｢携帯電話情報発信事業｣
商店会メルマガで消費者の
来街･来店促進を図ろう!
市商連では今年度から､ ｢携帯電話情報発信事業｣を始めた｡この事業は､
商店会(単会)や区商連が､ (1 )携帯メールなどを利用して地域や商品･サー
ビス情報を収集する人を募集･登録し､ (2)商店会(または区商連)からメー
ルマガジン(メルマガ)を発信して､来街者の増加､カロ盟店のP R ･販売促進､
地域との交流強化などにつなげることを市商連が支援する事業だ｡
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4‑ [必活l商店街仕掛け人]港北区･大曽根商店街･小林尚之会長 5‑ [元気商店]中区･
川井明･富貴子ご夫妻 6‑ [FROM市商連]ワイワイいこう! ｢横浜Y Y. 1 5 0円商店街｣

6月と11月は統一開催/予算総会& 21年度決算総会[FROM市役所]商店街の活性化に使える助成制度‑アート､デザイン等を活かした街
7‑8‑ [NEWS]

づくりを応接します｢横浜における創造的活動助成｣ /平成21年度商店街経営実態調査の報告書がまとまりました
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(

を作成するなどして会員数拡大に努めている｡

青葉区の青葉台連合商店会では､このようなポスター

の状況に応じて最

低でも月1回程度'

度が望ましい｡

できれば週1回程

3万6千円

辛

会の負担は半

この事業に参
加する商店会の費

用負担は'6カ月
ごとに3万6千円

(1商店会

につ

のみ｡各会員店舗
の情報人力など初

期費用

1万5千円)

いては､市商連が

負担する｡

ソフトの運用'事業の運営支

(商店会のホームページ作成･

援については'(樵)キーライフ

ス'商店会からはイベントなど

■携帯電話情報発信事業とは

事業の流れ

市商連が委託する｡

に

運営代行なども行っている)

◆申し込みや問い合わせは
市商連まで
4月末までに青葉区ほか数商

のお知らせ'地域の子育て支援
団体や高齢者グループなどの情

報を収集し提供｡

会員はその情報を気に入れば'

品やサービスを購入する｡

イベントに参加したり商店で商

ている｡

(電話662.1

店会がこの事業に申し込みをし

を簡単にできるようにするソフ
トを提供'さらには会員登録方

商連事務局まで

本事業ではこれらのプロセス

法やメルマガの作成などについ

0874)｡

申し込みや問い合わせは市

ても要請があれば支援をする｡

メルマガの発行頻度は'商店会

川メルマガ会員の登録

まず､商店会として携帯メールな
どを持つ消費者にメルマガ会員の登

録を働きかける｡

のアドレ

登録に必要な情報は携帯メール

(パソコンメールでも可)

スだけ｡氏名や住所･電話などは不
要なため消費者は参加しやす‑'会

としても顧客情報を管理するための

手間やリスクが少ない｡

倒メルマガの作成･配信

加盟店からはお薦め商品やサービ

本号の主な内容◆1‑3‑携帯電話情報発信事業
協組伊勢佐木町商店街 合名会社川本屋商店

毒

携帯電書職発信事業

事例 紹 介

も駅前に設置した｡

mイベン

(60)｡同商振組からのお知らせは同

氏が把握している情報から取捨選択
する｡子育て支援情報は'中原区

メルマガの主な内容はt

トや新規開店など同商振組からの情

役所内に事務局のある子育てネット

支援情報が中心

報'脚加盟店からの ｢お買い得情報｣'

ない週で5店前後､多い週で10店

お買い得情報を捷供するのは'少

ワークから提供してもらう｡

ス情報など｡このうちほぼ毎号掲載

フロンターレ情報'脚火害時のニュー

榊地域子育て支援情報､仲11川崎

されるのはり〜伺｡

120人の組合員がいるが'利用は

前後｡業種は食料品を中心に､飲食
店'美容院など｡商店街全体では約

加盟店の売り上げに直接貢献して
いるのは榊のお買い得情報｡参加は

1割弱｡

持ち込み'携帯

お買い得情報の宛先は中野さんの

店｡方法はFAXt

メールなど各店の自由としているが

多いのはFAX｡同商振組には事務

所があ‑'事務員もいるが､原稿と

原稿締め切りは'配信日当日の午前

中野さんはパソコンに不慣れなた

11時｡

め原稿は全て手書き｡携帯電話向け
が主体なので'あまり長い情報は中

整理した原稿は'(秩)キーライフ

その間1‑2時間｡12時から13時に

は配信される｡

効果はどうか‑

精肉店主でもあ

◆経費かからず来店促進
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毎週木曜にメルマガ配信､会員は約3千人

ジ)

ンを提供する施設(デジタルサイネ‑

商店などの地域情報や商店のクーポ

川崎市中原区･モトス三･オズモール商振組

市商連の携帯メール配信事業と同じ

◆商店街の概要
システムでの先行事例としては､川崎

市中原区のモトスミ･オズモール商店

◆登録情報はアドレスだけ

原稿は参加店が自分で書き'担当

話番号の順が基本｡

自由で'無料｡

街振興組合があげられる｡
ブキーメール｣｡開始は2005年｡

キーライフ｣

メルマガ名は｢オズファミリークラ

同商振組がホームページ作成･更新

役員にFAXなどで送る｡店名'サー
ビス期間､サービス品名と価格､電

を委託している｢(秩)

からの提案がきっかけだった｡

(7

東急東横線元住吉駅東口から続く
商店街で加盟店数は約120店｡飲
食店や各種サービス業､事務所など
が半数以上を占めている｡生鮮食品
の店も揃っており､毎日午後は歩行

5月6日号では'地元食品店

‑まとめは中野さんなので､事務局

メルマガ会員になるのは簡単だ｡

‑8日各種豆腐)'焼き肉店(6‑9

いという｡ちなみにこの作業は無償｡

を通すより早いLt

者天国ということもあって､活気の

日ディナータイムの割引)'酒店(日

(携帯メールでもパソコン

Eメール

にち掲載なし｡各種ワイン)､鮮魚店

ある商店街だ｡

(6‑8日さけ切‑身など5品目)'

の6店が参加した｡

(6‑7日国産牛霜降りなど

手間もかからな
を読み込んで

イベントや子育て支援団体との交
コード

メールでも可) を同商振組に送信す
るか'携帯電話のカメラで二次元バー
(QRコード)

月からは'インターネットを使って

7品日)

精肉店

青果店(6‑7日キウイなど4品日)､

流など事業も活発なようだ｡今年4

送信すればいい｡氏名

や住所'電話などの個
人情報は不要なので会

野さんの判断で短縮することにして

クラブ会員がメルマガ参加店の
サービスを受けるには｢会貞です｣

にFAXで送り'同社がパソコンに

◆｢会員です｣といえばoK

というだけ｡店はそのひとことで会

入力し'クラブ会員向けに配信する｡

員証やカードなどは発
行しない｡従って顧客
会金や会費も不要だ｡会

員とわかる｡

いる｡

員のEメールアドレス

名簿もつくらない｡入

管理は､メルマガ配信

メルマガの原稿をまとめるのは'

◆とりまとめは副理事長､手書き
原稿を配信委託先にFAX
同商振組副理事長の中野勝久さん

(

◆メルマガは､お買

(

い得情報と子育て

フに任せている｡

委託先の (秩)キーライ

モトスミ･オズモール商店街

携帯電甜情報発信事業

始後の売‑上げは以前より上がって

(
り'毎回自店の情報を出している中
いる｣とのことだ｡

お客の年代は30‑40代が中心で60

野さんの場合は'｢おおいにある｣｡

同店では'毎週メルマガ配信日で
代以上は少ない｡自分では携帯メー
ルをやらないが家族から聞いてきた

ある木･金曜日の2日間をクラブ会
員限定の売り出し日とLt
ている｡

という高齢者なども会員として扱っ

10品目程

度を3‑5割引としている｡売り出

◆来街'来店の動機付けとして

し2日間の客数は250人前後で､

通常日に比べ2割以上のアップ｡その
うちクラブ会員は7割程度というこ

果がなかったから｣とやめてしまっ

や思い切ったサービスをすることに
疑問を持つ店が多いためでは｣と中
野さんは見ている｡数回掲載して｢効

は子育て主婦のネットワークが多く'

て入る人も多いという｡住吉地区に

る人も少なくないが'友人から聞い

(

た店も少な‑ない｡

以前から子育て支援事業に取り組ん
でいる同商振組とのつなが‑が深い

た｡商店から勧められたり'会員募
集のポスターなどを見て登録申請す

◆口コミで会員増える

ためでもある｡

｢ただ'遠方の居住者やおつきあい

開始1年目のクラブ会員は100

人に満たず､なかなか増えなかった｡

働会員となると3分の1程度では｣

メルマガ以外の宣伝は店頭に張り
紙をする程度なので経費はほとんど
かからない｡その分を値引きに回す

上反応 (来街) するのが約千人｡そ

ガ｡3千人弱の会員のうち月1回以

それをカバーしているのがメルマ

かかるので最近は殆どしていない｡

同店が入っている食品マーケット
でも時々折り込みチラシをしていた
が'年々新聞購読者が減り'経費も

の｢オズファミリークラブ｣と変更､

店の掲載情報も少なかった'など｡
そこで'川2年日から名称を現在

定｣というイメージがあった'榊商

名称で'｢会員は子育て中の主婦限

の名称は

街を利用しな‑なるという｡

また'移転する世帯も多い地区な
ので､会員を増やす努力を常にしな

(中野さん)0

でとりあえず登録した人もお‑､実

原因は､り当初のメルマガ発行は
不定期で回数も少なかった'榊当初

3‑5割も値引きをして利益は出

のだという｡

｢とにかく何か魅力

効果

るのだろうか‑

｢ふきl束158円｣

月8日はコ小一ヤの日です
特売致します.｡

▼肉のナカノ▼

5/6･7会員限定車ビス

rT琴｢

詔責覇

手を打った｡
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いくら宣伝やイベントなどで商店

街･商店のことを知ってもらっても'

商店街に安全や便利さ'商店に買い
たい商品やサービスがなければ消費

な普及状況などを考えると'
携帯メール利用者を中心とし
たメールマガジン発行を商店
会として検討する価値は十分

さ'安さ'そして近年の急速

ろあ右が'告知の早さ'手軽

知ってもらう手段はいろい

には始まらない｡

まずは知ってもらわないこと

信摸できる商店があっても'

そして'良い商品や親切で

者は継続して来て‑れない｡

マガより抜粋(写真上はお買い得情報､

その結果'1年後には1300

1着
｣市

LrJ｢＼

k･;:̲ji搬出艶f bSjflil

名､4年後には3千名弱にまで増え

Ll)‑/

の夫婦､要予約l ,080円

ただ､参加店は5‑10店と'商店

山山鮎出i

｢オズママ倶楽部｣という

を出さないとお客さんは来て‑れな

のうちの約20%が同店の売り出しに

‑ル会員言って下さい

いと'3年で3分の‑ぐらいが商店

い｡うちの場合は､単純だが'﹃いい

紺3長
藤
｢とまと竹o lソク258円｣

来てくれるという｡

｢国産牛･豚合いビキ肉

としている｡売り出し

しゃぶ用108g498円‑2
98円｣

ものを安‑﹄

街全体の1割弱でまだまだ少ない｡
｢宣伝をすることに慣れていない店

｢国産牛霜降りしゃぶ

商品の利益は少ないが'売り出し以
外の商品もある程度は売れる｡売‑
出し日以外を含めても'メルマガ開

51':qaDj;
昌

681
⁚八

つ｣･.‑メ

1
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畑中iT花車

護協会

おはなし
.

フ￠レハo

蹄

下は地域子育て支援情報｡参加店が増え
るなど情報量が増えた場合は2‑3度に
分けて配信する予定)

にあるのではないだろうか‑
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3

とから効果の程がうかがえる｡

オズファミリークラブ5月6日号のメル

脚毎週木曜発行とした'榊必ず商店
のサービス情報を掲載する､などの

P二38‑日:38長寿保

園｢‑如L
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tl
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00,‑･ l

二｣,云長閑放
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57:Daqg
岩
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港北区･大曽根商店街
iZ!

＼､
＼

会長小林尚之さん

iZI

いんだよ｡それには手間もお金もかか

秋にスタンプまつりを実施している｡

度'港北区商連の連合売‑出しに参加'

上げを確保できる｣'｢店を思い出して

それでも参加店の多くは｢一定の売り

動を続けないとお客さんがきてくれな

るが｣と語るのは'大曽根商店街の小

協力'模擬店などを出店する｡

また､7月には地元町内会の盆踊りに

1年ほど前､近‑にあるパン屋(チ

もらえる｣と参加し続けている｡

林尚之会長｡

毎月朝市と‑の日特売

リの現役だ｡

間入‑だが､店も商店街活動もバリバ

いる｡内容は'参加店ごとの売り出し

2回'1万枚から1万5千枚を配って

う｡毎月第3日曜の朝市当日と月末の

住宅街にある大曽根商店街では'新
聞折‑込みチラシは欠かせないとい

告知は月2回のチラシが軸

れるだろうか‑｣と疑問を持ちながら'

回の朝市のために毎月会費を払ってく

いうことになった｡小林会長は､｢月1

という希望が寄せられた｡何度か役貞
会で検討した結果'｢大曽根商店街に
加盟してもらえばいいじゃないか｣と

の店長から'｢朝市に参加させてほしい｣

ェーン店｡地元に商店会組織はない)

大曽根商店街では消費者の来街･来

事情を説明すると'後日'｢入会します｣

現在四歳.もうすぐ後期高齢者の仲

店意欲を促すため'訓年以上前から活

商品と価格が中心｡このほかの告知手

との返事｡マンネリ傾向と多‑の参加

毎日のサービスとしてスタンプ

発な販促と告知活動を続けている｡

ベント情報掲示板'街頭放送など｡

力があるようなのだ｡

店が認める朝市だが'それでも､共同
売り出しのない地区の店からみると魅

段としては､街路灯などに設置するイ

(100円買い上げに1枚進

200枚ためると300円の金券

シール
呈へ

として使える)事業を実施するほか'
毎月定例の売り出しとして､り1日'

円商店街の日程も書かれていた

当事者はマンネリと感じても
第三者は評価することも
以上の販促事業は訓年以上も継続し
ている｡開始当初に比べると'集客力

ても機能している｡黒板には今年度のY.Y.150

成も大きな課題だ｡

ってほしい｣と言われ続け
ている｡商店会の後継者育

すためか'｢.まだまだ頑張

諸々の事業をどんどんこな

街路灯や道路の管理など

広い｡売‑出しの企画運営'

年近‑大曽根商店街で役員
をやっているほか'区商連
の会計なども務め'人脈も

い｣と表明しているが､30

い人とバトンタッチした

‑殆ど変わ‑がない｡｢若

役員の苦返りが課題だが
小林会長ら役員8人はこの10年近

大曽根商店街の事務所｡ 20年以上前から借り
ているもので､毎月数回の会議やイベント準
備､そして各種備品やのぼりなどの倉庫とし

11日'21日の｢‑の日特売｣､物第3
日曜の朝市を実施｡

予告する｡

は減‑､参加店も劫店ほどに半減した｡

情報発信の一環として始めたイベント情報板
(右は小林会長)は､材料購入から制作まで役
員の手仕事｡約40枚を商店街に掲示して､朝
市や特売など向こう1カ月のイベント日程を

このほか'中元と歳末に各16日間程
駅前から離れた住宅地にあるため､日常的な情
報発信活動が欠かせないという大曽根商店街

4
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｢不利な立地だからこそ来街の動機作りと告知活動に尽力｣

r二適闘

中区･協組伊勢佐木町商店街

｢商売は楽しく｣をモットーに

独自商品開発やH P運営

り安心できるためらしい｡健

が多‑'中身や価格がわか

も同店の特徴｡開設したのは

伝･販売に力を入れているの

ホームページ(HP)での宣

明さん｡｢形態や数量に合わ

梱包でリピータ‑

を披露する｡

いて'実演をしながら豆知識

使った佃煮の作り方などにつ

等省エネ照明はお任せください｡

尋一義藁蒜3‑‑it

横浜市青葉区たちばな台2‑24‑4

島㌻豊慧≡慧

芸芸過

//:こノト

FAX.045‑962‑4539

へ
る商品といえる｡伊勢佐木町

康茶は単価千円前後が中心だ

10年前｡富貴子さんが興味を

せて工夫する余地があるのが

*LED(60W)､セラメタ灯(70W)使用の場合

(

いという思いを名前に込め､

商店街をさらにアピールした

が'時には数万円の急須など
前述のマフィンも'注文の
ほとんどがHP経由だ｡

持ち'協組伊勢佐木町商店街
主催の勉強会などに参加して

楽しい｣という言葉通り'梱

というから面白い｡

新製品続々完成JJ

お茶が好き!商売が好き!
お茶と海苔'鰹節の専門店'

お茶を生地に練‑込むことで

同店のオリジナル茶を練り

狙いもある｡

に1908年(明治41年)創

川本屋は'伊勢佐木町6丁目

は｢楽し‑

と奥さんの

も売れるという｡

(EB)

(SS)

お茶に親しんでもらおうとの

川井明さん

週2回程度は商品のpRや身

始めた｢横演いせぶら*ま

覚えた｡5年前からは日本最

包が気に入ってリピーターに

○;』⊥
言=r u‑ミ鴨

一一‑
̲
二̲

http://www.sankodenki.jp

業という老舗｡4代目店主の
富貴子さん

辺雑記的なつぶやきを書いて

楽天ではブログも開設'毎

たマフィンのほか'抹茶､玄

込んで甘納豆をトッピングし
米茶'ほうじ茶を使った4種

いる｡

商売を続けたい｣をモットー
同店が今もお茶を主体とし

類｡保存料無添加の安全商品

HPを開設していること
で'テレビや新聞からの取

にしているご夫婦だ｡

た商売を続けているのは'｢お

でもある｡毎週2日ずつの限

材'行政機関などから講演の

定製造･販売｡店全体の売‑

依頼も時々ある｡講演ではお

佐木町が好き｣という気持ち

上げに占める割合はまだまだ

いしいお茶の掩れ方'茶殻を

茶が好き､商売が好き'伊勢

をご夫婦が持っているからと

HP開設､取材や講涛依頼も

少ないが'徐々に伸びている｡

ふいん｣という焼き菓子は前

大のインターネット商店街'

昨年11月から製造･販売を

言えそうだ｡

述の｢3つの好き｣を象徴す

楽天市場に出店｡こちらの店

なったお客さんが何人もいる

( :.yL?̲I..tI:LIL

母の日等蔓

商品の梱包を受け持つのは

長は富貴子さんが務める｡

インターネット関係の企業

HPで主に売れるのは'健
康茶｡健康に気を使う人が増

で｢いかに情報を伝えるか｣
秀昭さん (訓) が今年12月

などについて勉強中の長男'

えたことと'大手メーカ1品
焼き菓子｢いせぶら*まふいん｣

製造風景(写真は同店のスタッフ)

から川本屋に勤めることも決

定'新しい風が入ることも楽
しみにしている｡

よこはま市商連155号●2010.5
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｣

街路灯14基

平成21年度完成

El
rlT =ご=J/JJr=‑■Eu='イ=ー

E;垂i
l瓦ヨ.

TEL.045‑962‑451 7

中区野毛小路会

｢楽しく商売をしたい｣という川井さんご夫婦
:tp
て禦
川村互三の母の日
｣

■竺竺璽

Er>tt芸子麺
合名会社川本屋商店川井明･富貴子ご夫妻

川本屋の楽天市場ホームページ
(このほかに同店オリジナルホームページも運営)

㊥茄l完蒜蒜‑･伊井‑ ｢‑マJ‑育‑の‑菅お届LfLます｡

若ウイいこう!
･景品

横浜ベイスターズ/横浜T

マリノスの｢"背番号&ネーム"付
平成㌶年6月12日(土)〜

療浜市では､クリエイティブシティ

(芸術

文化のもつ創造性を活かした街づ‑り)を推

題しています｡この助成制度は､法人等が'アー

トやデザインなどの分野と連携し､取り組む

平成2 1年度商店街経営実態調萱の

堅塁日がまとまりました

横浜市では'商店街の皆様の

御協力をいただき'平成21年10
月から平成22年2月にかけて'

商店街実態調査'経営実態調査､
来街者調査'消費者購買行動意

識調査の4調査を実施しました｡
｢平成21年度商店街経営実態調

ームページでご覧いただけます｡

よこはま市商連155葛●2010.5

ニホームプレゼント!｣

･応募期間
2年11月知日(火)
Y.7.150円商店街参

創造的事業を支援します｡

http://www.city.yokohama.jpJmeJ

査報告書｣ は､経済観光局のホ

◆応募条件 平成22年4月1日から平成23年
3月31日の間に横浜市内で行われる創造的な
活動
◆助成の対象 法人またはこれに準じる団体

生活協同組合コープかながわ 丶｢饅)5磯靼 ‑
H22.726
ニトリ新横浜店(港北区)
ｸ6ｨ6x8｢
開.閉店時刻ほか 買#$"
R

浜Y.YIILDO円商店街

月と日月は統一開催
市商連では今年度も150円商店街を
･応募方法

加商店街に掲示してあるポスターの応
募QRコードを携帯電話バーコードリ

/昨年度は横浜開港150周年記念とし
て'117商店会の参加のもと､6月か

ーダーで読み取‑'スタンプカード画
面に接続すると1ポイント取得となり

ら2月までの偶数月第2土曜日に毎回統
一開催しました｡
(1日に‑ポイントのみ)'3ポイント

たまると応募できる｡

経済観光局商業振興

keizai]toukeVshogyRhosa.htmi

r

今年度は横浜を代表するプロスポーツ
球団'横浜ベイスターズと横浜F･マリ

t問合せ

鉄ライフ(泉区)

平成2年12月(プレゼント

ｯｨﾌ

課(電話671･2569)

･大規模小売店舗の施設の配置及び運営に関する変更 剪

･抽選日

物横浜

ｯｨﾌ

り先駆的で高い発信性を持つもの

が実施しt mから榊の内容をすべて満たし､
かつA･B･Cのいずれかに該当するもの

◆届け出の内容

のお届け予定は平成お年3月)

糊地域資源や人材を活

URLhttp://www.city.yokohama.jp/me/keizai/jourei/rittihou.html

◆主催

の

横浜市内:問合せ先.縦覧場所.意見書提出先

での発展性が期待できるも

C地域のまちづくり

【横浜市経済観光局産業立地調整課】Tel.045‑671‑2598

ようという趣旨で6月と11月に統1開催

社団法人横浜市商店街総連合会(後
援･横浜市'特別協賛･(樵)横浜ベイ

B

Aアーティスト･クリエ

用しているもの

イターと連携した事業
事業

創造的産業の集積を進める
に寄与する事業

6月30日まで (必着)

◆助成額 上限100万円
(経費の2分の1以内)
◆申請受付期間 平成22年

大型小売店舗の計画と届出書至額を市役所で見ることができます

ノスと連携して'横浜のスポーツ振興を
通じて商店街のにぎわいづくりにつなげ

に応じて自由に開催していただきます｡

1墓H

スターズ'横浜マリノス(秩))

轟H&2

■平成22年度予算稔会
3月eqLO日'中区の明治安田生命･ラ

｢携帯電話情報

ジオ日本ビルにて平成㌶年度の市商連
事業計画･予算を審議､原案通り可決
しました｡

新規事業としてはへ

センター(旭区)

日を設け'それ以外は'各商店会の状況
｢商店街全体を150円ショップにみ
たて'各店が150円を中心に1500

円､150円引き､15%オフなどのお薦

め商品を店頭で販売する｣という基本は
昨年度と同じです｡のぼり旗､ポスター'
プレゼントなども市商連が提供します｡

横浜ベイスターズと横浜F･マリノス
の頭文字をとって｢ワイワイ150円商

店街｣と名付けたこの企画､ぜひ話題づ

(詳細は1‑3ページ)0

必要書類を

発信事業｣

ウンロードLt

くり･販売促進にご活用ください｡

◆申請方法 所定の申請書
を下記ホームページからダ
の表彰｣ (横浜商工会議所共催)'｢生命･

■問合せ

揃えて左記に提出
ア ー ツ コ ミ ッ シ ョ ン ･ ヨ コ

〒23).8315中区本町6150.)

ハマ 横浜における創造的
活動助成｢企業･団体によ
る創造的事業部門｣担当
電話045.22717322
メールacy⑥yaf.〇r.jp

R

買#$"

R

開.閉店時刻ほか 買#"c

ｨ6x8｢

ｨ6x8｢

忠(

ニトリ港北ニュータウン店(都筑区)

R

"縒

開.閉店時刻ほか 免

"ﾃc#R

F

】諾22.6.15

犬

Hｷ

?ﾈ8ﾘ,ﾉ

ｨ

8棈

(秩)ライフコーポレーション､

H225̲17

秩)三和､(秩)ケ‑ズホールディングス

R

H22928160205F米 買#"綯

ヤマダ電機テックランド横浜 戸塚店(戸塚区)

R

開.閉店時刻ほか‑ 買#"綯

ベイタウン本牧5番街(中区) 冕).

開.閉店時刻/駐車場を

ｸ5ｸ92

ｩ588ﾘ

南万騎が原駅前ショッピング

置の変更

(地区)

llLh
e85( ｸ7ﾈ8ﾈ ｸ5h8x92 H225.17
開.閉店時刻/駐車場を

長ンヨツヒ/グ/タ‑ (地区) 忠(

ｲ

東新ピルニトリ横浜鶴見店傭見区

9yxｯｨｭB闕2

･新設(新設のみ店舗所在区の各区役所区政推進課でも見ることができます) 劍

/

開店日l店舗面積 侈傚

大規模小売店舗の名称(所在区) 偃X,淫ﾉHHｼh

/

主な変更点 侈傚

大規模小売店舗の名称(所在区)

開.開店時刻/駐車場を 迫Rﾃ

ｸ5ｸ92

ｩ588ﾘ

弥生台ショッピングプラザ相

廃止事業としては､｢優良小売店舗

◆開催日程(雨天決行)
川市内統一開催日

火災共済事業の運営｣ (自主事業)0

平成2年6月12日(土)･13日(日)

平成2年u月㌘日(土)･翁日(日)

御参加各商店街フリー開催

本ピルにて平成21年度の事業報告･決
算'役員改選等について審議する総会

5月㌘日､明治安田生命二フジオ日

■平成2 1年度逮孟慧M

◆会場
参加各商店街(各店舗店頭)

開催時間は各店舗の開業時間

◆プレゼント企画

を開催します｡

{

http://www.yaf.or.j p/artscommission/grants/grantsO 1̲2.htmi

商店街で義蜂･採密事業
港北区の大倉山商店街振組は'養蜂
事業を始め'4月末までに2回の採蜜
作業を行った｡採取した蜂蜜(1回に
LT,リットル程度)は'関係者に味見を

してもらったほか'同商店街内の菓子
U養蜂事業を行うこ

店や飲食店などに提供した｡

この事業ではt

どで活用してもらう'ことを目的とし

る'の同商店街内の菓子店や飲食店な

境を今後も維持することをアピールす
｢クロスストリート｣は'伊勢佐木
町からデビューした人気デュオの ｢ゆ

プロジェクターなども揃っている｡

響施設やドラムセット'電子ピアノ'

で､緑の多い大倉山地区の良好な環

ている｡また'蜂蜜販売など収益事業

ず｣が命名'｢文化･音楽そして人が

グイベントを開催､ロックやフォーク

3月㌘〜お目にはプレオープニン

交差する道｣という意味を込めている｡

化も研究する｡

法を共同研究してもらうための材料と

などジャンルの異なる6グループが演

当面は'菓子店などに提供し活用方
するという｡6月の150円商店街で

STR

(愛称'トツカーナ)

広場等が完成した｡
再開発ビル

4月2日にグランドオープン｡専門

は

戸塚駅西口の再開発ビルと第1交通

一戸塚駅西口の再開発ビル完成

込みが来ているという｡

6月以降は毎週土･日曜にコンサー
ト開催を予定｡すでに多数の出演申し

数が増えた店もあったという｡

奏｡聴衆の年代も様々､広範囲からの
来街着が目立ち､近隣の飲食店では客

は'蜂蜜及び蜂蜜を使った菓子の試食
会も予定している｡

ライブハウス完成イベント
中区の協組伊勢佐木町商店街は､5
伊勢佐木倶楽部｢cROsS
のグラン

月15‑16日と2‑g3日に､ライブハウス
EET｣(クロスストリート)

ドオープニングフェスタを開催する｡
15日は'記念セレモニーの後'ミッ

キー吉野らによるオープン記念コンサ
ート'16日はラテンt Rl日はポップス'

店街のトツカーナモールと戸塚東急
プラザで構成され'飲食や物販など

3日はジャズを中心としたコンサート.

る楽しい多目的施設(ライブハウス)｣

167店舗が出店している｡駐車場は

クロスストリートは､｢みんなが集ま

を目指し'同協組が市の支援を受けて'

トツカーナと戸塚駅を約mメート
ルの中央プロムナードで結ぶ第1交

約600台収容｡

伊勢佐木町4丁目の伊勢佐木パーキン
グ隣接地に建設｡収容人員は椅子席鵜
名'立ち見席主体なら約100名｡音

(
通広場は'西口バスセンターとタク
3100台と市内最大の駐輪場が設置

シーの乗降場で構成され､広場下には
された｡

また､個別ビル11棟と高架下の店舗
からなる戸塚パルゾには'銀行･スー
パーマーケット･ホテル･医療機関な
ど約胡店舗が順次出店する｡

12年度には'戸塚区役所や区民文化
センターが入る公益施設と第2交通広
場が完成する｡

開港200年までイベント
開港151周年となる今年は｢横
浜セントラルタウンフェスティバル
Y151｣と銘打ったイベントが'6

で民間が主体とな‑開催される｡

月4‑6日に中区の中心部6エリア

｢港町横浜の新たな魅力を創り出す
次世代志向の継続型イベント｣ とし
て'開港200年までの50年間継続
する｡主催は'馬車道'関内'山下
公園通‑'中華街'元町'山手の6

エリアの商店会等地域団体などで構
成するY151実行委員会｡
各エリアの主なイベントは､馬車
追‑馬車道ジャズフェスティバル'関
内‑日本大通り｢秋じゃないけど収
穫祭｣､山下公園通り‑インターナシ
ョナルフリーマーケット･街の記憶写
真展､中華街‑テンプルコンサート･
Y151祝賀パレード'元町･山手1

元町オリジナルコレクション発表･ク
メイン会場

(山下公園が中心)

‑普

ラシックコンサート･営業時間延長､

スト･横浜ベイスターズ連動｡

楽祭･ウォークラリー･仮装コンテ

よこはま市商連155号●2010.5
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伊勢佐木町ブルースのモニュメ
ント前にあるクロスストリート

(U R L )http://www.Jead.co.jp/

商店街共同施設のご相談は

細奈川IJ‑F株式会融

電話046 (263) 5755 ㈹ FAX 046 (263) 5702

観光局のスタッフらが参加した｡

●吋

｢遊好商店街交流協定｣締結‑

相互に物産の販売･宣伝
また'今回の協定締結の証として'
｢商店街プロレス発祥の地｣ である六

今後の交流予定は'6月の統1Y.Y.

8

よこはま市商連155号●2010,5

神奈川区の六角橋商店街連合会

150円商店街に'新庄から六角橋商

角橋商店街連合会から｢100円商店
街発祥の地｣に'プロレス (大日本プ

店街に物産販売やそばうちをするメン

ロレス)を贈呈した｡

に商店街の活性化を進めることが目的｡

確かな品質
で

協定項目は'

けて芋煮やそばうちなどを学ぶことが

大和市草柳卜19‑2神奈川リードビル2階

〒242‑0026

バーが訪れ'秋には六角橋商店街連合
会のおかみさんグループが新庄に出か

23基新設工辛

川六角橋商店街連合会と新庄市商店街

90基

決まっている｡

交流協定のきっかけは'昨年の横

H22年1月LED

の企画を行う

偽両商店街は'お互い物産の販売･宣

街路灯営業部
ドブ板通り

連合会は'遊びながら交流を図るため

伝を行うとともに'観光情報を提供す

浜開港150円商店街｡市商連では
150円商店街開催にあた‑'新庄
の100円商店街リーダーらの協力
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