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クラシックバレエ

13:45～15:15
（女性）、15:30～16:30
（ 未 就 学 児 ）、16:30～
17：45〈小学生（中級）〉、
18：00～19:30（中学生）
中央公民館。バレエの基礎
からていねいに指導。体
験、見学可 レオタード、
バレエシューズ、タイツ
5000円 4,000円 事前

狛江クラシックバレエ☎
080-4087-2090ラマザ
デ
フォークダンス

2・4 9:30～
11:30中央公民館。プロ
の指導で練習 健康な人
1,500円 1,000円 FD
フラミンゴ☎3480-8853
諸藤
子どもクラシックバレエ

15:30～16:30
上和泉地域センター。体
験随時受付 4歳以上

3,500円 事 前
KOMAEバレエグループ
☎080-5692-9014岩井
英会話

9 : 00～10 : 00
（初級1）・11:00～12:00
（初級2）野川地域センタ
ー。声に出して話すこと
が上達への近道 筆記用
具、ノート、英語辞書 2
～3人 4,500円 事前
M&J英会話☎090-7272-
9786FAX3488-0167宇
賀神
社交ダンス
月4 18:00～19：

00（初心者）・19:00～20：
30（一般）中央公民館
ダンスシューズ 社交ダ
ンス経験者 5～6人
3,300円（初心者1回500
円） 1,000円 エコマ

ダンスサークル☎090-
1252-4267片山
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 http://sites.goo 
gle.com/site/komae 
touchrugbyclub/
少年少女剣道

9:00～12:00狛
江第一小学校ほか。初めて
の人も基本からていねい
に指導。見学・体験歓迎
飲み物、雑巾 小・中学

生 12,000円 狛江少年
剣道クラブ☎080-2392-
6104 fubo@kskc.aki.
gs髙 橋 http://kskc.
aki.gs/
音訳ボランティア
毎 第1・ 0：00～

12：00（ 月 末 に1～2
日作業日あり）あいとぴ
あセンター。視覚障がい
者などに活字の情報紙の
音声版を作成。見学随時
500円 事前 狛江朗
読ボランティアグループ
☎5761-5556 info@
vc.komae.org（こまえ
くぼ1234取り次ぎ）
歌
毎 第1・3 ～

16：00東野川4-15-5木村
宅。日本や世界の名曲をピ
アノ伴奏で斉唱・合唱（2
部） 希望曲の楽譜があれ
ば持参 ３～4人 3,000
円 先着順 歌の会 ベ
ラローザ☎・FAX3489-
2472 chan t411@

yahoo.co.jp木村
外遊び

9:30～13:30（出入り自
由）和泉多摩川河川敷（天
候により変更あり）。幼稚
園でも保育園でもない第
3の選択肢 飲み物、着
替え、昼食（任意） 0
歳～就学前の親子 500
円～ 事前 あおぞら自
主保育 狛江おひさまの
会 aikamamagood@
gmai l .com佐 藤
http://blog.goo.ne.jp/
komaeohisama
コーラス
毎第1・3 13:00～

14:30南部地域センター。
無理のない発声で歌う。入
会随時受付 筆記用具
1,000円（別途楽譜代・場
所代300円） ピオーネ
の会☎・FAX3430-6968
大塚
書道ペン
毎 13:30～

15:30中央公民館。初め
ての人は基本から教えま
す。漢字、ひらがな、ペ
ン習字 15人 4,000
円 500円 美墨会☎・
FAX3480-1920 tama 
1939315@ezweb.ne.jp
山口
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☎3430-4770渡
辺
手編み

10:00～12：
00中央公民館。手編みの
セーター作り。初心者歓迎
棒針、毛糸など 3,000
円 1,000円 手編みの会
☎080-6578-9215土肥
やさしいストレッチ

10:00～11:30
西河原公民館。無理な
く、免疫力を高める

動きやすい服装、バス
タオル 1回500円 ぶ
どうかい☎・FAX5438-
4313 i z um ippy@
yahoo.co.jp飯島
親子リズム
毎第1・ 10:30～

12:00西河原公民館。リズ
ム体操・わらべ歌遊び。保
育士の育児相談と交流。見
学可 動きやすい服装、タ
オル、飲み物 0～2歳児
と保護者 900円 100
円 事前 新日本婦人の会
狛江支部 aimpon49@
gmail.com岡村
ヨーガ
月4 14:00～15：

30喜多見地区会館。内臓・
関節（腰・膝）へのヨー
ガ 動きやすい服装 高齢
者、内臓・関節が良くな
い人 15人 1回1,000
円（別途会場費500円）
ヨーガ学びの森☎・

FAX5761-5442早野

緑野小学校向かいに
ある名古屋畳店(和泉
本町3-23-39)は、現

在の場所に開店してから50年以上の歴
史を持つ畳店。
創業者の名古屋武夫さん（昭和９年
～平成27年)は、中和泉５丁目の農家
に生まれたが、五男のため農業を継が
ず、中学卒業後に稲城町(当時)の畳店
へ住み込みで修行に入った。その後、
江東区深川の畳店へ職人として就職、
腕を磨いた。昭和34年に25歳で独立
し、実家の庭先に仕事場を作り、川崎
市多摩区出身の知子さん（83)と結婚、
実家近くの親戚の納屋を借りて新居を
構えた。
親戚や知人の家の畳を請け負ううち
に仕事は軌道に乗った。市街化が進み
注文が増えたため、「表通りで仕事をし
よう」と39年に現在の場所に仕事場と
住宅を建て、調布にいた深川時代の職

人仲間に
手伝っても
らった。移
転当時はト
ラックが高
価で買え

ず、畳の表替えなどは依頼先
の家の庭などで作業をすること
が多く、武夫さんはオートバイ
に材料と道具を積んで出かけ
た。新床の場合は、店で作っ
た新しい畳を知人のトラックを
借りて運んだ。
40年代に入ると、住宅の新

築が増えて仕事が忙しくなり、
住み込みの職人を２、３人雇っ
た。それでも深夜まで仕事をし

ないと追いつかない状態が続き、仕事
場だけでなく住まいにも畳を積むほど
だったという。45年から50年頃までは
徹夜で畳を作ることも多く、武夫さんは
過労で倒れて入院したこともあるほど多
忙を極めた。知子さんも3人の子育てを
しながら、家族と住み込み職人の食事
作りに追われた。
武夫さんの長男で現店主の英男さん
(54)は、中学生くらいから畳の運搬な
どを手伝い、高校生になると「うすべり」
と呼ばれる畳表の製作や縁付けの仕事
もこなした。高校卒業後は家業を継ぐ
ことに決め、父の勧めで調布市内の畳
屋に就職した。50年代半ばになっても
住宅建築ブームは続き、勤めから帰っ

た後、実家の仕
事を手伝うこと
も多かった。調
布の店を２年で
退職して実家に
戻り、父親と先
輩職人の3人で
仕事をこなした。
平成に入ると、武夫さんが引退、会社
勤めをしていた弟の泰延さん(47)が25
歳で退職して実家の仕事を手伝うよう
になった。
現在、畳の製作はほとんど機械を使っ
ているが、英男さんは手縫いの高い技
術を持っており、古い顧客から信頼され
ている。数年前に店の前の道路が拡幅
されたのにともなって店舗を新築、店内
に畳のショールームを設けた。
顧客の多くは狛江市や調布市、川崎
市多摩区が多いという。英男さんは「父
の代からていねいな仕事を続けてきたこ
とが、顧客の信頼につながっています。
和室のある家は減っていますが、最近
の和ブームで畳の良さが見直され、洋
室の一部に畳を敷きたいという相談を
受けることも多くなっています」と話し
ている。
名古屋畳店＝☎3489-8016営業時
間＝午前8時～午後7時00分　日曜・
祭日休み

高い手縫いの技術で顧客から信頼

昭和34年に創業／住宅の新築ブームで多忙極めた
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グループ展
「みんなの空」
～19日 1：
30～15：00
カレーショッ

プ・メイ主まえちゃんのピ
アの有志 ☎3480-3468カ
レーショップ・メイ
世美展1 ～6日 0：00
～18：00（最終日16：00）
泉の森会館。17人の作家に
よる風景や花、生き物など
の絵画主義山正夫 ☎5497-
5444泉の森会館
レザークラフトグループ作
品展 9：00（初
日12：00） ～21：30（ 最
終日17：00）中央公民館。
ろうけつ染めを使った日常
小物 主 レザークラフトグ
ループ ☎3430-1385小林
しゅんこう和紙ちぎり絵
サークル作品展2 11

9：00（ 初 日11：00）
～21：30（最終日10：00）
中央公民館。風景・花など
約20点主しゅんこう和紙ち
ぎり絵サークル ☎3480-
2919上條
狛江市第一長寿会作品展2日
～5日 9：00（初日12：

00）～17：00（最終日16：
00）西河原公民館。絵画、
写真、絵手紙、手芸品など
と中和泉町会の出品主狛江

市第一長寿会 ☎3489-
0883國井
ジャムセッション（ジャズ）4

19：30add9th。柳原
たつお ☎3480-4996add 
9th
写真展「私の好きな写真」6

10：00（初日
12：00）～17：00（最終日
16：00）西河原公民館。モ
ノクロ作品約40点主狛江写
真サークルフォト銀杏 ☎
090-9249-3080小林
こまえ楽市ミニライブ6日
11：30・13：30市役所前
市民広場。シャボーンズ主
こまえ楽市の会 ☎3480-
2074菓匠志むら
ロマン手がき染め10
13 10：00～17：00（最
終日16：00）泉の森会館。
手作りの洋服・小物主ロマ
ン手がき染め「サークルと
も」 泉の森会館
ラ イ ブ11 20：00add 
9th。矢羽佳祐ほか add9th
西河原映画会12 10：00・
14：00西河原公民館。「オ
ズの魔法使」（ヴィクター・
フレミング監督、1954年）
主 西河原公民館 ☎3480-
3201同館
お昼のジャム・セッショ
ン（ジャズ）12 14：00 
add9th。赤羽豪太、牛山健

太郎 add9th
手あみの会作品展 ～
30 9：00（ 初 日12：
00）～21：30（最終日12：
00）中央公民館。ベスト、
セーター、手袋、帽子など
主 手 編 み の 会 ☎080-
6578-9215土肥
川本征平展1 ～20日
10：00（初
日13：00）
～17：00泉
の森会館
主 川本征
平 泉の
森会館
ジプシー・スウィング・ジャ
ム・セッション16 20：
00add9th。兜守美光 add 
9th
ジャムセッション（ジャズ）
17 19：30add9th。柳
原たつお add9th
ライブ18 20：00add9th。
柳原たつお、井之上由美子、
土田健 add 9th
小学生の税の書道展19
～20日 9：30～17：00西
河原公民館主公益社団法人
武蔵府中青色申告会 ☎
3430-1111狛江市教育委員
会学校教育課
おしどりマコ＆ケンさんと東
電を考える19 17：00M.
A.P.（岩戸北4-10-7）主M.A. 

P. ☎3489-2246M.A.P.
ライブ19 20：00add9th。
佐藤宣彦、松原ひろし add 
9th
みんなの歌声広場23
14：00みんなの広場主みん
な の 歌 声 広 場 ☎090-
9808-2810大熊
彫金と織り/姉妹展23 ～
27 10：00～18：00（最
終日16：00）泉の森会館。
彫金アクセサリー、タペス
トリー 主 うえの恵美 ☎
3749‐6622うえの
第16回いずみフォトサロン
写真展24 ～30日 10：
00（初日12：00）～17：00
（最終日16：00）西河原公
民館。半切カラー作品約40
点主いずみフォトサロン
☎3488-3072根立
ライブ ：00add9th。
ｍｍ unit－村石篤重、望月和
彦 add9th
三遊亭小圓楽独演会26
19：00add9th。 add9th
グループあすなろ展29
～12月4日 0：00～19：
00（最終日17：00）泉の森
会館。写真、七宝焼、鎌倉
彫主あすなろ 泉の森会館
＊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。

11月の
催事記


