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【大泉学園通りの桜並木】
　大泉学園通りの桜並木は、毎年桜の季節になると見事な花を
咲かせ、桜の花のトンネルとなって、近隣の住民だけでなく、商
店街で買い物する人や車で通る人を和ませています。
　また、桜の開花の時期になると、桜並木をイメージした商品「ね
りコレ」が販売され、観光名所のひとつとして街を盛り上げています。

pick up

 生い立ち
　大泉学園通りの桜並木は、昭和８年にこの地区
が風致地区に指定されたことに伴い設立された「大
泉風致協会」が、大泉学園通りの並木として桜を植
えたのが始まりです。
　その後、昭和５０年代に大泉学園通りの道路の
拡幅および歩道設置の工事が行われましたが、併
せて桜並木も整備され、現在の桜並木となっていま
す。
　桜並木の桜には、昭和８年に植えられた古木も多
く、練馬区では平成１２年と１３年の２年にわたり、
樹木医（木のお医者さん）による桜の木の健康診断
（全２６４本）を行った結果、不健康と診断された３９
本が植え替えられました。
　現在も、樹齢８０年を超え、傷んでいる桜の木の
植え替えが行われています。

 大泉さくら祭り
　大泉学園駅の北口
から埼玉県の境まで
の約3㎞、この素晴
らしい桜並木を一人
でも多くの方に楽しん
でいただくとともに、
地域活性化を目指し
て、平成15年から	
｢大泉さくら祭り｣が開
催されています。

 大泉さくら並木を守る会
　大泉学園通りの桜並木を後世に引き継ぐため、
平成１４年に設立され、地元の商店会等と連携し、
大泉学園通りの掃除や下枝の刈り取り、苗木の
寄贈などの活動を
行っています。大
泉学園通りの桜並
木は、地元の方の
地道な活動により
守られています。

大泉さくらの時代ハム大泉さくらケーキ 学園桜染シリーズ

桜泉 ( おおいずみ )

大泉学園のサクラさん 学園通りさくらコーヒー

春！ 桜満開！
　お花見に出かけ

ませんか？

ねりコレとは… 練馬区の歴史や伝統、風物、今
昔の地名、ゆかりの著名人にちなんだ商品です。
※商品の販売先など詳しくは、ねりコレのホームページ
（http://www.ner ima-kanko. jp/ner icore/
index.html）をご覧ください。

大泉学園通りの桜並木を
 イメージした商品の数々

〈資料・写真提供〉大泉さくら並木を守る会
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　創業60年になる三浦畳店は、丁寧な仕事ぶり
と三浦さん親子の人柄の良さで、地域でも評判
のお店。生産者を指定するなど品質にもこだわっ
ています。工房に入ると、い草の爽やかな香りに
包まれ、心が癒されます。
　「人様のお宅にあがる仕事ですから信頼を大切
にしています」と、お父さんの三浦社長。「畳のこ
となら何でも気軽にご相談ください！」

■株式会社三浦畳店	 練馬区春日町6-3-1　	TEL.03 - 3999-1767
	 http://www.miura-tatamiten.com

社長の三浦敏明さん（中央）
と息子さんお２人

 “お客様に喜んでいただくこと”がモットーの畳屋さん

GL ダンス＆ヨガスクール

安田麻里さん

子どもから大人まで
の

ダンス＆ヨガスクー
ルを

展開中！

学び舎しゃんてぃ

東 美希さん

発達の気になる

子どもの学びの場と
して、

学習教室をスタート
！

様々なジャンルで活躍する
女性起業家３人をご紹介します。
共通するのは「熱い思い」と
「一歩踏み出す力」でした !

うーぱん

福岡由佳理さん

自宅の一角で、

パン屋＆パン教室を

開業！



■ GLダンス＆ヨガスクール		☎ 080-9384-5050
（大泉教室）練馬区東大泉 1-37-5-3F　（保谷教室）西東京市東町 3-13-21-2F
http://www.growthwithlaugh.com/

●経営について
　起業するにはある種の覚悟が要ります。それまでの安定した職を手放す勇
気も必要です。大泉学園に続き、一昨年は保谷スタジオをオープン。当初は
生徒集めが大変で、駅前でチラシを配布したり、ポスティングしたり…。ホー
ムページを昨年アップし、その後はウェブでの応募が格段に増加しました。現在、生

徒は子どもが約 60 人、大人が約 30 人。私を含め４
人のインストラクターが教えています。私はダンスを
教えることで「エネルギーの交換を行って対価をいた
だく」と考えているので、レッスン代以上のことをや
ろうと、いつも真剣です！　近い将来、株式会社化す
るという目標もできました。 納税をして次世代の才
能に繋げることが社会貢献になると考えています。

生徒と1 対 1で向き合い
学習をサポートする理想を実現

しました

「グロウス	ウィズ	ラフ」主宰
「GLダンス＆ヨガスクール」を運営

エネルギーの交換
をして

対価をいただくので
真剣です

●開業までの経緯とポリシー
　中学の部活でモダンダンスに出合い、自分に初め
て自信がつきました。開業前、プロダンサーとしてフ
リーでダンスを教えていく中で「長い目で子どもた
ちの可能性を追求したい」「信じる心、受け入れる心、
楽しむ心をダンスを通して育みたい」と強く思うよう
になりました。

　そんな時、中高生時代のダンス部後輩から「子ど
もにダンスを習わせたいので教えてほしい。 既存の
教室もあるが、指導力と子どもに愛情のあるあなた
にぜひ教わりたい」と請われ、大泉学園で教室を開
講したことが始まりです。

学び舎しゃんてぃ主宰
団体「PRISM 〜多様な
学びをあたりまえに〜」代表

自分の道を信じて進 む女性起業家たち。
経営していく中であ ふれ出す言葉には、
キラリと輝くものがあ ります。

●開業までの経緯とポリシー
　子どもと教育に感心があり、発達障害などの子どもを対象とした民
間教育機関の講師をしていました。その学習教室には生徒が全国から
やってきて、どの親御さんも必死です。「地域では受け入れてくれると
ころがなかった。ここに来られて本当に良かった」と、安堵の表情をさ
れる方もいました。
　自信を無くしていた子が、明るい表情になっていくのが何よりうれし
い。講師を長く続けているうちに、私の理想とする教育のカタチも見
えてきました。勉強や集団生活が苦手な子どもと、じっくりと向き合い
たい。「学び」を 1 対１でサポートしたい…。この思いから平成 26 年
４月に、「学び舎しゃんてぃ」を立ち上げました。

GL ダンス＆ヨガスクール

安田麻里さん

学び舎しゃんてぃ

東 美希さん

Dance
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■うーぱん　練馬区東大泉 2-7-14　☎ 03-3924-0696　http://u-pan.jp/

■学び舎しゃんてぃ　練馬区石神井台　http://www.manabiyashanti.com/

●開業までの経緯とポリシー
　パンが好きで、20歳からパン教室に通っていました。
自宅の１部屋が空いたことを機に、自分もパン教室を開
こうと思い立ちました。まず、いろいろなパンをせっせ
と焼き、このパンを売ろうと塀に小さな張り紙をしたのが 23 歳
のとき。これが「うーぱん」の始まりです。毎朝３時に起きて、
朝10時にオープン。私がパンの製造、母親が看板娘です（笑）。
　生地は手ごねで、かなり力がいるので、腱鞘炎になったこと
も…。 平日は300 個、土曜日は500 個を作るのが精一杯、
全部売り切れると閉店です。その後、翌日の仕込みを行い、夜
７時頃終了。日曜は買い物と仕込み、祝日は「手ごねパン教室」
を１日３回開催しています。

●経営について
　他の非常勤の仕事をこなしながら、教室は近く
に住む両親のマンションの一室を借りてのスタート
でした。 手作りのチラシを知り合いに渡して紹介
を頼み、当初の生徒は２人。その後も集客には悩
みましたが、ホームページのリニューアル、SNS
の更新をするうちに、次第に問い合わせが増えてきました。現在は、幼稚園
生から小学 6 年生まで、14 人の生徒が通っています。
　「何があろうと子どもを受け止めよう」と決めた時から、生徒や親御さんと
の信頼感がさらに強まったと感じました。
　今の教室は駅から遠いので、石神井公園駅の近くに教室を移す予定です。
一部に自習スペースを作ったり、時にはイベントを行ったり、教室としてより
充実したものにしていきたいと思っています。

小さなパン屋・手ごねパン教室
「うーぱん」主宰

●経営について
　パン屋をオープンしたからといって、すぐに繁盛するわけではありま
せん。たとえ売れなくても、３年間は続けようと思っていました。当初
の値段付けは原価計算などせずに、「この値段なら私は買いたい」とい
う基準でした（笑）。初年度の決算では税理士さんから「売り上げが多
いのに、利益が少ない」と言われ、利益を出す難しさを実感しました。
　昨年 11 月にテレビで取り上げられて行列ができ、その後リピーター

も増えたので飛躍的に忙しくなりました。早々に売り切れる日もありま
すが、規模を大きくしたいとは思いません。お客様のニーズも取り入れ
ながら、「こんな味で、こんな食感のパンを焼き上げたい」というもの
があります。もし人を雇ったらそれは難しくなるでしょう。利益を増やす
ことより、自分が納得できる仕事のやり方を貫いていきたいです。

自分の道を信じて進 む女性起業家たち。
経営していく中であ ふれ出す言葉には、
キラリと輝くものがあ ります。

小さなパン屋のまま
でいい、

� 理想とするパン
を焼き上げたい

うーぱん

福岡由佳理さん
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Bread

Study 
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　練馬区では、区内中小企業の皆様の経営の
安定を図るため、低金利で事業資金をご利用
いただけるよう、取扱金融機関の協力のもと、
産業融資資金のあっせんを行っています。
　主な貸付は右表のとおりです。

　その他の貸付として、新旧債務一本化貸付、地球温暖化等環境対策特別貸付、アニメ産業特別貸付、年末短期貸付、技術・事
業革新等支援貸付、団体貸付、創業支援貸付、災害貸付などがあります。貸付の種類により、資格要件や、限度額、貸付期間な
どの条件が異なりますので、詳しくは、下記までお問い合わせください。

最初に確認するコト！
公募要領　まずは補助金の公募要領を熟読してくださ
い。補助対象者や補助対象事業等の細かい要件があ
ります。また、同じ補助金でも新たな募集時に一部が
変更になっている場合もあり、審査以前の段階で対象
外と判定されることがあります。不明な点は、事務局
に確認します。また、審査のポイントが公表されてい
る場合もあるので、よく確認しておきましょう。

基本的な内容はコレ！
①わかりやすさ　申請書に説明文を長 と々書くと審査
員にとってはとても読みづらいものになります。できる
だけ簡潔な文章を心掛けましょう。説明のポイントを
箇条書きにするように文章を組み立てると、読みやす
いものになります。
②新規性　補助金の多くで新規性が審査のポイント
になっています。新しいのはどの部分なのか、製品や
サービスが新しいのか、仕組みが新しいのかなど、具

体的に記述します。また、自分では新しいと思ってい
ても、実は同じようなものがある場合が多くあります。
この場合、類似品等との違いを明確にすることが必要
です。
③市場性　今回取り組む事業の市場性を調査し、記
述します。まずは、ターゲットとする市場がどこか（近
隣なのか、都内全域なのかなど）を明確にしたうえで、
ニーズがあるかを調べます。また、競合他社の状況も
調査し、そことの差別化についても必ず記述しましょ
う。さらに、自社の強み・弱み、経営方針や経営目
標など、自社の現状についても記述することで、新た
な事業に取り組む理由が明確になります。
④具体性・収益性　事業計画には具体性が必要で
す。具体性の一番は数値化することです。数値化して
ターゲットの数や獲得目標、獲得の可能性等を示す
必要があります。また、申請内容を実施することで、
具体的にどのくらいの収益が得られるのかを試算しま
す。あくまで見込みですが、実
施後2～3年以内に利益が見込
めることが重要です。

実は大事 こんなトコ！
申請書のタイトル　申請書のタイ
トルには字数制限がありますが、字数制限の範囲内
でできるだけフルにタイトル名を書きます。申請する
事業内容が一目でわかるよう心掛けましょう。補助金
によっては、過去に採択されたタイトルをインターネッ
トで見ることができますので、内容を確認して同じも
のがないかなどを調べてみましょう。

　＊　　　＊　　　＊
　補助金申請については、ネリサポまでご相談くださ
い。

区や東京都、国では、企業支援のための補助金
を交付しています。採択がある補助金は、事業計
画をしっかり書き上げることが必要です。ここで
は、その際の留意点やポイントをご案内します。

■	申込・問合せ　練馬区経済課融資係　☎ 03-5984-2673

練馬区産業融資資金あっせん制度		≪低金利で事業資金をお借りいただけます≫

貸付種類 利用者負担金利 限		度		額

普通貸付 0.9％ 設備資金、運転資金および併用資金として2,500 万円

景気対策特別貸付 0.2％ 設備資金、運転資金および併用資金として1,500 万円

小規模企業小口貸付 0.9％ 設備資金、運転資金および併用資金として1,250 万円

教えて中小企業診
断士さん！

一般社団法人ねりま中小企業経営支援センター
中小企業診断士　井上環

補助金申請の
コツを
ご存知ですか？

平成28年度　　　　　　　　　　　
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型にはまらず、柔軟な発想で新天地を切り拓
く佐藤社長。今後の展開が楽しみです！

　創業は明治12年で、練馬区内を中心に７店舗を構
える老舗の和菓子屋です。私が父から会社を継いだ
のは、５年程前。「頭の中だけで考えず、とにかく挑
戦してから判断する」を信条としています。そこから新
しい発見が生まれるからです。
　その象徴が、千川店のオープンにあたり、店舗限定
商品として作った「いちご大福」。完成した際、「これは
商品力がある！」と確信が持てたので、売り込みをやれ
るだけやろうと決意したんです。おかげさまで現在は
渋谷ヒカリエやソラマチ、大丸デパートなどにも出品
し、行列ができる人気商品になりました。新商品が伸
び悩むことがあっても、「２年は諦めずに、とことんや
り抜こう」と決めています。
　従業員は60数名いますが、企画・発案をするのは
私ひとり。常にアンテナを張り、お客さんの視点で考
えるようにしています。例えば、子どもの１歳の誕生
日に「こんな一升餅があったらいいな」と思いつき、背
負わせ方や餅の食べ方の説明を入れるなど、親目線の

サービスを加えた商品を考
案。発売当初の40倍の注
文を頂くまでになりました。
　根っからの職人である父
の考え方とは大きく違いま
すね。今の時代、良いものと売れるものは必ずしも一
致しない。お店の雰囲気や接客、包装など、いかにお
いしいと思わせるかを、味だけではなくトータルで考え
ています。父と衝突することもありますが、これも愛情
（笑）。乗り越えるべき良い壁だと思っています。
　今は、いちご大福をヒントに、赤をコンセプトにした
ブランド「Benia」を展開中です。「ショートケーキと合
わせたら面白そう」など、パズルのように組み合わせを
考えるのは、わくわくして楽しいですね！

平成27年12月に始めた和スイーツ教室（平和
台店）も評判です

昭和55年、練馬区生まれ。東京製菓学校を卒業後、（株）雪華堂に入
社。約10年企画に携わったのち、平成23年社長に就任。どら焼きのオ
リジナル焼き印を発案し、全国から注文が舞い込むなど、数々の新商品を
生み出している。5歳、3歳の姉妹の父親でもある。

株式会社雪華堂　代表取締役社長  佐藤圭太さん

株式会社雪華堂　http://www.sekkado.co.jp/
明治12年創業。創始者が旗本
の出身で、徳川公に献上した金
平糖が「雪の華のよう」と評され、
屋号となった。雪華堂で修行し
た祖父がそのまま継承。本店は
赤坂だったが、終戦後、練馬に
移る。「昔みそまんじゅう」「ねり
丸どら焼」など、地域とのコラボ商品も発売している。

江戸・TOKYO	
技とテクノの融合展	2016

東京信用保証協会では中小企業
の皆さまへの経営支援の取り組み
として、10回目となるビジネス
フェアを開催します。
自社の商品・サービス等の PRや
新規取引先の開拓、また同業種・
異業種との交流の場として、ぜひ
この機会をご活用ください。

株式会社 雪華堂 佐
藤圭太さん

＃002

面白いと思ったら、ま
ずやってみる。

その一歩から、新
しい景色が見える！

お問い合わせは　東京信用保証協会 ビジネスフェア実行委員会事務局まで
〒104-8470 中央区八重洲 2-6-17 TEL：03-3272-2070 FAX：03-3272-3999 東京信用保証協会 検索

のご案内出 展 者 募 集
●開催概要
■日時　平成28年10月12日（水）
　　　　10：00～17：00

■会場　東京国際フォーラム　展示ホール

■内容　①中小企業・支援機関によるブース展示
　　　　②著名講師による講演会
　　　　③出展者によるプレゼンテーション ほか

●出展者募集概要
■募集小間数 270小間（予定）
■出展料 1小間30,000円
（間口約2.4m×奥行約1.7ｍ×高さ約2.7ｍ）

■申込方法 ①WEB申込（当協会ホームページから）
② FAXまたは郵送（所定の出展申込書による）
※詳細につきましては、当協会ホームページをご覧いただくか、
　ビジネスフェア実行委員会事務局にお問い合わせください。

応募締切　4月28日（木）	事務局到着分まで（予定）



編集後記

　今回の取材では、女性の強さを肌
で感じることができました。夢に向かっ
て突き進む芯の強さ、あきらめない粘
り強さ、困難を乗り越える力強さ…。
　そんな強さを持った女性起業家を、
ネリサポはこれからも応援します。

制作：株式会社 協同クリエイティブ

 vol.3 平成28年 4月1日発行　年4回（4月・7月・10月・1月）

発行／一般社団法人 練馬区産業振興公社
　　  練馬ビジネスサポートセンター
練馬区練馬1-17-1 Coconeri 4階
http://www.nerima-idc.or.jp/bsc/
☎03-6757-2020  FAX 03-6757-1014
■ 業務時間　9 時～ 17 時
■ 休 業 日　土・日・祝休日と年末年始（12/29～1/3）

Coconeri４階

西武池袋線・都営大江戸線
練馬駅北口から徒歩１分 

ー  8  ー

 練馬ビジネスサポートセンター

　「nerima（練馬）」と「made
（つくる）」を融合させた造語
で、「ネリマデ」と読みます。

とは

● 補助率…1/2　　● 補助限度額…10 万円
※過年度に補助対象となった見本市等…国際食品・飲料展、東京イ

ンターナショナル・ギフト・ ショー、健康博覧会、国際福祉機器展など
※国内で行われるものに限ります。

見本市等出展費用補助金

「国内外の企業・関係者に自社製品をアピール
 するため、展示会に出展したい」

「博覧会に出展して海外のバイヤーと商談したい」

● 補助率…1/2　　● 補助限度額…4 万円

ホームページ作成費補助金

「ポータルサイトに登録はあるけど、
 お店オリジナルのホームページを作りたい」

「ブログはやっているけど、信頼性を高めるために
 ホームページを作りたい」

● 補助率…1/3　　● 補助限度額…50 万円

各種認証等の取得支援事業補助金

「東京オリンピックに向けハラール認証を取得したい」
「グリーン経営認証を取得したい」

ご存知ですか？ ネリサポの補助金あれこれ

経営の課題解決にご利用ください！ 無料
●	総合相談 平日の 9 時から17 時まで
●	専門相談	（事前予約制）

右表のとおり平日の13時から17時まで
※水曜のみ午前も実施
※起業・創業相談は毎月第1・第3木曜日と
　第２・第４月曜日の夜間も実施

相談日 相談内容 相談員

月曜日 起業 ･創業 ビジネスマネージャー

火曜日 労務（経営者向け） 社会保険労務士

水曜日 販路拡大・集客 ビジネスマネージャー

木曜日 経営全般 中小企業診断士

金曜日 会計・税務処理 税理士

1回の相談時間は1時間

このほか、
「区内の商店街にある空き店舗を利用して新たに事業を行う」
→ 商店街空き店舗入居促進事業補助金

「2 社以上の事業者と連携して製品等を開発する」
→ 事業者等の連携による製品等開発補助金
などがあります。
それぞれ申請要件等がありますので、事業の実施前にお問い
合わせください。

　　　　

4月23日（土）  10：00～13：30
練馬区立区民・産業プラザ ３階 Coconeriホール

自分ブランドの作り方～起業の決断ここがポイント～

平成 28 年度　創業！ ねりま塾

参加無料
申込締切：4月21日 (木 )

5月19日（木）・5月21日（土）
1日コース（ 9：30～16：30）

女性のための起業セミナー 練馬区立区民・産業プラザ3階　研修室1
受講料：2,000 円　　定員：各回 40 名（申込順）　
対　象：18 才以上の女性で起業に興味がある方ならどなたでも　

※4月11日（月）から申し込みを受け付けます

予
告

定員：80名（申込順）　対象：起業に興味がある方ならどなたでも
講師：浅倉ユキ氏（ゆるベジ料理研究家・手帳術研究家）

■ 申込・問合せ：下記参照


