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子どもから高齢者まで、さまざまな価値観を持つ人たちが、世代や立場を超え、
お互いの生活を尊重しながら、ともに支え合う仕組みのある「まち」づくり。
それが一般社団法人コミュニティネットワーク協会の提唱する「100年コミュニティ」です。
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袖井孝子
〔一般社団法人コミュニティネットワーク協会会長〕

まちづくりを通じて
SDGsを達成しよう！

　近年、SDGsという言葉を目にし、耳にする
機会が増えました。SD G s（ S u s t a i n a b l e  
Development Goals　持続可能な開発目標）
とは、2015年の国連総会で採択され、2016年
から2030年までに達成することを狙いとする国
際的な開発目標です。開発という言葉は、発
展途上国のためのものと捉えられがちですが、
先進諸国においても、SDGsは必ずしも十全に
は達成されていません。
  「誰も取りこぼさない（No one left behind）」
ことをめざすSDGsには17の具体的な目標が掲
げられています。17の目標は、大きくは次の３
つのグループに分けられます。

　第１は、貧困、保健、教育、安全など私た
ちの生活にとって基本となる項目であり、〈１．
貧困をなくそう〉、〈２．飢餓をゼロに〉、〈３．
すべての人に健康と福祉を〉、〈４．質の高い教
育をみんなに〉、〈５．ジェンダー平等を実現し
よう〉、〈６．安全な水とトイレを世界中に〉の
６項目です。
　第２は、クリーンエネルギー、働きがい、技
術革新、不平等の解消、まちづくりなど持続
可能な社会を実現するための目標であり、〈７.エ
ネルギーをみんなにそしてクリーンに〉、〈８．
働きがいも経済成長も〉、〈９．産業と技術革
新の基盤をつくろう〉、〈10．人や国の不平等を
なくそう〉、〈11．住み続けられるまちづくりを〉、
〈12．つくる責任つかう責任〉、〈16．平和と公
正をすべての人に〉の７項目です。
　第３は、地球環境の保全をめざすもので、
〈13．気候変動に具体的な対策を〉、〈14．海の
豊かさを守ろう〉、〈15．陸の豊かさを守ろう〉の

３項目です。そして最後の〈17．パートナーシップ
で目標を達成しよう〉は、上記の16の目標を
達成するための体制づくりに関する目標です。

 〈11．住み続けられるまちづくりを〉は、まさ
にコミュニティネットワーク協会が創設以来め
ざしてきた目標であり、「100年コミュニティ」
とは100年以上にわたって安心して暮らすことの
できるコミュニティづくりを狙いとするものです。
　いうまでもなく、まちづくりにはSDGsがめざ
すほとんどすべての目標が含まれます。当協会
は、すべての人に健康と福祉と平等を保障し、
安全な水とトイレを提供し、経済的に安定し働
きがいのある、環境に優しいコミュニティを、
協働を通じて実現することを、これまでも、こ
れからもめざしています。
　2015年から始まった地方創生事業も、今年
が第一期五か年計画の最終年にあたります。
４年間を振り返って、「生涯活躍のまち」がど
こまで実現できたのか、いささか心もとないと
いうのが偽らざる心境です。しかし、ここで立
ち止まっているわけにはまいりません。新たな
挑戦に向けて、まちづくりに関心を抱くすべて
の人たちと手を携え、そして関心のない人の関
心を高めるため、今後とも努力を重ねていくつ
もりです。

近山恵子
〔一般社団法人コミュニティネットワーク協会理事長〕

継続は力なり！

　今年で、協会活動開始20年、地域プロデュー
サー養成講座開始10年となります。当事者ニー
ズを大切にして、「誰もが、どこででも、自分
らしく生ききれるように！」と完成期医療福祉
の実践を継続してきました。理事長就任につき、
「100年コミュニティ構想」の改めてのスタート
といたします。

「100年コミュニティ構想」の
新たな挑戦に向けて
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老後の不安のなかで
とても大きな「お墓の問題」

　コミュニティネットワーク協会は、親しい人
に囲まれて、豊かで、自分らしく、自由な暮ら
しがしたい、老いが進んでも希望する自立支
援サービスが受けられ、看取りや身辺整理も
託すことができる、安心した暮らしがしたい…
という「100年コミュニティ構想」を進めており、
そのために必要な地域包括ケアの一拠点とな
る暮らしと住まいの提案をしています。
　当協会が運営する高齢者住宅情報センター
には、高齢期の暮らしへの不安を解消し、老
後を安心して暮らすことができる住まいを探し
たいと問い合わせや相談が寄せられています。
そのなかでとても大きな課題として「お墓の問
題」があります。
 「核家族化が進む」といわれたのは既に過去
のこととなり、平成29年度高齢化の状況およ
び高齢社会対策の実施状況による「家族と世
帯の調査」のまとめには、65歳以上の単身世
帯は27.1%、夫婦のみ世帯は31.1％、その合
計は58 .2％と全体の過半数を占めています。
少子高齢化が進み、65歳以上の夫婦のみ世
帯、単身世帯が増えるなかで、先祖代々が眠
るお墓を守ることの負担が増え、お墓の継承
が困難になるという課題のほか、血縁による供
養を前提に、家系の継承を重視した従来のお
墓のあり方への疑問や抵抗感など、意識の変
化もその要因の１つになってきています。
＊家族と世帯の調査（Ｈ30年版高齢社会白書）より

健康や暮らしを語り合う
温かみのある時間

　このような状況から、費用の安い公営墓地
の応募倍率はますます高くなり、抽選の申し込
みを繰り返す人が増える現状を新聞や雑誌、
テレビの番組が取り上げる機会が増えてきてい
ます。コミュニティネットワーク協会では、この

課題を先取りしお墓を必要とする方々に参加し
ていただき、話し合いの中で寄せられる意見を
もとに永代供養、合祀、宗派は問わない、共
同で供養、墓守を行う、できるだけ費用を抑
えた合葬墓を、2013年には神戸山田霊園（兵
庫県）に、2014年には八王子上川霊園（東京都）
に、2016年には那須自然村千風の丘（栃木県）
にそれぞれ開設しました。合葬墓開設から5年
から7年が経過した関東、関西の会員の皆さん
は、合同供養祭に参加し、血縁のみに依らな
いそれぞれの供養の方法を取りながら、やが
て来るその時のことに思いを寄せながら、互い
の健康や暮らしの充実を願い語り合う温かみ
のある時間を過ごしていらっしゃいます。

名称・場所 申込費用

神戸山田霊苑（兵庫県）2012年 35万

八王子上川霊園（東京都）2014年 35万

那須自然村千風の丘（栃木県）2015年 17万

　元気な内に自分のお墓を決める。あるいは
先祖の墓を改葬するなど終活を進める方からのお
問い合わせが増えています。見学等も可能です。
お問い合わせ・ご相談は、電話03－6256－
0570　です。

必要とする人たちの総意でつくるお墓
「ゆいま〜る合葬墓」
久須美則子〔一般社団法人コミュニティネットワーク協会〕

関西ゆいま～る合葬墓
2012年開眼

関東ゆいま～る合葬墓
2014年開眼
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「那須まちづくり広場」
開設の目的    

 「那須まちづくり広場」は那須町で廃校になっ
た旧朝日小学校を、生涯活躍のまち・新しい
学びと新しいコミュニティの拠点として再生する
という目的で開設されました。
　具体的には、校舎を活用した自主事業もしく
はテナント誘致により、地域包括ケアの構築、
「食」の向上、６次産業の推進、統合医療の
社会モデルの構築などの機能を整備するととも
に、楽校（がっこう：「楽しく学ぶ」という意味
で名付けた）を開校し、学びと交流、実践の
機会を多数つくってきました。本誌でも何度か
それら活動の報告をさせていただきましたが、
今号では最後にご報告した2018年８月号以降
の主な動きをご紹介したいと思います。

太陽光発電設備の設置と防災など
地域課題への取り組み

　災害に強いまちづくりは広場の目的の１つで
した。その第一歩として校舎の屋上に太陽光
発電設備を設置し、災害時に電気の供給がで
きるようにしました。これをきっかけに「那須ま
ちづくりの会」に防災部会を立ち上げ、災害に
強いまちづくりに取り組んでいます。
  「那須まちづくりの会」は「那須まちづくり広
場」が開設されてしばらく経った2018年８月、
広場に関わってくださる方の力を結集したいと
の想いで立ち上げた任意団体であり、取り組
む課題ごとに部会をつくって活動しているボラ
ンティア団体です。防災部会のほかにも園芸部
会や農部会などが生まれています。

　防災部会では、災害が起こったときに「那須
まちづくり広場」が地域の避難所としてどのよ
うな機能を持つべきかを検討し、避難所運営
を実際に体験する活動をする予定です。並行
して井戸掘りなどにも取り組もうと思っています。
災害以外にも地域課題に取り組むグループが
立ち上がってきており、地域の学習について考
え実践する「学び場つくりプロジェクト」などが
始まっています。
　このように地域の皆さんが地域の課題に取
り組む動きがいくつも生まれていることは、広
場開設１年目の大きな成果であると考えます。
もちろん「那須まちづくり株式会社」としての
活動も進めています。「よろず相談室」が本格
的に稼働し相談業務を始めるとともに、認知
症サポーター養成講座などの学習会もスタート
しました。

サービス付き高齢者向け住宅と
多世代型シェアハウス

　地域包括ケアの拠点として、また、地域に不
足している機能をつくるため校庭に看取りまで

活動報告

「那須まちづくり広場」
開設一周年
活気に溢れた１年を振り返る
鏑木孝昭〔一般社団法人コミュニティネットワーク協会理事〕
「那須まちづくり広場」（栃木県那須町）は４月27日で一周年を迎えました。一周年
イベントは観光シーズンのゴールデンウイークを避けて６月に開催することとし、この
日はコミュニティカフェ「ここ」で１回目の居酒屋が開催され盛り上がりました。広場
でのこの１年を簡単に振り返ってみたいと思います。

校舎屋上の
太陽光発電設備

「那須まちづくり広場」

「那須まちづくり広場」（栃木県那須町）は４月27日で一周年を迎えました。一周年
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できる介護重視型のサービス付き高齢者向け
住宅（サ高住）や障がい者が最期まで暮らせ
るグループホーム、多世代型シェアハウスなど
を建設する予定です。グループホームを除く２
施設はすでに検討段階に入っていて、５月から
は「高齢者住宅と多世代住宅をつくる会」が始
まります。住環境を整えることにより、少子高
齢化社会の新しいコミュニティとして普及可能
なコンパクトシティが形成され、持続可能な様
式での地方創生の拠点づくりが可能になるので
はないかと期待しています。
　ちなみに冒頭で述べた「ここ」での居酒屋で
は、昨秋テナントとして入居したリハビリデザ
イン研究所の山田穣代表がシェフをされていま
す。同研究所は日常生活の中でリハビリ可能
な家具をつくっていて、サ高住でも活用する予
定です。仕事も遊びも充実した広場です。

QOL向上のための
取り組みも充実

　校舎の教室を使って、地元農家の野菜・加
工品の委託販売と自然食品の販売、コミュニ
ティカフェや配食サービス、高齢者を中心とし
た共生の居場所づくりなど、地域に住む人々の
QOL（生活の質）を上げるさまざまな事業を展
開していますが、これらの事業にも新しい動き
が生まれています。
　たとえば、自然食品や地元産品などを販売
する「あや市場」ではお客様と生産者が話し
合って商品の改善に取り組み、パンやお菓子
の改善商品が誕生しています。楽しく学ぶこと
を目的に開設した「楽校（がっこう）」では樋口
恵子さん、上野千鶴子さん、山崎亮さんなど
に開設目的に沿ったテーマで講演をしていただ
き、そこでの学びから地域活動につながる芽
が出始めています。３月に開催したシンポジウ
ム「近代医療から統合医療へ～生活者が主役
のあたらしい医療」には首都圏からも多くの参
加をいただき、参加者はこれまでで最多の110
人となりました。
　アートの分野も充実しています。素晴らしい
音色のパイプオルガンを設置しコンサートを開
催しました。アートギャラリーの展示は、地域
の方はもとより遠方の作家の作品を展示して好
評を得ています。山口ヒロミさんの銅版画展は、
ＮＨＫ宇都宮、栃木テレビをはじめ下野新聞、

東京新聞に掲載され、多くの方の共感を得ま
した。本当に充実した１年であったと感謝して
います。

「地域再生大賞」の
ブロック賞を受賞

　このような取り組みが認められ、１月には嬉
しいニュースもありました。地域づくりに挑む
団体を応援しようと地方新聞46紙と共同通信
が設けた「地域再生大賞」の受賞です。同大
賞は2018年度で９回目の開催でしたが、下野
新聞から推薦をいただき応募した結果、大賞、
準大賞につぐブロック賞をいただくことができま
した。開設１年にも満たない「那須まちづくり
広場」の受賞は大変ありがたいことだと思って
います。
●地域再生大賞
https://www.47news.jp/localnews/chiikisaisei/
taisho/hyosho_list.html

一周年イベントを
６月に開催

　このように充実の１年でしたが、その１年を
振り返り、さらに先に進もうとの想いをこめて一
周年イベントを開催します。６月29日には「奇
跡の小学校の物語」の上映、６月30日には校
舎での全テナントによる多様な催しに加え、校
庭ではマルシェを開催します。今月末にホーム
ページで詳細を掲示します。時代の先端を走る
「那須まちづくり広場」の一周年イベント、是
非おでかけください。もちろん、訪問はいつで
も大歓迎です。
●那須那須まちづくり広場　
http://nasuhiroba.com/

今年２月開催の「第9回地域再生大賞」表彰式にて
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高齢者住宅情報センターが、有楽町から池袋へ
移転しました。事務所の機能が整うまでの期間、
皆様にはご不便をおかけしましたが、高齢者住
宅への住み替え相談、地方への移住相談コー
ナーもあり、セミナーも行っています。センター
では、会員事業者のさまざまなパンフレットや資
料を揃え、ご相談をお受けいたしております。お
気軽にお出かけください。
（高齢者住宅情報センター東京センター長  久

く

須
す

美
み

）

高齢者住宅情報センターの活動紹介
① 高齢者住宅についての情報を集約し、必要な方に
必要な情報が届くよう「情報の拠点」を目指してい
ます。

② 専門の相談員が「安心・安全・快適」に過ごせる

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など
高齢者住宅をご紹介します。相談や資料請求はす
べて無料です。入居相談、生活設計、介護相談など、
相談員が無料で相談をお受けしています。

③ 高齢者住宅全般の解説や選び方セミナーを定期開
催します。

④ 高齢者住宅情報センターの会員事業者の見学会を
開催します。

⑤ 住まい方についてニーズをお聞きする会を定期的に
開催し、情報提供や意見交換を行うほか、利用者
同士の交流の場としても活用していきます。

⑥ 高齢者住宅の住み替えに伴う後見人制度や身元引
受人、相続の問題などについて、講師を招いた勉
強会を開催します。

⑦ 高齢者団体、消費者団体、文化センター、自治体
や企業からの要請によるセミナー講師を派遣してい
ます。

⑧ 全国の新聞、雑誌、テレビなどから、高齢者住宅
業界の情報提供を求められ、取材対応や原稿を執
筆しています。

⑨ 当社団法人が運営管理する永代供養の「合葬墓」
の紹介・募集をしています。

⑩ 「在宅」を支える仕組みづくりを企画・提案します。

● 新事務所住所
〒171-0022　東京都豊島区南池袋3丁目13-9
電話 03-6256-0571　ファックス 03-6256-0572
月曜～金曜　10：00～17：00（土・日・祝日は休み）

新事務所開設について
ようこそ！  新装なった高齢者住宅情報センター池袋新事務所へ

協会入会のご案内

　子どもから高齢者まで、さまざまな価値観を持つ人
たちが、世代や立場を超え、お互いの生活を尊重し
ながら共に支え合う「100年コミュニティ」を提唱す
るコミュニティネットワーク協会が活動を始め、社団
法人となって20年が経ちました。神戸からのスタート
でしたが、現在、栃木県那須町に本部を置き、東京
と大阪に支部を設け「暮らしと住まいの情報センター」
を拠点に活動しています。
 「地域の課題をコミュニティで解決していく」という
理念のもと、住まい、仕事、子育て、医療・介護な
ど今後のまちづくりに不可欠なテーマを軸とした地方
創生の推進・活動支援のほか、まちづくりのキーマン
の育成のための「地域プロデューサー養成講座」を
毎年開講し、人材育成とネットワークづくりを行って
います。
　当協会は小さな団体ですが、各方面から相談を受
け、さまざまな地域活動を支援しています。私たちの
活動に賛同いただける方を広く募集しています。法人
会員、もしくは個人会員への入会をお願い申し上げま

１）会員区分
正会員：本協会の目的に賛同して入会する個人または法人、団体。

※議決権を有するため正会員の推薦が必要です。
賛助会員： 本協会の事業を賛助するために入会する個人、または法人、団体。

３）特典
情報収集や相談・活動の支援を受けることができます。
・ コミュニティづくりをサポートする会報誌『100年コミュニティ』、高齢者
住宅情報に特化した『銀座通信』、『茶屋町通信』の購読
・ セミナー、フォーラムへの参加は会員証提示で参加費500円まで無料etc.

入会に関する詳細は、当協会HP「会員募集」（https：//conet.or.jp/member/）を
ご覧ください。
ご不明な点、ご質問等があればお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先：03-6256-0570　一般社団法人コミュニティネットワーク協会

２）会費

会員区分 正会員（１口） 賛助会員（１口）
個人会員 １万円 ５千円
団体会員 ３万円 １万円
法人会員 30万円 10万円
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　今年は、地方創生の第一期五か年計画の最終
年にあたります。「生涯活躍のまち」を創り出すう
えで、地域プロデューサーは大きな役割を果たす
ことが期待されます。「地域プロデューサー」とは、
地域にある「ひと・もの・かね・情報」などの資
源を活用して、年齢、性別、障害の有無にかか
わりなく、誰もがその能力を活かし、安心して暮
らせる「生涯活躍のまち」の実現をめざす仕掛け
人です。地域プロデューサーに特別の才能は必
要ありません。地域に暮らすさまざまな人々の意
見に耳を傾け、住民、行政、地元企業、NPOな
どを結びつける調整能力が求められるのです。あ
なたも「地域プロデューサー養成講座」を受講し
て、新しいまちづくりに挑戦しませんか。

第7回（2019年度）地域プロデューサー
養成講座開講のご案内
〜新しいまちづくりに挑戦してみませんか〜

2018年度講座より

※ゆいま～る那須、近くの別荘などに前泊または後泊が可能です。

●開講日：2019年9月14（土）～16日（月）
●募集人数：30名
●  参加費（テキスト付）：3万円　※1日参加1万円
受講者には、あらかじめ講座への期待や受講の目
的などをＡ４用紙１枚程度にまとめて提出していた
だきます。
●受講場所

9月14日・15日 東京家政学院大学 
（東京都千代田区）
9月16日 那須まちづくり広場（栃木県那須町）
●問い合わせ先：03-6256-0570
　一般社団法人コミュニティネットワーク協会

【講座内容】
9月14日（土）
10：00～10：40　
挨拶（袖井孝子・コミュニティネットワーク協会会長）
オリエンテーション 
（鏑木孝昭・コミュニティネットワーク協会理事）

10：50～12：00
生涯活躍のまちの次のステージに向けて
～時期総合戦略の検討状況等（仮）
（講師：中野孝浩・内閣府まち・ひと・しごと創生本部参事官）

13：00～15：00
戦後日本の住宅政策の変遷と課題
（講師：松本暢子・大妻女子大学教授）

15：10～17：10　
対談 コミュニティデザインの時代　
自分たちで「まち」をつくる 
山崎亮（コミュニティデザイナー）
近山恵子（コミュニティネットワーク協会理事長）

17：30～　懇親会

9月15日（日）
10：00～12：00
生活者の視点から見たまちづくり
（講師：上村協子・東京家政学院大学現代家政学部教授）

13：00～15：00
まちづくりにおける自治体の役割
（講師：木村清一・元柏市福祉部長）

15：10～17：10
柏市におけるまちづくりの実践
（講師：菅原育子・東京大学高齢社会総合研究機構講師）

9月16日（月）
「那須100年コミュニティ構想の実現」
10：00～12：00
那須100年コミュニティ構想について
（講師：近山恵子／鏑木孝昭）

12：00～13：00
那須まちづくり広場見学
コミュニティカフェ「ここ」で昼食

13：00～14：00
ゆいま～る那須、森林ノ牧場見学

14：00～15：00
話し合い

15：00～15：30
修了式（修了証授与）
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来てね!!  イベント情報 （申し込みは：0120-352-350）

高齢者住宅情報センター東京からのお知らせ
■特別セミナー
「良くわかる！  身元保証と後見人」
●日時：6月14日（金）13：30～15：00
●会場：高齢者住宅情報センター東京
● 講師：山口雅道（一般社団法人シニア総合サポートセンター事業部長）

■基礎セミナー
「人生100年時代の生活設計　高齢者住宅の種類としくみ」
●日時：7月16日（火）13：30～15：00
●会場：高齢者住宅情報センター東京
●講師：久

く

須
す

美
み

則子（高齢者住宅情報センター東京・センター長）

高齢者住宅情報センター大阪からのお知らせ
■基礎セミナー
「自分で決める高齢者住宅、選んでもらう介護施設」
高齢者住宅への入居を自分で決めるには適齢期があります。どの
ように考えて選択すればよいでしょう。
●日時：7月5日（金）14：00～
●会場：高齢者住宅情報センター大阪
●参加費：500円
●講師：米沢なな子（高齢者住宅情報センター大阪・センター長）

那須まちづくり広場からのお知らせ
■高齢者住宅と多世代住宅をつくる会
手ごろな価格の看取り可能なサービス付き高齢者向け住宅、多
世代型シェアハウスとは、について話し合います。
●日時：5月11日（土）／6月8日（土）10：30～12：00
●会場：那須まちづくり広場 2-1教室
●参加費：無料
＊担当：佐々木敏子（那須まちづくり株式会社）
■介護セミナー
「食事・排泄・入浴をちゃんとしよう！」
誰もが自立的な暮らしができるように日常生活とは、を考えます。
●日時：5月25日（日）14：00～16：00
●会場：那須まちづくり広場 2-1教室　
●参加費：500円
●講師：山田穣（リハビリデザイン研究所・所長）
「問われる世代間倫理  
　－生活習慣病は胎児のころから始まっている－」
原発事故直後に福島で増加した低体重児。震災後の厳しい環
境の中で次世代にどう命のバトンをつないでいけばいいのか、考
え続ける大切さを学びます。
●日時：5月26日（日）13：30～15：30
●会場：那須まちづくり広場 2-1教室　
●参加費:1,000円
●講師：伊藤浩志（脳科学・ストレス学者）
＊いずれも
◇申し込み先

電話 0287-74-3434　ファックス 0287-74-3447 
メール info@nasuhiroba.com
那須まちづくり広場

秩父市移住促進センターからのお知らせ
■ちちぶフォーラム
セカンドライフ準備講座「高齢者住宅の種類と選び方」
高齢者施設・高齢者住宅の違いや選び方を知り、最期まで自分ら
しく暮らせるためのヒントにしてもらうものです。
●講師：久

く

須
す

美
み

則子
（高齢者住宅情報センター東京・センター長）
●日時：7月1日（月）14：00～16：00
●会場：豊島区役所5階 507会議室
　東京都豊島区南池袋2-45-1
●参加費：無料

■現地体験ツアー
「秩父市ってどんなところ体験ツアー」
秩父市では、「生涯活躍のまちづくり」として拠点整備事業を進め
ています。地域交流施設や高齢者向け住宅の整備状況や地域
を見学および体験していただく内容となっています。
●日時：7月20日（土）11：00～17：00（予定）
●集合場所：西武秩父線西武秩父駅改札口
●参加費：無料（昼食代実費負担あり）
＊いずれも
◇申し込み先
電話&ファクス 0494-26-7946
メール ccbiju@bz04.plala.or.jp
秩父市移住相談センター（担当：吉木）
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編集だより
今年は、当協会開設20年。地域プロデューサー養成講座がス
タートして10年。会長として当協会の基盤をつくってくださった神
代医師の7回忌でもある。「誰もがどこでも自分らしく暮らす！」を
先駆的に実践された神代医師の志を継承・発展させ、袖井会
長が「SDGsを達成しよう！」と呼びかけてくださった。家族や死
についての考え方も大きく変わり、新しい人間関係、地域コミュ
ニティが必要となりました。柔軟で、やさしく、あたたかな社会を
創成していきたいと思います。 （近山恵子）

南池袋交番

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目13-9
ビスハイム池袋2階202
TEL：03-6256-0571　FAX：03-6256-0572

JR山手線「池袋駅」徒歩4分、西武池袋線「池袋駅」
徒歩2分／都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」徒歩8分／
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」徒歩9分

交通
案内

〒530-0012 大阪市北区芝田1-4-8
北阪急ビル7階
TEL：06-6375-8830　
FAX：06-6375-8831

阪急・市営地下鉄「梅田」駅より徒歩3分
JR「大阪」駅より徒歩5分

交通
案内


