
北区商工通信

新しい風

●北区ラベルのお酒でココロも満開！！
●夢を乗せて鉄道模型の世界へ出発進行〜！
●北区きらりと光るものづくり顕彰
●北区インフォメーション

A  駿河屋酒店 王子2-22-1 ☎03-3911-5268
B  ヨダヤ酒店 王子1-16-5 ☎03-3912-2518
C  山松屋酒店 王子1-19-7 ☎03-3911-4187
D  水塚酒店 浮間4-8-18 ☎03-3966-4318

E  柳屋商店 西ケ原4-3-16 ☎03-3910-4615
F グリーンデリ エキュート赤羽店（JR赤羽駅北改札構内）
  ☎03-3903-7202

G  三益酒店 桐ヶ丘1-9-1-7 ☎03-3907-0727

赤レンガの工場の景観と桜を楽しむ

醸造試験所跡地公園
　隣接する旧醸造試験所第一工場の赤レ
ンガと、そばの桜に風情を感じられる公園
です。この建物は、明治時代に建設され、
醸造に関する唯一の国立の研究機関施設
として、日本酒造りの近代化と発展に貢献
しました。平成26年12月10日に国の重要
文化財（建造物）に指定されました。

アクセス／JR京浜東北線・東京メトロ南北線
「王子」から徒歩約10分、都電荒川線「飛鳥
山」から徒歩約7分

お買求めはこちらで
H  平井酒店 滝野川6-26-1 ☎03-3916-0937
 I  木田酒店 上十条２-11-10　 ☎03-3900-6708
J  星野酒店 上十条１-１-７-101 ☎03-3906-8880

注）季節限定販売等もあるのでそれぞれの販売店にご確認ください。

王子 狐火
特別純米酒
醸造元：キンシ正宗（株）
販売：A

江戸の桜は 飛鳥山
純米吟醸酒
醸造元：小山酒造（株）
販売： B

あかばね線 いちょう通り
十條
赤ワイン
醸造元：大和葡萄酒（株）
販売： I

十条赤煉瓦
赤ワイン
醸造元：大和葡萄酒（株）
販売： J

滝野川
吟醸辛口
醸造元：小山酒造（株）
販売：H

滝野川 ごぼう
発泡酒
醸造元：新潟麦酒（株）
販売：G

さくらの里の吟醸酒
飛鳥山倶楽部
吟醸酒
醸造元：小山酒造（株）
販売：C

アカバネ
純米吟醸酒
醸造元：小山酒造（株）
販売： F

ゲーテの小径 西ヶ原
吟醸辛口
醸造元：小山酒造（株）
販売： E

さくら草ラベル
吟醸酒
醸造元：小山酒造（株）
販売： D

あかばね線 いちょう通り
十條
本醸造・生貯蔵酒
醸造元：芙蓉酒造協同組合
販売： I

王子
吟醸酒
醸造元：小山酒造（株）
販売： B



電車
おさんぽマップ
できました！
親子で楽しくホンモノの
電車を見に行こう！

ジオラマ
づくりも

楽しいですよ。

初心者から
マニアまで
大歓迎！

初心者の方は
小さなディーゼル
を組んでみません

か？

蒸気機関車C59のベース
キット。多数の部品を組
んで完成させます。

北区上十条2-20-11
TEL. 03-3900-7867
営業時間／10:30〜19:00
　　　　   土日10：30〜18：30
定休日／不定休

「今日は電車に会いに行こう！〜親子おさんぽマップ〜」は、
北とぴあなどに置いています。

北区神谷2-19-7
TEL. 03-3901-1963
営業時間／9：00〜17：00
定休日／土・日・祝日

北区赤羽1-25-1
TEL. 03-3901-4848
http://www.yamanaka-mokei.com/
営業時間／10：00〜21：00
　　　　　日曜10：00〜20：00
定休日／年中無休

蒸気機関車 
C59

赤羽

東十条

王子

尾久
上中里

田端

十条

E7系
北陸新幹線

EH500形
電気機関車

「金太郎」

ローカル線をイメージしたジオラマ作品

EF510形
電気機関車

（カシオペア色）

米田泰之
さん

2F 鉄道模型担当

安達庄一郎
さん

ヤマナカ模型
この地域では珍しく中古品も扱っている専門店
で、買取りもしています。メーカーや問屋にはない
掘出し物が見つかるかも！？ホビーショップ トキワ

創業80余年の歴史あるお店。
2代目になる松尾さんは鉄道模
型に力を入れ、模型店ならでは
のきめ細かい対話を大切にし
ています。

株式会社 安達製作所
黄銅製のリアルな質感がある鉄道
模型をつくっているメーカーです。
おすすめは自分で組むキットで、店
頭販売もしており、全国にファンが
います。

松尾武司
さん



先人の知恵に加えて、自ら努力・苦労して培った技術を活かして輝いている
中小企業と技

わ ざ び と

人を顕彰する「北区きらりと光るものづくり顕彰」。
平成２6年度は、企業部門3社、技人部門4名が顕彰されました！ 

●石塚化学産業株式会社
 浮間２-12-24
　各種プラスチックをバージン材とほぼ同等の材料へリサイクルす
る改質技術に優れ、機械的特性や成形条件、難燃性、色合いなど
ユーザーの要求に応じており、「シルバーレン」という自社ブランド
の材料も販売しています。
　また、品質や環境への対策、エコキャップ推進の取り組みなど社
会貢献活動にも積極的に取り組まれています。

　曲線を大事にしたデザインを基調とし、風合い
や使いやすさを考慮したステッチワークや革漉き

の高い技術を有しています。革工芸の技能に徹底したこだわりを持
ち、デザイン性に優れた革製品を製作しています。また、自らの工房
で教室を開講し、生徒を指導する傍ら、都立城東職業開発センター
台東分校など複数校で講師を務めています。

　仕入、配送、製造と傘に関するあらゆる業務を若
い頃から修得し、傘づくり一筋６５年、職人の技術を

磨き続けています。最近は、和服、浴衣、デニムなどの様々な生地に
てオリジナル傘も製作しています。洋傘の修理を手掛けることができ
る数少ない職人です。また、技術継承も進めており、長女がデザイン
日傘の工房を開いています。

　ステンレス研磨業務に従事して６１年。材質に合
わせて研磨材の目の細かさを調整し、鏡面、ヘアー

ライン、バイブレーション、ウロコ磨きなど、あらゆる研磨を手掛けて
います。特にプラントのストレージタンクなど、金属表面や溶接面のピ
ンホールを磨くことで、腐食性を抑え、防爆性を高める技術は高く、
大型設備の研磨を得意としています。

　出版社や図書館に蔵書されている古書や貴重本
の解体・修復を手掛けています。接着剤の種類や

紙の酸化など状態に応じた適切な処理を行い、ベテランから受け継
がれた特殊な技能で古書や貴重本の保存・復刻を支えています。

　欧米のメーカーと取引があり、リハビリテーション機器に対して、
豊富なノウハウがあります。近年は、呼気ガス代謝モニターを自社
開発し、運動機能回復器具や誤飲防止器具などについても産学共
同で開発しています。
　また、ＮＥＤＯ（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機
構）の神経系リハビリ機器の開発プロジェクトにも参画しています。

　スクリーン印刷の技術を活かして、機能性、装飾性のある特殊印
刷（点字・感温・蓄光）の分野に進出しています。特に疑似ラインス
トーン印刷の技術は注目され、「東京ビジネスデザインアワード」
のテーマ賞を受賞しました。
　また、まちづくりやサッカーチームの活動など地域貢献にも積極
的に取り組まれています。

●インターリハ株式会社
 上中里１-37-15

●株式会社 新興グランド社
 赤羽西２-21-1

● 木島 慎哉　オーダーＲ
 堀船３-32-3

● 関 誠　有限会社 大東ステンレス研磨工業
 豊島６-4-1

● 田中 麻子　東和製本株式会社　
 赤羽北２-2-12

● 表谷 清　丸清洋傘加工所
 豊島２-6-3

北区きらりと光るものづくり顕彰北区きらりと光るものづくり顕彰

技人部門企業部門

若手枠

若手枠
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　赤羽駅東口周辺の商店街において、仮装しにぎやかに
踊るバカロック踊りパレー
ド、音楽パレード、神輿パ
レードなどの大パレードが
開催されます。そのほか、
各会場では戦隊ヒーロー
ショー、フリーマーケットな
どの催しが行われます。

　北区では平成22年度より、仕事と生活の両立支
援や男女がともに働きやすい職場環境づくりに取

り組む中小企業を「北区仕事と生活の両立推進企業」と認定し、その取り
組みを応援しています。この度平成2６年度の認定企業を決定しました。
写真左から 花川北区長、 有功社シトー貿易株式会社の谷口有三代表
取締役と中村淳子リーダー

社　名：有功社シトー貿易株式会社
所在地：北区西ケ原 ２-３４-１３
業　種：卸売業・小売業（資材・機器販売事業、輸出入事業）
主な取り組み：時間給型正社員制度の整備と活用・テレ

ワーク制度・各種研修や教育訓練の充実・
女性管理職の登用・地域貢献

　 駅 前 か ら 新 選 組
隊士の服装で約２００
名 、滝 野 川 地 区 を２
時間かけてパレード
します。駅前舞台では

『 真剣居合斬り』『 子
供ヒップホップダンス』など楽しいイベントがあります。今
回は各地方の郷土料理、Ｂ級グルメなどおいしい食べ物
もたくさんあります。

　桜が咲き誇る中、特設ステージを設け、地元小中学生による吹奏楽
演奏のパレード、カラオケのど自慢大会を行います。
また、地元商店街提供の豪華景品・商品券が当たる富くじ抽選会、ビ
ンゴ大会も開催します。

　作家内田康夫氏の小説の
主人公・浅見光彦が住む西ケ
原を舞台にミステリー手帖
を片手に謎解きに挑戦。街
中にあるヒントを探し歩き、
答えを導き出してください。
正解者には抽選で素敵な賞
品をプレゼントします。

北 区 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

開催日

開催日

開催日開催日

開催日

場 所

場 所

場 所場 所

場 所

問い合わせ先

問い合わせ先 問い合わせ先

問い合わせ先
問い合わせ先

手帖は2014年のものです。

今年も桜草の季節がやってきました！！　第５1回浮間さくら草祭り

第60回赤羽馬鹿祭り

平成2６年度北区仕事と生活の両立推進企業を認定しました

第１２回滝野川新選組まつり第３5回ふるさと滝野川さくらまつり

名探偵★浅見光彦の住む街
ミステリーウォーク2015「軽井沢の輝きを求めて」

４月１1日（土）～２6日（日）
午前９時～午後４時３０分（最終日は午後３時まで）
入場無料
浮間ヶ原桜草圃

ほ

場
じょう

（北区浮間２-３０ 都立浮間公園内）
JR埼京線 浮間舟渡駅下車徒歩５分
　　  産業振興課産業振興係　０３-５３９０-１２３４

5月9日（土）・10日（日）
赤羽駅東口一帯

（赤羽駅前広場、赤羽小学校、赤羽公園等）

赤羽馬鹿祭り実行委員会 
03-3901-4303

５月３日（日）午前１１時～午後5時
ＪＲ板橋駅・東口駅前広場及び
近藤勇墓所前

０３-３９４０-００３８　中野宰至
ngkr0323@gmail.com
http://shinsengumi-1.jimdo.com/

４月5日（日）
北谷端公園

滝野川さくらまつり実行委員会 
03-3916-2607（ビューティーショップまつざかや）

5月8日（金）～24日（日）
西ケ原周辺

名探偵★浅見光彦の住む街実行委員会 
03-3917-0321

　浮間ヶ原桜草圃場では桜が散り始めたころ、満開に咲く桜草を見るこ
とができます。天気の良い日に、荒川土手を散歩しながら可憐に咲くさく
ら草を見に来てはいかがでしょうか？
　北区ならではの春の楽しみ方を味わってみてください！！


