
北区 INFORMATION

台所の必需品として愛され続ける「亀の子束子」。
この生みの親が北区滝野川にある「亀の子束子西尾
商店」です。大正４年に特許取得をしてから今年７月で
100年、お客様を裏切らない品質で今も世界中で愛され
続けています。関東大震災の戦火もくぐりぬけた趣き
ある同店では、定番商品から新商品までさまざまな束
子を販売しています。

亀の子束子、誕生から108年
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中元大売出し及び道灌まつり

七夕まつり

しーちゃんの夏祭り

まんごり

第20回きつね夏祭り

エコ・キャンペーン2015第27回納涼盆踊り

納涼大会

七夕祭り

土曜縁日と歩行者天国

王子神社例大祭（王子田楽）※田楽舞は9日

浮間盆踊り大会

納涼フェスタ

第41回田端銀座盆踊り大会

ふれあい通りの夜店大会2015

赤羽西口本通り商店会

浮間中央商店会

霜降銀座栄会

氷川神社（浮間2-19-6）

豊島いなり通り商店会

赤羽スズラン通り商店街振興組合（ララガーデン内ポケットパーク）　　　　　　　

浮間銀座商店会（JR北赤羽駅　浮間口駅前広場）

豊島中央通り商店街振興組合　　

きつね塚商店会

王子神社（王子本町1-1-2）

浮間銀座商店会 浮間庚申通り商店会（浮間小学校校庭）

赤羽東口駅前通り商店街振興組合・赤羽一番街商店街振興組合（赤羽小学校校庭）

田端銀座商店街振興組合

西ケ原銀座商栄会

7/1～7/26

7/5

7/7～8/8

7/19

7/25

7/25～7/26

7/25～7/26

7/27～8/9

8/1～8/8

8/7～8/9

8/8～8/9

8/22～8/23

8/24～8/25

8/29

1万円で1万2000円分の商品が購入できるお得な商品券です。
6/20（土）10時から北区内の商店街、公共施設で販売。
郵便局でも6/25（木）9時から販売開始。
どちらも売り切れ次第販売終了となりますのでお早めにご購入下さい。
問：03-5390-1200／北区商店街振興組合連合会・北区商店街連合会

プレミアム付北区内共通商品券販売スタート

北区滝野川６-１４-８
平日９時～１７時／土日祝休
問：0800-800-6032

亀の子束子西尾商店
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たわしの日＆特許取得100年記念として7月4日、5日に楽しいイベントを開催予定。
詳しくはHPへ→http://www.kamenoko-tawashi.co.jp/

北区

「亀の子束子、誕生から108 年」
北区のコレ伝えたい vol. 01

INFORMATION

CONTENTS

北区商工通信  No.97

動物型束子の置物「パームペットぞう」 モダンな「白いたわし（サイザル麻）」

店舗天井のたわしのシャンデリア

※掲載されているイベント内容、時期等は変更になる可能性があります。



J R「駒込」駅から徒歩５分にある築50年の2階建てアパート、その名も「マルイケハウス」。

それぞれの部屋にはカフェや工房などが入っており、

お店が開いている時には誰でもおじゃまできるおもしろハウスです。

今回は、そんな「マルイケハウス」の魅力をちょっとだけご紹介！

『マルイケハウス』に
遊びに行こう

こんなに若い人が集う
場所になるとは、思いませんでした

マルイケハウスは“アパートを改装してお店や

アトリエの集まる場所にしては？”という大家の

娘さん（現203号室店主）の提案がきっかけだった

という。「訪れる人にも入居者にも風通しのいい

場所でありたい」と、語る大家の芳賀さん。入居者の

活動を応援しながら、ご自身もアトリエを構えて

訪れる人々との交流を楽しんでいる。

マルイケハウスちょこっとヒストリー

昭和39年

平成20年頃

平成22年

平成23年

円池荘（つぶらいけそう）を現

オーナーのお母さんが建設。いつ

しか「まるいけそう」と呼ばれる

ようになる。

アパートの廊下を会場に、美大生

たちが作品展を不定期に開催。

火事により半焼。

改装し、「マルイケハウス」として

再出発。

住所：北区田端４－３－３
交通：JR「駒込」駅東口徒歩５分
HP：http://maruike-house.com/
各店舗の営業時間に合わせて開放
※住人の方もいらっしゃいますので
お立ち寄りの際は周囲にご配慮くだ
さい。

訪れた時、まず目を引く壁一面のペイント

廊下の通路にも作家さんの作品

１階通路。開店時は誰でも出入り自由です

トイレの中までアートがぎっしり

特集

マルイケハウス

マーブル

 まるちゃん

土日を中心に不定期にオープン。来店の際はHPでお問
い合わせください。　問　http://maarble.net/

完全予約制（事前にメールでお問い合わせください。）
※男性の方は紹介の場合のみ受付致します。
問：marikawaima@gmail.com

不定休※直接アトリエへお越し下さい。 不定休。来店の際はお問い合わせください。
問：070-1315-2225

往診専門の鍼灸師として活動していた
ご店主の河井さんが、今年の５月に開業
した女性のための鍼灸院。体調や症状に
合わせてお灸と鍼で施術。全身のバラン
スを整え、身体の自然治癒力を高める
ことで不調や痛みの改善に導きます。

マルイケハウスのオーナーで服飾デザイ
ナーでもある芳賀さんのアトリエ。着物を
リメイクした洋服やアクセサリーの数々を
拝見しつつ、自称「しゃべくりデザイナー」
の芳賀さんとおしゃべりしていると
時間はあっという間に過ぎていきます。

ゴジラ人形もお鍋もある。床から天井ま
で、懐かしのグッズやアンティーク雑貨、
不思議なものがぎっしり！こちらの商品
は元々、ご店主藤田さんのコレクション
だったというからさらに驚き！掘り出し
物とオモシロ雑貨に出会えます。

２階一番奥にあるカフェギャラリー。
靴を脱いで入る店内は、友達の家に
遊びにきたようなほっとする空間です。
月に２回くらいのペースで作品展示
も行なっているので、身体にやさしい
手作りケーキやランチをいただきつつ、
のんびりアート鑑賞も。

平日16時～22時（LO21時）、土日祝13時～21時 （LO20時）
月・火曜不定休　
問：contact@maruike-house.com
※ギター教室や子ども向け絵画造形教室、タロット占い
などさまざまな教室やイベントを開催。詳細はHPへ。
http://maruike-house.com/maruchan

店主の河井さん 店主の芳賀さん 店主の藤田さん

「ジュエリーでドキドキして、アクセサ
リーでワクワクしてほしい」をテーマ
に、２人の作家が創るジュエリー•アク
セサリーのお店兼工房。カラフルな川上
さんの作品と木をモチーフにした根市
さんの作品から、お気に入りの一点を。

号室203

号室204 号室102 号室101

202

Maruchan

Maarble号室

河井鍼灸院 TOTICO ネコフジ百貨店
とちこ

Maruike House
パックレコードとしょしつ
（古本と音楽のお店）

蛍窓舎
（文具＆アート）

アトリエ

アトリエ

現在７店舗のアトリエ•
お店が入っているマルイケハウス。
その一部をご紹介します。

店主の根市さんと川上さん
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