
川越街道の宿場「下練馬宿」の面影を残す練馬区北町・・・
しもねり・かわら版は北町住民みんなで作る地域情報誌！
皆さんからお寄せいただいた様々な情報を発信し、
地域の人々のつながりづくりを応援します。

しもねりましゅく

地域密着で

活動しています！

練馬区
北町西小ねりっこクラブ
開進第一小学童クラブ も運営中

北町を中心に活動する

＜社会福祉法人 北町大家族＞は

・子育て支援事業＜かるがも親子の家・北町/氷川台＞
・相談情報ひろば＜ハーモニー北町＞
・介護予防＜生きがいデーサービス・北町/田柄/氷川台＞

令和3年度より

＜北町小学童クラブ＞を運営します！

『優しい街の創造・優しさ宣言』の理念のもと、地域の赤ちゃんから
お年寄りの方まで、みんなが健康で活力ある街を目指しています。

読みやすい A4サイズになりました

発行回数が増えました（年４回の季刊）

みんなで創るよ!宿場の絆!!
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しもねり・かわら版がリニューアル！

北町の人へ

新しいカタ
チ

の交流を。



ピアノや電子オルガン、リトミック
の各個人レッスン、ペン習字に
書道と、マルチに活躍する加戸
先生と、ピアノ講師の橘先生
が、親切丁寧に教えてくれます。
個人レッスンは、オーダーメイド
のレッスンが可能。各教室、幼
児から大人まで幅広い年齢層
の方が通っています。
体験レッスンは、随時受付中！

北町の皆様、この第8号よりコーナーを担当することになりました。どうぞよろしくお願いいたし
ます。さて、春といえば卒業シーズン、旅立ちや別れを歌ったJ-POPも多いですがクラシックに
も「春」の曲は沢山あります。最も有名なのはイタリアの作曲家ヴィヴァルディの「四季」から
《春》でしょう。聴けば誰もが知っているリズミカルで明るい曲です。ところで友人が、ノル
ウェーの作曲家グリーグの《春に寄す》というピアノ曲をノルウェー人の先生から学んでいた
時、「その演奏は日本の春だよ。北欧人の春への想いはそんなもんじゃないよ。」と言われた
とのこと。なるほど、暗く長い冬の国の人にとって、春への憧れは私達の想像以上なのですね。

田邉  英利子さん
北町小学校・上野学園中学～大
学音楽学部卒業。現在はピアノ
教室・レンタルスペース運営として
ミュージックギャラ
リーアリエッタ主宰。
雑誌に北欧音楽ライ
ターとしても寄稿。

北町の個性あふれる

春からの新生活
!

かど音楽教室/もじもじ硬筆毛筆教室

ー 特 集 ー

北町1-27-18 　☎03-5534-6135
WEBを
check!

楽しみながらもしっか
りと英語の４技能（聞
く・話す・読む・書く）が
身につくレッスンを、ロ
ンドン出身のトム先生
が愛情たっぷりに行っ
ています。

発音など自然な英語が身についたと評判です。
新年度キャンペーン実施中のこの機会に、お子様の
レッスンを始めてみませんか？

ベルブライト英会話教室

　北町1-27-１３ 　☎03-6281-0431

三迫ボクシングジム

北町1-33-10 　☎03-5398-2403

北町７丁目の不二幼稚
園で月２～４回、日曜日
に活動中。ビーバー、カ
ブ、ボーイ、ベンチャー、
ローバーと年齢ごとに
隊分けされ、キャンプな
どの野外活動を通じて、
自主性、協調性、社会性を育みます。北町の皆さん、
ぜひ一度、楽しい活動を見学してみませんか。

ボーイスカウト　練馬第６団

北町7-2-8（不二幼稚園　園庭)
☎090-2551-4620（担当：小山）

をご紹介 !Le�onLe�onLe�on
レッスン

プロのトレーナーによるマンツーマンの指導の下、
本格派からEnjoyしたい方まで、ボクシングのテク
ニックを教わることができます。お子さんや女性も大

歓迎！ダイエットやストレ
ス解消にもなりますよ。
入会後は、都合に合わせ
て好きな時間に体を動か
すことができます。お気軽
にお問い合わせください。

▶

WEBを
check!
▶

WEBを
check!
▶

WEBを
check!
▶

しもねり・かわら版WEBのブログでさらに詳しくご紹介しています！ ▶ https://shimoneri.com/
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北町に

届けします
新連載
X

b

ライターさんをご紹介！

ホームページ

#1 春の歌に「想いを」



ライターさんをご紹介！ライターさんをご紹介！

たくさんのご参加、
ありがとうございました！開催レポート

鯉のぼりの寄贈にご協力ください！

イベント掲示板
E V E N T  I N F O R M A T I O N

北町浅間神社に鯉のぼりを飾り付けるイベントを「北町二丁目町会」にて企画しています。
ノースファミリー実行委員会は、この企画をサポートし、広報のお手伝いをします！

ご寄贈いただいた内容と一言メッセージは「しもねり・かわら版第9号」に掲載させていただきます。

しもねり・かわら版に掲載する情報を募集しています！
「こんなイベントやります」「こんな風景見つけた！」など、どんなことでも気軽にホームページやLINEから送ってください！

をお届けします！スピリチュアル

盡田モリノスさん
指圧師、俳優などの生活か
ら、人工股関節の生活となり
占い師の道へ。霊視、タロッ
ト、癒しの美声、妖艶な姿で
活躍中の占い師。
北町で見せる素
顔はとても心優
しい方です。

北 町 にー 新 連 載 ー
vol. 1

長年「スピリチュアル」の世界の住人である
私でありますが、スピリチュアルな仲間の間
で密かにパワースポットとして語られている
場所がまさかの下練馬、北町の商店街にある
小さな神社の隣にひっそりとあります。白狐稲
荷神社、まるで白い狐の姿がボウッと浮かん
でいる様に見える霊石が祀られています。
実際にその霊石を見ると、可愛い小狐にも
見え時には凛とした姿勢で上空を見上げて
いる様にも見え、優しい母狐が子供達をそっと

見守っている様にも見えます。
この霊石にはいにしえの昔から色 な々伝説が
語り継がれていますが今尚、色 な々厄難に遭
われた方 が々そっと祈りを捧げている様です。
貴方の大切な方がもし今、何かしらの苦難に
遭われているなら、この霊石の前で今起き
ている災いを御自身で乗り切れます様にと
手を合わせてみてはいかがでしょう？
ずっとずっと昔から白い狐が浮かび上がった霊石
は人々 の悩みを受け止め続けてくれています。

つくしだ

ご自宅に眠っている鯉のぼりをもう一度大空に泳がせませんか？皆さんのご寄贈をお待ちしています。

種 類募集期間

寄贈方法

イベント期間
4月25日～5月15日

3月25日～4月20日

き
た
ま
ち タイムスリップ

Ⅻ

Ⅵ

ⅢⅨ しもねり・かわら版第7号掲載企画
開催~12/25 

2020.10/25

最後の場所＜本陣跡地緑地＞
にたどり着いた戸木田さん。

昭和レトロコースの謎解きNo.2に
挑戦中の飯島さんファミリー。飯島
さんファミリーの謎解きチャレンジ
は、YouTube動画で見られます。

謎解きが大好きなさくらちゃん（小２）
と、まりかちゃん（３歳）姉妹。
謎を解き終え、猫ちゃんを発見！家族５
人で楽しませていただきました！北町の
商店街に歴史があることがわかり、今
後違った目で街を歩くことができます。

豪華景品をGET！
した小沢朝覇（ともは）
さん。

ブログ

◆ 大型セット ◆ ベランダセット ◆ ガーデンセット
鯉のぼりの種類と、「一言メッセージ」を添えてしもねり・かわら版WEBのお
問合せフォームからご連絡ください。受け渡し方法などについて、担当者から
ご連絡いたします。

お問合せフォーム

霊石」北町の「霊石」

白狐稲荷神社の霊石

※

※北町浅間神社（北町2-41）のことです。奥に進むと「清性寺」の看板があり、その傍に白狐稲荷神社があります。
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発行：ノースファミリー実行委員会　問合せ：080-7507-0343　（代表：平田）info@shimoneri.com

次号は２０２1年6月下旬発行予定です！

しもねり・かわら版は、練馬区北町の魅力をPRし、地域の人々
のつながりづくりを支援するために生まれた地域情報誌で
す。平成30年に「練馬区地域おこしプロジェクト」として練馬区
との協働事業として開始され、北町住民の有志により結成さ
れた「ノースファミリー実行委員会」が発行しています。
しもねり・かわら版の特徴は「北町のみんなで作る住民参加
型」です。北町の皆さんからの「北町でこんなもの見つけ
た！」「こんな情報が知りたい！」などの皆さんのお声をお待
ちしています。ぜひ、しもねり・かわら版WEBやLINE公式ア
カウントから、お気軽にお送りください！

「しもねり・かわら版」とは

1つでも当てはまる方、一緒に北町を盛り上げませんか？
お気軽に、ホームページのお問い合わせフォームや
紙面下の問合せ先へご連絡ください！

一緒にかわら版を作りませんか？
メンバー募集中です！

ノースファミリー実行委員会が北町のイベントやサークル活動などの情報を配信しています。

Facebook

北町が好き！　　カメラマンをしたい！
取材や編集に関わりたい！
地域活動に興味がある！

北町が好き！　　カメラマンをしたい！

投稿者 コメント 伊勢屋さんのお餅で
美味しいお雑煮を作りました！

北町
写真館

https://shimoneri.com/

友達追加はこちら！
@172vcbwj

Twitter

しもねり・かわら版
恒例の読者投稿コーナー
しもねり・かわら版

恒例の読者投稿コーナー

伊勢屋さんのお餅で

木下さんご夫妻

伊勢屋さんの
お餅

斉藤美代喜さん
スタッフ撮影

お正月は趣味の
イラストを描きました！

元日の富士塚です！

＜ノースファミリー実行委員会のサポート企業・団体です（プラチナパートナー）＞

今回のテーマ
「北町のお正月」


