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ニュース

 問　　産業まちづくりグループ　☎3233－7558
中小企業向けビジネス法律相談随時受付中（無料）

  

　　�応相談�
（お問い合わせからおおむね1週間前後）

　　�千代田区神田錦町3-21�
ちよだプラットフォームスクウェア

　　電話にて予約状況をご確認ください。
　　相談内容は、ビジネス相談に限ります。

 時

 場

 申

  

　　住宅まちづくりグループ　☎3233－3223

　まちみらい千代田では管理組合運営、修繕、建替え、
マンション防災などマンションに関するさまざまな
分野の図書を所蔵しています。所蔵図書
のリストは、まちみらい千代田のウェブ
サイトで公開しています。

マンション管理に関する書籍貸出中（無料）
 問 　　住宅まちづくりグループ　☎3233－3223

マンション相談窓口開設中（無料）
 問

  

　　�月曜日～金曜日（土日祝を除く）�
午前9時～午後5時（受付は午後4時まで）

　　�千代田区神田錦町3-21�
ちよだプラットフォームスクウェア4階

　　千代田区内のマンション居住者および所有者
　　応相談（個人情報が公開されることはありません）

 時

 場

 対
 予

市町村 出店者 販売品

岩手県大
おお
槌
つち
町
ちょう

六
む
串
くし
商店 ほたて串／塩うに／煮たこ／ほや塩辛／珍味

たかのり海産 寒風干新巻鮭／鮭とば／真いか一夜干し

河合商店 赤魚一夜干し／さんま味醂干し／塩蔵わかめ

㈱ひょうたん島
と
苫
ま
屋 三陸アキザケ冷燻製／牡蛎燻製／アカザラ燻製

おおつち�おばちゃんくらぶ 大漁旗トートバッグ／鮭の手ぬぐい

大槌復興刺し子プロジェクト マルチクロス／Sorakamoコースター

NRC㈱ 木製アクセサリー／namiitaドリッパースタンド

おおつちまるごと売子隊 城山ポテト／あんころ柿／はちみつ／ふのり

（一社）槌
つち
音
おと マタギ蜂蜜／ひょこりトートバック

あんころ柿／城山ポテト／焼きまつも

市町村 出店者 販売品

岩手県大
おお
槌
つち
町
ちょう

六串商店 ほたて串／塩うに／煮たこ／ほや塩辛／珍味

岩手県北
きた
上
かみ
市
し

岩手観光物産展開発実行委員会 くるみゆべし切り落とし／甘酒／カステラ

山形県新
しん
庄
じょう
市
し

合同会社新庄とまとプラス 行者にんにく／ふきのとう／最上早生そば

山形県南
なん
陽
よう
市
し

長澤農園 玉こんにゃく串／サンふじりんご

福島県白
しら
河
かわ
市
し

大信商工会 初舞台（清酒）／みそ／乾燥シイタケ

新潟県佐
さ
渡
ど
市
し

佐渡市農業政策課販売流通係 さどのめぐみっ茶／クロモジコーヒー

新潟県糸
いといがわ
魚川市

し
糸魚川市商工観光課 コシヒカリ／まこちゃんうどん／魚醤

栃木県小
お
山
やま
市
し

小山ミツバチ協議会 日本ミツバチの蜂蜜／ビーポーレン

茨城県守
もり
谷
や
市
し

（一社）もりや循環型農食健協議会 ヨーグルトタルト／ガレット／肉まん

茨城県取
とり
手
で
市
し

取手市役所 生ハーブティー／バナナポークウインナー

静岡県西
にし
伊
い
豆
ず
町
ちょう
西伊豆町役場 海賊焼／生わさび／つんつん漬

静岡県松
まつ
崎
ざき
町
ちょう

合同会社さとづくり総合研究所 ポンカン／自然薯／ブレンド茶

愛媛県松
まつ
山
やま
市
し

えひめ・中島　みかん伝道師 せとかみかん／レモン

市町村 出店者 販売品

岩手県大
おお
槌
つち
町
ちょう

Ce-Café 東北のショートパスタ“ひっつみ”

岩手県釜
かま
石
いし
市
し

かまいし水産振興企業組合 蒸し“桜満開牡蠣”

◆大槌復興支援マルシェ2020 

◆スプリングマルシェ2020　生産地である地方と消費地としての千代田区がお互いに交流し協力しあうことで
両地域の振興を図ることを目的に活動しているちよだフードバレーネットワーク
が、東日本大震災で被害を受けた岩手県大槌町を支援する「大槌復興支援マルシェ」
と「スプリングマルシェ」を開催します。

お知らせ

有楽町駅前

■日　時　3月19日（木）12時～19時、20日(金・祝)11時～18時
　大槌町のお店を中心に11店舗が出店し、海産物・果物・加工品などを販売します。

《ブース》

《ブース》

《キッチンカー》　※下記2店舗は大槌復興支援マルシェ2020にも出店します

■日　時　3月21日（土）11時30分～19時、22日（日）11時～18時
　全国各地の15店舗が出店し、野菜・海産物・果物・加工品などを販売します。

■会　場　JR有楽町駅前広場（有楽町イトシア前）
■主　催　ちよだフードバレーネットワーク
■問合せ　�農商工連携サポートセンター　大塚�

☎090-1106-0182　� otsuka@npo-noshokorenkei.jp

　今回はマンション再生における再生方針の決定後の具体的な進め方についてご説
明します。なお、参加には事前の申し込みが必要です。
■日　時　3月11日（水）18時30分～20時30分
■会　場　�ちよだプラットフォームスクウェア4階401会議室�

（千代田区神田錦町3-21）
■対　象　�千代田区内マンションの居住者、管理組合役員、�

所有者に限ります。
■定　員　30名
■受講料　無料　
■講　師　山

やま

下
した

�誠
せい

二
じ

（マンション管理士／写真）
■申込み　��TEL：3233-3223　FAX：3233-7557�

kyojyu@mm-chiyoda.or.jp�
①氏名�②住所�③居住または所有する区内マンション名��
④電話番号を記載のうえお申し込みください。　

■問合せ　住宅まちづくりグループ　☎3233-3223

　まちみらい千代田では、「フォトアルバ
ム」に掲載する写真を募集しています。
千代田区内で見つけたあんな場所、こん
な場所、千代田の魅力あふれる写真をお
送りください。

■投稿方法
　まちみらい千代田ウェブサイトをご
確認ください。
https://www.mm-chiyoda.or.jp/
town/town_type/album
（右記二次元コード）

第4回マンション管理講座募　集 紹介・募集

▲鶴の噴水のつらら（日比谷公園）

マンション再生～具体的再生検討対策～ 千代田デイズ「フォトアルバム」投稿
写真

「スプリングマルシェ2020｣
｢大槌復興支援マルシェ2020」



紙面へのご意見・ご感想、広告掲載希望は、まちみらい千代田まで☎ 3233-7555

まちみらいニュース  ◇令和2年2月20日◇

月間ご当地まつり

　下関と言えば「ふぐ」。今回の月間ご当地まつりでも下関産のふぐを使った
産品が多数集まります。ふぐちりセット・ふぐ雑炊の素・ふぐ骨せんべい・おか
き・ふぐ味噌など、多彩なふぐの加工品が楽しめます。
　さらに、下関市はふぐだけでなく、あんこうの水揚げが日本一であったり、
「塩うに」発祥の地であったりと海産物の宝庫です。
　また、長年ジビエにも力を入れており、鹿肉や猪肉の加工品も多種あります。
「ふぐだけでない」下関をどうぞお楽しみください。日中の店頭では下関にち
なんだお弁当を販売します。

■問合せ�ちよだいちば
（千代田区神田錦町3-21ちよだプラットフォームスクウェア1階）
☎&FAX�5577-3846　※午前中の電話対応はできません。

イベント情報
イベント

ちよだいちばの

とらふぐのヒレを使用したお酒 山口県下関市

寒い冬にぴったりの山口県下関市まつり
〜2月28日（金）まで

　東京都内の分譲マンション数は180万戸（総世帯数の約4分の1相当）
を超え、なかでも着工から40年以上を経過したマンションが増加してい
ます。加えて区分所有者の高齢化という「2つの老い」が進むなか、東京
都は昨年3月「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」
を制定しました。都では今後、さまざまな対策を講じる予定です。
　その第一段階として「管理状況届出制度」が4月1日からスタートします。
　届出義務があるのは1983年（昭和58年）12月31日以前に建築された
住戸の数が6戸以上のマンションで、届出の内容は管理組合の運営体制・
管理規約の設定・総会の開催・管理費および修繕積立金の額の設定・修繕
の計画的な実施などの管理状況に関する事項です。
　この届出は行政による管理組合支援の起点となるものですが、都は届
出事項に問題がある場合は「管理不全の兆候がある」と判断し、該当のマ
ンションに必要な助言や支援を行います。また、届出がない場合には、そ
の管理組合等は指導や勧告を受けることになります。
　届出項目は、いずれもマン
ションを適切に管理運営して
いくために重要なポイントで、
「管理」のよしあしでマンショ
ンの価値が左右されることに
もなります。都では、今後、届
出制度の対象を昭和59年以
降新築のマンションにも順次
広げる予定ですので、届出対象のマンションはもちろんのこと、それ以外
のマンションを所有する方も、これを機にご自分のマンションの管理状
況をこの「届出書」や昨年10月31日公表の「東京におけるマンションの
管理の適正化に関する指針」を参考にして確認し、今後のマンション管理
に生かされてはいかがでしょうか。

マンション管理士　大久保和夫

コラム

マンション管理状況届出制度が
スタートします! !

よもやま
話

マンション

〈スプーン・プロジェクツ〉
　「気まぐれ食堂さるのフライパン #1　ベーグルをつくろう！」

～世界の食卓を家族で体験してみませんか？～
　ある国を代表するおうちごはんを食べながら地域
のみんなと交流するランチイベント。第1回目は、イ
スラエルの朝ごはん「シャクシュカ」と子どもにも大
人にも大人気の「ベーグル」がメニューです。子ども
同伴の方優先で、ベーグルづくりも体験できます。

■日　時　2月29日（土）11時～14時
■場　所　�salud（サルー）�

（千代田区三番町3-10�ナグモクリニック1階）
■定　員　30名（抽選／子ども同伴の方優先）　
■協　力　駐日イスラエル大使館　
■参加費　�大人1人1,500円、2人目からは＋500円�

小学生以下の子ども１人は無料、２人目からは＋500円
■申込み　�右記二次元コードから参加人数とともに�

LINEで応募ください。
■問合せ　�hello@spoon-projects.co

地域交流の拠点づくり、
歴史・文化・都市環境の保全活用を支援します！
　千代田まちづくりサポート（まちサポ）の「普請部門」では、まちづくり拠点のた
めの空き室リノベーションや歴史的建造物、使われていない空き地などを改修・
整備して活用する活動に対して助成をしています。興味のある方はお気軽にご
相談ください。

■活動例　�◇拠点づくり事業�
　・マンション住民・地域住民の交流拠点�
　・事務所ビルの空き室などを活用した交流拠点　など�
◇歴史・文化・都市環境の保全活用事業�
　・広場や公園、橋詰広場など小スペースの整備活動�
　・看板建築など古い木造建築物の保全活用事業　など�
※募集時期や応募条件などの詳細はお問い合せください。

千代田まちづくりサポート通信お知らせ

《問合せ》 協働まちづくり・総務グループ  ☎3233-7556

骨せんべい、雑炊の素など

助成グループのイベント情報募　集

まちづくり活動に対する
寄付金を募集中
　まちサポで助成対象に選ばれたグループへの寄
付金を募集しています。

■対 象 者　法人・団体・個人など
■寄付金額　�（1）法人・団体　1口以上（1口＝2万円）�

（2）個人　1口以上（1口＝3千円）
■募集期間　随時募集
■寄付方法　�寄付者から助成対象グループの口座へ振り込み�

（1）寄付者が寄付をしたい助成対象グループを事務局へ連絡�
（2）事務局が寄付の申し出があったことを助成対象グループへ連絡�
（3）助成対象グループが振り込み先口座を寄付者へ連絡�
※詳細はお問い合せください。

■助成対象グループ　�まちみらい千代田ウェブサイトを�
ご確認ください。

　https://www.mm-chiyoda.or.jp/machisapo
　（右記二次元コード）

●古民家のリノベーション　
　「ちよだニャンとなるcafé」
　（千代田区外神田）
昭和27年に施工された旅館
『東館』（約20年前に廃業）の
一部をリノベーションし、譲
渡型保護猫カフェとして開
設。不定期でイベントも開催
しており、地域交流の拠点と
して活用されています。

助成事例


