どうする商店街
最大の課題は個店の強化

昨年3月の東日本大震災･東電福島原発大事故以来､日本社会は
閉塞感が強まり､多くの商店街も低迷ムードに覆われている｡しかし､

商店街の現状

来街者

が感じている｢商店街の悩み｣は
悩みのトップは'｢売上

表の通り｡

の｢経営者の高齢化｣以下'｢後継

の節%だが､これは'物

この数十年の全国商店街の傾向
として'交通網 物流の発展'車

者の不在｣'｢魅力ある店舗の不足｣'

の減少｣

社会化'情報化､商品や飲食サー

｢店舗の老朽化｣など'殆ど個店の
城の主の集まり

問題に起因しているo
国

ビスの提供先の多様化(競合激化)'

Lかし､

(8)大型店との競合

β)経営者の意欲低下

にL=.

(6)会員の商店街活動意
欲低下 退会者増加

の激減があげられる｡このため'

(6)店舗の老朽化

店街に買い物に行‑という消費者

働‑女性の増加などで'地元の商

‑こ立地･消費者の変化

グルメショップ･カネヒラは｢カチコロl｣

である商店会では､｢互いの経営
内容については､個々の経営者の

(4)魅力ある店舗の不足
(5)業種のアンバランス

多くの商店街で､経営者の高齢化'
後継者牡などで活力を失った店舗'

(3)後継者の不在

･L=工,.=｣

(2)経営者の高齢化

=

来街着の減少

廃業する店舗が増加した｡

2･悩みは個店の低迷

直営するか｣

商店街を元気にする 番のポイ
ントは'｢魅力ある店舗をいかに
だろう｡

え方が

股的｡

問題で踏み込めない｡会としては､
宣伝やイベント'売り出し､街並
み整備などで側面的に個店の集客
支援をするところまで｣という考

商店会の個店強化策

‑･一店逸品運動

を述べ合い'成果を｢逸品カタログ｣

ただ､最近は｢商店街全体で個
店のレベルアップを図ろう｣とい
うことで専門家を招き､加盟店の
逸品発掘や商品開発の助言をして
もらったり､加盟店が互いに意見

といった｢

店逸品運動｣

にじっ

にまとめ､お披露目セールをする

ている｡

‑り取り組む商店会も徐々に増え

商店会として希望店を募‑'中

2･商店会ぐるみの店舗指導

ントに経営診断をしてもらうこと

小企業診断士など経営コンサルタ

で元気な店が増えて‑るという例
が時々ある｡自店ではわからない

が､プロの目でみてもらうことで'

の魅力が増すことも少なくない｡

基本的な改善事項が見つかり､店

例えば'(秩)全国商店街支援セ
ンターの｢核店舗創出による商店
街活性化事業｣｡商店会で5店程度
の臨店指導希望店を募り､約半年
間に､全体研修3回'臨店アドバ

イス4回､通信指導3回'参加店
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7‑8‑[NEWS]定休日はのれん変え/合い言葉で｢お得をゲノト｣ /再開発の勉強会ほか

ださい
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支援'あるいは誘致
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本号の主な内容◆ l 〜 3 ‑ [特集]どうする商店街･最大の課題は個店の強化

制 作◆有限会社商店街情報センター

2009年度に横浜市が実施し

商店街の悩み>

で浜マーケットの広告塔的役割を果たした

(10)非会員店舗の増加

kato唾)yokohama‑syoulengal con
8メール

FAX 045‑662‑5888
TEL 045‑662‑0874

た商店街実態調査で'商店会役員

<表

〒 231 ‑8575横浜市中区万代町2‑4‑7横浜市技能文化会館5確

商店街の現状と元気に商店街づくりを進めている市内外の取り組
みを､個店の強化を中心に紹介しようo

発 行◆社団法人横浜市商店街准連合会
発行人◆岡野誠一

｢だめだ､だめだ｣といっても始まらない｡自分たちが営業する場
である商店街･地域を元気にする活動は､やりがいのある仕事とい
えないだろうか7

村上孝子事務局長 5‑[元気商店]港南区 丸山台商店会｢ストラスプール｣ 6‑[フロム市商連] ｢カチあまF｣始まるl集客の核となる店舗発
梅で商店街活性化を/新年賀詞交換会[フロム市役所]任意商店街が法人格の取得により更に強力になります/商店街空き店害毒物件情報をお寄せく

どうする商店街‑最大の課是喜は個店の強化

組では､スタンプシールの満貼台紙(過

けているが'まだ自立できるだけの注

文数はない｡今年度は市の補助金で運

カネヒラでは､

常‑冊500円の金券として使える)

したグルメショップ

マスコミで紹介されたこともあり､今

営できるが'来年度以降の継続が課題｡

2
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会議4回を実施し､指導を受けた店舗
のノウハウを商店街全体に波及させる

部の飲食店で使うと800円や

HPの充実やレンタルボックス事業の
強化､高齢者の生活支援(雑用代行)

部は同商振親で補填をす

900円のランチを食べることができ

タンプ活用を促進するためだ｡
(写真上のチラシ参照)

いう｡

るo差額の

を

番おい

など､関連事業で収入を増やしたいと

もその効果が続いているという｡
のコロッケzOlを決める﹃ガチコロー･﹄

同店のある浜マ‑ケッrLは'｢横浜
で､グルメショップ

る｡飲食店への顧客誘導と飲食店のス

仕掛けを凝らしている｡
商店会の費用負担はな‑､指導を受
ける個店は給額で1万500円を負担

角コロッケが優勝‑横浜で

カネヒラ自慢の一一

た｡

する｡今年度は18商店会が指導を受け
しいコロッケを､浜マーケットで是非

経費節約や集客の相乗効果も期待でき

複数の店舗が共同で実施するほうが､

宣伝､売り出しなどは個店単独より'

6･共同宣伝･共同販促
配達の人手はないが'高齢化などで

5･宅配
宅配のニーズは無視できない'という

で報告し続

お試しください‑｣と2月に入ってか

このほか､消費者に各店の接客や

(HP)

3･消費者による人気投票
市商連が今年度から取り組んでいる
けている｡

店にとってはうありがたい事業もある｡

あるo独自でHPを開設している店舗
でも商店会のHPに自店が掲載され'

ていれば'加盟店に大きなメリットが

増え'商店会で魅力あるHPを開設し

最近はHPを情報源とする消費者が

る｡

陳列の投票をしてもらうことで各店の

組んでいる｡受注件数は徐々に増え続

協姐が' 昨年からデイサービスや整
体院を経営するグループと共同で取り

市内では'磯子区の磯子商店街商業

課題は人件費や宣伝の徹底など｡

る｡

意欲を高めているといったケースもあ

らもホームページ

｢ガチコロー｣(別年度は｢ガチあま‑･])

は､商店街ぐるみで意欲ある店舗を盛
り上げ'市民投票で話題性を高めるこ
とで'商店街全体の集客力向上につな
げるところに狙いがある｡

世田谷区の下高井戸商店街振

えるo

さらにそのページ
にリンクを粘るこ
とで'閲覧者が増

合もある｡

ポイント

7･その他

街路

トイレ等の設

置 管理'駐車場
駐徐場の設置 管

灯

アーケード

ンプシール事業､

スタ

魅力あるHPな
ら新会員の加入促
進にもつながる場

開拓のチャンス(写真は鶴見区･つくの商店街協組)

4･飲食店の支援
東京

浜マーケットの宅配受付集積所

投票総数5790票のうち'1043

票を集め｢ガチコロー｣で金賞を獲得

飲食店でお得なランチサーヒスのチラシ

どうする商店街一最大の課題は個店の強化

理'クレジットカード 商品券等決済
手段の共同利用'移動販売'インター
ネット通販'共同店舗の建設 管理'

管理等が個店支援事業

としてあげられるo

会議室の設置

商店街の直営店舗

｢商店街振興年金共済制度｣ご加】人の皆様へ 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

｢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

同制度は平成24年3月未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 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

願い申し上げます○

･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続き‑平成24年2月未

｢お問いAわせフリ‑ダイヤル｣(制度委託A社)財団法人神太川県中小企業振興財団

●
や生鮮市場など'｢とれたて村｣と
部商品が競合する店舗もあるが'規模

全国有数の商店街アンテナショップ｢とれた

●
9年前に開業した稔菜店｢本町おか
ず市場｣は､軌道に乗り毎年300万

が小さいこと'商店街のイメージアッ

とれたて村で買い物時に同商振組のポ

会員(登録料や会費は無料)になると'

また､｢とれたて村村民｣制度を設け'

プになることなどで了解を得ているo

円前後の利益をあげているという｡

神奈川区の六角橋商業協組は､この
10年ほどで空き店舗数店の地上権を購
入､貸し店舗とし､トータルでは若干
の利益をあげている｡商店街にふさわ
しくない業種や経営者の参入を防ぐ効

イントが常時2倍もらえるほか､農業
体験ツアーやイベント等に優先参加で

事業を見直すことも必要ではないか｡

う印象を与えるo｢キラリ光る店を1
店でも増やす｣という視点で商店会の

1店でも元気な店が増えれば'他の

◇

きる特典がある｡

果が大きいという｡

商店会もあるo

支援ではなく､直接店舗を経営する

店にも､来街着にも'｢あれっ｣とい

‑･不足業種の直営等

ショップ

2･複合アンテナショップ
東京都板橋区のハッピーロード大山
商店街振組は'｢全賃ふる里ふれあい

◇

昨年11月､長野県佐久市 岩村田
本町商店街振組が開店させた｢みんな
例｡同商店街では'大

﹃とれたて村﹄｣という食品

の市場｣ (鮮魚を主体とするミニスー
パー)もその

約15市町村の野菜や特産

このアンテナショップは

を中心としたアンテナショップを経営
し'利益をあげているという｡

品などを扱っている｡同商

や総菜店が殆どな‑なり'地域消費者
の要望に応えたものだo同商振組の直

店街内には食品スーパー

したミニスーパーのポスター

手スーパーが撤退して以来'生鮮3品

は居酒屋)などに萩‑もの｡

佐久市の岩村田本町商振組が開業

営店としては､絵薬店'学習塾､食堂(夜
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練馬区･ NPO法人r北町大家族｣
東京

が中心となり始めた高齢者支援事業に

1億4千万円をかけて｢北町アートプ

という問いかけに､｢今は小さな水たま

した｡視察に来た東大阪市議からの｢村

店街振組前専務理事で'NPO法人｢北

商店街のファンづくりにもつながって
いる｡その中心人物が'ニュー北町商

は少なくなったが'この大広間が､高

大型店出店が契機に
飲食店の減少などで'宴会場の利用

広間と配膳室を設けたo

類サンプルまで送ってくれた｡

りのようなもの｡流れ続ける川のよう
にしたい｣と答えたところ'｢それなら
NpOにすべき｣とNPO化の申請書

上さん'今後どうするつもりですか‑｣

は'多数のボランティアが協力'その

ラザ｣を建設｡‑階約180平米の貸
し店舗'2階にステージ付き幼畳の大

町大家族｣ の初代理事長'現在は事務

行政等の依頼事業増える
オン)

獲得に成功｡支援終了後も事業継続す

来財団の助成金

この助成金獲得は更なる信用拡大に

(3年間各500万円)

｢価格や品揃えでは太刀打ちできない｣

翌肥年'全国で10件というこども未

共同宴会場付き会館を建設
ニュー北町商店街は'最寄りの東

と｢商店街やさしさ宣言｣をまとめ'

食品宅配､高齢者デイサービス'電話

｢かるがも親子の家｣事業(2カ所)､

が近くに出店することになり'

武練馬駅から徒歩5'6分とやや離れ､

りは少ない｡毎月のように実施してい

相談など5事業を始めた｡そのうち'
高齢者デイサービス事業は村上さんら

をい

虐待を地域からなくそう｣と､

展し'翌01年4月には｢児童

お手伝いして'などと頼むことが大事｡

せっかいをや‑こと｣､｢知り合いには'

村上さんは'｢イベントでも福祉事
業でもあきらめちゃだめ｡何回でもお

女性パワー引き出す

事業も担当する｡

12年度からは､小学校での学童保育

ずれも練馬区からの依頼で始めた｡

百歳の人まで集える場所づくり)

つながり､デイサービス事業(3カ所)'

るポイントカード交換会や阿波踊り､
節分など季節ごとのイベントを長年継

方'看護士経験者

相談情報広場｢ハーモニー北町｣ (0‑

勉強を続ける

4人のおかみさんたちが担当した｡

場､昼間は各種教室や集会場用に総額

珍しいのは､夜は飲食店の共同宴会

続している｡

食品店などが少ないこともあり'人通

るという決意とNPO化が認められた｡

00年5月に大型店のサティ(現在はイ

齢者支援事業の拠点となった｡

局長の村上孝子さん(S5歳)だo

後､子育て支援事業などにも広がり､

｢人にやさしいことが全ての基本｣という村上さん

4
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おかみさんたちや住民のパワー引き出し'吉藍著や子育て支援事業を軌道に

練馬区にニュー北町商店街振

興組合という商店会がある｡大型店対

ふだんの人通りは少ないが､強い秤でお客さんの支持
を得ている店も少なくないというニュー北町商店街

策の1つとして4人のおかみさんたち

この建物の2階がニュー北町商店街及びN P 0

や地元の医師の協力体制も構築､同年
7月'アートプラザ大広間を
いこいの家｣を開業｡当

会場に'｢生き生きデイサービ
ス

元幼稚園教諭のボランティア
を中心に'毎週1回開く子育

れると'真剣になる｣'｢人間関係が深

特に女性は､あなたの力が必要と言わ

プホーム設立を目指している｡

今後も､障害者の就労支援やグルー

‑れる｣とも強調する｡

まってい‑と'頑張っている店に来て

こんど商店街でイベントやるんだけど

家｣も加えた｡

●

大家族｣を設立'事業主体と

01年7月には｢NPO北町

視察者の協力でNPO化

て支援事業｢かるがも親子の

初は週2回'利用者は15人程
度だったが､事業は順調に発
｢北町大家族｣の拠点､ ｢アートプラザ｣

事務局長村上孝子さん

磨､

●
ナ‑シェフの寺田豊秋(Es歳)さんが

の司さんら家族を含め4人程度だった

の成長を続けてきた｡創業当時'長男

慎重に焼き上げ'すうっと消えていく

｢和三盆糖｣を生地に丁寧に練り込み'

ル｡独特の魅力がある日本の高級砂糖

15年の間にい‑つかの人気商品もつ
‑つてきた｡その1つが｢和三盆｣ロー

つきたての餅をサービスする企画､2

大福｣を‑個100円で販売するほか'

ある豊秋シェフのオリジナル｢イチゴ

餅つき大会を開催､元和菓子職人でも

同店独自の催事も活発だ｡1月には'

●

スタッフは'パートを含め約知名に｡

ような､柔らかな生クリームとの絶妙

力しているという｡

工場も店舗奥だけでは間に合わず第2

なバランスに仕上げる｡

月末から2月初めに横浜そごうや京急
百貨店上大岡店に招かれた｡

工場を近‑に設置､その2階には従業

丸山台に開店した｡以来､右肩上がり

員休憩室も設けた｡

層丹念に焼きを入れながら重

滞身のバウムクーヘンという｡だから

今後の課題について､司社長は､｢菓
子屋業界は景気に左右されないと言わ

実施している｡

層

て

寺田さんの名前を冠にした｡長持ちす
るそのやさしい味は'手間と暇をかけ

はもっと力がないと難しい｣という｡

ベルアップ｡次のステップに上がるに

番の課題は自分を含めたスタッフのレ

た｡やるべきことは山ほどあるが七

ているoうちも去年の秋は少し落とし

催事にも出店を要請される｡今年も‑

人気店ということで､百貨店などの

百貨店催事にも出店

ねた21層の芸術品という自信作｡

れてきたが2'3年前から厳しくなっ

｢TERABAUM｣は寺田シェフ

月3日の節分には､和三盆ロールでつ
‑つた｢恵方巻き｣を進呈する企画を

手間暇かけた商吊つくり
成長の理由について､同店を経営す
に'｢上永谷

る(有)フロムワンの寺田司社長(諮
歳｡豊秋シェフの長男)

地区の人口増加なども大きな要因です
か｣と間いたら'｢外的要因というよ
り'売れるような仕掛けをしてきたつ
もり｣と言われた｡

る｡例えばケー
キの周りについ
た｢焼き色｣が
少しでもついて

ある第2工場は､焼き菓子専門▼

て2‑3工程の手間と時間をプラスす

駐車場'ガソリンスタンド､そして小

いればすべて手

▲ ｢TERABAUM｣､ ｢和三盆｣ロールなど定番の人気商品

同店では'ひとつのお菓子を創る
のに他のお菓子屋さんに比べ､平均し

売店'飲食店などが点在する商店街だ0

す｡こうするこ

作業でそぎ落と

店書亮から100メートルほど先に

創業以来､順調だった1 5年
丸山台商店街は､市営地下鉄上永谷

両側の歩道は幅5メートル程度､並木

クのようでもある｡そのためか来店す

年ほど前にオープンした製造販売の洋
菓子店｡シックな外観と内装'陳列'
包装資材などはハイセンスなブティッ

｢ストラスプール｣はその

駅そばの大通り沿い､病院や理美容店､

もあり'ゆったり歩ける｡
角に15

とで'ケーキ本
来の味に余計な
雑味がつ‑こと
を防ぐ｡手間を
かければコスト
も上がるが､価
格はできるだけ
抑えるように努

よこ隠密市商連162号●2012.2

5

るお客さんは絶えない｡

創業は1997年｡和菓子'洋菓子
業界で各10年以上修業を続けたオー

▲什器､照明､陳列など全てに洗練を追求する店内

になります

受けにくく'また'金融機関に預金口座の
開設が困難な場合があります｡法人商店街
の場合は'このような間蓮はな‑､任意商

店街に比べ'社会的信用が高‑なりますo

横浜市商店街稔連合会

よこはま帯商連162号●2012.2

店街が法人格の取得により
.∵磯浜市では､商店街の組織強化の 環と
七て､任意商店街の法人化を支援していま

いることが必要となります｡

◎商店街が､国からの補助金を受け施設整
備を行うためには商店街が法人格(商店街
振興組合又は中小企業協同組合)を有して

( 般社団法人の場合'国の補助金は受けら

れません｡)

横浜市経済局商業振興課

*商店街法人化補助金に関する問い合わせ先

電話6712569

社団法人

*商店街法人化に関する相談等の問い合わせ先

電話6620874

開.阻店時刻ほか 僣2426

チあま!｣始まる!
今年度初めて開催され'多

◎任意商店街では'金融機関からの融資を

代表者個人の責任は任意商店街と比べると
はるかに軽減されます｡

は'法人が全ての責任を負うことになり､

◎商店街のアーケード'街路灯などの施設
に起因して事故が発生した場合､任意商店
街の場合､全ての責任を商店街代表者個人
が負うことになります｡法人商店街の場合

/頒佳日思商店街を今なぜ法人化する必要があ
るのでしょうか｡

から/10万円の補助金を交付しますo

′す｡/任意商店街が法人化を行った場合'市

｢ガチコロー｣同様､｢ガチあま‑｣でも

くの市民から好評をいただい
だ｢ガチコロー｣のシリーズ
のエ

ントリー受付が2月83日まで

第2弾'｢ガチあま‑｣

行われている｡自慢のあまい
ものを販売されている店はぜ
ひエントリーを‑･

｢ガチあま‑｣とは'｢ガチ

〜ガチあ

でうまい横浜の商店街あまい
もの恥1決定戦
エントリしフックを制作･配布する

商店街空き療件債報をお寄せください

見雷提出期限

ディアへのパブリシティー活動を展
開する｡

を行っています｡

Eﾓ#C##r

ま!〜｣の略｡順位は｢ガチコロ!｣

で決めてもら

用事業)

横浜市では'商店街の空き店舗を活用し
て開業する方への支援(商店街空き店舗活

なかなか見つからないといったケースもあ

毎年たくさんのご応募をいただいていま
すが､業種は決まっていても適当な物件が

そこで'出店を希望する方々に空き店舗

りますo

b

同様'食べてもらった消費者にハガ
から9月刃日到着分)

(電話

エントリー方法その他'お問い
合わせは'市商連事務局まで
662･0874)0

新年賀詞交換会
市商連では'1月6日､｢平成別
年新年賀詞交換会｣を西区の横浜ベ

情報を提供し'円滑に開業していただける
よう'空き店舗物件情報の提供をお願いし

お寄せいただいた空き店舗情報は'空き

ます｡

店舗活用事業で開業する方に紹介するほか､

横浜市経済局ホームページ等によ‑'広‑
店舗物件を探している方々に情報提供しま

縦覧期間.意

キやインターネット投票(6月4日

､つ｡

であれば何でもOK‑･

エントリーする商品は､[あまい
もの]

多様な告知作戦を展開予定
この事業の目的は'商店街で製造

イシエラ,Lンホテル&タワーズで開
催した｡

会員や来賓約120人が出席｡主

本大震災などで厳しい経済状況が続

催者及び来賓からは'川昨年は東日
いた'偽復興支援の150円商店街

買#C3#b

容量

㈱高島屋

h

丶ｨ耳ｭh鳧ﾘ

(株)高島屋

H24A5

[ﾙ¥B

s

fm711 僞c

棉Sb

lSO3平米

汎版Bｲｲ

オーケー(株)

R

7.678平米 買#HｷS

コーナン商事(秩) 謀沸ﾒ

見書提出期限

云ﾉlｩ

開店日

買#CC

1B60平米

買#Fﾒ

(樵)マルエツ

1286平米

買#CS3

(株)あおき

加工販売され'広く消費者に親しま
れている[あまいもの]を募集 顕
彰'商店街ぐるみでpR等すること
で､商店街の集客力向上につながる
支援することにある｡

や｢ガチコロー｣などが大きな話題

市商連では､｢ガチあま‑･｣周知

店舗を育成

ントでのpRtエントリー店及びそ

報を1件でも多くお寄せ‑ださいo

みなさまの商店街にある空き店舗物件情

す｡

を生かした商店経営

商店街活動を

今後も展開してほしい'などの挨拶

を呼んだ'伶地域住民とのふれあい

のため'ホームページや市内イベ

商店街を解介)'

の所属商店街でポスター'冊子(エ
店

電話671･2569

*お問い合わせ先
横浜市経済局商業振興課
が交わされた｡

●

意見書提出先

縦覧場所

問合せ先

横浜市内

ントリー商品

のぼり旗などで告知するほか､タウ
ンニュース､横浜市広報'その他メ

●

【横浜市経済局産業立地調整課】 Te1 045‑671 ‑2598
URL httpJ/www clty yOkohama JP/me/keIZal/JOUrel/nttlhou htmL

い｡そこで､｢気軽なたま‑場をつ‑

自由で遠出が困難重商齢者も少なくな

ナル)のアピール｣と｢将来もっと人々

rL｣と決定したo｢港へとつながる歴
史的 地形的な財産である運河(キヤ

事会で審査､｢アイ キヤナルストリー

●

定休日はのれん変え
一.｢長寿席｣がrいこい亭｣に
りたい｣と区の老人クラブ連合会では'
本町通の空き店舗オーナーなどにかけ
願いを込めた｡

が親しみやすい運河にしたい｣という

●

.鶴見区 本町通商店街協組のそばや
長寿庵(近藤正義店主'71歳) は'定
とまらなかった｡そんな時'｢うちの

あった｡しかし'家賃その他で話はま

の1

1時

(毎月第1‑第4水曜日)

日

定休日でよければ開放しますよ｣と長

店街をリニューアルする予定o

旬に発表会を開く｡また､年末には商

募集中のロゴマークと共に､3月上

描時'1階店舗を地域の老人クラブ

の交流'来街着の無料休憩所として提
家賃はooただ､｢光熱費程度｣と

寿庵が碇供､5年前から始まった｡

主に利用するのは､地元の複数の老

供している｡

いうことで老人クラブが年間4万5千

南区の横浜弘明寺商店街協組は'1

人クラブ会員o毎回加入前後がおしゃ
長寿庵の建物は1階のいこい事が笑

ドライド‑･﹄キャンペーンを展開中｡

月㌘日〜2月58日まで'﹃パークアン

合い言葉で｢お得をゲット｣

い声で満ちても'上に住む近藤さんご

円を謝礼として支払っている｡

過ごす｡時には専門家を招いて､健康

夫婦が休日を過ごすのに問題はない構

べりやマージャンなどで楽しい時間を

法や防犯などの話を聞いたり'会員が

ど｡

域の踊りの団体による演舞大会'ビン
ゴ大会､模擬店'フリーマーケットな

地元出身の近覧選手捉萱Ft

戸塚駅東口の3商店会(戸塚駅東口
ラピス商店会､戸塚宿駅前商店会､戸
塚東口商店会) は'1月7日午後'昨
年の女子サッカーワールドカップで優

勝した日本代表(なでしこジャパン)

の近賀ゆかり選手との記念撮影会を戸

塚駅東口ペデストリアンデッキで開催
した｡この撮影会盛り上げのため､会

近賀選手の実家は'戸塚東口商店会

講師となって手芸などの教室を開催し

同商店街の提携駐車場に停めた時
に発行される駐車券ないし証明書を

の会員(店舗は戸塚駅から約2キロ離

員有志によるホットドッグやトン汁な
どの模擬店も開いた｡
のノポリか

造になっているという｡

﹃パークアンドライド!﹄

たりする｡この日はのれんも店名も｢い

飲食店には'談笑したりお茶を飲ん

れた汲沢だが､数年前からホームペー

*

だりできるテーブルと椅子'客用rLイ

ステッカーのある訓店で買い物時に

ジ会員となり'150円商店街など同

商店会のイベントにも参加)o

*

当日は長寿庵のおかみ'道子さん

レなどが完備されている｡中でも長寿

あけておき､老人クラブの当番会員が

受けられる｡また'駐車料金も割安と

こい亭｣に変身する｡
(防歳) が11時前に少しシャッターを

提示し'合い言葉｢パークアンドライ
ド‑｣と言うと､値引きなどの特典が

お‑'なじみの高齢者も多い｡

庵は本町通で幼年以上前から営業して

秩父市みやのかわ商振組理事長
招き講演会

磯子区商連は2月17日､杉田劇場リ

ハーサル室で講演会と新春の集いを開
催した｡講師は､埼玉県秩父市 みや

[プロジェ
ドライド‑･｣にFMヨコハマと共に協

クトZERO]エコでお得なパークアン

化｣をあげている磯子区からも区長は
じめ多数の職員が出席したという｡

区の2大施策の‑つに｢商店街活性

聞いてもらおう｣と企画した｡

加､島田理事長の話を聞いて感動した
望月量三会長ら磯子区商連の役員が､
｢ぜひ'区内の商店街関係者にも話を

昨年11月の市商連商店街視察に参

理事長｡

のかわ商店街振組の島田憲

2万人規模のさくら祭り

賛する企画｡

する｢ヨコハマモビリティ

これは､横浜市と日産自動車が展開

なる｡

のれんや｢どなたでもご自由にお入り

トイレ等を来街着用に撞供する店は

時々あるが､定休日を住民交流の場と
して店舗ごと提供する店の話はあまり

聞いたことがないo商店街にそのよう
な店があればファンも増えていくだろ
ヽつ0

飲食店でな‑ても､建物の構造や住

7日〜8日に､地元の山田富士公園で､

都筑区の北山田商業振興会は､4月
あるかもしれない｡

中学校や地

都筑区商連が共催｡

実施するイベントは小

園愛護会

商店街愛称を公募で決定
中区の石川商店街協組は､商店街の

さくら祭りを2万人規模のイベントと
して実施o北山田町内会 山EE富士公

間を提供できる店舗や事業所は意外に

居形態などによっては'月のうち数日

こいの場となる長寿庵

愛称を公募､210通の応募作品を理

よこはま市商連162号●2012.2
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‑ださい｣と書かれた貼り紙を出す｡
終了時にはのれん等を片付ける｡
同商店街周辺には独居老人や体が不

定休日は､高齢者のい

･[r′

度から今年度まで横浜市のまちづくり

トア､ファミリーレストラン､駐車場

差点近‑に食品スーパー､ドラッグス

プンした｡

などで構成される複合商業ビルがオー
地下1階は､食品スーパーの｢食
クドラッグ､歯科医院などt

Z階は

品館あおば六角橋店｣'1階は､ハッ
ファミリーレストランのサイゼリアな
ど'3‑5階は駐車場とい､ユ博成｡

グライズグループが開発したもの｡

昨年初めまで'地元の六角橋商店街
連合会が借りていた平面駐車場をビッ
開店後'商業ビルとして'六角橋商
店街連合会及び神奈川区商連に入会し
た｡

六角橋商店街連合会では'ビッグラ

8
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H:開発の肇M

∴

金沢区の金沢文庫駅東口の商店主ら
からなる再開発準備組合では､10年
｣

コーディネーター派遣事業を活用して
2カ月に1度'勉強会を開いている｡

同駅東口活性化のため､銘年に駅
を建設し､南北に延びる金沢文庫すず

舎と結ぶ地上14階地下‑階建てのビル
らん通り商店街の西側店舗が入る予定

だった｡しかし'計画はまとまらず白
紙になった｡

勉強会は2月未で終える予定だが'
再開発計画白紙化の反省を踏まえ､再
開発の手法や再開発以外の開発方法､
土地所有者の理解と協力を得る方法な
どを学んでいるo

にぬける出入り

イズグループの了承を得て､ピル正面
(横浜上麻生道路側)からビル裏側(六
角橋商店街､白楽駅)

口に'｢六角橋商店街入り口'白楽駅

盛りだくさん! ●毎月の掛金は1人500円で事業主負担(税控除対&)

℡045.662.4435

会昌特典●横浜市内にある従業員300人以下の事業所が対象

http://hamafriend.jp

Tハマふれんど｣は､横浜市が実施している中小企業の1tめの福利厚生制度です.

蓄なるか?
昨年12月1日'神奈川区の六角橋交

置したo

近道｣､｢またのご来訪
をお待ち申し上げます｣
という2つの看板を設

逆に､同商店街のアー
示す表示をした｡

ー＼瓢

に7L'=,if.･/'J ･せ1

T宅∃三JuJ原生｣ i‑i

圃

L!､マ与叫ど

受託事業者･横浜市商店街揺連合会

補助金を受けられます｡ ̲〟

孟

提携積浪板許を利用する床に､

‑給働肋制打〇一一

･､̲

チにあおばへの方向を

写真上･品揃え豊宮な食品
ルの地下‑階)

館あおば六角橋店(このビ
写真下･食品館あおば六角
橋店が核店舗となっている
商業ビルと同ビルに設置し
た六角橋商店街へ抜ける近
道の案内看板

●

‑12=)蔦: ‑j= UL)会吏UL)

も

従集貝のリフレッシュをはかるた臥
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http://www.sankodenki.jp
平成22年度完成 彫ﾄTB
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1灯にて2灯式の光量がありますo

香‑‑電器産‑読‑ 神奈川営業所

TEL.045‑962‑4517FAX.045‑962‑4539

横浜市青葉区たちばな台2‑24‑4

