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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
健康麻雀
毎第1・3 3：

00～17:00、毎月第2・4
9：00～17:00上和泉

地域センター。初歩から
指導 60歳以上の初級者
2回各5,000円 2,000
円 わくわく麻雀クラブ☎
3489-0127中島

ラウンドダンス
14 : 00～16: 00

中央公民館。3年目を迎
えました フォークダン
スシューズ 健康な人
1,500円 狛江ラウンド
ダンス☎3430-6316山下
ギター弾き語り
毎 第 3:00～

15：00岩戸地域センタ
ー。初歩から指導 ギタ
ー、筆記用具 初心者
500円 ギター弾き語
りLove&Peace☎090-
3599-3164同会
着付け
毎 第1・ 9:30～

12：00上和泉地域センタ
ー。仕立帯つくりなど。
初心者、経験者問わず
1,500円 事前 綺羅の
会☎・FAX5497-1784西
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☎3488-
2005芹澤
絵画
毎第2・ ～

16:00西河原公民館。モ
デルを招き、1ポーズを
月2回で描く。油、水彩
等 12,000円、別途1回
2,000円 人物を描く狛
絵会☎3489-3489田村
社交ダンス

19:00～
21：00西河原公民館。プ
ロ講師2人が指導。無料
体験あり ダンスシュー
ズ 3,500円 1,000
円 狛江ボールルーム
ダ ン ス ☎090-1885-
5725FAX3480-9877高橋
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
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
剣道

18:45～21：
00野川地域センター・緑
野小学校。初めての人で
も基本から指導。小学生
の防具は貸し出し可 小
学生以上 2,000円
事前 狛江剣道同志会☎
090-8317-1015加藤
http://www.sam.hi-ho.

ne.jp/tsub/
自主保育

9：
30～13:30和泉多摩川河
川敷他（天候により変更
あり）。自然の中での自
由遊びを通して、子ども
の主体性を育てる 着替
え、飲み物、昼食（任意）
未就学児親子 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
フォークダンス

9:30～11:30西
河原公民館。すてきな講
師と一緒に踊りましょう
1,500円 さくら会☎
3480-2805青木
書道
毎第2・ ～

15:30中央公民館。楷、行、
草書、ひらがな、万葉がな、
短冊、ペン習字 4,000
円 1,000円 美墨会☎・
FAX3480-1920山口
和菓子作り
毎 13:00～

16:30中央公民館。和菓
子作りを指導。初心者歓迎
エプロン、筆記用具、持
ち帰り用容器、手拭き
3,000円 1,000円 事
前 和菓子作り同好会☎
090-4227-7236松本
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、飲み物 1回500円
ぶどうかい☎・FAX4291-
6636 raku_stretch@
yahoo.co.jp飯 島 fb. 
com/rakustretch

女声コーラス
14:00～16:00

中央公民館・エコルマホー
ル 5,000円 女声合唱
団コール・ミルヴォワ☎・
FAX3488-0507

集集集集募  集募 集募 集募  集募募募募募募募募募募 集集集集募  集集募募募募募 集集集集募募 集集集集募募募募募募募募募 集集集集集集募  集募  集
高齢者見守りの電話訪
問ボランティア

13:30～16:00、定例会
＝ 10:30～12:00あ
いとぴあセンター。独り暮
らし高齢者の安否確認をふ
まえ、日常の悩みを電話
で傾聴 70歳くらいまで
若干名 600円 狛江電
話訪問はとの会☎5761-
5556こまえくぼ1234取
次

第40回定期演奏会
狛江フィルハーモニー管弦楽団が、25 2時
からエコルマホールで第40回定期演奏会を開催する。
同楽団は平成７年にエコルマホールがオープンし

たのをきっか
けに、市民オ
ーケストラに
よる地域の人
のための演奏
会を開きたい
という声が高

まり、翌年に音楽愛好家が集まって結成した。９年
に創立記念コンサートを開き、以後毎年２回、定期
演奏会を開催、今回で40回を迎えた。団員は会社
員など約４０人で、市内を中心に20代から70代ま
での幅広い年代で構成され、毎週土曜日午後に西河
原公民館で練習に励んでいる。
今回の演奏会では、指揮者に金井俊文さん、ピア
ノに藤原新治さんを迎え、シベリウス「交響詩『春
の歌』作品16」、チャイコフスキー「ピアノ協奏曲
第1番　変ロ短調作品23」、ドヴォルザーク「交響
曲第9番『新世界より』作品95」を披露する。
入場料は一般1,000円、中学生以下500円（未就
学児は入場不可）。
同楽団では「なじみ深い曲を選んだので、ぜひ多

くの市民に楽しんでほしいです」と話している。
問い合わせ☎070-3867-9651狛江フィル事務局。
http://www.komaphil.org

演奏会に向け練習に励む団員たち

「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。1月号の原稿の締め切りは11月3 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

狛江ショッピングセ
ンター商店会にある東
京堂（中和泉5-40-

31)は靴の専門店で、狛江で店を開い
て50年を迎えた。
創業者は新井史雄さん（大正13～
昭和63年）と妻の文枝さん（大正15
年～平成27年)。文枝さんは品川区の
五反田駅前で代々続いた下駄製造販
売店の娘で、復員してきた史雄さんと
結婚、実家に住みながら夫婦でへップ
サンダルやスリッパを都内や東京近郊
各地の露店で販売した。昭和35年頃
には横浜市神奈川区や港南区にも店を
開き、五反田の実家から通ったという。
ふたりは店舗付きの住宅に移るのが希
望だったが、41年に始まった多摩川住
宅の第一次入居に伴い多摩川住宅の関
連会社が建設した狛江ショッピングセン

ター商店会の店舗付き住宅の
募集を知って応募した。開店
当初はサンダルやスリッパ中心
だったが、客のニーズにこたえ
るため、乳児や子ども用の靴、
婦人・紳士靴など幅広い年代
の商品を取り扱うようになった。
始めは扱ったことがない商品
の販売にとまどったが、史雄さ
んが熱心に商品知識を習得し、
靴専門店として順調に業績を伸

ばした。
同ショッピングセンターは昭和50年
代から平成初めの最盛期には80店舗
以上の商店が並び、市内で指折りの商
業地のひとつとなった。靴店も多い時
は３店あったが、店が広く在庫も豊富な
東京堂がいちばん人気を集めた。
現店長の泰得さん(67)は、大学卒業
後に学習塾で働いていたが、塾の経営
者の知人だった新井さん夫妻の次女よ
し江さん（65)と知り合い、52年に結
婚した。よし江さんは姉が結婚して家を
出たため家業を手伝っていたが、実家
が会社員だった泰得さんは商売の経験
がなかったため、店で働く前に、史雄
さんの知り合いの店で半年間修行した。

当時は商店会を訪れる客が多
く、同店も繁盛した。しかし、
昭和の終わり頃から調布駅前

などに大型商業施設が出店、客足の落
ち込みがみられるようになった。史雄さ
んは早くからスタンプカードや商品券を
導入したり、店独自のセールを行って顧
客の流出を防いだ。泰得さんも、狛江
駅や調布駅などの商業施設内のチェー
ン靴店に対抗するため、平成12年から
インターネット販売を始め、現在では実
店舗とほぼ同程度売り上げるまでに成
長させた。ネットの客は全国に分布、厚
底のサンダルやブーツなどが若者を中
心に人気だという。一方、店舗には約
2,000点の靴を展示、リハビリシュー
ズなどは左右別サイズでも買えるなど、
顧客の足や希望に合わせた専門店なら
ではのきめ細かいサービスが好評だ。
泰得さんは「インターネット販売も当
店が始めた頃より普及し、運営が難し
い時代になりました。しかし、当店なら
ではの品 や、履きやすい靴を選ん
でもらうための商品知識を提供するな
ど努力しています。多くの商業イベント
にも参加して地域の人に店を知ってもら
うようにしています」と話している。
東京堂＝☎3489-0432　営業時間

＝午前9時30分～午後7時　水曜休み

きめ細かいサービスと豊富な品揃えが好評

50年前に狛江へ移転／ネット販売で全国に顧客

東

京

堂

新井泰得さんと妻のよし江さん（左）

◆
 61 

◆
絵手紙実行委員会が10周年、全国から愛好家が集合

「絵手紙発祥の地－狛
江」実行委員会（曽根嘉七
委員長）が発足10周年を
迎えたのを記念して、市内
在住の絵手紙作家小池邦夫
さんの講演会と狛江の魅力
スタンプラリーが9月29日
催され、全国各地から

多くの絵手紙愛好家が参加
し、交流を深めた。

午前中に行
われたスタンプ
ラリーには約
100人が参加、
泉龍寺や狛江
駅周辺でスケッ
チをしたり、絵
手紙ギャラリー
協力店舗でラ
ンチを食べ、狛江の物産や
記念切手、記念ファイルな
どのショッピングをして狛
江の魅力を味わった。
午後はエコルマホール
で小池さんの講演が催さ
れ、客席を埋めた約700
人を前にユーモアたっぷ

りの語り口で絵手
紙の魅力や楽しみ
方について語った。
また、絵手紙教
室の開催など手紙
文化の振興に貢献
したとして日本郵

便から実行委員会に対し感
謝状が贈られた。委員には
事前に伝えられていなかっ
たため、ステージで感謝状
を受け取った曽根委員長ら
実行委員は突然のことに驚
きながらも大喜びしていた。
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泉龍寺で絵手紙をかく参加者

講演する小池さん


