きかけていきたいとし
ている。

練習する合唱団員たち

桜のライトアップ（昨年）

6日 ら16日 で春の交通安全
運動が全国一斉に始まる。この運動に
協力する調布交通安全協会青年部部長
の小川勝彦さん（50）に話を聞いた。

「交通事故を減らすためにさまざまな活
動を行う交通安全協会は、全国の各警
察署ごとにあり、狛江市は調布警察署
管内の調布交通安全協会に所属してい
ます。協会は狛江、調布、神代の３つ
の地区に分かれ、地区ごとに活動する
ほか、女性部、青年部、交通少年団、
安全運転管理者部、運輸部があります」
「私は、協会に青年部をつくるからと
知人に誘われ、27歳で入会しました。
4年半前に部長に就任し、現在２期目
です。青年部の主な仕事は、管内の
道路標識の点検です。狛江市と調布市
の20数人の部員が調布署管内を回っ
て、見にくかったり、破損している標識
を見つけたら協会に連絡します。このほ
か、自転車安全キャンペーンを年2～
3回行い、放置自転車ゼロを呼びかけ
るチラシなどを配ります。また、狛江市
民まつりなどのイベントでパレードした
り、春と秋の交通安全運動の期間中に
啓発物を配ります。交通少年団の運営
も青年部の担当で、月2回、小学生の

団員の訓練をしています」
「交通安全運動の時は駅前で啓発物を
配ったり、幹線道路などで交通ルール

を守る呼
びかけな
どを行い
ます。 毎
月10日の
『交通安
全の日』
には、会

員が幹線道路や学校近くの広い道の交
差点で、通学時間に合わせて交通整理
を行っています。狛江では、スタントマ
ンが交通事故を再現するスケアードスト
レイトを開くのを手伝っています。また
市民まつり、桜まつりなどのイベントで、
歩行者の誘導や交通整理も担当します」
「狛江市内は最近、大きな交通事故は
減っていますが、自転車と高齢者の事
故はなくなっていません。自転車も大き

な事故になることがあるので、多くの人
にその危険性と交通ルールを守る必要
性を認識してもらい事故を減らしたいと
思っています。4月は新入生の子ども
たちが通学するので、事故に遭わない
よう、みんなで見守ってほしいですね」
「活動はすべてボランティアで、平日の
日中に活動することが多いためか、自営
業者の会員が多いです。活動時間を作
るのは大変ですが、市外に知り合いが増
え、さまざまな知識を得られるので自分

の財産になっています」
（調布交通安全協会☎ 042-
482-3042）

小川勝彦さんの横顔＝狛江市
猪方生まれ。狛江第三小学校に入学、
狛江第六小学校新設に伴い転校、狛江
第二中学校を経て私立高校へ進学。卒
業後は家業の産業廃棄物収集運搬業を
手伝い、その後、業務拡大のため独立。
平成18年に「勝栄産業」を設立。二
中PTA会長を務めた。第二育成会、東
京たまがわロータリークラブ会員。趣味
は40代から始めたゴルフで、休日はゴ
ルフや親父バレーボールで汗を流す。

調布交通安全協会
青年部部長

小川 勝彦さん

新入生が事故に遭わないようみんなで見守ってほしいです


