磯子区･浜マーケットに見る

商店街宅配の現状と課題
高齢化と核家族化の進展､インターネットの普及､きめ細かいサー
ヒスをする宅配業者の台頭などで､宅配事業に取り組む商業者が増
えているo ｢買い物難民対策｣ということで､宅配を含む買い物代行
などに支援をする自治体も出ている｡
高齢化と核家族化の進展は10年以上前から指摘されていたこと
でもあり､新たな顧客サービス､販売促進策として取り組む商店会
も少なくなかったが､行政の支援なしに定着できている例は殆どな
い｡商店会での共同宅配定着の条件は何か7 昨年10月から､地
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元の介護事業者と連携して宅配事業を始めた磯子区の磯子商店街商
業協組(浜マーケット)の取り組みを中心に､商店街宅配の可能性
を考えてみた｡

市商連HP http //ww yokohama‑syoutengal com/

●

参する｡職員は､商品を注文者ごとに仕分け

‑･経緯

(1人の注文者が複数店舗から注文すること

◆市の支援受けた介護事業所と提携

浜マーケットでは､10年近‑前'商店会

昨年8月から開始

としての宅配事業を検討したことがあるo

しかし'採算や体制の問題などでこ

の時は断念した｡

昨年8月実施に踏み切ったのは'
商店街近‑にある｢有限会社すま

いる｣という介護事業所や鋪灸マッ

サージの治療院を運営する会社から
の申し出がきっかけだった｡
(有)すまいるは､｢横浜市高齢者
等買い物サポート事業｣の受託事業
所となり'﹃日常の買い物が困難な
高齢者等﹄ の買い物サポートをする

にあたり'食料品を中心に日常生活
に必要な多くの商品が揃っている浜

浜マーケットとしても､｢条件が

マーケットと連携することにした｡

揃えばやりたい事業｣ということで､

本事業のパートナーとして取り組む

【事業の仕組み】

FAX 045‑662‑5888

eメ‑IL･ kato@yokohama‑syoutengal com

愛称 儼ﾈ+x‑ﾈ*(.兢b

ﾈ宜*(ⅹV

鱚3

Zｨ‑ﾈ,X,ﾂ

受注分は当日12時配達､当日15時30分

までの受注分は当日16時配達
ﾂ

配達範囲

倡

料金 仗
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本号の主な内容◆1‑3= [特集]磯子区.浜マ‑ケソトに見る商店街宅配の現状と課盈
店街振組･理事･伊藤彰芳さん

5‑ [元気商店】中区･宮川町商栄会協組

の雇用､宅配用

専従職員

ことを決定した｡

9i?｣

(有)すまいるは､受注や配達を

Zｨ

する職員(1人)

X鱚3

マーケットは､集配所(受注事務･

?｣

の軽自動車の購入などを担当｡浜

配達時間

称は'両者の名前を組み合わせ､｢浜

x鰾

集荷場所) の提供､カタログ作成
などのpRを担当｡宅配事業の愛

ﾓ

すまいる｣便とした｡

受注時間

浜マーケット内に設けた宅配の受付･集配所

2･事業の概要

X,h+X,JIh以纔,ﾉ?ｨ,i?ｩvｩ?｢

注文は原則電話｡消費者は'浜
すまいるまたは商品扱い店に注文
をする｡浜すまいるが受けた場合

休業日 侏I

95

は'当該店舗にFAX等で受注情報を流すo

商品 傅I5挨

店は受注伝票に必要事項を書き'商品と共に
配達訓分前までに商店街内にある集配所に持

注文方法 儼ﾈ+x‑ﾈ*(. ﾈ+ﾘ,ﾚHⅹV X*)5云ﾈ, I "

4‑ [必活l商店街仕掛け人]保土ヶ谷区･洪福寺松原商

野毛山カレー食堂

6‑ [フロム市商連]決算総会/10月18‑19日､

秩父市･みやのかわ商店街を視察/第35回ハートフルコンサート､出演者はr藤あや子｣に決定F /神奈川新聞へ義援金を寄託【フロム市
役所】補助事集内容紹介/はじめましょう､エコトライブ1 7‑8‑ [NEWS]コーラス隊結成活動で各区の商店街ファン拡大の‑環にI

l
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商店街宅配の現状と課題

Lt12時と16時に配達に出るo

買い物サポートの内容はt m買い
物代行サービス'偽買い物同行や注
文時や配達時に対面することによる見
守り､緊急時の連絡'例買い物以外の

もある)

能だ

(ポーターサービス)｡料金は電

(午後3時半までなら)､当

客層は高齢者が多い｡｢疲れている
時など'電話1本で済むので助かる｣､
｢当口注文

日配達なので便利｣､｢牛乳や生鮮食品
はスーパーだと､宅配料が高くなる

ある｡

酒や衣料品など'浜マーケット
にないが参加してほしい業種は

近隣の商店に頼み､参加しても

さん｡

心がけている｡

込) でも､PR｡商店街内にポスター

特売｣などのチラシ

250部襟度作成するほか､｢8の口

宣伝は､年4回程度､カタログを

最回の特売チラシでもPR

こともある｡そういう場合は

商品のことをよく説明できない

を常時掲示し､浜マーケットのホーム

(6千枚を新聞折

該当する店舗から確認してもら

ページでも仕組みや料金などを掲載し

浜マーケットの場合'毎月数回の売

ている｡

る｡

電話の注文なので'消費者が'

1つ0

◆年4回のカタログ配布のほか､

ですが'いいですか｣と確認するよう

紺緋
配達した商品で返品や交換を
要求されたことは殆どないとい

最も注文の多い業種は八百屋

らっている｡

LH舶｣.‑‑蘇芳で老人Jf‑ムなどへ
い'間違いのないようにしてい

また､値段の変動が激しい商
品の場合は'店から｢この値段

●

2

よこはま市商連160号●2011.8

商店街で買い物をして荷物が多いか
ら､などの理由で宅配を頼むことも可
ちょっとした生活支援サービスなど｡

クール便になるが'浜すまいるは'同

じ料金なのがいい｣など利用者の評判
はいい｡保冷が必要なものは､集配所
保管中は冷蔵庫に入れておき､配達の
際はクーラーボックスや保冷剤を使う｡

青票大半

◆受注は1日平均5‑6件､

3･実施状況

話注文する場合と同じ｡

*横浜市高齢者等買い物サポート事業
とは

職員の丹治淑

る｡

配達も保冷品から先にするよう配慮す

実施状況はどうか?
さんによる

厚生労働省ふるさと雇用再生特別交
行(たんじ

付金事業に伴う'神奈川県ふるさと雇
と'受注件数は1日平均5‑6件｡初

に電話をすることが多いが'慣れて‑

めて注文する人は集配所(浜すまいる)

よしゆき'記歳)

受託事業は､mこの事業実施のため

用再生特別基金市町村補助金を活用｡

ると直接買いたい商品を扱っている店

宅配に使用する車｡組合員の家の前を駐車場としている

この事業に参加しているのは訓店o

◆不足業種は近隣商店に依頼

の注文も時々

の新規職員の雇用'扮事業の実施'榊
その他必要な調整事務等｡対象者は'
高齢者'障害者'子育て世帯その他'

舗へ電話するお客も半分程度いる｡

｢ポーターサービス｣

日常の買い物にEgっている方｡

宅配担当役員の池谷さん(左)受注から配達まで1人で
こなす丹治さん

商店街宅配の現状と課至喜

括する池谷僧理事(ES歳) は'｢対策

売など収益事業ができないかも検討中
だが'まだ思いつき段階で､加盟店に

●

ログや特売チラシなどで宣伝を続けて

どこまで理解してもらえるかわからな

●
り出しを実施'その都度チラシを作成､

のチラシ配布地域以外にも'ポスティ

い｣と語る｡

として'チラシを大量につく‑､従来

ングするなどで認知度を高めることな

いることで､｢浜マーケットは宅配も

どを検討中｣｡

してくれる｣というイメージが徐々に
広がっていること｡また､これまでは

いる｡印刷も自前だ｡空き店舗の1つ

消費者の希望があっても'人手の関係

各店から目玉商品などの原稿を集めて
に軽印刷樺を置いた印刷所を設置'宣
などでできなかった宅配ができるよう

受注が大きく伸びない理由の1つに'

ので'カタログなどを早く､安くつ‑

伝部員が版下を作成し'印刷している

以前から独自で無料宅配を実施してい
る店が6店あることがあげられる｡池
谷理事は､｢うちも肉屋で'時には配達

都筑

2R

*横浜市統計ポータルサイト
年齢別人口

になったことで各店のサービスの幅が

RR

広がったことなど｡

青葉

る体制が確立されている｡

を頼まれることもあるが'お得意さん
に､﹃商店街で宅配を始めましたから今

度からは有料でお願いします﹄とはい

bR

◆受注件数を増やすこと

えない｣と悩みを語る｡

実施を検討している｡

また'保土ヶ谷区の洪福寺松
原商店街振観では'大手宅配業
者との連携で商店街宅配事業の

品揃え'情報発信､受注･宅

配体制'配達先でのコミュニケー

３

港北

また'比較的狭い地域に商店が密集
しているので'受注商品の集配もやり

年齢3区分別構成比(1980 ‑ 2010年)

来年3月末までにどのような方針を

るなら実現したい課題である｡

"R

港南

"R

顧客ニーズの把

鶴見

やすいことなど'宅配事業実施にはい

ホームページで注文できるようにす
ることも検討したが､自店のサービス
商品などの情報をすぐに更新できる店
はまだ少なく'フォローできる体制も
ないので､宅配サービスの説明やチラ
シの転載程度にとどめているが'でき

2R

瀬谷

ションづくり

R

戸塚

第1の課題は､受注件数を増やすこ

池谷理事は､｢収支バランスをとる

*かっこ内は全国の数値0 2010年の数値は推計値

い条件である｡

表1 2000年国勢調査をもとにした横浜市の

打ち出すか､注目したい｡

中

と｡現状の1日5‑6件では採算がと
れない｡現在は市の支援があるからい

料をもらうことや集配所で'商品の販

R

方法として'宅配商品販売店から手数

磯子

R

全市平均

坦

緑

坦

神奈川

坦

西

"R

泉

4･成果と課題

の都度チラシを折り込んでいるが､その中でも宅配をp Rしている

浜マーケットで宅配や宣伝などを統

3
南

"R
金沢

いが'それも今年度末で終わる｡

成果としては､1年近く継続'

高まる宅配ニーズ､問われる稔合力

続いている｡横浜市でも同様だ｡
御用聞き･宅配のニーズも高ま

2R

全国的に､高齢人口の増加が

買い物サポートだけでなく'

ると思われる｡

栄

る事業でもある｡

BR

握など商店街の総合力が問われ

(2010年1月)

可能性も出て‑る｡

也

安否確認なども含めた事業にで
きれば､各種の支援を得られる

よこはま市商連160号●2011.8

3

横浜市区別高齢化率
表2

"R
保土ヶ谷

◆徐 々 に 宅 配 イ メ ージが定着

浜マーケットでは､ ｢8の日特売｣など月数回の売り出しを実施｡そ

だD

Lt読者も着

ツイッダー活用をテーマとした｡

国立大学との商学連携事業｡今年は住
民や会員同士の交流を深めるi手段､

(荏)

を取得したほか'

売り出しや盆踊りなどイベント､会員
店の商品情報､商店街までのアクセス
方法へ若手グループの勉強会お知らせ
など様々｡文体も変化がありおもしろ

以下は最近のツイ‑トからの抜粋｡

■ J

｢今日は宮田町公園(三角公園) で

来ます!利益なしだからね‑｣

盆踊りです‑松原商店街青年部からも
ゲームのお店だします‑100円です
げえいいおもちゃやお菓子'ゲット出

う八百屋を制覇してこそ﹃松原通﹄ で
す!松原にお越しの際はぐるっと八百

｢実はこの商店街､八百屋さんが6
軒もあるって知ってました‑個性の違

スタンプシール'松原お買い物便(商
店街で買い物した品物を自宅まで運ん
でもらえる有料サービス｡ヤマト運輸

屋めぐりを楽しんで下さいね‑｣

徐々に増えている｡内容は'駐車場､

ツイ‑ト数は7月末までで約200｡

店街として発言できるためだ｡

トを取得した｡10数人が随時'松原商

｢MatsubaraLPR｣という共通アカウン

にアカウント

実践から｣と5月にはメンバーが個々

4月から専門家を講師に月1‑2
回のペースで勉強会を続け'｢まずは

青年部員ら若手でインタ‑ネット活用の勉強会を続けている

と提携)などの商店街事業､加盟店の

◆ネットは交滝深
める手段にも‑

この勉強会でメ
ンバー数人がイン
ターネット活用に
積極的になったと

者が急増しています｡それにインター

ネットで'消費者･住民とのコミュニ

ケーションを強める可能性もあります

よ｡川柳コンクールなどもインターネッ

トと相性のいいイベントになるでしょ

うD今年は近くにスーパーのサミット
が開店するし｣と強調する｡

◆商店街ネット通販も視野に
伊藤さんの自信を裏付けるのが'3
年前に開設したネット支店の好調さ｡
経費は殆どゼロの自店ブログで'更新
頻度は2日に1回以上oそのうち3分
のZが靴を中心とした商品情報｡オリ
ジナル商品や修理などではなく'メー

カー品中心だがわかりやすい説明と迫

力ある写真でお客をつかんでいるよう
だ｡ 方で'商店街の共同売り出しや

イベントなども盛り込んでいる｡

(左

また'今春の勉強会で学び､開設し
たツイッタ‑での発言をブログの補完

ツールとして活用することもある

上の画像)｡

このほか'宅配業者と連携した商店

街通販事業も研究中｡電話やFAXだ
けでなくインターネットも活用した事

業にしたいという0商店街の環境整備
や街路灯の管理などの担当理事だが'
インターネットによる個店経営と商店

いう｡

高齢経営者を中
心に'｢松原商店
街は対面商売のま

街の集客力強化にも尽力している｡

(注)ツイッタ‑のユーザー名のこと｡ツイッ

ち｡インターネッ

トなど関係ない｣
という意見も少な

くないが'伊藤さ

ひとつのEメールアドレスにつき‑アカウ

タ‑はアカウントがないと発言できない｡

ネットで情報のや

数人で使うことも吋能｡

ンーが付与されるが､同じアカウントを複

んは､｢インター

りとりをする消費

●
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商店街+個店に役立つ事業で実績着々

洪福寺松原商店街振組(以下'松原商
店街)若手グループのインターネット活
用が活発になってきた｡今年5月からツ
イッタ‑(ミニ投稿サイト)を設け'メ

ンバー10数人が｢桧原商店街｣ の名で'
(つぶやき=発言)

交互に'商店街や地域の話題などをツ
イ‑ト

実に増え､コメントや情報提供する人も
出るなど反響も広がりつつある｡その推
進役が､桧原商店街理事で青年部員でも
カメヤの3代目)

ある伊藤彰芳さん(胡歳｡シューズショッ
プ

◆ツイツター開設､ネット活用に目覚め
たメンバーも
松原商店街がツイッタ‑に取り組んだ

情報をツイート｡それをフロクにも転載)

理事伊藤彰芳さん

きっかけは'数年前から続けている横浜

伊藤さんはネットでも商売と商店街活動を両立させよう
としている(8月5日には､新製品と商店街での盆踊り

保土ケ管区･沃慧莞訟原商店街振組

‑

雷撃≡車坪喝改革どこ塙I

●

｢ラッキーだったのは'横浜

顧客単価は2千円弱だが､滞留時間が
訓分程度で効率はいい｡
最初の2年間は赤字傾向だった
が､3年目の今年から黒字傾向に｡そ
れで､非効率だった平日昼間の営業を
今年6月に思い切って中止｡営業前

んが多‑'混み出すのは2時過ぎから｡

普段つきあいのない人と知り合
いになれたし'助成金も出まし

た｣｡2階建ての元そばやを居

FI‑‑:‑:̲ti;I:̲ I‑:̲宴三̲‑‑̲̲‑̲慮∴≡1

●

ムードがうま‑まとまり'貸切りにな
ることも少なくない｡

市の空き店舗活用事業との出会

し'翌日のカレーケータリングの仕込
いう｡

売り上げや利益は'店よりケータリ
ングの方が多い｡テレビや映画のロケ'

イベント会場にキッチンカーなどを出

芸等義母還琴

事でカレーのケータリングサービス
に遭遇､以前から飲食店経営に興味を

◆黒字化で､業態をF缶変更
食堂'夜はカレー居酒屋(おでんなど

抜きで借り'改装したo

みと並行して行う事で効率化できたと

い｡書類作成は大変でしたが'

ケータリングを主に考えた
が'店がその営業拠点'仕込み
う立地も気にいった｡
看板やチラシ'メニユ‑表な

どすべて自分でデザイン｡開店

ことを売りとして

し､｢暖か‑おいしい｡食べたい時に
すぐに食べられる｣

デザイナー時代の人脈が活き､友達

いる｡

るのも大きい力となっている｡楽しく

や先輩'後輩が変わらず支援してくれ

ニューづくりなども営業に役立ってい

読ませるプログや話題になりそうなメ

たいという｡

も､無駄の少ない販売で'その分美味
しいカレーを提供して'実績を伸ばし

タリングを主力として原価率が高くて

今後はキッチンカーを活用し､ケー

るようだ｡

トや販促物の企画∴アザインを担当し

創業の 動 機 や 開 店 後 の 歩 み を 聞 い た ｡

ていたという宮田さんに'カレー食堂

取締役｡デザイン会社でcDジャケッ

NCSの宮田剛(つよし｡諮歳)

代表

時の工事もできることは自分
でやった｡什器や壁紙等選択も
自分のセンスで徹底'小さいな
がら楽しい雰囲気を演出している｡Z
階の和室は古いが､和風とカレー屋の

の仕込みと夜の営業時間を有効に活用

場所にもなる｡野毛に隣接とい

ケータリングのほか､昼間はカレー

思ったのがきっかけ｡すぐに辞
表を出し'2カ月後に退社｡料

のお店で飲んだ後の締めというお客さ

も扱う)という業態でやってきた｡他

カ レ ー ケ ー タ リ ン 持っていた宮田さん'｢おもしろいLt
グの成長に期待を
自分の方がもっとうま‑できる｣と
寄せる宮田さん

備を進めた｡

理学校で学びながら'創業の準

野毛山カレー食堂

堂はある｡この店を経営するのは(秩)

街に接する宮川町に､野毛山カレー食

京急日ノ出町駅近く'野毛の飲食店

自身のセンスや人脈を活用
デザイナーから

◆ケータリングの拠点として開店
創業は3年ほど前｡体力的にきつい
毎日で､転身を考え始めていた時'仕

よこはま市商連160号●2011.8
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宮田剛さん
野毛山力L/‑食堂

磨､
中区･宮川町商栄会協組

平成S3年度通常総会

ランティアバンク｢おたすけ隊｣を
ど'商売と連動した社会貢献を通じ
て'高齢者をはじめとする地域住民
の信頼を得ているそうです｡

昼の部

午後1時開演

平成凶年2月EQ日(土)

｢エコドライブ｣とは'やさしい発進､早
めのアクセルオフ､ 走速度での走行等を心

はじめNLよう､Hコドlhイブ!

がけた運転です｡エコドライブを心がけると

憎網(関雛刀UP嘉
〜商店街ソフト琴

店の方は'お気軽にお問合せ‑ださい｡

方､簡易型診断装置の貸出し等をご希望のお

ご自分の事の運転方法がエコドライブになっ
ているのか確認したいという方のために､簡
易型診断装置の貸出し等を行っています｡チ
ラシやポスターを掲示していただけるお店の

横浜市では､エコドライブの普及促進のた
め'エコドライブの方法についてまとめたチ
ラシやポスターをお配りしていますoまた'

減効果もあります｡

燃費が良‑なり'大気汚染物質やC02の削

︽申請ができる方︾
以上の有志

商店街'商店街の3個店(家族･親族
店を除く)

命補助率及び補助限度額︾
補助率2分のIt補助限度額刃万円
︽補助対象経費︾
商店主が持っているノウハウを来街
者に伝える講座の開催に伴う経費(飲食
費や材料費等は対象外)
︽提出期限︾12月15日(木)まで
︽開催講座の例︾

6
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を5月26日に横浜市技能文化会館で

開催しました｡稔会では'平成2年
度事業報告並びに収支決算について

﹃今年度の出遺著は
r藤あや子｣に決定I･
第5回ハートフルコンサートの概
時

要が決定しました｡
日

午後5時開演

fゼま1i云▼

夜の部

電話045‑671‑2492

︻問い合わせ先︼横浜市環境創造局交通環境

fm1135

･医師とお茶屋さんによる｢お茶と健康
に関するセミナー｣ の開催

rEZill云

横浜文化体育館

ﾆﾄ｣R

場

縦覧期間.意

会

サミット惟):Ⅰmll占脚平米 僣Z3BS

︻ホームページ︼検索1｢横浜市エコドライブ｣

対策課

LL:uユー

･お蕎麦屋さんが数える｢和風カレーの

2

藤あや子

r商店街と個店の相談事業｣

の各区役所区政推進課でも見ることができます)縦覧期敵意

出演者

〜

URL http 〟www city yOkohama JP/me/keIZal/JOurel/rlttlhou html

作り方教室｣の開催‑など

Ⅰゼユ11ー15

■神奈川新聞へ萱を寄託
市商連では6月19日､東日本大震

(他機関実施の研修等への参加について

ｯｨﾌ

主な変更点 侈漠/

R

Hｻ

Iー31121乙141平米

︽申請ができる方︾商店街､区商連

災被災地への義援金200万円(各

は､商店街にある個店も申請可｡)
︽補助率︾2分の‑

上副会長､石垣副会長､岡野会長､石川副会長)

区商連及び単会から約150万円､
文化事業団に寄託しました｡

市商連約∽万円)を神奈川新聞厚生

【横浜市経済局産業立地調整課】 Te1 045‑671 ‑2598

審議'原案通り可決されました｡

秩父市･みやのかわ商店街を視

■10月川119日

︽補助限度額︾
･外部専門家への相談等訓万円
･他商店街の視察劫万円
･他検閲が実施する研修等への参加g3万円
通行量調査等の現状調査100万円

飲食費等は対象外)

︽補助対象経費︾
専門家･専門機関への委託料'視察に
伴う負担金'研修会参加費等(交通費や
︽提出期限︾随時受付
︽補助対象事例︾
･商店街の現状を分析するため､専門家

ついて'先行事例の商店街へ視察に行き

に調査を依頼したいD
･商店街で取り組もうとしていることに
たい｡1など

※両事業とも詳し‑は'横浜市経済局

帰書提出期限

ｩ5云ﾉlｩ

弓主な小売業者 丶ｩ5

察'港市商店街現察研修会
今年度の他都市商店街視察研修先
は'埼玉県秩父市･みやのかわ商店
街振興組合に決定しました｡全行程

バスで'宿泊先は春日居温泉｢大株

神奈川新聞社に義援金を寄託する(右から村

LLN

賠ｨ‑ﾃ

インタ‑宿(耗筑区)

買&

オルトモール

苑｣o参加費は1人3万円です｡

お問い合わせ･申込は市商連へ(電
話662‑0874)0

みやのかわ商店街振組は､メニュ
ー豊富で活気のあるナイトバザール

を長年継続していることや高齢者施
設などに商品を持ち込み､入居者に
販売する出張商店街｢楽々屋｣'ボ

⁝T･..叫.:..翠..I̲.･

問合せ先･縦覧場所･意見書提出先

横浜市内

『商店街から被災地へ 届けr横浜の元気』な
どののぼり旗も掲示された総会会場

･港南区商連

長｡敬称略o
望月量三

早川恭三

(黒川順書)

(平本勉)

連の会長が交代した｡かっこ内は前会

‑井生A‑ルセ､‑ 刮｡浜市神奈川区間屋町2丁目25‑2 電話:045‑312‑5186FAX:045‑312‑5173

●

年部長'そして宮内さんの3人が気仙

･磯子区商連

緑土木事務所は､JR中山駅南口前

弊財団は平成25年1 月末までに解散することに決定いたしましたD これに伴いまして｢商店街振興年金共済制度｣も平成24年3月末をもちまして廃止すること と致しましたoなお､掛け金のお払込受付は平成23年7月口座振替(8月分)をもちまして 終了とさせていただきましたo 各お手続き等の詳細につきましては､下記フリーダイヤルまたは､弊財団宛にご照会いた だきますようお願い申し上げますo

●

との仕入れ先の紹介などで協力するこ

沼に行き､気仙沼市役所の紹介で共同
店舗計画のリーダーを訪れ'各店舗ご

二戸塚区商連 古川要作(山内悟)

の道路路側帯にグリーンのカラー舗装

◆カラー舗装で安全道路に

とになった｡

佐藤会長は'｢当面の支援策として､
出しチラシで募集したら､車1台分集

不足している夏物衣料品を7月の売り
まり､現地に送った｡また'花屋が共

をした｡

この道路は車と人の往来が多‑'住

同店舗に出店するなら'市場の仲間に､

しい｣との声が出ていた｡このため'

民らから｢安全に歩けるようにしてほ

使っていないバケツやハサミなどを頼
むつもり｡友好商店街のような関係で

地元の中山商店街協組でも'自治会や

各店舗ごとに協力したい｣と言う｡

区など関係者と共に歩道部分のカラー
舗装化を要望していた｡

合同で各3回開かれる｡このコーラス

隊員の募集活動を'各区商連へ単会が

らぜひ応募したい｣という主婦らは多

中心となってできるのがメリットでも
あるo｢秦万里子さんと練習できるな

いに違いないからだ｡商店会会員や家
族や従業員も混ざれば'なお親近感は
高まり､商店街ファン獲得の 助にな
ブロックごとに開催案内の送付時期

ることだろう｡

｢商店街振興年金共済制度｣ご加入の皆様へ 永年同共済制度にご加入いただきましてありがとうございますo

◆中学の換義手､先輩が協力
気仙沼の商店街l轟
｢先輩やりませんか‑｣､｢お‑やろ

磯子区･杉田商店街のレストラン｢パ

う㌦
レ･ド･パルプ｣店主､宮内重明さんが'

中学校の先輩で'隣接するプララ杉田
に呼びかけたこ

専門店会の会長'佐藤祐治さん(フロー
リスト花だより店主)

とから､東日本大震災被災商店街の‑

つ'宮城県気仙沼市･南町商店街への
支援活動は始まった｡
宮内さんは､多くの食材を東北地方

◆港南､磯子t lL壕の各区商連会長
が交代

から調達していることもあり'｢何か
自分にできることはないか｣と思って

市内18区商連のうち'以下の3区商

という手法である｡

法で指導し､一緒にコンサートを開く

ユニークなのは'主婦らを集めて
﹃コーラス隊﹄を結成'独自の練習方

気上昇中の音楽家であるo

﹃主婦たちへの応援歌﹄'﹃半径5メー
トル物語﹄などのアルバムを出し'人

秦万里子さんをご存じだろうか‑

Jコーラr(隊墓で各区の商店街フアン拡大のl環に‑I

いた時に､｢壊滅的被害を受けた気仙
沼市の商店街有志がプレハブの共同店
舗を計画中｣という記事を見た｡苦し

い中､立ち上がろうとしている商店主
らの意気込みに感動｡ただ'所属する
などで'すぐに行動に移るのは難しい｡

杉田商店街は'チェーン店が多いこと

は春から被災地支援活動

方'隣りのプララ杉田専門店会(臥
下､プララ)

に積極的に取り組み'佐藤会長は中学
の先輩でもあるoそこで'気仙沼の商

この手法が今年'横浜でも実現する｡

は異なるが'既に案内が届いている区
の区商連や単会は､会員や地域住民な

しかも18区全てでだ｡

事業名は'﹃女性コーラス隊活動事
業﹄｡

(電

どに参加を呼びかけてはいかがだろうO

話662‑0874)0

詳細'お問い合わせは市商連へ

(各区先着知名)

コーラス隊の結成

及びコンサートは各区ごとに行われる
(全6ブロック)

r

電話:0120‑223‑3

店街支援活動を佐藤会長に持ちかけた
ところ､すぐに快諾を得た｡

気仙沼市へ3人で訪問
ただ'何をどう支援すればいいかわ
からない｡そこで､｢まず現地へ行っ

が'練習は2区ずつ

よこはま市商連160号●2011.8
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て先方の思いを聞いてみよう｣と6月
13日､プララの佐藤会長'高岡敏也青

｢弊財団の解散及び年金共済制度の廃止｣のお知らせ

国民年金基金で､今と未来に確かなメリット

●掛金を年度分前耕すると.割引bTあります｡

頚ト構濁葛の補助金が利用できますo ;*LED(60W)､セラメタ灯(70W)使用の場合

平JZ22年よ完成http://www.sankodenki.jp

画の第1弾｡｢手軽に食べられて'販
をテーマとした｡

層..W..wAj@:E買it

売店も多い｣ということからコロッケ

店舗｡投票は'ハガキのほかインター

エントリーしたのは詣商店街から認

ネットでも受け付けている｡締切は9

1'XJにて2灯式の光量があります.

◆2 4商店街でr横浜.震災復興支
揺"150円商塵巴
6月4日､市内17商店街で'｢横浜

届け‑･横浜の元気‑｣をスローガンに

開催されたo｢商店街から被災地へ
月知日｡受賞コロッケの発表は11月の
予定｡8月初めまでに2千通以上の応

8
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〝震災復興支援〟150円商店街｣が

部を義援金と

して寄付するイベント｡

募金活動や売り上げの

をしたり'話題づくりのイベントを実

独自にホームページやチラシでpR

募があった｡

150円商品などを販売したほか'宮

施する区商連や単会も出ている｡

■(山

+掛主は自El]に設定

････.lll.̲一項室
些旦⊇と.lll.lll.一

参加商店会の‑つ'瀬谷区の瀬谷
銀座通り商店会では'各店が店頭で
城県'福島県'茨城県の野菜や菓子､
地酒など特産品販売や抽選会も実施'
◆岡聖室長､商連かながわの4葺に
市商連の岡野誠 会長は､5月3日
の公益社団法人商連かながわの第2回
定時社員総会で'会長に選出された｡

8月8日午後'神奈川区の六角橋商

◆神奈川区二八角橋アーケード
通りで火粥､1 7轟が粟
店街で火災があり､17店が雁災した
ほか数店が消火作業による店舗への浸
水､屋根の破損などの被害を受けた｡

(横浜上麻生道寄

東横線白楽駅から約300メ‑ール､

人的被害はなかったという｡場所は'
アーケード通り南側

り)｡近隣店舗の方々が消火器を持ち
寄ったが､木造の老朽建築が多いこと
などで'火のまわりがあまりに早‑'

初期消火はできなかった｡店舗だけで
部焼失した｡

六角橋商店街連合会では､｢雁災店

なく､アーケードも

の再建に努めながら'﹃ドッキリヤミ
市場﹄など9月以降のイベントや売り
出しも実施する方向｣(石川清貴会長)｡

●

+基本は港身.だから一生涯お里tJ取り
●万bL･の時は1時金も

●掛金ES全耶控除

万が一早期[=亡くなったとき､豪族に遺族一時金が支

●力鵬も年金･掛金の革を口脚できます｡

多‑の来街着を集めていた｡

コロッケを披露した

給されますので､措け活てになりません. (白型を除く)

(増口l欄内に1 1司閉り)

また'この日以外にも7商店街で開
催された｡

6月3日から始まった｢ガチでうま

}｢ガチコE)‑｣人と逸替示佳境にI･

環として､人気

(ガチコロー) が佳境に｡

い横浜の商店街コロッケ恥1決定戦｣
商店街活性化策の

いいはら｣は､ 1 50円商店街で自店の

65勧lら生iE莞lナ取る轄身年金(A型･ B型)が基本
ですので.長生きされれば.さら[=お得です｡
●掛金は全辞社会保険料控除､庶定申告で税釦闇されます｡
●ライフプランに合わせ､年金辞や莞榊を設計できます｡
/ 1
J

商品を市民から投票で選んでもらう企
瀬谷銀座通り商店会の｢ミート&デリカ

