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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。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
カラオケ
毎第2・ 19:00～

21:00ノタリーノホール
（狛江駅北口）。ポピュラ
ーから演歌までレーザー
カラオケで練習。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
ソフト ジャズダンス

9:45～11:15市
民総合体育館。音楽に合わ

せたストレッチとステップ
で基礎体力を維持 動き
やすい服装、タオル、飲
み物 3,000円 1,000
円 シェイプ・アップT☎
3430-7478吉村
書道
毎第2・ ～

15:30中央公民館。漢字、
かな、条幅、ペン習字、冠
婚葬祭の表書、芳名帳の
記帳 4,000円 1,000
円 美墨会☎・FAX3480-
1920山口
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 健康な

人 1,500円 1,000円
F・Dフラミンゴ☎・

FAX3488-2005芹澤
外遊び

10:30～11:30
市内の公園。公園で遊ぶ
未就園児 900円 300
円 どろんこクラブ☎
090-2765-3031渡邊
俳句
毎 9:00～12：

00中央公民館。俳句を通
して親睦を図り、俳句の
歴史・文化を学ぶ 筆記
用具 1,000円 1,000
円 事前 いづみ俳句会☎
3489-2075米山

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
健康体操・フォークダ
ンス

月4回 9:30～11:30
西河原公民館 10人
1,500円 さくら会☎
3480-2805青木
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☎090-2677-
6239平井
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。無料体
験あり ダンスシューズ
40歳代～70歳代 35人
2,500円 1,000円 い
ずみダンス愛好会☎090-
5325-0424山崎
歌唱
毎 第2・ 13:30～

15：30野川地域センタ
ー。唱歌など 10人

1,000円（別途部屋代、
コピー代500円） 事前
ガス燈☎090-7272-

9786FAX3488-0167う
がじん
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。声を出して話すこと
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う
がじん
サッカー（女性）

9:00～11:00西

和泉グランド 動きやすい
服装、あればサッカーボー
ル 経験者、未経験者問わ
ず 3000円 スフィーダ
FCママ部☎090-5408-
9541 takeuchi@sfida.
or.jp武内
健康体操
月4回 9：30～

21：20西河原公民館・上
和泉地域センター。健康
体操でリフレッシュ。5日
12 ・1 料

体験会開催 飲み物、タ
オル 18歳以上の女性
若干名 2,000円 100
円 新日本婦人の会☎・
FAX3488-3393飯塚

狛江市とのふるさと友好都
市提携30周年を迎えた新潟県
長岡市川口地域で「川口まつ

り2017」が7月29 30
川口支所おまつり広場で催された。
まつりには高橋都彦市長も参加し、
会場のやぐらから熱い友好のエールを
贈ったほか、都立狛江高校箏曲部が箏
の演奏を披露（写真右上）。全国大会
でも優秀な成績を収める腕前に集まっ
た人たちは盛んな拍手を送っていた。

ふるさと交流30周年、川口地域に友好のエール

16日に子育てをテーマにした講演会と懇談会
「ごはん+居場所　おかえり」（宮川裕子代表）が16
午前10時～正午に西河原公民館で子育てをテーマにした講
演会と懇談会を催す。
平成29年度狛江市市民公益活動事業補助金を受けて催
すもの。当日は不登校の子どもと親の相談に20年以上関わ
り、全国各地で保育・教育の講演や学習会、子育て相談を
続けている神戸大学名誉教授で、同会アドバイザーの広木
克行さんが子育てに関するさまざまな問題や悩みについて講
演するとともに、参加者と懇談する。参加は無料。

同会は、食を介した子
どもからおとなまでの居
場所づくりを目的に、安
価で食事を提供する「ご
はん会」を毎月第4土曜
日に催して孤食の解消と
地域交流をはかるほか、

教育相談活動や子育て学習会も定期的に開いている。
宮川さんは、わが子が小学生の頃、いじめを受けた時に
多くの人に支えてもらった経験から、地域で支え合うことの
大切さに気づき、教育や貧困などの問題に取り組んできた。
4年前に狛江へ転居したのをきっかけに、子どもの同級生

のママ友に呼びかけ、ことし4月に趣旨に賛同した会員9人
で同会を結成した。
問い合わせ☎090-1208-3823宮川さん、または
okaeri2017@gmail.com

邦楽の集いで小学生が民謡・民踊を披露
狛江市邦楽連盟(嶋田昭悦会長)が10月1日 11時
～午後5時にエコルマホールで催す第42回邦楽の集い（狛
江市教育委員会後援）の特別企画として、「少年少女民謡舞
踊発表会」を上演、市内などの小学2年から小学4年の子ど
も約10人が民謡6曲と民踊2曲を披露する。

同連盟では若い世代
の伝統芸能への関心を
高めようと平成27年か
ら子どもたちに民謡を
教える事業を行ってお

り、同連盟が毎年秋に催す「邦楽の集い」のプログラムに子
どもたちの発表会も入れ好評を集めている。参加した子どもた
ちから続けたいとの声があがり、昨年から狛江市市民公益活
動事業補助金を受け子どもを対象にした講習会を開いている。
今回は民謡だけでなく民踊にも初めて挑戦、民謡は市内在住
の民謡歌手や奥谷宗昭さんらが「斎太郎節」「ソーラン節」「津
軽甚句」「花笠音頭」「りんご節」を、民踊は西牧チエコさんらが
「ソーラン節」「十日町小唄」を指導、発表会に向け６月から練
習を重ねており、民謡と民踊の両方にチャレンジする子もいる。
邦楽の集いでは午後2時頃から好きな曲の独唱と踊りを披
露、フィナーレにはソーラン節をみんなで歌って踊るほか連盟
会員が民謡、日本舞踊、日本民踊、新舞踊、詩吟、端唄を
披露する。入場は無料。会では、邦楽の集いのほかイベン
ト西河原でも子どもたちの発表の場を持つ予定だ。
問い合わせ☎3489-5572狛江市邦楽連盟　奥谷さん。 

Start &
Challenge

練習に励む子どもたち

磯田達伸長岡市長
と高橋都彦狛江市
長が友好の握手

ごはん会

「komaeの仲間」は
市民活動団体の情報コーナーです。

掲載ご希望の方は事前に登録が必要です。市役所２階地
域活性課（☎03－3430－1111FAX3430-6870）で受け付
けています。11月号の原稿の締め切りは10月 です。
●記事中の記号● 健康、 スポーツ、 音楽、 芸能、
文芸、 教養、 交流・地域、 お知らせ、 狛江
市市民公益活動事業補助金事業、 市または市教育委員
会後援、 持ち物、 対象、 定員、 月会費、 年会費、
参加費、 無料、 入会金、 申し込み、 問い合わ

せ先、 Eメール、 ホームページ

猪方駒井商店会が
秋１番大売り出し

猪方駒井商店会が
9日 「秋１番大売り出し」
を実施する。
20の加盟店で利用金額
100円ごとに補助券を進呈、

補助券10枚で1回くじ引き
ができる。10日 10
時～午後4時に元・都せん
べい横の駐車場で抽選を行
い、特賞3,000円分（10本）
などの買い物券（30 ま
で有効）が当たる。会場で
は加盟店によるフリーマーケ
ットなども催す（雨天の時フ
リーマーケットは中止）。
問い合わせは☎3480-
8802五味食料品店。

商 店 街

伊豆美神社
中和泉3-21-8

例大祭=17日 前9時
30分～午後9時。式典、国
指定重要無形民俗文化財
「江戸の里神楽（山本頼信
社中による）」奉納。午
前11時30分宮出、み
こし2基、大太鼓、はや
し連、山車の巡行。午
後7時宮入り。午後6時か
ら芸能奉納(ジャグリング
パフォーマンス、歌謡曲)、

夜店※祭の参加は徒歩で☎
3489-8105伊豆美神社
子之権現三島神社

西野川1-17-8
宵宮=23日 から
太鼓の巡行。
例大祭=24日
10時式典。正午ごろ
みこしの宮出、太鼓、
小足立地区の応援に
よるはやし連の巡行。

午後6時30分頃宮入り☎
5438-4041千金楽

秋祭
ガイド

狛江俳句会作品展1日
15 9：00（初

日12：00）～21：30（最
終日17：00）中央公
民館。色紙と短冊約30
点主 狛江俳句会 ☎

3480-3162絹山
美墨会作品展 ～ 9：00（初
日13：00）～ 21：30（最終日15：00）
中央公民館。書道、ペン習字、彩墨画
など主美墨会 ☎3480-1920山口
狛江市観光写真コンクール入賞作品展
示1日 15 9：00～ 17：00西
河原公民館主 狛江市観光協会 ☎
3430-1111狛江市観光協会事務局（狛
江市地域活性課）
こまえ楽市ミニライブ3日 11:30・
13：30市役所前市民ひろば主こまえ
楽市の会 ☎3480-2074菓匠志むら
万葉集をビデオで見る会4日 13：30
中央公民館主万葉名歌 玉川碑に集う会
☎3489-7432井上

西河原映画会 10:00・14:00西河
原公民館。「最強のふたり」（エリック・ト
レダノ、オリヴィエ・ナカシュ監督、
2011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 ）9日 4：00add9th ☎3480- 
4996add9th
第14回人物を描く狛絵会絵画展13
～ 17日 10：00（初日13：00）～
18：00（最終日17：00）泉の森会館。
油絵約25点主 人物を描く狛絵会 ☎
3489-3489田村
ジャムセッション（ジャズ）14 19：
30add9th add9th
ライブ add9th
狛江陶芸倶楽部作品展1 ～30日
9：00（初日13：00）～21：30（最
終日16：00）中央公民館主狛江陶芸
倶楽部 ☎3430-2191荒井
写真展「動きのあるもの」 ～30

9：00（初日12：00）～21：30
（最終日16：00）中央公民館。約20
点主狛江写真集団 ☎3489-0128大内
「まいわい」アコースティック喫茶ライ
ブ 00ぽえむ狛江南口店主ぽ
えむ狛江南口店 ☎5761-5569森元
add9thセ ッ シ ョ ン16 20：00 
add9th add9th
木工作品展 1：30
～15：00カレーショップ・メイ主クラフ
トハウス狛江 ☎3480-3468カレー
ショップ・メイ
ちくちく・どきどき展19 ～23日

10：00～18：00（最終日16：00）泉
の森会館。器と縫い物主踊窯　南三江
☎5497-5444泉の森会館
アコースティック・ジャム・セッション

19：30add9th add9th
ジャムセッション（ジャズ）21 19：
30add9th add9th
ライブ add9th
ザ・ニュースペーパー 23 14：00・
18：00エコルマホール ☎3430 
-4106（一財）狛江市文化振興事業団
ライブ 19：30add9th add9th
みんなのうたごえ広場 ：00み
んなの広場主 みんなの歌声広場 ☎
090-9808-2810大熊
第10回花音の会押花展28 ～10月1
10：00（初日13：00）～17：00

（最終日16：00）泉の森会館。押花でで
きた絵画や小物など主花音の会（日本原
色押花・村松教室） 泉の森会館
ジャムセッション（ジャズ）28 19：
30add9th add9th
ライブ add9th
ライブ 20：00add9th 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


