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操をした後、おにぎりとみそ汁
の朝食を味わうもので、昨年
初めて開いて好評だったため、
ことしも開催することにした。
開催は4 までで、参加
は無料。
また、同法人では、夏休み
で孤食になりがちな子どもの
ために市内3カ所で子ども食
堂を催す。日程は上和泉地域
センター 前9時30分
～11時30分、4日 9
時30分～11時30分、7
午後6時30分～8時、9日

午後6時30分～8時、13
午前9時30分～11

時30分、野川地域センター
10日 午後6時30分～8
時、岩戸地域センター2日
後６時～8時。

問い合わせ☎090-1766-
6992市川さん。

９日にボッチャ体験教室
上和泉地域センターで
パラリンピックの正式種目
のボッチャを体験する教室が９

午前１０時～正午に上和
泉地域センターで催される。
同センター運営協議会が障
がい者や高齢者のスポーツに
関心を持ってもらおうと催すも
ので、当日は市内の愛好者の
団体「ボッチャ、」（岡本浩史
代表）が指導する。
申し込み・問い合わせ☎
3489-9101上和泉地域セン
ター。

西野川に３カ所目
和泉元気スクール

「和泉元気スクール」が７
月に西野川４丁目のこまえ正
吉苑弐番館にオープンした。
高齢者の介護予防に向け、
足指や関節をゆっくりほぐし
ながら体操する自主グループ

「元気スクール」は、野川と
狛江は今年度に狛江市介護予
防・日常生活支援総合事業の
通所型サービスB運営団体の
指定を既に受けており、和泉
は3カ所目の指定に向けて活
動を始めた。
参加者は毎週水曜日午前

１０時～１１時３０分にピラティ
ス、太極拳などの資格を持っ
た講師から健康を維持するた
めの体操を学ぶ。参加費は月
額2,000円。
問い合わせ☎3480-2382
山口さん。

多摩川いかだレース
自作の89艇が川下り
「狛江古代カップ第27
回多摩川いかだレース」（同
いかだレース実行委員会主
催）が7月16日 催され、
手作りのいかだ89艇が参加
した。
このレースは多摩川に親
しみ、他の地域の人と交流
しようと平成2年から催され
ているもの。狛江市をはじ
め多摩川流域の調布市、川

崎市、稲城市、世
田谷区などのほか、
狛江市と交流のあ
る山梨県小菅村、
新潟県長岡市川口
地域など２０の自治
体や地域から参加
があった。各チー
ムは、スタート地
点の五本松から約

1.3㌔下流の二ケ領用水宿
河原堰付近のゴールをめざ
したが、ことしは川の水量
が少なく、浅瀬ではいかだ
から降りて押すチームも多く
も見られた。いかだの中に
は、桃太郎や、アニメに登
場するネコバス、「美女と野
獣」など、趣向を凝らした
いかだと衣装でパフォーマ
ンスを披露するチームもあ
り、岸辺の観衆を喜ばせた。
レースの結果は、いかだ
のできばえやアイデアを競う

企画部門で多摩源
流二号が最優秀企
画賞を獲得、タイ
ムレース部門はハー
トフルおやじファミ
リー号が11分42秒
で優勝、4連覇を果

たした。
富士山噴火を表現したい
かだで最優秀企画賞を受賞
した山梨県小菅村の多摩
源流二号のメンバーは「安
心・安全を呼びかけようと
作りました。21回目の出場
で、初めて大賞を獲得でき
てうれしい」と喜んでいた。
2位に47秒の差をつけて4
連覇を果たしたハートフルお
やじファミリー号代表の関谷
勉さんは「水が少なかった
が、作戦通りのレース展開
ができました。来年はいか
だを新造して5連覇をめざし
ます」と余裕の笑顔を浮か
べていた。
表彰式が行われた多摩川
緑地公園グランドでは、長
岡市川口地域との友好都市
締結30周年記念ステージ、
特産の枝豆を提供するビア
ガーデン、産直野菜の直売、
山梨県小菅村の○×クイズ、
ミニコンサートなどが行わ
れ、人気を集めていた。

映画祭と食堂がコラボ
２０日に西河原公民館
狛江市内の食堂系のボラン
ティア団体と喜多見と狛江の
小さな映画祭+α実行委員会
が合同で20 に西河原公
民館で「夏休み！みんなで食
堂」を催す。
月末食堂、みんなの居場
所、ごはん+居場所 おかえ
り、こどもの多摩里食堂有
志、フードバンク狛江な
どが協力して午後12時
30分～4時頃に子どもに
は無料で、おとなには材料
費程度で食事や喫茶を提
供するほか、午後5時30
分頃まで遊びコーナーで大
道芸やぞうきん作りなどを
する。また、家庭にある食
品の寄贈を受けるフードド
ライブも実施する。午前10
時から「あの、夏の日　と
んでろじいちゃん」（大林宣
彦監督、1999年）、午後6
時から「二十四時間の情事

（HIROSH I 
MA MON 
AMOUR）」
（アラン・レ
ネ監督、1959年）を上映す
る。
映画祭は23 2
にも中央公民館、M.A.P.（岩
戸北4-10-7-2F）などで11
作品を上映する。
入場料は前売り1,000円

（当日1,200円）、高校生以下・
学生・75歳以上500円（同
700円）。
詳しくは http://kita 
mi tokomae-a r t fes .
com/5th/index.html
問い合わせは☎3489-
2246同祭実行委員会。

17日に灯ろう流し
夜の多摩川に数百基
多摩川灯ろう流し（多摩川
灯ろう流し実行委員会主催、
狛江市観光協会後援）が17

後6時30分から多摩
水道橋下流で催される。
世界平和と環境保全を
祈って屋形舟から灯ろう数
百基を流し夜の川面を彩る。
灯ろうは1基1,000円で、
申し込みを16
６カ所の寺院で受け付ける
ほか、当日会場で午後４時
から6時まで受け付ける。雨
天の場合は18日 。
問い合わせは☎3489-
8440圓住院内多摩川灯ろう
流し実行委員会事務局。

ラジオ体操とおにぎり朝食
子ども食堂が4日まで
NPO法人狛江子ども食堂

が7月24日 ら駒井町の日
枝神社でラジオ体操とおにぎ
り子ども食堂を催し、人気を
集めている。
午前6時30分からラジオ体

最優秀企画賞の多摩源流二号

4連覇したハートフルおや
じファミリー号（手前）

昨年の灯ろう流し

ボッチャを楽しむ人たち

昨年のラジオ体操
和泉元気スクール

御台橋商栄会にあ
る中山商店(和泉本町
2-25-3)は、酒類を中

心に生鮮食品以外の食料品や日用雑貨
を販売する商店で、53年前の創業時か
らご用聞きを続け顧客に喜ばれている。
店主の中山清さん（83）は静岡県磐
田市出身で、実家が精肉店だったため
学校卒業後、渋谷駅近くの精肉店に勤
めた。しかし、20歳の時に将来を考え
て文京区の酒店「井口商店」に転職、
10年間にわたってご用聞きなどの外商
や仕入れなど経営のノウハウを学んだ。
妻のクラ子さん（77）は北区滝野川
の青果店の娘で、姉の嫁ぎ先が清さん
の勤め先に近かったことから清さんと知
り合い、自分の店を持つという夢で意

気投合、結婚
を決めた。清さ
んはクラ子さん
と知り合った頃
から店舗を探し
始め、狛江で
間口3.6㍍、奥
行き1.8㍍の店
舗が付いた住宅
を見つけた。店

は小さかったが、将来性を感じ、
クラ子さんと結婚して間もない
昭和39年に「井口商店」の支
店として開店した。当時の酒店
は免許制で、近くに同業者が
いる場合は認められないことも
あったが、大手酒屋の支店だっ
たこともあり、3カ月後に酒店
の免許がおりたという。開店当
初は、缶詰、干物、乾物など
の食品や日用雑貨を販売、ク

ラ子さん手製の漬け物が人気だったと
いう。周辺は店舗が少なく、クラ子さ
んが店売り、清さんが外商を担当、周
辺だけでなく調布市との境までオートバ
イで１軒ずつご用聞きに回った。
約1年後に家主から店舗を売る話が
あったため、銀行などの融資を受けて
購入するとともに改装工事を行った。ま
た、従業員も雇い、「中山商店」を名乗
るようになった。この頃には、近くに商
店が次々と開店、商店街らしくなった。
店を酒中心のコンビニエンス・ストア
形式に変えて、業績は右肩上がりに伸
び、倉庫や駐車場も備えた。一時期、
息子に経営を任せたが、平成初め頃か
らの酒類小売りの規制緩和による安売

り競争に
巻き込ま
れて業績
が 悪 化、
18年前に
息子が会
社に就職するとともに、清さん、クラ子
さん夫妻が再び店に復帰した。
清さんは62歳の時にくも膜下出血で
倒れたが、リハビリに励んで回復した。
現在は、クラ子さんが週２回武蔵野市
の卸売り市場で仕入れた惣菜や日用
品、漫画雑誌も扱い、次女が近隣の配
達を手伝っている。
同店の客は、高齢で外出が難しくなっ
た人も多く、清さんとクラ子さんが毎日
午前中に顧客の家に出向いて必要な物
を聞いて回る。店で扱っていない品も
仕入れて届けるなど、高齢者にとって
貴重な存在になっている。
夫妻は「店を始めたころのがんばり
が今に生きており、お客さんから頼りに
され、時には感謝の手紙をもらうことが
あり、すごくうれしいです。体が動く間
は仕事を続けたい」と話している。
中山商店＝☎3489-5537　営業時
間＝午前10時～午後8時　水曜休み

ご用聞きで高齢者のニーズにこたえる

昭和39年に創業／夫婦で酒類中心に食品販売／顧客から感謝の手紙
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昭和42年頃の店舗
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  小足立納涼盆踊り大会
4日 （予備日6日 午後7時～９時

30分 小足立八幡神社 盆踊り、子ども盆踊り
コンテスト、模擬店、午後5時～7時に子ども向けゲームなど。
模擬店の売上金の一部を東日本大震災の被災地復興義援金
にあてる。実行委員会では、模擬店の出店や会場設営、放
送など準備や当日の運営を行う実行委員を募集している ☎
090-2208-1288冨永さん

いずみ会納涼盆踊り大会
5日 日 小雨決行)午後7時～9時 市役所前市民

ひろば 狛江音頭、東京音頭、炭坑節などを踊る。午後8時
から子どもに菓子を300個配布。焼きそば、ビール、ジュース
などの模擬店あり ☎090-3213-4649白井さん

岩戸親睦会盆踊り大会
９日 0日 （予備日11日 午後7時30分～9時

15分 慶岸寺檀信徒駐車場（元慶岸寺幼稚園園庭） 狛
江音頭、東京音頭、炭坑節、相馬盆唄、火の国太鼓などを
踊る。会場に高齢者や体の不自由な人のための席を開設。
10日は子どもに花火を配る。同会が生ビールを販売 ☎
3489-9658岩戸親睦会　三角さん

記事の見方
開催日・期間 会場 内容 主催・問い合わせ

盆踊り盆踊り


