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発行：北区立文化センター生涯学習情報コーナー
所在：〒114-0033 北区十条台 1-2-1
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文化センター情報コーナー発！

人と歴史に出会える北区の商店街めぐり
～vo.1 東十条南口通り商店会・保健所通り商店街～
北区には多くの商店街があり、人と地域・歴史の魅力にあふれています。文化センターでは、特別講座として商店
街の魅力と奥深さに触れる『北区の商店街を歩く』を開催しています。この講座で出会った活気あふれる商店街を
ご紹介します。

JR 東十条駅南口を出てすぐにある 2 つの商店街をご紹介します。
東十条南口通り商店会
昭和 30 年に東十条二丁目を盛り上げよう
と設立された商店街です。
戦前から地蔵湯の脇に地蔵尊があり、夜店
が出て賑わっていたことが話題になり、巣
鴨のとげぬき地蔵尊の分尊が建立されてい
ます。(写真：会長 五十嵐幹一さん)

保健所通り商店街
平安時代の武士平井保昌が使用した杉の
小枝が、王子の二本杉になったという伝説
があり、保健所通り商店街オリジナルの干
支付き「開運夢の杉箸」を製作販売してい
る商店街です。
(写真：会長 佐藤庄作さん)

地域の中で暮らし、お店を営む 4 つの商店のご主人に、お店や東十条にまつわる 5 つの質問を尋ねました。
ご主人のみなさんお一人おひとりの人柄やお店の雰囲気が良くわかる話をしてくださいました。
＜質問内容＞
①創業年数 ②お店の名前の由来 ③お店のこだわり ④東十条おすすめスポット ⑤日ごろ苦労していること
―東十条南口通り商店会―
北区東十条 2-4-9 ☎3927-2916
営業：午前 6 時～午後 9 時 定休日：日曜

おすすめの逸品！

―手作りサンドイッチ―
毎日手作りのサンドイッチ。すべ
ておすすめですが、一部写真にあ
る商品をご紹介します。
①ジャムサンド(￥160)
②小倉あんサンド(\160)
③フルーツサンド(\220)
④ミックスメルト(\240)
⑤トリオミックスサンド(\240)
⑥10 枚集めると手作りサンドイ
ッチが 1 食プレゼントされる
サービスチケットです。

創業
昭和 35 年 9 月に
開業し、今年で創業
57 年目です。

お店の名前の由来
夫婦の出身地が長
野県。上田の近くの
地域を昔「みすずの
国」と呼んでいて、
優しい名前だなぁ
と思い付けました。

お店のこだわり
心を込めて毎日パ
ンをスライスして
サンドイッチを作
っています。会合に
はパーティサンド
も承っています。

東十条
おすすめスポット
鉄道路線。東十条は
どこに出るにも便
利だねぇ。埼京線、
南北線、京浜東北線
がある。

日ごろの苦労
時間が長いからね。
夫婦で、時間差で出
勤している。天気や
気温、交通情報で手
作りサンドイッチ
を調整している。

―保健所通り商店街―
北区東十条 1-17-6 ☎3911-7277
営業：午前 8 時 30 分～午後 7 時 30 分 定休日：日曜

アイロンで手仕上げ

5～6 ㎏あり、襟・袖以外はすべ
てアイロンで手仕上げをしてい
ます。

創業
昭和 25 年～30 年
ころに開業しまし
た。今年で 67 年～
62 年目です。

お店の名前の由来
祖父が経営してい
た、もち菓子屋の
「喜久屋」から付け
ました。現在の建物
は 55 年経ちます。

お店のこだわり
お預かりしたもの
はすべて手作業で
仕上げています。そ
のため、ワイシャツ
はすべて畳み仕上
げになっています。

―喜久屋クリーニングさんからの豆知識―
これからの季節に気になる、衣類にできてしまった
「汗じみ」について伺いました。
水洗いできる衣類であればその日のうちに水洗いし
ましょう！
麻の製品では、放っておくと日に当たった場所がだ
んだんと変色してしまうそうです。
ですので、その日のうちに水洗いが重要ですよ！！

東十条
おすすめスポット
王子消防団第 4 分
団の防災資機材格
納庫。第 4 分団は今
年の王子消防団消
防操法大会優勝！

日ごろの苦労
消防団の訓練や救
命講習があるので、
なかなか休みを取
れないことでしょ
うか。

生涯学習情報コーナーをご存じですか？
みなさんの生涯学習活動が、より充実したものになるよう『学習情報』を
中心とした講座・イベント、学習施設案内などの各種情報を揃えている
コーナーです。そのほかにも、観光ガイドやウォーキングマップ、防災情
報などの身近な地域情報や暮らしに役立つ情報を揃えています。北区にあ
る様々な施設を探す、北区の名品を知る、興味・関心のある講座やイベン
トを探すなど、きっと知りたい情報が見つかりますよ♪
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★設置場所：中央公園文化センター1 階
〔開設時間：午前 9 時～午後 7 時（月曜・祝日休館）
〕
〒114-0033 北区十条台 1-2-1
【問】☎03-3907-5661 FAX03-3907-5666
―東十条南口通り商店会―
北区東十条 2-14-19 ☎3911-8467
営業：正午～午後 11 時
定休日：不定
休

チームジャージ！

―TEAM:C.C.y ジャージ―
チームジャージを着て大会に
出場したら、どんな大会でも
お店から賞品を提供し表彰し
ています（転んでけがをした
ら残念賞や健闘賞など）
。
賞品はソックスやグローブ、
ポロシャツやパンクを直すセ
ットなどがあります。チーム
ジャージから仲間の絆が深め
られているのですね。

創業
1948 年に開業。今
年で 69 年目になり
ます。
父から継いで、現在
2 代目です。

お店の名前の由来
TEAM＝仲間意識
みんなと一緒に！
Ｃ＝サイクル
Ｃ＝クラブ
y＝山口

お店のこだわり
人とのつながりを
大切にしています。
お子さんの自転車
でも一流を目指し
てパーフェクトに
整備しています。

東十条
おすすめスポット
雨が降って水かさ
の増した「名主の
滝」はいいねぇ。

日ごろの苦労
人の苦労話からた
くさん学ぶことが
あって、苦労は試練
と思って生きてき
た。色々あったけど
運が良いんだね。

―保健所通り商店街―
北区東十条 1-21-3 ☎3914-9564
営業：午後 5 時～11 時 30 分 定休日：日曜

おすすめの逸品！

創業
昭和 51 年に開業
し、今年で 41 年目
になります。

お店の名前の由来
早くに亡くなった
父の名前。いっしょ
にやっているよう
に思えることから
名付けました。

お店のこだわり
「こだわりがない
のがこだわり」。常
連のお客さんが料
理に飽きが来ない
よう、いろいろな要
望に応えています。

おすすめの逸品は餃子！餃子・納豆餃子・チーズ
餃子・にんにく餃子・海老餃子の 5 種類あります。
この中で、納豆餃子・チーズ餃子・海老餃子を試
食させていただきました。納豆餃子はアツアツの
中にトロリとした食感がとても美味しいです。海
老餃子は、海老が一尾そのままタネと一緒に包ま
れています。いずれもやさしい味の餃子で、人気
のメニューであることが納得の逸品です。

東十条
おすすめスポット
やはり平井保昌の
杉。そして、『東一
太鼓』
。月に 2 回和
太鼓の練習をして
います。

日ごろの苦労
とにかく忙しく、体
がもう一つほしい。
お店は日曜定休で
すが、商店街会長業
務など、多くのこと
に関わっています。

保健所通り商店街結成 50 周年を迎えるにあたり、改めて地域の歴史を調べ直し、
「今
から千年前に源頼光ら四天王とともに当地で昼食を取ろうとした平井保昌が、杉の小枝を
箸の代わりに使用し、『源家が末永く栄えるなら、枝葉を付けて繁茂せよ』と念じて地に
挿したところ、後に王子の２本杉と呼ばれる大木となった」ことが分かりました。（明治
43 年の台風で倒れてしまい、現在はその杉で作った『扁額』が飛鳥山博物館に保管され
ています。
）
また、保昌は後に梅をこよなく愛でていた恋多き才女和泉式部と結ばれたことから、商
店街結成 50 周年を記念して東十条南児童遊園入口に『平井保昌・和泉式部の歌碑』とと
もに、杉と梅の木が植樹されました。
保健所通り商店街結成 50 周年を記
念して製作された河原さんデザイン
の『平井保昌・和泉式部の大ロマン
“開運夢乃杉箸”(中央)』と『東十条
千年の歴史“ロマンの手拭”(左)』
写真右は、植樹された杉と梅の木。

河原化粧品店ご主人
河原正實さん

-箸と手拭の取扱店河原化粧品店(東十条 1-18-11)
☎03-3911-0986 定休日：日曜

★北区立文化センター
北区の生涯学習の拠点施設として、区内に 3 か所設置されており、学習・文化活動の場として各学習室をご利用いただ
いているほか、さまざまな講座やイベントを開催し、生涯学習を支援しています。
＊施設のご案内

中央公園文化センター(月曜・祝日休館)
〒114-0033
北区十条台 1-2-1
☎03-3907-5661
FAX03-3907-5666

赤羽文化センター(第 3 火曜休館)
〒115-0055
北区赤羽西 1-6-1-301
☎03-3906-3911
FAX03-3906-3915

＊文化センターホームページのご案内
施設情報や講座情報、サークル活動情報など
多くの学習情報を掲載しています。
また、Twitter で情報発信も行っています。
―文化センターホームページ―
URL: http://www.kita-bunka.com/
携帯電話やスマートフォンからは、右のＱＲ
コードからもアクセスできます。

滝野川文化センター(月曜・祝日休館)
〒114-0024
北区西ヶ原 1-23-3(滝野川会館内)
☎03-5394-1230
FAX03-5394-1231

