
広い浴場にジェット、電気、露天など多彩なお風呂が。壁の銭湯絵は若手の
アーティストたちが描いています。※浴室は1階・3階とあり、男湯女湯は入れ替え制です。

  荒川区東尾久5-27-5　
 03-5692-1504　
  15：00～25：00　  火・水   
  大人/12歳以上470円
中人/6歳から12歳未満（小学生）180円
小人/6歳未満（未就学児）80円　
※音楽LIVEは無料（現在休止中）

家風呂があっても行きたい！
ここは尾久のお風呂の楽園です

4    尾久ゆ～ランド

50年以上の歴史ある銭湯を約20年
前、スーパー銭湯を意識し改装。様々
な機能の浴槽や露天風呂、サウナも
完備し、フロントの前の広い休憩場で
は、音楽好きの番頭さんの発案で音楽
LIVEも。ここは老若男女の心身を癒や
す、まちのコミュニティランドです。
◀ 番頭 加古 直 さん

人気の「冷やし坦 う々どん」1,210円（小鉢・香の物・ドリンク付き）。メニューは食事や
ドリンク、デザートなど迷うほど豊富で、新商品も頻繁に登場します。SNSでご確認を。

2    natural cafe
こひきや

ご近所のファミリーに、
“毎日の美味しい時間を”
子供にも安心して毎日美味しく食べて
欲しいから、化学調味料は使わず自然
のものを。「子供たちの食の記憶に残っ
てくれたら嬉しい」と語るご主人の想い
がこもった料理と、家庭でくつろぐよう
な自然体のもてなしに、今日もご近所
のママや家族連れが集います。
◀  ご主人 朝倉 脩登 さん

 荒川区東尾久5-20-15
 03-6807-7512　   11：30～14：30
 日・月
  http://kohikiya.tokyo/

※ディナー再開など営業時間は状況により変更と
なります。HP、FB他、お店までご確認ください

テイク
アウト
OK

古い家並みと新しい住宅が混じり合い、変化しつつある下町風情。
商店街には下町の心意気を示す昔ながらの店と、それを受け継ぐ新しい店が。
ここは人の暮らしとともに、世代を超えてつながるまちなのです。

熊野前駅

老いも若きも、古きも新しきも
集い、暮らす人情のまち

vol.160

 荒川区東尾久5-14-13
  10：00～18：00
 土・日　※イベント開催時はオープン　
  http://studio-gross.de/

2019年9月のアートパフォーマンス「自然のうえに暮らす」第46回日新工業建築設計競技 デザイン
コンペティション佳作 東京2019／多才な二人の多彩な企画が行き交う人の心を豊かにします。

3     Studio GROSS /
スタジオグロス

まちに溶けこみ、人々が心を
通わすユニークなギャラリー
ドイツ人建築家の二人が、10年以上
空家だった居酒屋を事務所兼ギャラ
リーにリフォーム。様 な々アーティストの
展示やパフォーマンス、ご近所さんも
参加できるイベントも行います。まちと
“暮らし”を大切に思う二人が創ったこ
の空間は、熊野前の新しい交流場です。
◀ アンネ＆セバスチャン・グロス さん ご夫妻

※価格はすべて税込です。
※データは取材時のものです。内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※掲載店舗は通常マスク着用で営業していますが、撮影のため特別に外していただいています。

マロンデニッシュ、よもぎあんぱん、さくさくメロンパン、塩バターロール、春のジャーマンポテト、
クロワッサン、クロワッサンショコラ、にこぱん（3個セット）、焼きカレーパン。各130～290円。

  荒川区東尾久5-20-14 
 03-6240-8765
  11：00～19：00  
※売り切れ次第終了
 日

日々のお膳に、ぜんのパン。
やさしい味で愛されてます

5    国産小麦と天然酵母
 やさしいパン ぜん

まちの雰囲気が良い、と店を開いて
4年目。口溶けと香りの良い国産小麦
と天然酵母で焼き上げるパンは、やさ
しく毎日食べても飽きない味で、まさに
店名のぜん（＝膳）そのもの。種類も豊
富で、お年寄りにも大好評です。
◀  店長 鉢呂 諭司 さん
おすすめの天然酵母のバタール（450円）

テイク
アウト
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 誌面で紹介したお店やスポットに
ターリーターキーの２人がおじゃまします！

あらぶんちょ散歩［熊野前駅］

YouTube

6月7日（月）～13日（日）
地デジ10ch 15：00～

11：00～、14：00～、
17：00～

地デジ11ch 
23：00～地デジ102ch 

「あらぶんちょ! チャンネル」
でも公開中!

テ
レ
ビ
も

見てね！

慶長元（1596）年、本所石原町
に創建の曹洞宗のお寺。明治43
（1910）年に現地に移転。大正
3（1914）年、井戸を掘ったら温
泉が湧き、参詣者の湯治場「寺
の湯（後の不老閣）」を開業。そ
の盛況を受け、周辺には温泉旅
館や商店街もでき、尾久は三業
地*として発展していったのです。
＊料理屋・待合・芸妓屋の集まった街

碩運寺（寺の湯跡）
創建は、小具郷（尾久の古い地
名）が鶴岡八幡宮の神領となっ
た鎌倉時代末頃と考えられてい
ます。ご祭神は応神天皇。尾久
一帯の総鎮守として崇敬を集め、
8月の例大祭、特に4年に一度の
本祭では神幸祭が行われ、本社
神輿を山車に乗せた行列が尾
久の地域を盛大にねり歩きます。

尾久八幡神社

大正6（1917）年、陸軍野外飛
行で千葉の下志津から埼玉の
所沢へ帰航中、突風に襲われ
尾久村の水田に墜落し犠牲と
なった陸軍・杉野治義中尉の碑。
航空界初期の事故として知られ、
慰霊と記念を目的に翌年建てら
れました。

杉野中尉殉難遺蹟の碑

日暮里・
舎人ライナー

1  はっぴいもーる熊野前商店街
イベントで知られる商店街の
新しい顔「熊の前ヨガフェス」
都電荒川線や都バス、日暮里・舎人ライナーの駅からす
ぐ。全長約480メートルに約75店舗が並ぶ商店街です。
ここで2017年、沢山の人に心も体も健康になって欲しい、
そして商店街を元気にしたい！ との想いから始まったのが、
「熊の前ヨガフェス」です。ストリートヨガを中心に、下町
の有名店やハンドメイドのお店、フリーマーケットと楽しさ
いっぱい。企画や広報、運営を商店街と地域の人々が
協力してボランティアで行うという、人のつながりが強い
熊野前ならではの住民参加型イベントです。低予算なが
らも3～4,000もの人を集める実績が評価され、2019年、
「東京商店街グランプリ」を獲得しました。ヨガフェスは、
熊野前商店街の新しい顔となるイベントなのです。

※今年は秋に順延予定。日程の
ご確認はFacebook・Instagramで
  https://kumanomae-yogafes.
amebaownd.com/

東京さくらトラム
（都電荒川線）

東尾久本町通

熊野前商店街
振興組合　理事長
瀬田 茂道さん

個店の心意気が築いた商店街を、未来へ
熊野前商店街ができたのは王子電車
（現・都電荒川線）が開通した大正
2年。関東大震災後の人口が一気に増
え、旭電化工業（現・ADEKA）など大
企業の社宅もできたことから、昭和初
期には荒川区内の三指に入るほど発
展しました。でも空襲でほぼ壊滅。戦
後、再び店が集まり始め、皆で復興を
めざそうと昭和22年、「商盛会」を結
成したんです。ベビーブームもあり、昭
和30年代には尾久小学校の生徒数
が1,200人位と人口も増え、商店街も
活気づきました。イベントも活発で、都
の商店街コンクールで何度も受賞する
ほど。38年前に始めたカーニバルは、
「サンバカーニバル」となって今でも続

いています。とにかく皆一生懸命、“個
店の心意気”でやってきたんですね。
今は人口減少や高齢化、流通の変化
などで店も減ってきている。けど住む
人も新しくなり、若い世代で開店を志
す人も少しずつ増えています。これか
らは若い世代を応援する環境づくりと、
僕たちが大切にしてきた“心意気”を伝
えていきたい。この商店街を未来に繋
いでいくためにね。

熊野前商店街振興組合
（商店街事務所）
  荒川区東尾久５-１７-１３
  03-3893-0729
（火・土・日・祝を除く10：00～16：00）
  https://hottami.web.fc2.com/

“浅草”の2、3年後に始まった「熊野前
サンバカーニバル」。商店街では昭和
27年の仮装行列や盆踊りなど、多く
の人が集うイベントを実施してきました。
※残念ながら今年は中止となりました。

整備が進む宮前公園内に、今
年の2月20日開館。四季の花々
を眺め読書できる「テラス席」や
「見晴らしカウンター」に、公園
と連携したイベントができる「み
んなのひろば」。さらに読み聞
かせや手遊びができる「おはな
しコーナー」など“学ぶ、集う、
楽しむ”をテーマに、赤ちゃんか
ら高齢者まで快適に利用できる、
明るく居心地の良い図書館です。

 荒川区東尾久8-45-4
 03-3800-5821
  火～金　 9：30～19：30
土・日・祝 9：30～17：00
  月（祝日の時は翌日以降の平日）
第2木曜

※新型コロナ対策により
一部サービス休止中

元気なお年寄りと子供たちが
行き交う、昼下がりの商店街。
暮らしの匂いを感じながら、
お散歩してみよう

荒川区立尾久図書館
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