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楽市
1日 10：00～15：

00市役所前市民ひろば。
市民参加のフリーマーケッ
トと市内業者出店による街
おこし フリーマーケット
1,100円 先着順 こま
え楽市の会☎3480-2074
山岸
親子ビクス
1～2歳半の子どもと

ママ＝2日 首すわり～
1歳半の子どもとママ＝6

・11日 ・25日
10：15～11：15、6日

10：30～11：20
中央公民館。6
ピアノ講師による生演奏
でリトミック＆ママの体
操 動きやすい服装（着
替え）、タオル、飲み物、
室内運動靴 1回1,000
円、6 1,500円

先着順。締切各開催日
前日 親子ビクスサーク
ル oyakobikusu.k@
gmail.com加藤
スポーツ吹矢体験会
4日 ・18日 ・25日

14：00～16：00中央公
民館。健康増進と仲間づく
り。用具は無料貸し出し。
会員募集中 成人 各回5
人 1回500円 締切各開
催日前日 狛江・桜いきい
き支部☎・FAX3326-9229 
hh1019hidehiro@

jcfc.net半田
浴衣着付け無料講習会
6日 13 ・20
18：30～20：30中

央公民館。着付けと帯結
び 浴衣、半幅帯、腰ひも
2本、伊達締め、着物ベル
ト、フェイスタオル3枚、
貸出あり 小学生以上の女
性 各回先着6人 締
切各開催日前日 華結の会

☎3488-3243 itashi_
kayushi@yahoo.co.jp
三島
料理大会
8日 10：00～17：

00市内地域センター。友
達と協力しておいしい料理
を作る 小・中学生 20
人 材料費1,000円 事前
おにぎり少年団☎080-
8734-6788 onigiri.
snd@gmail.com杉
「手打ち蕎麦の郷̶狛
江」蕎麦打ち教室

8日 ・22日 14：00
～16：00岩戸地域セン
ター。手打ち蕎麦を指導
手ぬぐい、前掛け、タ
ッパー（持ち帰り用）
子どもから 先着10人
材料費1回2,000円 事前
元祖 蕎麦打ち迷人会☎
080-1282-8166 sn.
kambara@jcom.home.
ne.jp神原
七夕と絵の具遊び
10 （雨天の場合

12 ）10：00～13：
00和泉多摩川河川敷。外
で絵の具で遊ぼう 着替
え、飲み物、昼食 0歳
～就学前の親子 材料費
50円 締切開催日前日
あおぞら自主保育 狛江
おひさまの会 komae.
ohisama@gmail.com山
内

神島ひとみ・他 絵画展
11 ～16日 0：

00～17：00泉の森会館。
深みのある色づかいとタッ
チが魅力。油絵、アクリル
画他 IMF☎5497-
5444（泉の森会館取次）
平岡
心の病、家族相談
10 （電話相談）・

24 （面接・電話相談）
10：00～12：00カレー
ショップ・メイ。心の病に
ついての相談を受ける 心
の病に関心のある人、その
家族、市民 狛江さつ
き会☎080-9275-2090安
藤
講演会
11日 10：00～12：

00あいとぴあセンター。
「相手に寄り添うこころ、
自分と向き合うこころ～自
己対話してますか」。講師：

渡辺浩子さん（上智社会福
祉専門学校非常勤講師）
筆記用具 先着50人
締切6日 狛江電話訪
問はとの会☎5761-5556
こまえくぼ1234取次
リウマチ友の会例会
11日 13：30～15：

30調布市総合福祉センタ
ー。情報交換、懇談会
飲み物 関節リウマチ患
者、家族 200円 調布・
狛江リウマチ友の会☎・
FAX5497-5585柴田
子連れの大人＆子ども
英会話

子連れのおとな＝13 、
3歳～5歳＝6日 20日
5：00～16：00中央

公民館。イギリス人講師か
ら英会話を学ぶ 各10組
1回1組1,000円 事前
English for Everyone 
englishforeveryone@
outlook.jp大幡
親子で英語あそび
16 ・27 10：

00～10：50（首座りから
よちよち歩き）、11：00～
11：50（上手に歩ける1
歳～3歳）中央公民館。歌
や絵本を通じて英語に触
れる 動きやすい服装
0歳～3歳くらい 各回先
着10組 500円（おやつ
代など込み） 親子英語
サークル oyakoeigo_
komae@yahoo.co.jp木
村
展示「こまえ平和フェ
スタ2018 世界の非

核兵器地帯条約」
16 31 11：００
～21：30（最終日17：
00）中央公民館。世界の
非核兵器地帯条約と国連の
核兵器禁止条約の成立につ
いて こまえ平和フェ
スタ実行委員会☎3480-
7477 manishio@qf7.
so-net.ne.jp西尾
はじめての遺言相談
26 10：00～12：

00泉の森会館。遺言書の
ポイント整理 先着2人
資料代500円 締切20日

遺言書を考える会☎
090-6480-3930北條
マンション管理無料相
談会

27 18：30～20：00

中央公民館。マンションに
関係する相談 分譲マンシ
ョン居住者、マンション管
理組合員 先着順
狛江市マンション管理士会
☎6277-6301FAX3483-
7098大鳥
英会話＆音遊び
27 10：15～11：

30野川地域センター 0
歳からの親子 300円
親子のあそびば asoviva! 
asoviva2018@gmail.
com大幡
夏休み子ども薬剤師
体験

8月8日 10：00～13：
00あいとぴあセンター。
薬剤師の業務を体験。白衣
を着て実務体験を行う 上
履き（白衣は貸与） 小学
3年生以上（保護者同伴）

先着10人 締切7
月15日 一般社団法人
狛江市薬剤師会 info@
komayaku.jp事務局
2018年第8回夏休み
ジュニアテニス教室

8月20 22日 （予
備日24 ）10：00～12：
00元和泉市民テニスコー
ト。一流の指導者から本格
的に学ぶ（都体協主催のジ
ュニア推進事業） ラケッ
ト（初心者は本数限定で
レンタルあり） 小学3～
6年生 50人 抽選。
学校配布の申込用紙で狛江
市体育協会へFAX（3480-
6211)のみ受付。締切7
月8日 狛江市硬式テニ
ス協会☎080-4004-2379 
sakuyura@ozzio.jp山口

創作和紙人形展
元和泉一丁目町会（石井久雄会長)が、19

23 10時30分～午後４時30分（最終日3時
30分)に泉の森会館２階ギャラリーで創作和紙人形の

展示会を催す。
同町会会員の柴
山惠以子さんが製
作した歌舞伎や江
戸時代の職人や商
人などの人形約30
組。いずれも製作
に3カ月以上かけ、
顔の表情や体の動
きなどがていねい

に表現してある。幼い頃から人形作りが趣味だった
柴山さんは40年以上前に人形作家内海清春さんの教
室に通い始め、教室の仲間などと試行錯誤しながら
和紙を使った独自の人形を作ってきた。
泉龍寺仏教文庫に展示していた人形を見た町会会
員から、昨年創設した女性部の初のイベントとして
展示会の企画が持ち上がり、開催の運びとなった。
準備を進めてきた女性部部長の山口ミツ子さんらは
「すばらしい人形たちをたくさんの人にみてもらいた
い」と来場を呼びかけている。入場は無料。
問い合わせ☎090-4822-5131元和泉1丁目町会女
性部　菅原さん。

人形を見る女性部の会員と
柴山さん（右から二人目）

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

狛江ショッピングセ
ンター商店会にある
理髪 たさき(中和泉

5-42-11)は狛江に開店してことし8月
で50周年を迎える。
店主の田崎寛治さん(79)は宇都宮市
の農家に生まれ、中学卒業後に母の勧
めで作新理容美容専門学院に進学。同
校卒業後、理容師の国家資格を取得し
た。「東京で技術を磨き、将来店を持ち
たい」と18歳で上京、高田馬場の理
容室に住み込みで働いた。
この頃、理容技術講習会に参加、後
に妻となる和佳江さん（昭和14年～平
成8年)と知り合った。横浜生まれの和
佳江さんは、幼い時に父が死去、家計
を助けようと中学卒業後、理容店に住
み込みの下働きとして入店、理容学校
に通った。寛治さんと和佳江さんは39
年に結婚、世田谷区の豪徳寺駅近くに
あった店を任された。翌年、三鷹市で

念願の自
分の店を
持ち、長
女の美佳
さんも生
まれた。

店は駅に近く繁盛したが、3年
目に手放すことになった。移転
先を探したところ、狛江ショッ
ピングセンターに入居する店舗
の募集を知って応募、43年に
店舗付き住宅の現在の店で開
店した。
この商店会は、東京都住宅供
給公社が開発し41年に入居が
始まった多摩川住宅の入居者の
ために、公社の関連会社が計画

したものだったが、駅から離れた目立た
ない場所のため、当初は客が少なかった。
しかし、多摩川住宅周辺は商店が少な
かったため、口コミなどで次第に顧客が
増えたという。
移転後は長女と次女の子育ても忙しく
なり、女性従業員を雇ってしのいだ。多
摩川住宅の入居者は若い夫婦が多かっ
たため、次第に子どもの客が増えた。当
時は始業式直前に理髪店に行く傾向があ
り、店の前に子どもたちの行列ができた
という。また、この頃の閉店時間は午後
8時だったが、周辺の商店主は自分の店
が終わってから来店することもあり、閉
店が遅れることもしばしばで、また
日は大勢の客が訪れ、午前３時頃まで働

いた。
夫妻は
新しい技
術の習得
に 励 み、
和佳江さんは40代で美容学校に通って
美容の技術も身に付けた。
長女の美佳さんは、家業を継ぐこと
は考えていなかったが、和佳江さんが
熱心に勧めたため、高校時代に通信制
の理容学校で学び、大学生の時に理容
師の免許を取得した。卒業後は理容器
具メーカーに就職し、休日には店で理
容師として働いた。和佳江さんが50代
になって病に倒れ闘病生活を送るように
なったため、会社を辞めて本格的に家
業に従事することになった。
和佳江さんが57歳で死去、寛治さん
は一時仕事への意欲を失ったが、顧客
の励ましなどで気力を取り戻したという。
美佳さんは「この場所で半世紀続け
てこられたのは、両親がお客様の好み
を大切にして自然体で接してきたから
で、私もその姿勢を受け継ぐようにして
います。」と話している。
理髪　たさき☎3489-4504　営業時
間＝午前９時～午後6時。月・火曜休み。

顧客に自然体で接し技術でこたえる

昭和43年に狛江へ移転／母の遺志継ぎはさみ握る子どもの髪を刈る和佳江さん（昭和58年頃）

田崎寛治さん（左）
と美佳さん

◆
 68 

◆ 理
髪　

た
さ
き

松原青年会盆踊り
24 ・25日 、予備日26 )

午後7時～9時 狛江第一小学校 狛江音頭
などの模範の踊りの後、子どもが順番にやぐらで踊る。やぐ
らに登る子どもに抽選券を配り、2日目に抽選でプレゼント。
青年会が焼きソバ、フランクフルト、ジュース、かき氷、ビー
ルを販売 松原青年会☎080-5535-4870飯田

第52回多摩川ふるさと団地まつり
28日 9日 後5時～9時 多摩川住宅中央野球場
盆踊り、太鼓演奏、夜店など。29日午前9時から午後5

時まで団地内をみこしとだしが練り歩く 多摩川住宅の各号
棟の６単位会で構成する多摩川住宅団地まつり実行委員会

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


