
毎月 1日・狛江市発行 NO.163　MAR 2017狛江市民活動・生活情報誌

★★★★★★★★★

集集集集募集募集募集募集募募員募員募員募員募員員会員会員会員会員会会会 募募員募員募会会会員募会員員員員募募募会員募会員募会会会会会会員員会会 募会会会会会会員員員員員員員員募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集会員募集会員募集
健康体操

19:30～21:15
西河原公民館・上和泉地域
センター。ストレッチを中
心にリフレッシュ。昼間忙
しい人にお勧め バスタオ
ル、フェイスタオル 成人
女性 若干名 2,900円
100円 新日本婦人の
会狛江支部☎・FAX3488-
8152飯塚
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。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 5,000円
4,000円 事前 狛江クラ
シックバレエ☎080-4087-
2090ラマザデ
韓国語会話
月4回 13:00～

17：00中央公民館。韓
国人留学生を講師に実力
に応じ学ぶ。初心者歓
迎。 4,000円 4,000
円 狛江韓国語同好会☎
090-2525-4991田 中
http://www.komae.

sakura.ne.jp/

iPad勉強会
毎第1・ ～

12:30こまえシニアサロ
ン（和泉多摩川駅前商店
街）。学んだり、遊んだり、
いろいろなアプリで脳に刺
激を iPad 高齢者 7人
3,000円（会場費、ネッ
ト使用料） 事前 iPad
愛 好 会in狛 江 ☎3489-
2305 terubo122@
gmail.com大久保
女声合唱
月4回 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
で練習。見学歓迎 5,000
円 コーラス「野の花」☎
3488-3117谷田部
フォークダンス

、第2・ 9:30
～11：30中央公民館。プ
ロの指導で練習。3月9日

健康
な人 1,500円 1,000
円 FDフ ラ ミ ン ゴ ☎

3480-8853諸藤
書道
月２ 13：00～

15：30中央公民館。漢
字、かな自由に学ぶ。見学
歓迎 書道用品 若干名
4,000円 日髙書道☎
3489-9314瀧頭
硬式テニス
月4～5回10:00～

14:00元和泉市民テニス
コート。現在はシニア男
子が中心でプレー ラケ
ット 中級以上 若干名
1回400円 締切20
平日テニスの会☎090-
8012-4761内田
和菓子作り
毎第 13:00～17：

00中央公民館。初心者歓
迎。講師は山岸秀宣さん。
見学無料 エプロン、筆
記用具、持ち帰り用容器
3,000円 1,000円 先
着順 和菓子作り同好会☎
090-4227-7236松本

クラシックバレエ
14:00～15:10

（おとな）、15:30～16：
30（子ども）上和泉地
域センター。年齢問わず
初心者歓迎。体験・見学
可 3,500円 事前
KOMAEバレエグループ
☎080-5692-9014岩井
コーラス
毎第1・ 13:00～

14:30南部地域センター。
無理のない発声で歌う。ピ
アノ伴奏付き。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
幼児リトミック

10:30～12：
00上和泉地域センター。
音楽に合わせ体を動かす。

ピアノ演奏や、工作、本読
みもする クレヨン、のり、
はさみ 1歳～3歳と保護
者 2,000円 事前 バ
ンビーノ☎090-4735-
0286東條
中国語
月 18:00～20：

00岩戸地域センター。中
国人講師から基礎を学ぶ
（標準語） 筆記用具、ノ
ート 4,500円 事前
中国語教室☎090-7230-
1014倉部
狛江シャルソン
毎 第2・ 10:00～

12:00・13：00～15：00
狛江市内。狛江市の魅力
を一緒に発信する活動を
してくれる人を募集 筆
記用具 市内在住者 10
人 締切31 狛

江シャルソン☎090-4055-
5113 m.yamada.moon 
river@gmail.com山 田
https://www.facebook.
com/komae.cialthon/
ボディコンディショニ
ング
10:15～11:30中

央公民館。ピラティス＆
ストレッチでしなやかな
身体を作る 5本指ソッ
クス、バスタオル、飲み
物 3,000円 1,000円
先着順 ノートル☎・

FAX3480-0736 g3x-
mk@i.softbank.jp竹内
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 英語辞

書、ノート、筆記用具 2
～3人 4,500円 事前
M&J英会話☎090-7272-
9786FAX3488-0167宇
賀神
書道
毎第2・ ～

15:30中央公民館。基本
から楷行草書、かな、万
葉がな、短冊、ペン習字
4,000円 1,000円
美墨会☎・FAX3480-19
20山口
ダンススポーツ講習会

10:00～11:00
市民総合体育館。初心者募
集。生涯スポーツシニア育
成事業 ダンスシューズ
健康な人 オンステッ
プソシアル ☎・FAX3488-
0621 taka375@jcom.
home.ne.jp高橋

信用金庫の吉原毅さんが、成
年後見人についてユーモアを
交えながら解説、続いて落語
家の立川平林さん、「出前寄席
ユニットアクトリー」が振り
込め詐欺や悪徳商法の被害に
遭わない方法などを紹介した。

4月開始の新しい総合事業
担い手の団体・個人を募集

狛江市で介護予防・日常生
活支援総合事業（新しい総合
事業）が4月から始まるのにと
もない、市では、地域独自の
サービスのうち、住民が主体と
なるにこにこヘルプサービス（訪
問型サービスB）とわいわいデ
イサービス（通所型サービスB）
の担い手となる団体や個人を募
集している。
こまえ正吉苑で平成26年か

ら転倒予防のため
足指に重点をおく
体操を実施し好評
を集める野川元気
スクールなどが、
わいわいデイサー
ビスを行うことに
なっている。

担 当 の 高
齢障がい課で
は「地域貢献
に加えて自身
の介護予防にもつながるので、
ぜひ応募してほしい」と呼び
かけている。
問い合わせ☎3430-1111
狛江市高齢障がい課高齢者支
援係。

狛江子ども食堂が映画会
食育紹介したドキュメント

ＮＰＯ法人狛江子ども食堂
が25日 26 前10
時・午後1時にあいとぴあセン
ターで映画会を催す。
伝統的な和食を提供してい
る福岡市の保育園の食育教
育を追ったドキュメンタリー映画
「いただきます　みそをつくる
こどもたち」を上映、26
12時からVIN OOTA監督の
トークがある。
会費は600円（子ども無料）
で上映後にみそ汁とおにぎり
を配布する。
問い合わせ☎090-1766-
6992市川さん。

ロケ物件登録等説明会
地域への効果など紹介

ロケ物件登録等説明会が2月
13 に狛江市防災センター
で催された。
狛江市観光協会が、商業
振興や市に愛着を持ってもらう
ために始めた映画やテレビドラ
マの撮影を誘致する事業であ
る「狛江ロケーションサービス」
について理解を深めてもらおう
と催された。先進市の神奈川
県三浦市理事兼経済部長の若
澤美義さんが同市のロケ誘致の
意義や経済効果などについて具
体例を挙げながら紹介、続いて
狛江市でロケーションサービス
を行っているデイ・ナイト株式会
社から狛江市での撮影支援事
業の運営体制や現状などについ
て説明、市内の事業者を中心と
した参加者は熱心に耳を傾けて
いた。終了後には、撮影可能
な物件やロケ弁の販売が可能な
飲食店の登録の受け付けも行
われ、多くの人が早速手続きを
行っていた。
なお、ロケーションサービスで

は、引き続きロケ物件の登録を
受け付けている。
問い合わせ☎3430-1111
狛江市観光協会事務局（狛江
市地域活性課狛江の魅力発信
担当）。

「安心な生活」セミナー
笑い交え被害防止訴え
狛江市町会・自治会連合会
セミナー「安心な生活のため
に！　成年後見と悪質商法」

ル6階展示・多目的室で催さ
れ、参加した市民約100人
は成年後見制度や振り込め詐
欺などをテーマにした講演や
落語、漫才などを熱心に聴い
ていた。
狛江市町会・自治会連合会
が初めて催したもので、城南

被害に遭わないでと落語で訴え

ＪＡマインズ狛江支店
近くにある狛江湯(東和
泉1-12-6)は、60年

以上続く市内で最も古い銭湯。
長谷川喜七さん（明治44年～昭和
51年)とトメさん（大正4年～平成2年)
夫妻が創業した。喜七さんは練馬区の
農家に生まれ、戦後間もなく中野区の丸
ノ内線新中野駅近くにあった銭湯を購入
して経営を始めた。しかし、その銭湯は
規模が小さく、郊外の広い場所で一から
銭湯経営を始めたいと考えて土地を探し
たところ、狛江駅に近い現在の場所を紹
介してもらい、昭和29年に浴場を新築し
て妻と娘４人とともに転居、狛江町(当時)
初の銭湯として開業した。当時は、小田
急線の成城学園前から登戸間には銭湯
がなく、また狛江駅は南側に商店が少し
あったくらいで、少し離れると一面田園
風景だったという。

そ の 後、
都市化が進
むとともに
風呂のない
アパートや
貸家が次々
と建ち、銭

湯の利用客も増えたため、数
年後に松原交差点近くに喜久
の湯も新設、従業員に運営をま
かせた。
狛江湯では長谷川さんの家
族と 焚きなどを担当する番
頭さん、家事や掃除をするお手
伝いさんを含め4人の住み込み
従業員が働いた。出生率が高

かった頃は、女風呂にはベビーベッドが
7台あり、娘たちはお客の子どもの着替
えを手伝ったりした。燃料にする古材集
めに苦労し、調布市や世田谷区などの
映画撮影所から使用済みの大道具など
を引き取って使ったこともあった。
40年代に入ると一般家庭に風呂が

普及したため、最盛期に10軒あった市
内の銭湯も減り始めた。47年に長谷川
さんは運営を従業員に任せ、一線を退
いた。トメさんが亡くなった平成２年に、
市内と川崎市に住んでいた4姉妹が話
し合い、「両親への感謝の気持ちに加
え、銭湯が減っている時代だからこそ
多くの人に親しまれてきた地域の銭湯の
火を消したくない」との思いで一致、三
女の森泉静子さんが社長となり、姉妹
４人で経営することにした。狛江湯は施

設が老朽化していたたため、都内や神
奈川県などの新しい銭湯を見学して検
討を重ね、ビルの１階部分に完全自動
化のガス 備えた銭湯に改築すること
に決めた。まだスーパー銭湯や浴場付
きのスポーツクラブのブーム前で、「家
庭とはひと味違う風呂を楽しんでもらお
う」と男女両方にサウナや水風呂、ジャ
グジーを設置、コインランドリーも併設
して、4年にリニューアルオープンした。
なじみ客だけでなく、多くの人に評判と
なり、客足も復活した。現在は四女の
息子で店長の西川隆一さん（39）が
開店準備と夕方までの番台を担当、そ
の後、姉妹とパート従業員で仕事をこな
している。
森泉さんと西川さんは「地域の人に
支えられて続けてきました。お客さんが
大きな湯船やサウナでリラックスできた
と喜んでくれるのがうれしいです」と話
している。
狛江湯＝☎3489-3881　営業時間

＝午後3時～午前0時。火曜休み

大きな湯船やサウナでリラックス

昭和29年に狛江で開業／４人姉妹が跡継いでリニューアル

森泉さん（左）と西川さん

リニューアル前の狛江湯
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