と共に生きる商店街
地域のまつり､防犯､福祉､子育て支援､スポーツ､音楽､アート等々

の活動を地域の一員として取り組んできた商店の集団‑商店会には
地域とのつながりという大きな財産がある｡問題はそのつながりを
いかに商店街事業や個店の経営に連動させていくか7
出張商店街や葬儀事業など地域でのネットワークを活用したり､有
志カリマンド活動を楽しむ中で､地域の音楽ネットワークが生まれ育ち､
商店街への親近感も高めた事例を紹介する｡

kato@yokohama‑syoutengal COM

制 作◆有限会ネ土商店雀i情報センタ‑

市商連HP http //vw yokohama‑syoutengal.con/

●

市商連ではみやのかわ商店街を視察､
島田理事長の説明を受けた(10月)
楽しいと思うことをやる'などのルー

鵬年には'

限界集落など

市内の高齢者
や博がい者の
施設､郡部の

へ有志で出店
する出張商店
街｢楽楽屋｣
事業を開始｡

当日の売り上
げは多くない

が､家族や施
設も含め､後

で多くの商品

を注文して‑れるお得意の獲得につ

様々な日体等が参加
数年前から年間5回にしたが'今

かう商品やサービスは同商店街内の

葬祭事業も運営しているが'仕出
し､香典返しのお茶その他葬儀につ

(多‑は元気な高齢者)を派遣する｡

｢人助けをしたい｣人を募って｢ボ
ランティアバンク おたすけ隊｣事
業を肝年に開始o やってほしいこと
のある高齢者などが'同商振組に連
絡すると､その人の近くにいる隊員

費も月500円と少ない｡ところが､

年の10月で251回を数えた｡人出

これらの事業を支えるのは'やる
気で動‑少数の担当者と地域住民ら

事業は多岐にわたり､しかも活発で､

の商店街への信頼｡｢消防団などで各

店舗を利用する｡

種地域活動をする商業者は少な‑な

とはいえない｡しかし'公的ニーズ

いが ﹃だからうちの店で買ってくれ﹄

信税感'親近感も高まった｡

ができている｡

に応える事業に取り組むことで'売
り上げにもつながる｣という仕組み
店街のハード整備も進んだ｡

この間'ガス灯風の街路灯など商

福祉ほか毒事業も続々

多くの団体や加盟店の商振租への

加盟店だけでなく､市内を中心に
様々な団体'視察団などが日頃の活
動の披露やキャンペーン､物産販売

は毎回1万‑3万人､全国有数の商
きっかけは､1987年(昭和成年)

から始めたナイトバザールo当時訓
代の若手グループが商店街の将来ビ
ジョンを研究する中で｢とにか‑行
動しよう｣ということから始めたイ
ベントだ｡

6カ月は続ける'脚カネ

実施にあたり､川人が来なくても
毎月1回へ

ントは原則行わない'川自分たちが

などで参加する｡

店街イベントに定着した｡

底されているという｡

ルをつくり､それらは現在もほぼ徹

金融機関が並ぶ中心市街地に
立地する､みやのかわ商店街

多くが地域社会で評価され､やる気
ある加盟店の販促につながっている｡

人通りは決して多くないし､商店会

市街地に位置'加盟店は約120店｡

市民や行政等との秤を
強めたナイトバザール
みやのかわ商店街は､秩父市中心

‖埼玉県秩父市･みやのかわ商振組

eメ ル

FAX 045‑662‑5888
TEL 045‑662‑0874

朔酢馴削削酢重削･副削劉ノながる公的毒に菓都惹るo

〒 231 ‑8575横浜市中区万代町2‑4‑7横浜市技能文化会館5階

はかけずに知恵を出す'榊同じイベ
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7‑8= [NEWS]秦万里子女性コーラス隊活動手業ほか

資金｣のご案内

6=(フロム市商連】 ｢カチコロl ｣ (カチでうまい横浜の商店街コロンケNol決定戦)報告/新年

415= [ミニ特集2]商店会の事務局開設を考える

商店街での外壁の落下事故が起きています｡建物の点検をしましょうl/ ｢円高対策

賀詞交換会/第35回ハートフルコンサート【フロム市役所l

発 行◆社団法人横浜市商店街総連合会
発行人◆岡野誠一

街必殺仕掛け人]プララ杉田専門店会･佐藤祐治会長｢東北の震災被災地支援に､コンサートその他のイペントで義援金や衣料品を集める活動を率先｣

本号の主な内容◆1‑2‑ [ミニ特集1]地域と共に生きる商店街(秩父市みやのかわ商振組､磯子区･杉田商店街のおやじバンドプラムス) 3= [商店

平均55歳の元王星丁部員

人気の秘密は'わかりやすい曲目と
相原さんと宮内さんによる楽しいしゃ

｢真っ赤な太陽'愛しのエリー'ダイ

で演奏もよくなる｡今年のライブでは'

体感が生まれること

読)'ベースギターの宮内重明さん (レ

べりO観客との
バルブ｣｡51歳)

ド

の4人｡

ストラン｢パレ

｢プラムス｣というオヤジバンドがある｡

杉田商店街には4人の店主からなる
平均年齢は防歳で4人とも同商店街の

唱で盛り上がった｡

ヤモンドヘッド｣など約却曲を演奏､
最後に｢翼を‑ださい｣を参加した他
の3グループそしてお客さんとの大合

に杉田劇場で開くライブo練習は15日

(6月か7月

く､演奏会は掠別年1回

結成は%年｡4人とも多忙､菜種も
違うので'時間を合わせることが難し

こと｣をモットーにしながらも'｢地域･
程度)0

(青年部は

その後解散)｡｢まず自分たちが楽しむ

自衛消防隊員兼元青年部員

商店街の活性化にもつながれば｣､と

今年7月のライブでは'東日本大震
災被災者支援､Es年のライブでは､火
災に通った区内の浜マーケットへの復

いう気持ちで活動している｡

興支援の募金活動も展開した｡

｢商売のかたわらなので'15年たっ
(相

と謙遜するが'杉田劇場で

ても'腕前はあまり変わらない｣

原さん)

の人脈で売りさばく分も含め'300

｢イマージュHSOGO｣という交流組織

ループなど約佑グループ､250人で

磯子区では'区内と周辺の音楽グ

(プラムスをメインに数

る｡

プラムスは'区内音楽界の活性化'
音楽を中心とした地域コミュニティー
づ‑りにも大きな役割を果たしてい

席分のチケットは毎回完売になるとい

ドラム担当の野本さん(杉

のかけあいで会場をなごませ
る｡商店街では総務部長)

(プラムスでは､宮内さんと

リス ムギター担当の相原さん

田商店街では副会長を務め
るo演奏中はいつも寡黙)

のオープニングフェスティ

を構成､各種イベントや福祉･住民交
流施設でのコンサート等に参加してい
る｡この組織結成のきっかけとなった
のが他年'新杉田駅前再開発ビルの
角にできた｢磯子区民文化センター

杉田劇場｣

ノーノ

て レ o

れ､Es年にイマージュtSOGOを結成'

プロのジャズバンドと共に参加した
プラムスの演奏が大好評で'いくつか
の音楽グループから｢来年は 緒に出
演させてほしい｣という要望が寄せら

プラムスの宮内さんが代表に還出され

た｡

(ひげのシェフとして有名｡メ
ンハーの中では､唯一の創業経
営者だが､最も顔が広く､杉田
劇場で演奏できるようになった
のも宮内さんのおかげという)

ベースギター担当の宮内さん

､づくりにも貢献しているのである｡

4人の店をはじめ'杉田商店街の店
を新たに利用するようになったお客さ
んも出ているという｡商店街のファン

リードギター担当の安西さ
ん (野本さん同様､寡黙｡
商店街では自衛消防隊長)

う｡

開くライブ

ファンは少なくない｡だからメンバー

グループが出演)を心待ちにする中年

青葉の交流聾庇に貢献

楽しい杉田劇場ライブ

(野本園茶舗｡EB

メンバーは'バンドマスターでドラ

司さ

MC(ライブの進行･しゃべり)

ムスの野本事延さん
読)t

も担当するリズムギターの相原
(菓子｡ES歳)'リードギターの

(杉田屋商店=酒店｡51

で演奏するプラムス(4人のうち誰か1人が演奏できなくなる
までは､バンドを続けたいというのが共通の願いという)

ん

安西道昭さん
今年7月24日､ ｢今年もやりますl夏の杉田劇場コンサートl｣
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●

●

を深めることが地域商店の生きる道｣'

売に努める

販促活動+吹奏楽のまちづくりで将来に期待‑.
春の創業祭'杉田地区合同の夏まつり

｢子供たちが参加すれば家族や友達も

｢消費者に喜ばれる商

やクリスマスコンサートには'社会人

びつ‑のか‑

プララ市や値引芳セールなどの

の吹奏楽団や氷取沢高'横浜中高'浜

応援に来るだろうLtプララで演奏し

末セール

(杉田地区4商店会合同)な

毎月2回のプララ市(有志が出店)と
1回の得だね値引券セール､その他創
業祭'夏の売り出し､秋の収穫祭'歳

というイメージが走者しっつあるよう

に参加するため'杉田は吹奏楽のまち

鼓笛隊､合唱クラブなども毎回のよう

持って‑れるだろう｣という期待もあ

い｡大人になっても商店街に親しみを

方で､気持ちのつながり

開催で来店‑義
定期的に実施している販促事業は'

の学校吹奏楽部､マーチングバンド､

中'杉田小､梅林小など地元や隣接区

た保育園児が小中学生になって再び同
じ場所で演奏することもめずらしくな

どoその都度'ポスターやチラシ､ホー

る｡

また夏まつりには'お隣､杉田商店

だ｡

の集客を促進すると同時に各店の販促

ムページなどで宣伝をして'プララへ

活動がきっかけで生まれた音楽愛好家

プララでは､4月に支援コンサート

腰 据 え て 蓋
の団体'｢イマージュlSOGO｣ のメン

の演奏

地一誓同生らに演奏発表の場提供

バーも参加する｡このほかプララ市終
了後には'演奏希望者に場所を提供し

街のオヤジバンド｢プラムス｣

プララ全体のイメージアップ'地域

支援を図っている｡

とのふれあいを深めるイベントも活発

を開催､6月に共同店舗開店に向け立
ち上がった気仙沼市のグループを訪問
(佐藤･高岡両氏と杉田商店街の宮内
重明氏)､以来'夏は衣料品､秋は飲
音楽イベントと現実の商売がどう結

ている｡

イベント｡

校の金管バンド及び合唱クラブの卒業コンサート

販促活動も活発(写真は毎月開
催の得だね値引券セール行列)

切っている｡

いと｣と割り

るよ､つにしな

をやっていけ

をさいても店

商店街に時間

に1日程度は

岡さんは､｢週

佐藤さん'高

は大きいが､

役員の負担

るという｡

援活動は続け

食店用食器類を募集･発送'今後も支

だ｡特に力を入れているのが'1階広
場を使った音楽(吹奏楽)

今年2月にプララl階広場で開催された杉田小学

再開発ビル内の地域密票型商店街
プララ杉田専門店会(以後'プララ
と略) は'創業18年半｡京急杉田駅に
直結した再開発ビル内にあり'東急ス
トアを核店舗に､物販･飲食･サービ
1Rとシーサイドラ

ス･医療関係など約ER店が1‑4階ま
で連なる商店街0

わっている｡

イン新杉田駅へ徒歩5分という好立地
だが､創業以来約半分の店舗が入れ替

各店への来店者を増やすための販促
事業と'吹奏楽を中心としたイベント

を活発に展開している地域密着型の商
の継続的な支援活動も加わった｡それ

店街｡今年は'東日本大震災被災地へ

(胡歳)をはじめ

ら事業の推進役が佐藤祐治会長(封歳)

よこはま市商連161号e)2011 ll
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と高岡敏哉青年部長

とする数人の役員たちであるo

プララを引っ張る佐藤会長(左)と高岡青年部長

商店会の事務局開設を考える
複数商店会や地域国体で共有も‑･

介護の団体と連携することで'事業が
成功する確率も高まる｡

収入源となる事業展開
駐車場や手作り品委託販売など
会費以外に'継続的な収入源となる

地域と加盟店のニーズ対応事業で収入遮確保を
多くの商店会で役員の高齢化･なり手不足の問題が深刻化しっつある｡長年､

販売代行､アンテナショップ､喫茶･

住民の手作り品や加盟店の商品展示や

なる｡事業の候補としては､駐車場'

事業を構築できれば事務局維持も楽に

地域に根ざしてきた商店が後継者問題などで廃業する一方､新規に出店する店は
少ない｡出店してもチェーン店が殆どで､商店会活動には参加しないというケー
スが多いoそのような中､安全安心､子育て､高齢者介護､まつり'空き店舗対

ド､宅配代行'̀小足菜種の経営など｡

4
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･

圏

Iハマふれんと

･

http://hamafriend.jp

｢ハマふれんE] lま､扶浜市が実孟している中小企業のための7PIJ?生IJ8ですD

策など商店会の重要性は高まっている｡これら活動の担い手である役員がスムー

会員の協力で事務局機能が商店会スタッフだけで維持できればいいが､現実的

℡045.662･4435

会員特典 ●横浜市内にある従兼Jt300人以下の事業jSが対象
車りだくさん! ●毎月の廿金は1人500円で事事主負担(税控魚対&)

飲食店'スタンプシール･ポイントカー

には難しい｡｢献身的に動いていた役員が高齢化や体調不良などの理由で引退す

駐車場では､緑区の中山商店街協親､
旭区の鶴ヶ峰商店街協組'鶴見蛙の豊
岡商店街協租など実績をあげている例

少なくない｡

多いのは'手作‑品などの委託販売
を行い､合わせて来街者の休憩･ふれ
あいの場とする事業｡立ち上げ時は､
市等の補助金を受けたものの'2'3
年で自立させている例もある｡この店

にIJJ'三三‑JIJ一世i

J‑:i/3三JeJJ J享,1｣上土

･革

筆it

,

bqqF2‑

I

か和一Iir,i)I:I‑たUL)会･‑昆uL)

スに動くには､事務局機能が不可欠だ｡

ると､活動が停滞する｣という商店会が少なくない｡といって事務所と専従職員
を確保するには､費用負担などの問題がある｡複数商店会で専従職員を雇い､事

もいくつかある｡

環境保護などの地域活動凹体と共

空き店舗を活用する収入源確保策も

務局を共同運営するなど解決策はないものだろうかー

‑･事務局開設･維持の条件

このような提案をすることで'｢事務
局開設が無理なら､もっと会員が商

会員の理解が得られない場合でも､

にある｣という説明もできるだろう｡

事業活発なら会費で運営可能?
‑つは､同⁚地域の複数商店会が事

店会事業に参加しないと｣と会員にア

複数商店会で共同事務局

務局を共有すること｡00年度の横浜市

ピールしやすくなる｡

た‑の平均店舗数は判店｡仮に3商店

同で事務局を運営する方法も考え

町会や子育て支援∴高齢者介護､

他の地域団体との連携

賃等を含め'月卯力円'年間240万

られる｡お互い単独では事務局を

は会議や教室などができるスペースがあ
るo地域のグループに運営を委託している

商店街実態調査によると､‑商店会あ
会が連携すれば132店o小さな事務

円の維持費がかかるとすれば､1店舗

所を借り､パ‑,L職員1人を抱え､家

あたりの負担は月約1500円｡商店

維持できないが'共同で負担(ある

いは委託ないし受託)なら維持で

会費が月3千円とすれば､会費収入の

きるという場合もある｡

題は会員が納得するかどうかだが､｢こ

かく｣｡ l階は手作り品などの販売､ 2階

lJ多

St訴市商店拙連合会

受託事美幸

約半額が事務所維持費となる｡‑商店
会あたりでは年間%方円の負担額｡問

また'子育て施設､高齢者の
介護事業及び介護予防などには行
政から継続的な補助金が期待でき
る｡計画作りや運営は'子育てや

′̲∫,1

ゝ

れで役員の負担が軽減され'各種の補
助金申請や報告なども円滑にできるな
ら'それだけでも負担する意味は十分

●

神奈川区･六角橋商業協組の｢すべーすろっ

l

〆甘壷｢､

､ノ謡霊室芸濃諾禁譲

＼＼､､給付朝JEがhL)9‑7｡

的な事業を行う｡協租は共同の売り

ミ整理､街路灯管理'親睦会など町会

配布､経理などを担当する｡

｢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誠にありがとうございましたo

ますので､恐れ入りますが､期日内でのお手続きをよろしくお願い申し上げますo(11月中旬に各お手続き用紙をご送付) なお､各お手続きのお問い合わせにつきましては､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

同制度は平成24年3月末を持ちまして廃止をさせていただきますが､各お手続きの最終月を下記の通りご案内いたし

願い申し上げますo

･脱退一時金のお手続き‑平成24年3月未 ･年金受給へのお手続き‑平成24年2月末

･委託会社の運用商品への振替お手寿売き‑平成24年2月末

●

のではない｡いずれも'しっかりした

出しやイベント'宣伝広告へ駐車場や

ロード大山､東京都品川区の戸越銀座'

局で進める｡事務員は事務局長含め3
人｡

｢商店街振興年金共済制度｣廃止に伴う各お手続きのお知らせ

●
舗と専従スタッフを会の事務局と兼ね
ニーズ調査と事業計画づ‑り'関係者

などの施

行引き落としの店もあるが､組合員と

設管理'そして'毎月の賦課金集金 (級

(多目的イベントスペース)

｢cROSSSTREETIクロスストリート｣

例

になる｡

との交渉'運営体制の確立などが前碇
アンテナショップや
ポイントカード事業なども

2･事
連続する5単会210店が､

事業計画や予算'組合としての方針

や会議の準備書類の作成･

づくりは各単会から選出されたS3人の

の対話重視のため事務員による訪問集

は'伊勢佐木町3丁目から7丁目まで

協同組合と業肇託契約
市内での複数商店会による共同事務
局の事例の1つとして'中区の協租伊
勢佐木町商店街があげられる｡同協組

金が多い)

同･中延商店街'世田谷区の用賀商店

理事による理事会でまとめ､総会で決
定する｡事業の運営は担当理事と事務

立地によっては､物産販売や観光
のpRなど地方都市のアンテナショッ
プとLt事務局と兼ねることも可能

街など､地方都市と提携してアンテナ

各丁目ごとにある5つの商店会(単会)

だo近年は'東京都板橋区のハッピー

ショップを常設する例が増えている｡

5単会と同協組では毎年業務委託

約210店で構成される｡

ントカード事業を展開'その収益で事

契約を結ぶ｡単会は町内のまつりやゴ

&2

Xｻｸﾞ

ﾈﾊy(h抦ｮ仂i

=

ﾉ

&9d

俥

X檍

商店会でスタンプシールまたはポイ

務局を運営することも可能だ｡スタン
プシールやポイントカード事業は､加

複数商店街有志で協組姓相成

で形成され

鶴ヶ峰駅周辺3商店会の有志約120

駐車場事業開始がきっかけ
旭区の鶴ヶ峰商店街協組は､相鉄線

幸場(約70台分あり､同協組
の大きな財源となっている)

が宣伝やイベント'事務経費となる｡

盟店の負担額と消費者が利用できる額
に差をつけることが可能で'この差額

旭区･鶴ヶ峰商店街協組の隆

店(うち賛助会員約娼店)

伺協組は'相鉄の鶴ヶ峰バスセン

る組織だ｡

ター移転跡地を借り'駐車場を開設･

運営するための組織として結成され
た｡その後'ポイントカードを同協組
の販促事業として開始した｡

当初は'各商店会で独自の事業も多
かったが'近年は'街路灯事業など各
会の事業の多‑を同協親で担当するよ
うになった｡その理由としては､補助
事業は任意団体よ‑法人格を持った団
よる｡

体のほうが採用されやすいことなどに
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85闔ｩ r r 美浜市神奈川区馬屋町2T目25‑2 電話:045‑312‑5186FAX:045‑312‑5173

ﾓ" ルセ 23‑31

y7

488H8ｺ2

ｸ5

H8ｨ

穎(*(ﾘx.ﾘ+

｢

"ﾒ

三井生命 電話:012

ることは十分考えられる

スペース｢クロスストリート｣

もちろん以卜の事業は'｢無条件で
軌道に乗り､収益が上がる｣というも

毎週のようにコンサートなどが開催される中
区･協組伊勢佐木町商店街の多目的イベント

TJL24年2月2細田頒訴文化件irJr

カネヒラ

(磯

ら詣店がエントリー0金貴を受賞し
たのは'1043票を獲得した磯子
区のグルメショップ

子商店街商業協組) の｢浜の名物
三角コロッケ｣でした｡

銀賞は'ミカミのコロッケ(保土

▽資金使途=運転資金･設備資金

▽融資期間=5年以内(据置12か月以内

のご案内︼
滋巌汲/Cでは急激な円高の影響等により

含む)

▽融資額=3000万円以内(ただし'経
営安定資金の限度額内)

業績の圧迫を受け､厳しい経営環境にお
かれている中小企業の資金繰りの円滑化
を図るため'通常より金利を引き下げ､

の1･0%

▽利率=年1･5%以内

企業の負担を軽減する｢円高対策資金｣

▽保証料=Oo･鵜〜‑･9%

▽実施期間=平成凶年3月31日まで

▽融資対象者=急激な円高等の著しい経

を設けています｡

済情勢の変化により影響を受け'次のい

▽問合せ先=横浜市経済局
中小企業振興部金融課金融係

045･671･2592

ずれかの要件を満たす中小企業者等

電話

6
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｢ガチコロー｣ (ガチでうまい横浜

を通じて'商店

消費者による商品の人気投票(6

の商店街コロッケ恥‑決定戦)の受
賞コロッケが決定しました｡
月3日19月知日)

弾とし

ヶ谷区･岩崎･霞台共栄会の兄上商

街に親しんでもらう企画第
て｢コロッケ｣をテーマに実施した
(泉

店748通)､自家製コロッケ

区･上飯田ショッピングセンターの
村井肉店675通)'自家製コロッ

1

HZillB

ホームページ

縦覧期間.意
見書提出期限

(瀬谷区･瀬谷銀座通り商店会

僣34227

ケ

新設(新設のみ店舗所を区の各区役所区政推進課でも見ることができます) 劔剌c覧期間.意

圏横浜市円高対策資金

URL htlp //ww clty yOkohama JP/me/kelZal/JOureI/rlttlhou html

のミート&デリカいいはら473

川最近‑か月の純売上高が'最近3か年
のいずれかの年の同月と比較して減少し
ている方
cl;中小企業信用保険法第2条第4項第5
号の規定に基づ‑認定(セーフティネッ
ト保証5号認定)を受けた方

横浜市内:問合せ先･縦覧場所･意見書提出先

過)'銅賞は､豆腐とカボチャの肉
(栄区

【横浜市経溝局産業立地調整課】 Tel 045‑671 ‑2598

巻コロッケ(戸塚区･華美月292
VegetableKitchen菜274通)､コ

過)'北あかりのコロッケ

(両区･梅月243通)'ボ

ﾍﾂ

?

R

#

佃閉店時刻 剽&沸

ロッケ

クたちのまかないコロッケ(戸塚区･
Chinatabte花木蘭219通)'明太
(戸塚区･ぷV.福218通)0

(金)

3

】開閉店時刻 劍

ｯｨﾌ

侈倬i/

云ﾉlｩ

開店日

クリームチーズパンロールコロッケ

新年賀詞交換会
市商連では､1月6日

12時から､横浜駅西口の横浜ベ
イシェラトンホテル&タワーズ

4階﹃浜風﹄ で､平成別年新年

冤ialll5

ららぽーと横

金賞のグルメショップ･カネヒラ
歳末商戦に活用を!

ｳ#3

曝

ﾈ*

西区)

賀詞交換会を開催します｡

来賓として'横浜市長'横浜
商工会議所会頭､横浜市経済局
長ほかの方々が参加される予定
また'アトラクションとして､

です｡

の漫才を楽しんでいただきますo

相秩ロ‑ゼン俄)2開,閉店時真 凾ﾜか 僞li2ali云

オルトモール

f1242二お

｢

倆H

較店

■■■二二二= 二･･一･
=
▲
■ ■
‑
≡…■

買#CS3

恥あおき

橋店

お笑い芸人｢キラーコンテンツ｣

●

｣い査よ合頼要割さで全で落事市外い

ガチコローですが'市内認商店街か

寒空語法だ忠孝既望男nln80,

L･. I..:捕良に磯子区の三角コE)ツケ
チコD!｣投写露敦は5790通

第35回ハートフルコンサート

NabutonClub開催

商店街女性たちが視察･交流
を開催した｡参

市商連では11月14日t ZabutonClub

(ザプトン･クラブ)

●

視察後は'尽食会'サンシャイン水

動について説明を受けた｡

●

最盛期約130店あった加盟店は現

中｡

川女性を商店街活動に取り込む｡

すスタンプシール事業'ホームページ

を深めるイベントや固定ファンを増や

のぼる｡このため'地域とのふれあい

女性は男性よりお客さんのニーズが

をはじめとする情報発信事業などを展

在では約洲店｡空き店舗も10店近くに

わかり'男性より情報発信力があり'

開する

︻説明のポイント︼

地域住民を巻き込む力も大きい｡
伊ハ｢の商店街は殆どがパパママスト

族館見学などで交流を深めた｡

アなので'地域の人を巻き込まないと

加は市商連役員､事務局を含め別名｡
ザプトン･クラブは'｢商店街女性

性化に役立てよう｣という事業｡昨年
十分な事業はできない｡

榊商店街は地域のおまつりや文化､

鶴見区のつくの商店街協組は'12月

の母親がおむつ交換や授乳

こはまばし通商店街新聞｣を読売新聞

店街の歴史や店舗等を説明する'｢よ

ルアーツ専門学校生徒らの協力を得て

横浜市東部の販売店グループとデジタ

部数は1万部で各店舗や最寄りの阪

10月末に制作'配布した｡

東橋駅などに置いたほか､10月gQ〜

知日に同商協租が実施した｢がんばれ

東北 よこはまはしグルメ博覧会In
レッツゴーセール｣中'専門学校学生

が商店街周辺で配布した｡

若い学生の感覚で各店舗お薦めの商
品などを紹介したこともあり'セール
終了後､｢新開を見た｣お客さんが来

店した店舗もあったという｡

保土ヶ谷区の洪福寺松原商店街振

調乳､休

店街会館)‑階の一部を'子ども連れ

上旬に､コミュニティーセンター(商

共通ポイントカード見送りに

安全を担っている｡誇りを持つべきだ｡

子連れママ向けに会館改装

も取り組んでいる｡

方､意欲ある経営者の誘致に

は市内レストランで懇談会を開催'｢ほ
けた｣など好評を得た｡

たちの交流を深めながら､本音の意見
やアイデアを出してもらい'商店街活

かの商店街女性たちの活動に刺激を受
今回は東京都練馬区のニュー北町商
店街振組を視察'商店街会館を利用し
て高齢者デイサービスや子育て支援事

おむつ交換台や折り畳みベビーベッ
ド､授乳用椅子'授乳器､テーブル'

組は11月3日'｢親子で学ぶ食育セミ

親子で学ぶ食育セミナ‑

トカードに関する勉強会を続けてきた

子供のためのテレビなどを設置する｡

憩などできるよう改装する｡

が'｢全市あるいは区単位での商店街

総事業費は250万円o神奈川県の｢子

ナー｣を開催した｡横浜FC共催｡
｢朝ごほんの大切さ｣'｢おやつの選
び方'食べ方｣などを栄養士がわかり

市商連企画委員会では､今年3月か

共通ポイントカード実施については時

育てを応援するまちづ‑り推進事業費

ら市商業振興課の協力を得て､ポイン

期尚早｣という結論になった｡

は､子ども連れでの利用が多い民間施

この事業の目的は'｢子ども連れで
の外出がしやすい環境整備｣で'対象

えると共に､レシピを進呈した｡

い店舗を紹介'地産地梢の大切さを訴

やす‑説明｡また'地元産の野菜と扱
子マネーやクレジットカードと連動し
たシステム'顧客情報活用などについ

設｡商店街等も該当する｡補助金上限

磯子区の磯子商店街商業協組は､10

(全額補助)を受ける予定｡

て検討したが､各区商連から実施の声

は500万円｡今年度のみの事業で'

補助金｣

は出ず'独自にスタンプシールやポイ

申請期限は12月別日O詳細は'神奈川

ポイントサービスのみでなく'電

ントカードを実施している商店会から

慢の手作り品を預かり､販売する事業
で'新たな客層開拓も期待している｡

ス工芸'手芸'アートフラワーなど自

ビーズ'アクセサリー'陶芸､ガラ

浜の玉手箱)事業を始めたo

﹃浜の玉毒
も､前向きな反応が得られなかった｡

月17日からレンタルボックス(愛称'
(045･210･4690)

南区の横浜橋通商店街協組は'同商

｢よこはまはし遇商店街新聞｣

まで｡

代育成課

県保健福祉局福祉

次世代育成部次世

マニュアル作成中
神奈川区の大口通商店街協組は､空
き店舗オーナーから店舗を借り､意
欲的な出店希望者に好条件で貸し出す

事業を促進するためマニュアルを作成
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業などを展開するおかみさんたちの活

理事から説明を受けるザフトン･クラブ視察団

ニュー北町商店街振組･ N P O北町大家族の女性

という趣旨､そして

隊活動を商店街の

｢パワフルで楽し

員として応援する

時5分〜10時5分)

〜あなたに番組案内〜｣

ビ午前の番組'｢歌うコンシェルジェ

る手法が全国に広がり'ファンを増や
している｡昨年からはNHK総合テレ

のコンシェルジェ

秦さんは'多くの人が共感し､笑い

1灯にて2灯式の光量があります.

子細壬頚撃買it

平成22年丘完成http://www.sankodenki.jp

12月3日(土)瀬谷公会堂

12月18日(日)保土ヶ谷公会堂

1月か日(金)栄区民文化センター

● 1月28日(土)男女共同参画センタ
ー横浜(戸塚区)

1月29日(日)泉区民文化センター

*詳細は市商連事務局へ(662‑鴨74)

8

近年は､主婦のコーラス隊を組織'

人気上昇中の音楽家'秦万里子さん
い秦さんのピアノ演奏や歌､おしゃべ

としても活躍している｡

を誘う主婦の日常と本音､東日本大震

【コンサート日程】 12月以降(一部)

角からコーラス隊が‑

を入れた歌を即興で作詞作曲し'翠っ｡

聞き出し'名前や近所の商店街名など

曲｡

12月2日(金)西公会堂

最後に客席の

ご横浜市禦禁慧霊

市商連女性コIlフス隊活動事業‑I

(55歳)の｢横浜18区コンサートツアー｣

り｣を個人としても堪能できるこの企

緒にコンサートを開催す

の評判が主婦らの間で広がっている｡
画｡必見の価値がある｡

指導して'

が主催､｢新

多彩で楽しいコンサート

コンサートは'9月から来年3月ま

中区のコンサートでは'2部構成
で､第1部では2曲をコーラス隊と
共に歌い'その後､秦さんの小さい頃

中区のコーラス隊(写真は10月29日､関内ホール

よこはま市商連161号e52011 11

‑必見‑秦万里子横浜柑区コンサートツアー

テレビ神奈川

主婦の本書を鋭く'おかしく､やさしく

(火〜金曜10

たな地域コミュニティーと商店街ファ
ン創出にもつながる｣ということで市

でに18区全区で1回ずつ開催される｡

災被災者へのエール'絶滅が心配され

の話や主婦目線での歌'2部はゲスト
コーナーで､この日はFM番組などで

(‑vk)

商連が共催している企画だ｡

各区の主婦らで構成されるコーラス

るオランウータンの保護を訴える歌な
どを作詞､作曲'コンサートでは自ら

で開かれた中区コンサート｡ピアノ伴奏は秦さん)

とのじゃんけん大会｡倭勝者から話を

小原孝さん｡語りとピアノ演奏'そし
て秦さんとの連弾など｡次いで'観客

活躍中の音楽家で大学の後輩にあたる

レッスン中は､厳しい指摘と笑いが交差する
レッスンを3回ずつ受けるo

ピアノを演奏'歌い､語る｡

合同レッスン 写真は10月27日､関内ホールでの南､中､旭の3区合
同レッスン風景oコーラス隊員は､ 3区ごとにまとまり､秦さんから直接

