
















共催：一般社団法人エリアマネジメント南山
　　　野村不動産株式会社

「もうすぐ始まる稲城・南山の暮らし」vol.07

3.13
2016

sun

※ご兄弟とで一緒の参加、複数回の参加もお受けいたします。
　ただし、申込みの状況により 1回をお選び頂く場合はご了承下さい。

　写真：いな暮らし

プラウドシティ南山 マンションギャラリー
会場

無料参加費 プラウドシティ南山 ご契約者様対象者

参加お申し込み
ご氏名、参加人数（大人、こども/お子様の年齢）、日中連絡のつくご連絡
先をご用意のうえ、参加希望の回にお申し込みください。

もうすぐ始まる新しい生活が、
楽しみになる。
春からプラウドシティ南山にお住まいになるご家族を
対象に交流会を開催します。稲城で公民館保育に携
わった経験のあるお母さんや、稲城の先輩ママさんを
招いての交流会です。稲城の子育て事情を知りたい方、
同じ世代同士で交流を持ちたい方、ぜひお集りくださ
い。また、第 4 回目にはどなたでもご参加いただける
回も設けています。

市内で「食べよう・話そう・つくろう」
をテーマにしたお店「いな暮らし」
を母娘で営んでいます。親子のふれ
あいの時間を担当して頂きます。

市内で、子育てを軸にしながらプチ
起業したママのグループ。勉強会や
情報交換などを行っています。稲城
の子育て事情を、聞いてみましょう！

ファミリーマート
京王稲城駅前店

ケーキファクトリー・
ホイップ

メリーポピンズ
稲城ルーム

稲城駅前
郵便局

妙見寺

百村スポーツ広場
ゲートボール場

京王
相模
原線

至橋
本

至調布

稲城駅稲城駅

プラウドシティ南山

会場
出入口2

プラウドシティ南山 マンションギャラリー

0120-373-570 お申し込み締切
3/6（金） 18:00

営業時間　平日：11:00～18:00 ／ 土日祝：10:00～18:00
定休日　　水・木・第二火曜日

10:00-
平成25年 4月2日～
平成28年 3月生まれ
妊娠されている方

お子さまが お子さまが お子さまが

1

11:30-
2

13:30-
3

平成22年4月2日～
平成25年4月1日生まれ

平成22年4月1日以前の生まれ
新一年生以上

参加
鈴木ともみ 稲城はたらくママの会

4 15:30- どなたでもご参加いただけます

主な対象 主な対象 主な対象

区画整理組合による地区内の工事の状況により、駐車場のご用意がございません。
お車の場合は周辺の民間駐車場をご利用ください。但し、当日は混雑が予想されます。
公共の交通機関でのご来場にご協力をいただきますようお願いいたします。

「ほくほく！里芋掘りと芋煮！」vol.05

2015

11.8sun 10:30 -13:30

先着

30組
主催：一般社団法人エリアマネジメント南山
協力：野村不動産株式会社

プラウドシティ南山 マンションギャラリー
集合場所 集合時間 10:30

プラウドシティ南山　ご契約者様 ほか
対象者

参加お申し込み
ご氏名、参加人数（大人、こども/お子様の年齢）、日中連絡のつく
ご連絡先をご用意のうえ、下記の電話にてお申し込みください。

プラウドシティ南山 マンションギャラリー

0120-373-570

里芋のおいしい季節がやってきました。地元の農家さん
に堀り方を教わりながら、里芋掘りを体験しませんか？
里芋を堀ったあとには芋煮もみんなで楽しみます。ご家
族そろって、秋の味覚を楽しみにいらしてください。

ファミリーマート
京王稲城駅前店

ケーキファクトリー・
ホイップ

メリーポピンズ
稲城ルーム

稲城駅前
郵便局

妙見寺

百村スポーツ広場
ゲートボール場

稲城市立第二保育園

京王
相模
原線

至橋
本

至調布

稲城駅稲城駅

プラウドシティ南山建設現地

集合場所

駅入口

出入口1

出入口2

小雨決行。荒天の場合のみ中止。
当日9:00までにhttp://minamiyama.info/にて開催の有無をお知らせします。

お申し込み締切
11/6（金）18:00

営業時間　平日：11:00～18:00 ／ 土日祝：10:00～18:00
定休日　　水・木・第二火曜日

知って楽しむ
稲城の暮らし

無料
参加費

掘った芋は無料でお持ち帰りいただけます。
昼食はおにぎりと芋煮をご用意しております。
※飲物はご持参ください。

汚れても良い服装と靴でご参加下さい。
手洗い用のタオル、軍手、雨天に備えての雨具は各位ご持参ください。

ファミリーマート
京王稲城駅前店

ケーキファクトリー・
ホイップ

メリーポピンズ
稲城ルーム

稲城駅前
郵便局

妙見寺

百村スポーツ広場
ゲートボール場

稲城市立第二保育園

京王
相模
原線

至橋
本

至調布

稲城駅稲城駅

プラウドシティ南山建設現地

集合場所

駅入口

出入口1

出入口2

in いなぎ南山
日

奥畑谷戸公園事務所2 12日月 10:00-16:00

森林エネルギーで
地域はもっと元気になれる!
WPPC 木質ペレット推進協議会理事長で、さいかい産業
ペレットストーブの開発者でもある古川正司さんを講師
にお招きし、「里山の再生を実現するエネルギーの地産
地消」についてのお話や、ペレットストーブの開発秘話
など、森林エネルギーの有効活用に
関する興味深いお話をしていただき
ます。

新潟市在住。10 年前にペレット工場を立ち上げ、同時に高効率の
ペレットストーブや農業用ペレットヒーター、アウトドア用ペレットグ
リル「きりんさん」等を開発。最近では、 ペレットピザ窯を開発。そ
のバイタリティあふれる行動力はテレビ朝日「報道ステーション」に
も取り上げられる。森林資源の地産地消、エネルギー循環、CO2
の削減等を目標に、逆転の発想を武器に社会的企業をめざし全国
を飛び回る。

古川 正司氏

主 催：一 般 社 団 法 人 エ リ ア マ ネ ジ メ ン ト 南 山　　　協 力：一 般 社 団 法 人 木 質 ペ レ ッ ト 推 進 機 構 / ペ レ ッ ト マ ン 所 沢

WPPC 木質ペレット推進協議会理事長
株式会社さいかい産業取締役・開発部長

ペレットストーブ実演展示

ピザづくり体験

ペレットピザ窯コーナー

スチールパン演奏

わいわいカフェコーナー ペレット砂場コーナー

ほか、稲城野菜の販売など

メーカー各社のペレットストーブを実演展示します。ペレットストーブ
のやさしい暖かさをぜひご体感ください。なお、その場でご相談にも
対応いたします。

生地からつくる手づくりピザを
その場でペレットピザ窯で焼い
てお召し上がりいただける、ピ
ザづくり体験を開催します。 

トリニダード・トバコで発明された 
20世紀最後にして最大の発明と言
われるアコースティック楽器、スチー
ルパンの演奏をお楽しみください。

フェスタフェスタ2017木質ペレット木質ペレット
ふふれれああいい

木質ペレットとは？

間伐材や木くずを小粒状（ペレット）に圧縮し、
固めた固形燃料のことを言います。接着剤を使わず天然素材のみで
出来ており、化石燃料に変わるものとして注目を集めています。
エリアマネジメント南山では、ペレットの製造を目指すとともにペ
レットストーブの普及啓発をおこない、里山の資源を活用し地域内
循環型エネルギーの普及を進めます。

体感

ペレットストーブの

あたたかさを

体感しませんか？

会 場

特別セミナー特別セミナー 13:30-14:30

入場
無料

いなぎの森 を育てよう！

参 加 費
定 　 員  各15 名

500円/ 1人

要事前申込み

http://minamiyama.info/
お問合わせ・申込みはこちらから

プログラム 内容は変更となる場合が
ございます

南山小学校の手前の大きな平屋の建物です

エネルギーの地産地消！

会場

午前の部
午後の部

11:00 ～11:45
12:00～12:45

ペレットグリル
「きりんさん」で
沸かした、あた
たかいコーヒー
をどうぞ。（有料）

小さなお子様が遊べるペレットの
砂場を開放いたします。

午前の部
午後の部

11:00～11:30
13:00～13:30

http://minamiyama.info/最新情報
お問合わせは
こちら エリアマネジメント南山 検索で

ペレットストーブ

エリアマネジメント南山　ウェブサイト
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発行：一般社団法人エリアマネジメント南山　発行日：2017年 6月 20日

エリアマネジメント南山

N E W S  L E T T E R
jul

TOPICS

SCHDULE

NEWS COLUMN

vol.03 《参加者募集中》　「ハーブを暮らしのなかに。」

《定期開催》奥畑谷戸公園事務所の開放　《活動予定》緑化推進事業

年間活動計画が決まりました。
公園事務所に本が入りました。 ひまわりの種まき

詳細、お申込みはウェブをご覧ください
http://minamiyama.info/

緑化推進事業主催の交流イベントとして「ハーブ石鹸づくり・虫除けスプレー・ラ
ベンダースティックづくり」を開催します。　心地いい暮らしづくりにハーブを取り入
れませんか？ どなたでも簡単にできますよ。

ハーブを暮らしのなかに。

開催日時

集合場所

定　　員

参 加 費

2017年 7月 8日（土）  10:00～12:00

奥畑谷戸公園事務所
※ヤオコーの先の平屋の建物

先着15組

持ちもの 汚れてもいいタオル 2枚

1,000円（材料代含む）

お申込みはウェブにて受付けています。 申込み締切：7月 6日（水） 20:00

参加者
募集

EVENT

6、7月のイベントのお知らせTOPICS

梅とじゃがいも、収穫したよ！
HEADLINE 6月17日に「じゃがいも掘りと梅も

ぎ」を開催しました。 農家さんの里
山の畑で、梅もぎとじゃがいもの収
穫を楽しみました。 暑いくらいの空
模様のなか、梅畑の木陰は涼しく、
大きな梅が実っていました。

歩いていける里山に、自然の恵みがたくさん。

エリアマネジメント南山 で検索

じゃがいもは、トウヤ、アンデス
レッド、メークイン、キタアカリと、
それぞれの品種に合う料理を教わ
りながらの収穫体験となりました。
身近な里山の恵みが並ぶ夕飯の食
卓はとても豊かだなぁと思います。

農業体験事業「じゃがいも堀りと梅もぎ」
参加者： 14組 40名

6
発行：一般社団法人エリアマネジメント南山　発行日：2017年 5月 20日　URL：http://minamiyama.info/

エリアマネジメント南山

N E W S  L E T T E R
jun

TOPICS

REPORT

REPORT COLUMN

vol.02 《参加者募集中》　「ジャガイモ掘りと梅もぎ」

《参加者募集中》コミュニティ形成支援事業《活動予定》　緑化推進事業

コミュニティ形成支援事業「のんびりおしゃべり」
竹の子掘りの大変さも収穫物 オープンガーデン

詳細、お申込みはウェブをご覧ください
http://minamiyama.info/

農業体験事業主催のイベントとして「ジャガイモ掘りと梅もぎ」を開催します。簡単につく
れる梅ジュースの作り方もお伝えします！すぐ近くの里山で収穫できるジャガイモと梅を自
分で採って味わってみませんか？

ジャガイモ掘りと梅もぎ

開催日時

集合場所

定　　員

参 加 費

2017年 6月17日（土）　14:00～16:30
※雨天の場合、翌日に延期

奥畑谷戸公園事務所

先着15組

持ちもの 軍手、収穫したものを入れる袋、のみもの 

大人：500円　小学生：200円
未就学児：無料
収穫分実費：じゃがいも 300円 / 1kg　梅 600円 / 1kg

お申込みはウェブにて受付けています。 申込み締切：6月 14日（水） 20:00

参加者
募集

EVENT

5、6月のイベントのお知らせTOPICS

新緑の里山を歩こう
HEADLINE 若葉の色が日に日に濃い緑になっ

ています。あっという間に山がこん
もりと盛り上がってきて、力強ささ
え感じられます。朝夕の散歩にも、
ちょうどいい気温になってきました。

青々とした若葉が気持ちいい季節になりました

エリアマネジメント南山 で検索

みどりの多い稲城、ぜひ里山や、
自然のなかへ散歩に出かけてみて
はいかがでしょうか。三沢川もおす
すめです。午前中は、にぎやかな
鳥たちの歌声が聴こえてきますよ。

5
発行：一般社団法人エリアマネジメント南山　発行日：2017年 4月 12日　 ： :

エリアマネジメント南山

N E W S  L E T T E R
may

TOPICS

REPORT

NEWS COLUMN

vol.01 《参加者募集中》　「竹の子掘り」

《活動予定》　緑化推進事業、公園づくり支援事業

奥畑谷戸公園事務所外構整備「木々の生命をつなぐ」
みんなの広場ができました たぬきの足跡

詳細、お申込みはウェブをご覧ください
http://minamiyama.info/

公園づくり支援事業主催のイベントとして、「竹の子掘り」を
開催します。春の味覚を、自分の手で収穫してみませんか？

春のお楽しみ、竹の子掘りに参加しませんか？

開催日時

集合場所

定　　員

参 加 費

2017年 4月 0日（日）、5月 7日（日）、14日（日）　10:00～12:00

稲城駅ロータリー

各回　先着 10組 0名程度

持ちもの 軍手、タオル、収穫した竹の子を入れる袋、飲料水、  
スコップ   あれば大、なければ園芸用  小

一家族：1,000円　竹の子収穫分実費：500円  1

お申込みはウェブにて受付けています。 申込み締切：それぞれ開催日 3日前

参加者
募集

E V E N T

4、5月の活動・イベントTOPICS

ニュースレターが始まります。

竹の子の出具合によっては、
収穫できる量に限りが出たり
中止となる場合があります。

HEADLINE こんにちは。エリアマネジメント南山
事務局の井手です。新年度、エリア
マネジメント南山のイベント・活動を
お伝えするニュースレターが始まりま
した。これまで梨もぎなどイベントご
とにチラシでお知らせしていましたが、

奥畑谷戸公園事務所の庭が綺麗になりました。

エリアマネジメント南山 で検索

奥畑谷戸公園事務所の
縁側を仕上げよう！

2016

9.18 10:00 -15:00
先着

20名
主催：WAKUWORKS
協力：一般社団法人エリアマネジメント南山

奥畑谷戸公園事務所
集合場所

エリアマネジメント南山会員
対象者

参加お申し込み 下記のウェブサイトからお申込みください。

10月末に完成予定の奥畑谷戸公園事務所の縁側をみんな
で手を動かして仕上げましょう。どなたでも参加できるや
り方で仕上げていきます。この場所をみんなでつくり育て
ていくための最初の一歩。お昼ごはんを食べながら、この
場所の未来をワイワイ話しましょう！

小雨決行。荒天の場合、翌日19日に延期。当日9:00までに
http://minamiyama.info/にて開催の有無をお知らせします。

参加費

持ち物
汚れてもいい服装、帽子、タオル、お弁当、飲み物、
マスク、軍手

南山の居場所づくり

エリアマネジメント南山 奥畑谷戸公園事務所 関連イベント

エリアマネジメント南山　ウェブサイト

http://minamiyama.info/
お申し込み締切　9/15（木） 20:00 まで

エリアマネジメント南山

で 検索

わいわい、がやがや、
交流が生まれる縁側づくり。

奥畑谷戸公園

ケーキファクトリー・
ホイップ

メリーポピンズ

場

至調布

プラウドシティ南山

集合場所

日

無料 

集合時間　10:00

※昼食はご持参ください。

「秋の梨もぎ体験」

2016 vol.02

2016

9.17 10:00 -12:30
先着

30組
主催：一般社団法人エリアマネジメント南山

プラウドシティ南山 エントランス前
集合場所

エリアマネジメント南山会員
対象者

参加お申し込み 下記のウェブサイトからお申込みください。

今年もこの季節がやってきました！稲城市の特産「梨」の
もぎ取り体験を今年も開催します。大きくてみずみずし
い稲城自慢の梨を、ご家族揃ってぜひ収穫しにいらして
くださいね。

小雨決行。荒天の場合のみ中止。当日9:00までに
http://minamiyama.info/にて開催の有無をお知らせします。

参加費

持ち物

収穫物は、実費分支払いにて
お持ち帰りいただけます。
清玉　1kg　650 円

動きやすい服装、帽子、収穫物を入れる袋、飲み物

稲城の自然を楽しもう！

エリアマネジメント南山 農業体験イベント

エリアマネジメント南山　ウェブサイト

http://minamiyama.info/
お申し込み締切　9/15（木） 20:00 まで

エリアマネジメント南山

で 検索

稲城の秋の味覚、
梨もぎ体験！

土

100円 
大人

（1人）50円 
小学生以下

（1人）

※保険代含　おつりのないよう参加費のご用意をお願いいたします。

集合時間　10:00

昨年の様子

※写真は
  イメージです。7.24

11:00 -14:00
実施：一般社団法人エリアマネジメント南山

株式会社フォーシーカンパニー TEL:03-5298-5650（平日10:00～18:00）　プラウドシティ南山交流イベント担当

WEB：http://minamiyama.info/

プラウドシティ南山
ルーフテラス、パーティールーム他

開催場所

タイムスケジュール プログラム内容

プラウドシティ南山のご入居が始まって3ヶ月。お住まいになられるみなさまの
お顔合わせと交流の機会として、まちびらきウェルカムパーティーを開催いた
します。ぜひご家族そろってご参加ください。

無料 参加費 キッズコーナー 親子向けクラフト工作：500円

ウェルカムコンサート 花枝聖と稲城の森BAND

いな暮らし / 7-mira

海と森の恵みCRAFT

全 6回 各回先着 8名程度（11時より全ての回の受付開始）

地元・稲城のアーティストをお迎えして、
元気なコンサートをお楽しみいただきます。

稲城産のお野菜や、市内のお店による加工品、
天然酵母パンなどを販売します。

いなぎマルシェ

お住まいになる方同士で会話の弾むコーナーと
して、お茶とお菓子をご用意します。

ティーコーナー

親子向けの木の実などを使ったクラフト工作イベント
を開催します。（各回 30分）

キッズコーナー

ようこそ！稲城、南山へ！
日

パーティー
ウェルカムウェルカム

パーティー

まちびらき

雨天
決行

オープニング

ウェルカム
コンサート

いなぎマルシェ

キッズコーナー

ティーコーナー

ルーフテラス

ルーフテラス
（雨天時：フォレストラウンジ）

パーティールーム
そば

キッズ&ママズ
ラウンジ

パーティールーム

11:00
会場プログラム 11:30 12:30 13:3012:00 13:00 14:00

2016

内容は、変更になる場合がございます

本イベントは、野村不動産の提供のもと株式会社フォーシーカンパニーとエリアマネジメント南山の協同で開催します。本イベントに関するお問い合わせ先

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
11 時より全ての回の受付を開始（各回3０分/先着8名程度）
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