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今年で2回目を迎える「まちゼ
ミ」。専門店ならではの知識や
技術を教えてくれる人気のミニ
講座です。そこで昨年の様子を
開催店にお聞きしました。さぁ、
あなたも参加してみませんか？
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北区のまちなか、あちらのお店、こちらのお店。 新しい 出会い、楽しいコミュニケーションが生まれてる！

もともと姿勢を良くすると気持ちがよい
ことを広めたいという思いがあり「まちゼ
ミ」を行いました。腰痛解消のからだの使
い方や子どもの姿勢改善の講座に「来て
よかった！」とリピーターになられた方も。

使い方が分からない、説明書を見るのが
面倒くさい…などのお悩み解決に、ご自分
のカメラを持参していただきました。今年
も時間のある限り納得のいくまで説明し
ますので不安のある方はお越しください。

講座のテーマはレストランで失敗しないワ
インのマナーや選び方など。プレゼント選
びの参考にしたいという方や皆さんの受
講目的もさまざまでした。「まちゼミ」の反
響が大きくて店の認知度が上がりました。

「地域包括システム」の制度や利用の仕方
を分かりやすく説明。自分でできる自己指圧
も好評でした。この講座をきっかけに、ご自
宅・入居施設へ訪問するリハビリやマッサー
ジなどのことを知っていただきたいです。

関さんご夫妻。治療院は猫
背を整えることに力を入れ
ている。手に持っているのは
足型から取る靴のインソー
ルで膝の痛みや外反母趾な
どに効果があるという。

錦織さんのお店は王子駅北
口からほど近い街の写真屋
さん。嬉しかったのは受講生
の方が受講後、ご自分で撮
影を楽しみ、写真のプリント
に来てくださるようになった
ことだとか。

新部さんは「コンセイユ」と
「ソムリエ」の資格を持つ。
飛鳥山公園に隣接する創業
105年の老舗の酒店でワイ
ンの品揃えは600種という。

張原さんは北区の地域に根
ざした訪問専門の治療院を
運営。こちらの相談室（上の
写真）で受講生同士仲良く
健康談議に花が咲いたそう。
「まちゼミ」を長く続くイベン
トにしたいと語る。

姿勢を整えることが健康につながる
ことを知っていただきたい。

いまさら聞けない“マイ・カメラ”の
使い方、親切にお教えします。

堅苦しいものではありません。
ワインを身近に感じて…。

医療・介護サービスが使える、訪問の
リハビリやマッサージがあります。

治療院せなかリペア
豊島8-25-3 モロイハイツ101
Tel. 03-5933-6789
営業時間：［平日］10:30～14：30・16:00～21：00
［日・祝］10：00～15：00　定休日：月曜

朝香カメラ店
岸町1-3-3
Tel. 03-3908-3371
営業時間：9:00～20：00
定休日：日曜・祝日

酒のタジマヤ
滝野川1-4-10 
Tel. 03-3910-1056
営業時間：10：30～21：00
定休日：月曜・第3日曜

からだ元気治療院 北区店
王子1-23-11王子SRビル4F
Tel. 03-6903-3781
営業時間：9:00～18：00
定休日：日曜



北区のまちなか、あちらのお店、こちらのお店。 新しい 出会い、楽しいコミュニケーションが生まれてる！

肌の手入れ、眉の描き方、口紅の選び方な
どをアドバイス。美容スタッフにより顔の半
分をきれいにメイクしてあげて、残り半分は
ご自分で実践。分かりやすいと喜ばれ、継
続して来店される方もできました。

受講生には包丁を持ち寄っていただき、
研ぎ方から実際にホールケーキをカットす
るまでていねいにコツをお伝えできたと
思います。試食をしながら、和やかな交流
ができました。

好みの天然石を選び、色の配置を決め、ブ
レスレット作りを楽しみました。受講生は、お
孫さんと一緒、友人同士でとさまざまでし
た。ジュエリー店は敷居が高いという方も、
この講座を機会にぜひご来店ください。

前納さんは「お家にある化
粧品を正しく使ってほしい」
という。「まちゼミ」開催にあ
たり、どうしたら分かりやすく
伝わるかをお店のスタッフ全
員で準備したそう。

大谷さんは二代目パティシ
エ。趣きある商店街を行く
と、親子で営むおしゃれなス
イーツ店がある。定番ケーキ
のほか季節に合わせた新作
も楽しみ。

ジュエリーデザイナーの小
松さん。活気ある十条銀座
商店街にあるジュエリー専
門店。長く愛されてきたお店
で、華やかなジュエリーが飾
られている。

化粧品を効果的に使う
メイクの基礎技術を伝えたい。

ケーキをキレイにカットする
プロの技を体験していただきました。

ビビッドに輝く
オリジナルのブレスレットが完成！

サカエ薬局
赤羽西1-5-1　赤羽アピレ1階
Tel. 03-3900-3505
営業時間・営業日はアピレと同じ。
営業時間：10：00～21：00　休日：年４日。
元日、２月・５月・８月の第3水曜または第2水曜

ニース洋菓子店
滝野川3-33-5
Tel. 03-3918-3170
営業時間：9:30～20:00　
定休日：火曜

ジュエリーこまつ
十条仲原1-2-1
Tel. 03-5993-2256
営業時間：10:00～19：00
定休日：日曜

今年も「まちゼミ」開催します！
平成29年

8／1（火）～9／15（金）
お申し込み・開催店など詳細は
案内チラシでお知らせします。

7月20日頃に区内全戸配布予定
北区公式ホームページでもお知らせします

第2回 北区まちなかゼミナール（平成29年度）
【申し込み期間・方法】
案内チラシを参照し、直接店舗に電話して予約してください。
※ゼミナールは無料（材料費実費の場合もあります）で、お店からの販売・勧誘は
　ありません。
※定休日など、講座によって受付開始日が異なる場合があります。
※定員になり次第、締め切らせていただきます。

【問い合わせ】
地域振興部産業振興課商工係
Tel.03-5390-1235　Fax.03-5390-1141

サポートメンバーのフェイスブックです
http://www.facebook.com/kitakumachisemi/

参加無料
（一部材料費実費）
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北区技術交流グループ
～北区唯一のものづくりに関する異業種交流会～
 2002年に活動を開始、北
区の企業が保有する技術や
経営管理ノウハウを相互に交
流し合い、各社の製品改良や
新製品づくり、生産技術の向
上等に活かしています。北区
に関連がある企業であれば
参加できますので、ものづく
りの交流に参加しませんか。

北区技術交流グループ事務局
電子磁気工業株式会社：北区浮間5-6-20

【連絡先】
北区経営アドバイザー 松田
Tel.03-5390-1237

北区の新しい価値をInnovativeに
創造します
 平成29年4月1日、観光協会
が事業を開始しました。
 様々な歴史、文化、エンター
テイメントを持つ北区を独自
の視点から捉え、これまで「行政の観光」という枠の中で実現しにくかっ
た方法で多くの人に北区の魅力を発信していきます。
 同時に、観光に資する独自のコンテンツを生み出し、北区に新しい価値
を創り出します。従来の観光協会というイメージの枠組みを超えた、地域
の稼ぐ力を引き出す組織を目指します。
 愛称は、北区PR Stationです。

【協会概要】
一般社団法人東京北区観光協会
北区王子1-１１-１ 北とぴあ1階
Tel.03-5390-1166
WEBサイト：http://prkita.jp/

Event Schedule イベントスケジュール ※掲載されているイベント内容、時期等は、変更になる場合があります。

5/21〜 6/21 としま5商店街まつり 豊島中央通り商店街・築地通り商店会・いなり通り商店会・
東豊名店街・豊川学校通り商店会（豊島地区商店街内） 抽選会

6/17 北区100円市 北区商店街連合会（北区商店街連合会加盟商店街内） 店頭に100円の目玉商品を配置

6/20〜 7/23 納涼福引大会 アクトピア北赤羽商店会（JR北赤羽駅前） 抽選会

6/22〜 7/22 サマーセール 王子銀座商店街振興組合（王子銀座商店街） セール、買物ラリー、
ウエットティッシュプレゼント

6/24〜 7/ 9 十条サマーセール 十条銀座商店街振興組合・十条中央商店街振興組合・
十条富士見銀座商店街振興組合・十条仲通り商店会（十条高台地区商店街内） 抽選会

6/24〜 7/ 9 中元売り出し 東十条商店街振興組合（東十条商店街） 抽選会、売出し、風船プレゼント

6/26〜 7/ 9 中元売り出し 桐ヶ丘商業協同組合（桐ヶ丘商業協同組合） 抽選会、かき氷プレゼント

6/26〜 7/ 9 庚申様の夏祭りと中元大売出し 浮間庚申通り商店会 抽選会、スタンプラリー、
模擬店、かき氷プレゼント

6/28〜 7/17 中元福引大売出し 東十条銀座商店街協同組合（東十条銀座商店街） 抽選会

7/ 1〜 7/26 中元大売出し及び道灌祭り 赤羽西口本通り商店会 抽選会、ゲーム、模擬店

7/ 1〜 7/29 中元福引大売出しサマーセール 滝野川市場通り商店街振興組合（滝野川市場通り商店街） 抽選会

7/ 2 七夕まつり 浮間中央商店会 七夕飾り、ゲーム、模擬店

7/ 3〜 7/15 中元うっぴーまつり 滝野川馬場商店会 抽選会

7/ 7〜 7/31 しーちゃんの夏祭り 霜降銀座栄会（霜降銀座） 抽選会、縁日、納涼踊り、
ちびっこ工作

7/10〜 8/31 中元売り出し 西ケ原霜降橋商店街 売出し、抽選会

7/24〜 8/ 6 七夕祭り 豊島中央通り商店街振興組合（豊島中央通り商店街） 七夕飾り、サンバパレード、
縁日、抽選会

7/29・30 エコ・キャンペーン2017 第29回納涼盆踊り 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） 盆踊り大会、模擬店

7/29・30 浮間盆踊り大会 浮間銀座商店会 浮間庚申通り商店会(浮間小学校校庭） 盆踊り大会

8/ 5・6 浮間銀座商店会 納涼大会 浮間銀座商店会 抽選会

8/21・22 第43回田端銀座盆踊り大会 田端銀座商店街振興組合（田端銀座商店街） 盆踊り、仮装大会

8/26・27 納涼フェスタ 赤羽東口駅前通り商店街振興組合（赤羽小学校校庭） 盆踊り、模擬店

8/26 ふれあい通りの夜店大会2017 西ケ原銀座商栄会 夜店、ゲーム、フリーマーケット

9/ 2・3 赤羽西口フェスティバル 赤羽駅西口駅前商店会 他全8商店会(JR赤羽駅西口ロータリー付近） 抽選会、ミニライブ、模擬店、
お散歩マップ配布

写真左：会長　及川 芳朗 氏
　　　　電子磁気工業（株）名誉会長
写真右：副会長　童子 俊一 氏
　　　　（株）日本熱電機製作所 代表取締役




