4 こもれび VOL.67

【みどりのまちづくりセンターへのお申込み・問合せ】

まちの掲示板

☎03-3993-5451 FAX 03-3993-8070 〒176-0012練馬区豊玉北5-29-8練馬センタービル3階

「こもれび」のある お店

ローレライ

平成 30 年度まちづくり活動助成事業

最終報告会を行います

入場無料

どな
けま
たで
もご参加いただ

す

あのまち このまち…

３月２1 日（木・祝）13:00 ～17:00
場所：区民・産業プラザ研修室１
（練馬1-17-1 ココネリ3F）

● 江古田をはさもう！

第１回：３月２４日（日）14:00 ～16:00
第２回：4月 3 日（水）18:30 ～ 20:30

えこだパンさんぽ 2019・春
2 月 23 日（土）～ 3 月 3 日（日）

場所：練馬区環境まちづくり公社

場所：西武池袋線

３階会議室

江古田駅周辺

（豊玉北5-29-8 練馬センタービル 3Ｆ）

パンのまち江古田で食べ歩きながら、親子
で楽しめるワークショップや音楽などを満喫
事業説明会では、助成事例や企画提案書、
できるイベントです。同時期にまちなか写真
予算書の要点などをご案内します。併せ
展も開催中！
て、相談会も開催します。
【問合せ先】とにかく江古田！プロジェクト事務局
※保育 (未就学児 ) 希望者は、３月７日 ( 木 ) までに
お知らせください。
（みどりのまちづくりセンター）
【申込・問合せ先】みどりのまちづくりセンター
※車での来場はご遠慮ください。

お店情報

平成 30 年度 くらしの庭楽しみ隊

森もりファンクラブ in 西本村

南高松憩いの森ファンクラブ

笑和の家のお庭をお借りし、オープンガー
デンを行っています。
場所：笑和の家
（豊玉南 3 丁目 )

参加者募集中！！

参加者募集中！！

自然観察などを通して、西本村憩いの森の 「農ある暮らしを体験する森」を楽しみなが
ら、自然豊かな環境・森を一緒に守ってい
魅力を探し、森のお手入れや活用、園内の
きましょう！
整備で魅力を育てます。
場所：西本村憩いの森
（大泉学園町2-23）ほか
場所：南高松憩いの森（高松2-14）ほか
活動日：2ヶ月に１回程度
（１回あたり２～３時間） 活動日：毎月第 3 土曜日 13:00 ～ 16:00

活動日：毎月第 1 水曜日

住所 大泉学園町 6-31-26
電話 03-3925-5529
営業時間 ９:30 ～ 20:00
水曜定休（祝日、年末年始は営業）

※お申込みいただいた方にご案内をお送りします。
【申込・問合せ先】みどりのまちづくりセンター
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
（https://nerimachi.jp/）
から申込可

まちセンスタッフの気ままなコラム

★次回のお知らせ

集した早宮にも商店街が

今回の「こもれび」で特

制度、空き店舗に利用した
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い事業者を集めて行う合同

ありますね。以前、故郷で
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たこともあり、商店街を見

るとついつい散策したくな

閉店したお店が増えた、シ

外の用途で活用もされてお

われています。また店舗以

ります。どんな商店街でも 巡る「空き店舗ツアー」等
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活動の場に生まれ変わった

り、練馬区でも地域住民の

空き店舗が存在します。皆
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行われているかもしれませ
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のは、皆さんもご存じだと

行政や商店街も、この現
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「空き店舗」が
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★次回のお知らせ

第6回 森づくりワークショップ in 大泉図書館
2 月 23 日（土）13:00 ～ 16:00

駐輪場整備・枯れ草刈り（予定）
2 月16 日（土）
13:00～16:00

【申込・問合せ先】みどりのまちづくりセンター 【申込・問合せ先】みどりのまちづくりセンター
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
（https://nerimachi.jp/）
から申込可

まちづくり講座

入場無料

どな
けま
たで
もご参加いただ

建築無料相談をご利用ください

す

こもれびについて
地域の情報が載っていると、みなさん喜ん
で持っていってくれると思います！
● まちの小ネタ
商店同士が繋がっていて、地域を盛り上げよ
うと頑張っています。
ここのお店でも、大泉学園通りの桜並木をイ
メージして、大泉さくらケーキを作っていま
す。桜の葉の塩漬けを練り込んだほんのり桜
の香りのクリームで包まれています。

北町の北一商店街では、
抽選会の会場などで空き
店舗を活用しています

とにかく江古田！プロジェクト

事業説明会・相談会

※両日とも同じ内容です。

みどりのまちづくりセンターでは、区民主
体のまちづくりを支援するため、活動助
成事業を行っています。今年度まちづく
り活動助成事業の助成を受けた 14 団体
が１年間の活動成果を報告します。
【定員】80 名（当日受付先着順）

●

上杉 和広

平成 31年度まちづくり活動助成事業

若者がススメるまちづくり

― 場所やスキルを活かす、地域への関わり方 ―

３月中旬予定
場所：けやきの森の季楽堂
（早宮3-41-13）
※ 2 月上旬より、申込受付開始
※詳細は、センターホームページへ

茶・庭・菓をめぐる ちっちゃい旅

『ちゃい旅』2019・春

毎月第4月曜日に、建築士がお住まいに関す
る様々なご相談にお応えします。
/
日程: 2月25日/ 3月18日（第3月曜日）
4月22日/5月27日
時間： 10:00~14:00
会場： 練馬区役所本庁舎1階 アトリウム
※日時および会場を変更する場合があります。
【問合せ先】
(一社)東京都建築士事務所協会 練馬支部

☎03-6908-0706【櫂建築設計事務所内】

大泉学園町のお庭やみどりをめぐるイベン
ト。オープンガーデンも実施しています。

facebook・twitter

4 月 20 日（土）10:00 ～16:00

運用中です！

場所：大泉学園町 6・7・8 丁目界隈

イベント・講 座 等 開 催 のお 知らせ や、
センター事業報告などを発信しています。
いいね＆フォロー、
よろしくお願いします！

総合案内：やすらぎラウンジ大泉学園 ( 予定 )
※バス停「大泉風致地区」下車すぐ
【問合せ先】みどりのまちづくりセンター

みどりのまちづくりセンター

検索

https://nerimachi.jp/
アンケートに答えて

図書カードを当てよう！
まちづくり情報誌「こもれび」に関するアンケー
ト①～⑤にご回答くださった方の中から抽選
で、図書カード500円分を10名の方にプレゼ
ントいたします。
① こもれびを入手した場所
② 今号のご感想
③ 今後取り上げてほしいテーマ（複数回答可）
		 1. 地 域の防災 2.景観 3.農地 4.みどり・
いきもの 5.バリアフリー 6.子育て 7.ま
ちの歴史 8.商店街 9.まちづくり条例
10.地域のブランドづくり 11.その他
④ その他ご意見をお聞かせください
（景品をご希望の方）
⑤ お名前・性別・年齢・住所
【送り先】みどりのまちづくりセンター
E-mail: machi@nerimachi.jp
FAX:03-3993-8070
【回答フォーム】https://nerimachi.jp/contact/komorebi.php
【図書カードの応募締切】3月29日
（金）
※1 ご応募はお一人様1通まで。当選者の発表は、景品の発送をもって
かえさせていただきます。
※2 景品は、応募締切から約2週間程度でお送りします。
※3 ご提供いただきました個人情報は、
図書カードの発送とアンケー
トの集計以外に使用することはございません。

次回予告『 高野台地域』特集です

こもれび 読者の声
前号特集【こもれびみどり特集号「まちなかで活きる！ねりまの農地」
】に多
数のご感想をお寄せいただきました。その一部をご紹介します。
> 40代男性Ｔさん
（上石神井）
より
区民農園をやっているので気になって初めて手に取りましたが、内容が充実し
ててよかったです。
> 30代女性Ａさん
（南大泉）
より
大根の種類や畑ずかん
（栽培している野菜の紹介）は見て楽しく、子どもたち
も興味を示していました。コラムの、温暖化による野菜への影響が分かりや
すかった。イベント情報もありがたかったです。
> 70代男性Ｏさん
（田柄）
より
人とまちをつなぐ農法の多岐にわたる活動をコンパクトに示していただいて、
地域への関心が増えました。区内の農作物など手軽に購入する方法など知ら
せていただけたらと思います。
> 10代女性Ｉさん
（高松）
より
地域の情報に触れる機会があまりなかったので、これで知れてよかった。

こもれびバックナンバー
66号「まちなかで活きる！ねりまの農地」
65号「よりどり道散歩 氷川台の成り立ちに出会う」
64号「駅から3分に畑があるから
『住みやすい』南大泉」
▶38号から60号までの地域特集と、61号のみどり特集をまとめた一冊
ご希望の方は、センターまでお問合せください。

発行：2019年 6月1日
こもれび“区民調査隊”
の調査・編集会議を行います！
● 調査実施日
（予定）
：4月6日
（土）
● 参加申込：4月1日
（月）まで
※詳しくは、みどりのまちづくりセンターまでお問合せください。

●

まちづくり情報誌「こもれび」配布協力店

《早 宮》New! クリスティー(早宮4-37-2) / New! Lito rukka (早宮4-27-10-5)
《練 馬》ビーンズアクト(練馬1-33-14) / MARIMO Cafe65(練馬2-110) / NPO法人保育サービスぽてと(練馬4-10-14-102) /
中華惣菜ねん(練馬1-34-6) / おかずやカフェ(豊玉南3-15-9)
《中 村》スノーグース (中村北4-10-9) / ひろ薬局(中村北4-108) / 松の実事業所(中村南2-23-13)
《貫 井》 フェアリー美容室(貫井2-17-12) / 手作り石鹸教室 ciao s
oap (貫井1-7-24 ハセガワビル1F) / 飯塚酒店(貫井2-4-18) /
はなんちゅ(貫井1-7‐2) / 洋服直し タイガー(貫井2-3-1)
《光が丘》カフェレストランわれもこう(光が丘4-1-4体育館内) / NPOむ
すび(光が丘3-9-3) / 光が丘美術館(田柄5-27-25) / NPO
法人あそびっこネットワーク あそびっこはうす(旭町1-16-1)
《江古田》 珈琲店ぶな(栄町36-1) / ヨガスタジオＳＡＭＡＤＨＩ(豊玉上1-118-1Ｆ) / ガラクタやネバーランド（栄町39-7-1Ｆ）/ 武蔵大
学(豊玉上1-26-1) / 日大芸術学部(旭丘2-42-1)
…など全64箇所で配布中。こもれびを置いてくださるお店、募集中！

〒 176-0012 練馬区豊玉北 5-29-8 練馬センタービル３階
☎ 03-3993-5451 FAX : 03-3993-8070 E-mai l : machi@nerimachi.jp
●
●
●

西口

制作・発行・お問合せ

( 公財 ) 練馬区環境まちづくり公社 みどりのまちづくりセンター

★

【開室時間】土日・祝日を除く 9:00 ～ 17:00

https://twitter.com/nerimachi
https://www.facebook.com/nerimachi.jp/

みどりのまちづくりセンターでは、ネリマらしい魅力的なまちを実現するために、様々なまちづくりのきっかけを提供したり、活動のサポートをしています。
こもれびバックナンバーをご希望の方はお問合せください。
こもれび最新号は、練馬区内全駅/公共施設/練馬区役所1階アトリウム/区内の相談情報ひろば / まちづくりセンター窓口などで配布しています。

練馬駅

西武池袋線
西武有楽町線
都営大江戸線

千川通り
区役所
郵便局
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