
10％OFF
1,000円（税別）以上ご購入
の方「Kacce」見たで
現金のみ・8/31まで

大泉学園南口徒歩 3 分  休：月　
☎︎ 03-5935-4428　11：00 〜19：30

ねりコレ2020に認定！

クッキング・チーズ

サラダの
トッピング

にも◎
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BOOK
OFF
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●●
ゆめりあ
フェンテ

グランエミオ

ぎょうざの
満州

グランエミオ

南口

チーズ専門店

400円／贈答用540円
　　　　　　　　   （価格はすべて税込）

厳選したナチュラルチーズを
パリパリ、サクサクに焼き上げました。
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板橋区健診の開始予定は8月
17日。例年9〜10月に受診が
集中しますが、今年は早めに
健診を受け、健康な体でこ
れからの季節に備えましょう。「3密」回避のため
入場に関してお願いをする場合にはご協力よろしく
お願いします。今後も地域の皆様の健康をお守り
できるよう診療を行ってまいります。
医新クリニック（P.20）  事務長  中島 義雄

武者行列や甲冑作りをする我々
の会の行事は全て中止になっ
たが、子どもたちにとっては登
校できない前代未聞の状況に
どう対処するか試練の時だった。千載一遇のピンチ
を生かし、家庭学習の合間に勉強や趣味などの知
識・情報を増やし、自身の意思で考え学んだ児童は、
次世代を切り拓く大きな力を得たことと思う。
いたばし武者行列保存会  会長　別府 明雄

感染を心配して歯科治療や定期健
診を控えている方もいらっしゃると
思いますが、日本歯科医師会発表
の通り、患者さんの歯科治療で
の感染報告はありません。当
院だけでなく歯科医院では平素から感染対策を徹
底しています。歯周病の悪化や誤嚥性肺炎の発症
などが懸念されますので、過度に恐れずご来院く
ださい。
佐藤歯科医院（P.20）  院長　佐藤 和典

感染防止対策として、予約は電話
とウェブで行い、院内での待ち時
間を短縮しています。待合室は換
気し、マスク着用と手指消毒の上、
間隔を空けて座っていただいていま
す。また、外でもお待ちいただけるよう玄関の外に
ベンチを設けました。風邪症状や発熱などの症状が
ある場合は保健所へ電話し、かかりつけ医の受診を
勧められたら、直接来院せずにお電話ください。
光が丘内田クリニック（P.21）  院長　内田 数海

新しいウイルスの発生は自然の猛威
がもたらす災害と同じで防ぎようが
ない。コロナ禍では「ウイルス＝悪」
という社会風潮だが、ウイルスは人
類を敵だと思っていない。過度にウ
イルスを避け、コロナ疲れで自己免疫力が低下しては
本末転倒。宿主との共生を図るウイルス対策には、災
害への備えを行うように自己免疫力を高めていく
ことが重要だ。
創明館（B-8）  代表　吉田 聡彦

緊急事態宣言発出以降、新型コロナウ
イルス感染拡大防止策を講じながら地
域の皆様のお買い物拠点として営業を
継続してまいりました。開業から33年、
中央館専門店街の大規模リニューアルを行い
ます。工事期間中ご不便ご迷惑をお掛けしますが、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。2020年冬、
生まれ変わる光が丘IMAにご期待ください。
光が丘IMA （B-7）
株式会社新都市ライフホールディングス

４月から店を閉め、電話対応で営
業しています。風評に翻弄されず、
正しい情報を理解し動くこと
が大切だと改めて感じました。働
き方改革も含め、仕事環境を変え
るようにと背中を押されているようです。地域で商
売をするための方法を探りつつ、上を向いて歩くし
かありませんね。
でんきのこだま（Fｰ5）  代表取締役　福田 ひろみ

今は、きちんと感染対策をすれば
大丈夫だと気持ちを切り替えてい
ます。今後はどこまでなら大丈夫
か、各業界で考えていくことになる
でしょう。テイクアウトしかできな
かった時期にご来店いただいたお客様には感謝し
ています。店内営業も再開したので、在宅ワーク
の息抜きに、夫婦同士のほどよいディスタンスを
保つために、ぜひご利用ください。
Bar 地下室（B-8）  店主　日根野谷 順

〜 いま伝えたいこと 〜
Massage for yo

u

平穏な日々が戻ることを願うばか
りです。今は、お口の環境を整え
て免疫力をアップしましょう！
ジェイシティー歯科 吉積（P.20）
院長　吉積 宏祐

感染の危険性が懸念される職業とい
う風評があることを踏まえ、感染拡
大予防により一層努めています。緊
急事態宣言発出後、家族全員そろっ
ての “ホーム” は少し窮屈で居心地の悪さを感じま
したが、徐々に家族の新しい間合い、例えるなら
漫画「三丁目の夕日」を思わせるような温かみのあ
る距離感「ファミリーディスタンス（？）」が形
成されたように感じました。これが「ソーシャルディ
スタンス」と共に日本社会が次に向かう新しい一
手となるのではないかと感じる今日この頃です。
すずき矯正歯科（P.16） 

「人と会う」のは、リアルで顔を合わ
せることではなく、お互いに「会え
た」と思えることが大切なんだ
と改めて感じました。そこで、地域
の方々や団体がオンラインで「会う」
場を作るため、YouTubeチャンネル「練馬つながる
フェスタ オンライン」を立ち上げました。「できない」
ことをネガティブに考えるより、「こういうこともできる」
とポジティブに考えると、毎日いろんなことにチャレ
ンジできて楽しいですよ！
イベントスペースNerima Base（P.25）  管理人

６月に再開した近所の小学校
の入学式の日。新1年生の親子
が横断歩道を渡って学校へ向
かう姿を見た瞬間、「あの子も
1年生になったんだ」と、春の
息吹を感じました。「自分たちが見守られてきたよ
うに、今度は地域の子どもたちの成長を見守
りたい」という思いを強くしたのは、コロナ禍を経
験したからこそだと思っています。
株式会社 三浦畳店（P.24）   三浦宏元・三浦宏太

ウィズコロナの時代を共に生きるためのメッセージを
広告主様や地域の方々から、お寄せいただきました！

※メッセージは編集して掲載していますが、
　ウェブで全文紹介しております。
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突然の休校要請から３か月。６月にようやく学校が
再開しました。２週間の分散登校では、学習面や
生活面で少人数指導の良さを実感できました。板
橋区のGIGAスクール構想により、令和３年度の後
半に１人１台のタブレットPCが実現できそうですが、
まだ先の話。アナログ文化からデジタル化への
移行を、できるところから図っていきたいと考えて
います。
板橋区立成増ヶ丘小学校  校長　西谷 秀幸

コロナウイルスの影響による打撃が大きく、生活様
式も変わって大変な思いをされていると思います。
この世からコロナウイルスが消滅しない限り、イン
フルエンザと同様に共生していかなければな
りません。ワクチンや治療薬が開発されれば、以
前のような生活が必ず戻ってくると思います。それ
まではソーシャルディスタンスを守りつつ、一緒にこ
の苦難を乗り越えていきましょう。
成増産院（B-3）  院長　田村 彰浩

ホテルは不特定多数の方々が集まり、クラスターが
発生しやすいという危機感は強く持っていました。
休業要請に応え、さらに地域のために何がで
きるか模索し続けました。練馬区の「医療従事者
応援プロジェクト」参加や子どもたちの自習室の無
償開放など、社員一丸となって成し遂げたことは個々
の自信となり、会社の貴重な財産です。さらに「地
域のために生きる」という意識も再確認できました。
ホテルカデンツァ光が丘（P.23） 総支配人
株式会社 J.CITY社長　塚原 和幸

自他の命を大切にする心を育くむ必要性を改め
て実感しています。青春時代に戦争を経験したいわ
さきちひろは、身を持って命の尊さを感じ、未来の
子どもたちが苦しむことのないようにと願いを込め
て作品を描き続けました。時代や背景は違えども、
ちひろの絵に向き合うと絵筆に込めた思いが伝わっ
てくるようです。こういった思いを伝えられるよう工
夫をし、皆様のご来館を心よりお待ちしております。
ちひろ美術館・東京  広報担当　入口 あゆみ

混とんとした不安の渦の中で私たちにできるのは、
新しい生活様式を取り入れ、この環境下で最善を
尽くし、新しい需要に応えることだと思っています。
休校対策としてオンライン個別指導を始めまし
たが、利用目的の幅も広がり、ピンチをチャンスと
捉えています。地域に貢献する存在として、次代を
担う子どもたちに生きる力を学んでもらえるよう頑
張っていきたいです。
ステップアカデミー（B-7）  塾統括長　木村 泰治

緊急事態宣言が解除され、少しずつ日常を取り戻し
ていますが、ワクチンや治療法が確立していない現
状では第２波の発生も懸念されます。再び生活や社
会が深刻なダメージを受けることのないよう、手洗
いの徹底、人との距離の確保など、「うつさない」「う
つらない」努力が必要です。当院では感染症対
策を行っていますので、体調の変化や不安なことが
ありましたら、遠慮なくご相談ください。
和気医院（P.20）　スタッフ一同

休館中は皆様のご理解ご協力
をいただきましたこと、この場
を借りてお礼を申し上げます。
今はどなたにも安心安全にご
観覧いただけるよう、入館規制など様々な対応をし
ております。来館者の皆様にはまだご不便をおかけ
しておりますが、さらに愛され必要とされる美
術館を目指してまいりますので、よろしくお願いい
たします。
板橋区立美術館（E-1）  館長　池田 雄史

地域に開かれた図書館を目指
して行ってきた講演会やイベン
ト、読み聞かせやワークショッ
プは休止していました。その中
でも継続してきたのは、街中のカフェで図書館の本
に接してもらえる「出張図書館」です。1日も早
く地域の皆さんの交流の場としての図書館に戻れ
ることを願っています。 
板橋区立氷川図書館（H-4）スタッフ 片山 美和子

ほぼ全ての活動が休止し、「今まで
やってきたことは何だったのか？」
と落ち込みましたが、ママさんたち
の「３食作るのが大変。レシピを教
えてほしい」との声でＳＮＳにレシ
ピを載せ始めました。「ウィズコロナ」でなく「ウィ
ズヒューマン」…誰かの役に立つことは人とし
て生きていくモチベーションだと感じています。い
ま自分にできることを見つけて前へ進み、この時期
だからできたというものが１つでも残るといいですね。
NPO法人楽膳倶楽部（Ａ-5）  代表　清宮 百合子

長期間外出を控え、今までとは違
う時間の使い方ができたことは
大きな恵みでした。家族や友人の
ためにマスクを手作りしていた時、
地元の病院にマスクを寄付する協
力者を探していると知り、毎日マスクを作り続けま
した。とても喜んでいただいたと聞き、個人の力も
結集すると大きな力になることを実感しました。
心のあかりを灯す会  会長　鈴木 裕子

“新しい生活様式” へのシフトチェ
ンジの中で、和太鼓グループをど
う維持・継続していくか考えていま
す。活動再開にあたって指導して
いる子どもたちや仲間が戻ってきて
くれるか心配ですが、皆が高い意識を持ち、感染
拡大防止に努めながら１日も早く自由に演奏でき
る世の中が戻ることを願っています。
石神井太鼓保存会 せんば太鼓  会長代行　山本 勝一

地域の皆さまに今までと変わりな
く野菜を提供できるよう、新しい
販売方法を検討しているところ
です。まだ計画段階ですが、通販
や野菜の取り置き予約などができ
ないかと考えています。今のこの状況をよい機会と
捉え、来シーズン以降より便利な形でいちごをお届
けできたらうれしいです。
東京のいちご畑 加藤農園  代表　加藤 博久

地域の皆さんと一緒にこの難局を
どう乗り越えていくかを常に考えて
います。コロナ禍では飲食店を応
援するデリバリー＆テイクアウト情
報番組「家ごはん」や、地域の皆
さまから寄せられたビデオメッセージによる投稿番
組などを発信してきました。今後も地域に根差
した活動で、より有益な情報発信に努めたいと
思っています。
株式会社ジェイコム東京（C-4）  東エリア局 局長　伊藤 裕一

世界各地で演奏会が中止になり、
音楽界は史上最大のピンチを迎え
ています。石オケも２月から練習
や全ての活動を自粛し、６月の定
期演奏会も中止。しかしピンチ
はチャンスの時!!　オンラインによる練習や演奏
手段など幅を広げる「チャンス」も同時に訪れ、「新
しい活動」にチャレンジしていきます！
石神井Int’lオーケストラ  音楽監督・指揮者　西谷 国登

今、地域活動のあり方や役割の変
革が強く求められています。日常
の生活様式の変化と共に、オンラ
インを活用した新しい地域活動
様式が生まれ、より広い連携や情
報交換の輪が広がるのは歓迎すべきこと。一方、ウィ
ズコロナの時代には自然との共生や、五感を使う
活動が大切だと考えています。様々な模索をしなが
ら練馬の活動に活かしていきたいと思います。
ケアラーズカフェCoもれび  栗和田 博之

ラジオスタジオという「３密」の環
境下で、早い段階から対策につい
て苦心していましたが、結果的には
活動休止としました。現在は体温
計測や消毒、換気、アクリル板の
設置、リモート収録などできる限りの対策を講じて
放送を再開しています。ウイルスとの戦いは長期
戦が予想されますが、ラジオは離れた方にメッセー
ジを伝えられます。早く地域の皆さんに安心を届け
られるようFM放送の開局を目指します。
一般社団法人練馬放送（F-3）  理事　宅美 健太郎

〜 いま伝えたいこと 〜Massage for you


