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毎月1日に発行します 狛江市発行●狛江市民活動・生活情報誌●

誌面に掲載した記事・写真等の無断複製・転
載等はお断りします。
お問い合わせ・ご意見は狛江市地域活性課へ
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陶芸作品展～24日 1：30～
15：00カレーショップ・メイ主陶
芸サークル狛江 ☎3480-3468
カレーショップ・メイ

和の小物展1 15 9：00（初日10：
00）～21：30（最終日15：00）中央公民館。
つるし飾りの小物、人形、野菜、果物、魚など
主ハンドハンド ☎3480-4508清藤
美墨会作品展1日 15 9：00（初日13：
00）～21：30（最終日15：00）中央公民館。
書道、ペン習字など主美墨会 ☎3480-1920
武居
ジャムセッション（ジャズ）1日 9：30 
add9th。柳原たつお ☎3480 -4996add9th
ジャムセッション（ジャズ）2日 19：30 
add9th。柳原たつお ☎3480 -4996add9th
お昼のジャム・セッション（ジャズ）3日 4：
00add9th。後藤匡徳、牛山健太郎 add9th
こまえ楽市ミニライブ4日 1：30・13：30
市役所前市民広場。姫としもべと看板娘主こ
まえ楽市の会 ☎3480-2074菓匠志むら
西河原映画会 ：00・14：00西河原公民
館。「繕い裁つ人」（三島有紀子監督、2015年）主
西河原公民館 ☎3480-3201同館
ライブ10 20：00add9th。モンキー・ビ
ジネス－西澤雅資、祝英生、今井孝弘、吉澤英
彦 add9th
ジャムセッション（ジャズ）15 19：30 
add9th。柳原たつお add9th
狛江俳句会作品展16 ：00（初日
12：00）～21：30（最終日17：00）中央公
民館。会員の作品約30点主 狛江俳句会 ☎
3480-3162絹山
絵手紙ポップアップ作品展16 ～29日 ：
00（初日12：00）～21：30中央公民館。折り
帳、葉書など約100点主絵手紙ポップアップ
☎3430-9033鈴木
ライブ16 20：00add9th。Jazz、Bossa
ほか－柳原たつお、井ノ上由美子、土田健、尾
川太郎 add9th
ライブ ：00add9th。add9thセッショ
ン add9th
第13回人物を描く狛絵会絵画展21 ～25日
10：00（初日13：00）～18：00（最終日
17：00）泉の森会館。油彩画約35点主人物を描
く狛絵会 ☎5497‐5444泉の森会館
ライブ23 20：00add9th。矢羽佳祐ほか
add9th
ジャムセッション（ジャズ）24 20：00 
add9th。赤羽豪太ほか add9th
みづほの会着物リメイク教室作品展示会26 ～
28 10：00（初日12：00）～18：00（最
終日17：00）泉の森会館。洋服とバッグ、小物
など主石原みづほ 泉の森会館
みんなの歌声広場 4：00みんなの広場。
伴奏＝大熊啓、菊池リカ、古城鴻也主みんなの
歌声広場 ☎090-9808-2810大熊
ライブ29 20：00add9th。Blues、Jazzほ

add9th
＊イベント名、開催日・期間、開始時間、会場、
内容、主 主催、 問い合わせ先
（2回目以降は電話番号省略）の順。

9月の
催事記

狛江市内には私立幼稚園3園があり、
それぞれ特色のある幼児教育を行って
おり、11月1日 は各園で願書受け
付けが行われる。狛江市では、対象と
なる幼児の保護者に補助金制度を設け
ている。問い合わせは☎3430-1111
狛江市子育て支援課。

子鹿幼稚園
所在地＝東野川3-17-1☎3480-
5091。豊島秀臣園長。
約1,270平方㍍の敷地に、保育室4
室、ホール（屋内遊戯室）、684平方
㍍の園庭などがある。
保育時間は午前9時～午後2時（水
曜は午前11時30分まで）。休園日は土・
日曜・祝日など。
昭和49年に高層マンション「狛江ハイ
タウン」の1階に開園。定員120人で年
齢別各1クラス編成の小規模保育。原則
3年保育だが、2年保育も受け入れる。
子どもの個性を大切に伸ばし、遊び
を通して生活力（主体性）を学ぶこと
を目標にしており、子どもが自発的に
遊べるような工夫をしている。「楽しく
なければ幼稚園じゃない」がモットーで、
楽しく、幸せな園生活を送れるよう、毎
月さまざまな行事を催している。
幼児期こそ親と子のきずなが大切と
いう考えから、保護者が送迎を行うほ
か、昼食は弁当持参で制服もない。
入園説明会・ふれあい保育は9月14
・10月14日 前9時30分。

狛江こだま幼稚園
所在地＝中和泉3-14-8☎3480-
0126。毛塚敬進園長。

6,421平方㍍の敷地に、保育室
12室、ホール、図書室、預かり保育
室、室内温水プール（6㍍×13㍍）、
3,802平方㍍の運動場などがある。
保育時間は午前9時～午後2時（水
曜・土曜は午前11時20分まで）。休園
日は日曜・祝日・第2・4土曜など。
昭和42年開園。定員420人で年齢
別各4クラス編成。3年保育と2年保育
（年長児若干）の募集がある。
遊びを通して友達との関係づくりを養
うとともに、広い園庭を活用して身体
の育成に力を入れている。専門の体育

職員を置き、
年間を通して
温水プールでプール遊び、水泳の基礎
指導を行うほか、畑で野菜を栽培した
り、七五三、豆まき、七夕などの伝統
行事を催すのが特色。
制服があり、園内ではスモックを着用
する。スクールバスも運行している。また、
昼食は弁当持参で、週1回給食がある。
入園説明会は9月10日 10時
30分・10月22日 後２時。

狛江みずほ幼稚園
所在地＝岩戸南4-14-1☎3480-
8037。秋元幸生園長。
8,166平方㍍の敷地に、保育室15

室、体育館、プール（10㍍×20㍍）、
3,354平方㍍の運動場などがある。
保育時間は午前8時40分～午後2
時。休園日は土・日曜・祝日など。
昭和39年開園。定員420人で年齢
別各5クラス編成。原則3年保育。
健康を第一として、年間を通して毎
朝、乾布摩擦をするほか、登園すると
薄着に着替えるなど、子どもの身体の
育成に力を注いでいるのが特色。専門
指導員が体育指導を行い、夏はプール
指導を行っている。洋風建築をモチーフ
とした園舎で、昼食時には名曲を流し、
多くの名画や絵本コーナーを通じて情操
の育成にも力を注いでいる。
制服があり、スクールバスも運行して
いる。昼食は弁当持参が原則だが、月
曜日は給食がある。
入園説明会は9月12 ・15日
27 ・10月3日 12 ・17日
22日 10時。

ＪＡマインズ狛江支
店向かいにある「バ
ンビーナ」は、子ど

も用品専門のリサイクルショップ。
赤ちゃんを抱えたママをはじめ、
市内外から多くの人が訪れる。
平成17年にオープン、今年7月
に現在の店名に変えた。
店内に並ぶ服は、新生児用から
身長150㌢
までのサイ
ズで、有名
メーカーやブランドで状態が良い
ものが多い。数回しか袖を通して
いないフォーマルウェアやシューズ、
甚平などのシーズンものからチャイ
ルドシート、おもちゃ、未使用のよ
だれかけや靴下などバラエティー
に豊んでいる。価格は100円から
5000円前後と、新品に比べて手
頃なため、普段着の洗い替え用に
何点も購入する人もめだつという。
「最近は、使う期間の短い子ど

も用品を安く
求めようと考え
る合理的なマ

マが増えたみたいです」と店長の
土坂みつ子さんは話し、小まめに
店を訪れると、欲しいものに出合え
る可能性が高いという。
買い取りも行っているが、「自分
が買うことを考えたら、なるべくき
れいなものが欲しいはず」（土坂さ
ん）と買い取りの基準は厳しめにし
ているという。 （shino）

こまえチャ
イルドライン
（代表・半田

きさ子さん）は、電話を通して
子どもの悩みや訴えに耳を傾け
ることで、子どもが自分に向き
合い自ら問題
を解決できる
ように支援す
る活動を行っている。
チャイルドラインは全国組織で、
認定NPOのチャイルドライン支援セ
ンターに約70団体が加盟、交代で
電話の応対に当たっている。狛江
市では、元保育士の半田さんが中
心となり平成22年に開設した。当
初は月2回だったが、講座を開いて
受け手を養成、現在は約30人のボ
ランティアが交代で、毎週木曜日を
担当し、電話を受けている。
全国的に夏休み終了時に子どもの
自殺が多いため、同会では毎年夏休
み前後に市内の小・中学生にチャイ

ルドラインを紹
介したカードを
配っている。

同会が昨年１年間に受けた電話
は1,340件で、このうち話ができ
たのは492件。中学生以上が多く、
学校や家庭の人間関係、性への関
心などが多かったという。
半田さんは「子どもは、親や友
人に話せない問題を抱えています
が、誰かに話すことで心が軽くなる
ことが多いので、電話をかけてくる
子どもの心に寄り添って聴くように
しています」と話している。
チャイルドラインは全国共通☎
0120-99-7777（毎日午後4時～
9時、18歳までの子ども専用電話）。

☎3488-1479　東和泉1-13-3　営
業＝午前10時～午後6時　火曜休み
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