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青空保育

30～11：30多摩川住宅
イ-5号棟集会所または公
園。親子遊びの会 平成
28年4月2日～29年4月1
日生まれの子どもと保護
者 先着15人 1,500円
1,500円 事前 青空
保育☎090-2427-4134 
a o z o r a h o i k u 2@

yahoo.co.jp堀田
リラクゼーションバレエ

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
歌声

45南部地域センター。見
学可 500円 うたご
えサロン☎・FAX3480-
4352湯浅
小学生バレーボール
毎

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
茶道
中央公民館ほか。狛

江市民まつりやつどいで呈
茶をする 狛江市茶道連盟
☎3430-7502中山
ラウンドダンス

中央公民館。心身の健康を
目指して、身体を動かし踊
る ダンスシューズ 初心
者から 1,500円 500
円 狛江ラウンドダンス☎
080-2254-0843糸長
親子体操
月4回 10：30～11：

30南部地域センター。体
験無料 飲み物、雑巾
平成31年度に3歳になる
子 先着25人 1,000円
事前 カンガルークラ
ブ kangarookomae@
yahoo.co.jp長谷川
コーラス

13：00アイスタジオ（和
泉多摩川）。芸大出身の若
い指導者のもとで歌う
3,000円 事前 イ・ル・
ベント☎3480-4209山根
いけ花
毎第3

10：00～12：00中央公
民館。初心者の見学、体
験可 ハサミ 10人
1,300円、材料費1,200
円 1,000円 事前 季
節の花☎3480-9451阿部
民謡

西河原公民館。全国の民
謡を三味線と尺八で練習。
指導あり。初心者歓迎
筆記用具、飲み物 5人
2,000円 締切30日
秀狛登久会☎090-8740-
0264原
フリーダンス

西河原公民館。講師の指導
で、レクダンスで体力づく
り。初心者歓迎。体験無料
運動しやすい靴 2,500
円 事前 フリーダンス
サークルダックス☎080-
1132-1080吉田
親子体操

30南部地域センター。身
体全体を使い遊び感覚で
運動する。体験無料 飲み
物、雑巾 3～6歳児と保
護者 先着10組 1,000
円 事前 コアラ コア
ラ koala_komae@
yahoo.co.jp渡辺
中国語
月３回 10：00～11：

30岩戸地域センターまた
は中央公民館。北京出身講
師から、会話、作文添削、
文法を中心に学ぶ 若干
名 4,500円(別途資料代）
1,000円 事前 中国
語サークル☎090-6547-
1568山城
書道
毎第2・4 13：30～

15：30中央公民館。楷行
草書、ひらがな、万葉がな、
条福、ペン習字 先着
10人 4,000円 部屋代
1,000円 1,000円 美
墨会☎・FAX3480-1920
武居
英会話
毎 19：00～20：30

中央公民館ほか。米国人講
師の指導で自由な英会話を
行う。見学可 初級から中
級程度 若干名 3,000
円 1,000円 事前 狛
江英会話クラブ☎090-
5316-6967 FAX3489-
8779 sasakima@aol.
com佐々木
テニス
毎 10：00～12：00

東野川市民テニスコート。
コーチによるレッスン テ
ニス用具一式 40～50歳

代のゲームができるレベル
の女性 4,000円 1,000
円 事前 ポピー☎・
FAX3480-3798善養寺
英会話
毎 A=13：00～14：

30、B＝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
に学ぶ。初・中級 筆記用
具、テキスト 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 4,000円
（テキスト代随時） 事前、
先着順 狛江国際友好クラ
ブ katsfujii@outlook.
com藤井
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独り暮らし高齢者等の
「安否確認電話」無料

利用者募集

健康状態を伺う 65歳以
上の独り暮らし高齢者、高
齢者夫婦、外出困難な障が
い者等 事前 狛江市
社会福祉協議会☎3488-
0294はとの会担当

komaekomaekomae
の仲間の仲間の仲間
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障がい児とふれ合い
ナナの家に2頭のポニー

障がい者福祉に関する事
業を行っているNPO法人
福祉ネット「ナナの家」が
２頭のポニーの飼育を始

運営する発達障がいや知的
障がいがある子どものデイ

サービス「すてっぷ」に通
う子どもや保護者に披露さ
れ、熱烈な歓迎を受けた。
同会では、乗馬が障がい
児に与える効果に着目し20
年前から多摩川乗馬会を催
しているが、馬に乗るだけ
でなく、馬と常に触れ合え
る「馬のいる居場所づくり」
によってホースセラピーを

行う構想を10
年余りあたた
めてきた。
埼玉県にあ
るポニーの牧
場へ職員が研
修に通ったり
して準備を進
めた結果、ポ
ニーの購入や
小屋の建築な
どの資金の助

成が受けられ
ることになっ
た。子どもと
の コ ミ ュ ニ

ケーションプログラムに適
した肩までの高さが１㍍未
満の小型のポニー２頭を購
入した。
北海道生まれで10歳の

「ハニー」と静岡県生まれ
で5歳の「ミント」の2頭
の雌のポニーは、現在中和
泉にある職員の庭で暮らし
ており、子どもたちは毎日、
職員宅へ出向いて食事やブ
ラッシングなどの世話を手
伝っている。また、運動不
足にならないよう西野川の
農家の協力で借りた畑まで

一緒に散歩をする。散歩の
時は、地域の人から声をか
けられることが多く、早く
も地域のアイドル的な存在
になっている。
「すてっぷ」職員の皆河
梓さんによると、子どもた
ちは積極的にポニーの世話
をしたり、ポニーの気持ち
を理解しようとする子ども
が現れ、早くも効果が見ら
れるという。
今後は、ポニーを新しい環
境に慣らしながら地域の人た
ちとも交流できる方法を検討
していきたいと話している。
また、放牧場付きの小屋が建
てられる敷地を貸してくれる
人を探している。

問い合わせは☎5438-
2773ナナの家。

狛江市歯科医師会が
30日に健康フォーラム

一般社団法人狛江市歯科

からエコルマホールで公開
講座「第7回狛江市歯科医
師会市民健康フォーラム
21」を催す。
「口から育つ心とから
だ、口からはじめる健康、
長寿」をテーマに、東京医
科歯科大学名誉教授で総合
南東北病院オーラルケア・
ペリオセンター長の和泉雄

周病～歯周病予防は健康長

寿の第一歩～」、国立科学
博物館名誉研究員の馬場悠
男さんが「人類誕生から日
本人の形成へ～縄文人に学
び子や孫の顎を鍛えよう
～」と題して講演する。
参加無料。先着200人
に粗品プレゼント。
問い合わせ☎3488-
7711狛江市歯科医師会事
務所。
【訂正とおわび】5月号の
エンジョイsportsの記事
中、狛江市バドミントン協
会の問い合わせ先電話番号
が間違っておりました。正
しくは☎3430-3797です
ので、おわびして訂正しま
す。（編集部）「ナナの家」にやってきたミント

株式会社ソネリビ
ング（西野川2-7-9）
は、50年以上前に内

装業としてスタート、現在は新築やリ
フォーム、設計など住宅に関する幅広
い業務を手がけ、福祉の知識を生かし
た高齢者向けの住宅工事も多い。
創業者の曽根嘉七さん（79）は長
野県東筑摩郡朝日村の出身。7人兄
弟の末っ子だった曽根さんは学校卒
業後、昭和30年代半ばに上京し食品
関連の職場で働き、39年に結婚、翌
年に長男の嘉宏さん(53)が産まれた。
40年に独立して目黒区で内装業の店
を持ったすぐ上の兄の貞吾さん（昭和
10年～同56年)に誘われ、その下で
働くことになった。当時は東京オリン
ピック後の住宅ブームで、手先が器用
だった嘉七さんは、全く違う仕事だっ
たが現場で年下の職人から仕事を教わ

りながら
仕事の手
順やコツ
を覚え、
内装の仕
事を続け
ることに

した。
嘉七さんは47年に世田谷区
豪徳寺から狛江市東野川へ転居
した。56年に兄が病没したた
め、その仕事を引き継ぐかたち
で、世田谷区粕谷に事務所を借
りて「曽根内装」を開業した。
58年に西野川に自宅兼事務所
を建てて移転、62年に法人化
して現在の名称に変えた。
当時は住宅ブームが続いて

いたが、新たな仕事先を開拓するため
昼間は営業に歩き、夕方から夜間に作
業をこなしたという。個人住宅のほか、
店舗や事務所の内装に加え、大手建設
会社の下請けも手がけたが、元請けと
の関係がうまくいかず、神奈川県の工
場の内装工事では何度もやり直しさせ
られるという苦い経験もした。
現社長の嘉宏さんは大学で社会福祉
を学び、卒業後は福祉関係の会社に就
職した。しかし、２年後に退職し父の
会社で働き始めた。仕事を続けるうち
に、家づくりのおもしろさに目覚め、
猛勉強の末に30歳を過ぎて二級建築士
の資格を取得。さらに仕事の合間を縫っ
て専門学校に通い42歳で一級建築士に

なった。現在は、母校
の専門学校に請われて
講師も務めている。

嘉七さんは、平成29年に社長の座
を嘉宏さんに譲り、19年から委員長
を務めている「絵手紙発祥の地－狛江」
実行委員会をはじめとした地域活動に
精力的に取り組んでいる。
同社では、建設会社の下請け仕事を
減らし、業務の８割はエンドユーザー
との人間関係が築きやすい住宅や店
舗・事務所の新築・改装に力を入れて
いる。嘉宏さんによると、最近は高齢
化に対応したリフォームなどの依頼が
増えており、介護保険の利用方法の相
談やケアマネジャーとの打ち合わせな
どの時は、大学時代に学んだ福祉の知
識が役立つことも多い。嘉宏さんは、
ユーザーのイメージや希望を聴いてそ
れを具体化させることを第一に考える
という。また、建築家でありながら、
現場での経験も持っていることを大切
にしている。嘉宏さんは「身の丈に合っ
た仕事を、お客様に喜ばれるようにし
てきたことが長続きの秘けつ」と話し、
これからも「お宅のホームドクター」
をモットーにしていくという。
株式会社ソネリビング　☎3480-
9334　営業時間＝午前８時～午後６
時。原則日曜・祝日休み

新築やリフォームなど幅広い業務こなす

昭和58年に狛江で開業／現場経験や福祉の知識生かす
曽根嘉七さん（右）、嘉宏さん
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