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円 事前 狛江レディー
ス 会 ☎090-9311-4195 
uemuranobuko1641 

6@soft bank.ne.jp上村
少年剣道
毎 9:00～11:00

狛江第三小学校。稽古を
通して自分に勝つ・負け
ない生活 動きやすい服
装 小学2年生以上 5
人 1,000円 狛江剣友
会 ☎090-9003-3821 
sunjo3203@gmail.

com小川
ハイキング
月1回ハイキング、月

１回 （例会）18:00中
央公民館。サークル内の

企画と年2～3回の公募で
のハイキング・軽登山
3～5人 200円 わらじ
の会☎080-3356-8832 
wa r a j i _ k omae@

yahoo.co.jp好広
フラワーアレンジメント
月１回 （6月は23

日 ）14:00～17:00岩 戸
地域センター。初心者可
ハサミ（花用またはキッ
チンバサミ）、持ち帰り用
袋、ゴミ袋、新聞紙 小学
生以上は同伴可 先着10
人 材料費1,500～2,000
円 事前、締切16日
Happy Flowers kiyoe.
picture@gmail.com齋藤
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こまえ平和フェスタ
2018 平和を願う絵

手紙・川柳・俳句・短歌の
公募
8月12日 12：00～16：
00エコルマホール、8月
20 27 9:00～
21:30西河原公民館で展
示。1人3作品まで
6月1 ～7月20日
こまえ平和フェスタ実

行委員会☎・FAX3480-
7477 man i s h i o@
qf7so.net.ne.jp西尾
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小学生バレーボール
毎 17：00～18：30、
17：00～19：30、毎

・ 時間不定（遠征、試
合あり）緑野小学校。見
学・体験歓迎 体育館履き、
飲み物、タオル 小学1～
4年生の女子 3,000円
事前 狛江セブン☎080-
5376-8471山本
会食会
毎 第2・4 10:00～

15:00上和泉地域センター。
買い物、献立を考え一緒に
みんなで食べる エプロン、
三角巾 70歳以上の独身者
若干名 1回600円（材
料費）、部屋使用料100円
事前 あけびの会☎042-
489-3765河村
英会話
毎 クラス13:00

～14:30・Bクラス15:00
～16:30中央公民館また
は西河原公民館。カナダ

人講師を中心に会話で学
ぶ。初・中級 筆記用具、
テキスト（購入後） Eメ
ール（携帯メール含む）で
連絡可能で、日本語禁止
に対応できる英語力の人
先着各クラス1人 4,000
円（テキスト代別途）
事前 狛江国際友好クラ
ブ katsfujii@out look.
com藤井
親子体操

10：00～11：
00野川地域センター。子
どもと一緒にストレッチ
でリフレッシュ 水筒、タ
オル 1歳半くらいから
の未就園児と母親 先着
5組 1,000円 事前
カムカム・ひっぱりーの
kamukamucome@

gmail.com江川
社交ダンス
月4回 18：00～19：

00（初心者）・19：00～
20：30（一般）中央公民
館。中級者は1曲通しで踊
る ダンスシューズ 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
ハーモニカ
毎 第1・3 13：00～

15：30、 第2 10：00～
12：00中央公民館。月2
回講師の指導、月1回自主
練習。初心者歓迎 複音
ハーモニカ 3,000円
ハーモニカ季の花☎090-
4379-7879 FAX3480-
2255 miyo201@mou.
ne.jp山下
親子体操
月2～4 15：30～

16：30南部地域センター。

身体全体を使って遊び感覚
で運動する。体験可 飲み
物、雑巾 3～6歳児と保
護者 親子10組 1,000
円 事前、先着順 コアラ
コアラ koala_komae@
yahoo.co.jp木村
剣道
毎 ・ 18：30～20：

30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 ☎080-7963-8804 
kemei6493@yahoo.
ne.jp依田
バスケットボール
月2～3回 ・ （時

間は予約状況による）市民
総合体育館。初心者、経
験者問わず 着替え、あれ
ばボール 20歳代～30歳
代 先着10人 1回500
円 事前 KOMABASU 
masha12421563@

gmail.com鈴木
女声コーラス

9:30～12:00中
央公民館。抒情歌や新曲を
練習。初夏の音楽会にも出
演 5,000円 女声合唱
団コール・レーネ☎090-
9816-7744ヨツモト
ジャズボーカル
毎第2・4 14:00～

16:00南部地域センター。
講師を迎えジャズの名曲を
レッスン。初回の体験は無
料 初心者、ジャズボーカ
ル愛好者 3,000円 ジ
ャズボーカル スマイル☎
090-9647-6835小川
卓球

9：00～11：15

上和泉地域センター。生
涯スポーツとしての卓球
を練習 2,000円 野
川クラブ☎・FAX3489-
8067 sun.yoko-430@
docomo.ne.jp大友
カラオケ
月4回 13：00～16：

00和泉多摩川地区センタ
ー。演歌をレーザーカラオ
ケで練習。見学可 500円
1,000円 サクラカラ
オケ同好会☎・FAX3480-
8704田中
リラクゼーションバレエ

19：15～21:30
中央公民館。クラシックバ
レエを基礎とした美容健康
体操。見学自由 3,200
円 Yu’s エッセンシャル
バレエ☎3489-2251原田
おにぎり少年団
毎第1・3 （団会）

14:30～17:00、月1回
行事。各地域センター。キ
ャンプや釣り、料理などい
ろんなことに友達と挑戦
しよう 筆記用具 小学1
年生～中学3年生 5,300
円（行事ごとに参加費実
費） 事前 おにぎり少
年 団 ☎080-8734-6788 
onigiri.snd@gmail.

com杉
ラウンドダンス
月4回 4:00～16：

00中央公民館。体力作り
を兼ね講師の指導で行う
1,500円 500円 狛江
ラウンドダンス☎3488-
6293矢倉
ゴルフ
年6回近くのゴルフ

場。女性の会 ゴルフ用
具 年齢制限なし 6人
5,000円 各回2,000

音楽の祭典に14,000人
LFJプレフェス・ア・コマエ
「ラ・フォル・ジュルネ
TOKYO2018 プレフェス・
ア・コマエ」が4月28日
29 にエコルマホールな
ど狛江駅北口周辺で開催さ
れ、2日間で約14,000人
が訪れた。来場者たちはク
ラシック音楽に加え、さまざ
まなジャンルの演奏をじっく
りと味わっていた。
この音楽祭は、５月3
～5 に東京国際

フォーラムなどで催された
世界最大級のクラシック音
楽祭「ラ・フォル・ジュルネ
TOKYO2018」（LFJ）の
プレイベントとして催された
もの。
エコルマホール4階ホール
ではＬＦＪに出演するプロのク
ラシックアーティストが見事
な演奏で聴衆を魅了した。
狛江駅北口交通広場、メ
ビウス∞えきまえ広場（こま
え屋台村）、泉の森会館で
も狛江ゆかりのアーティスト
などが多数出演、クラシッ
クにとどまらずジャズやポッ
プスなど多彩なジャンルの
音楽を披露した。メビウス

∞えきま
え 広 場
で は 地
元 の 飲
食 店10
店による

「こまえ屋台村」が開かれ、
家族連れなどでにぎわった。
バンドフェスティバル
10日に15団体競演
狛江バンドフェスティバル

（狛江市音楽連盟主催）が
10 午前11時から西河
原公民館で催される。20
回目を数える今回は過去最
多の15団体が出演、ジャ
ズやポップス、ロックなど多
彩なジャンルのアマチュアバ
ンドが8時間以上にわたって
演奏する。
昭和48年から開かれてい
る初夏の音楽会の参加団体
が増えたため、バンド部門
が独立、平成11年に初め
て開催された。公募審査な
どで選ばれた狛江市内外の
バンドによる生演奏を聴き
ながら、会場に持ち込んだ
飲食物を楽しめるスタイル
が人気を集めている。
入場料は1,000円、障が
い者と介護者は500円、高

校生以下無料。当日券あり。
問 い 合 わ せ ☎080-
5177-3938山本さん。
狛江フェスティバル2018
出店や出演者など募集
7月28 、29日
前11時～午後8時に泉龍寺
で催される「狛江フェスティ
バル2018」の出店者、ス
テージ出演者を6月9 ま
で募集している。
当日は音楽やダンスのス
テージ、市内の飲食店など
による縁日、模擬店、ワー
クショップなど親子で楽しめ
る夏祭りが行われる。
詳細はフェイスブック
(https ://www.face 
book.com/komaeokto 
berfest/）
問い合わせ☎3480-
9367木村メガネ。
水害シーズンに備えて
多摩川で総合水防訓練
水害シーズンを前に狛江
市総合水防訓
練が５月13日

多摩川緑
地公園グランド
で催された。
狛江市、狛
江消防署、狛
江市消防団が
合同で催したも
ので、対岸の川崎市消防局、
多摩消防団も加わり車両約
20台、250人以上が土の

うなどを使った
各種水防工法に
汗を流した。ま
た、水の事故に
備えた水難救助訓練も行わ
れた。
会場には多くの市民が訪
れ、訓練の様子を見守ると
ともに、展示体験エリアで
は大雨や暴風を体験したり、
土のう作りやロープワーク
の手ほどきを受けていた。
市民公益活動事業補助金
活動の成果を発表
平成30年度狛江市市民
公益活動事業補助金事業報
告会が５月20日 災セン
ターで催され、29年度に事
業を行った6団体が活動の
内容や事業の成果について
報告した。
報告したのは、スタート
補助金がごはん+居場所　
おかえり、ハンズ・プレイス、
ボッチャ・（ともしび）、チャ
レンジ補助金がエネルギー

シフトを実
現するこま
えの会、狛
江視覚障害
者の会、狛
江市邦楽連
盟で、チャ
レンジ補助
金の3団体

はパネルやプロジェクターな
どを使って活動について具
体的に発表した。昨年のバンドフェスティバル

演奏する洗足学園音楽大学管弦楽団

溺れた人を救助

「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（☎3430－1111 FAX3430－6870）で受け付
けています。8月号の原稿の締め切りは7月2 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

イベント・サークル情報満載！
狛江市生涯学習サイト

こまなび電子版 検索http://komae.manabi365.net
こまなび電子版こまなび電子版


