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◆第 65 回定期総会を開催
6 月 23 日(木)14 時から町田市民文学館ことばらんど
2 階大会議室にて石阪町田市長、佐藤町田市議会議長、
深澤町田商工会議所会頭、八千代銀行などの来賓に出席
頂き開催されました。林会長挨拶の後、横山昌幸相談役
が議長に選出され、平成 27 年度事業報告、決算報告、
平成 28 年度活動計画、予算案、役員の承認、規約の改
正が審議され賛成多数で可決されました。
挨拶する林会長
●林会長挨拶
新しい体制になって２年が経過し、市役所や商工会議所の支援もあって問題はほぼ改善され、以前
よりいろいろ活動できるようになりました。2 月 11 日には三多摩商連の協力を得て、町田市立総合体
育館で「ＤＥＡＲ ＫＩＤＳフェスティバル」を開催し、9,300 人という多数のお客様を迎えることが
できました。先日、都商連に対し三多摩商連としての活動を報告してきましたが、今後もまたいい報
告ができるものと思います。
今後とも町田市商店会連合会の活動については、後継者の
育成も進めて行きながら、なお一層頑張って取り組んでいき
たいと考えております。

●平成 28 年度事業計画
下記の事業が計画されております。
１．情報発信事業
①当連合会及び会員をＰＲするホームページの維持・管理
②町田商連ニュースの発行
③当連合会加盟商店会の会員を紹介するガイドブックの発行
２．受託業務事業（町田市委託事業）
①町田市の「町田市新・元気を出せ商店街事業補助金」事務
の受託
②商店街活力向上支援事業の受託
３．備品等の貸出事業（有料）
①当連合会シンボルキャラクター「サルビアン」のイベント
等への派遣
②ガラポンの貸出
４．三多摩商連イベントへの参加
５．新年賀詞交歓会の開催（平成 29 年 1 月予定）
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ご臨席いただいた石阪市長

三役及び監事
会 長 林 伸光
副会長 園田 孝司、富岡 秀行
総 務 青山 高博、佐藤 雅男
関口 昌也、渡邊 久利
監 事 石川 光男、田中 利明
監事の田中 利明氏は新任、その
他は再任。
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◆文学館通り商店会（武藤 充 会長）
ゆったり
と歩ける文
化の小道、文
学館通り商
店会は、図書
館、文学館こ
とばらんど、
版画美術館
をつなぐ地域にあります。美容院、飲食店など

◆町田一番街（立木 宏治 会長）
カリヨン広場から町田大通りまで、町田一番街
は、原町田の表玄関としての商店街です。飲食店
が多く、若者が集う町田一番街は、商店街として
70 年近くの歴史を誇っています。私たちは、他
の商店会・地域コミュ
ニティと連携して、防
犯カメラ、パトロール
等による「安心・安全
の街づくり」とイベン

様々な店舗が並ぶ通りの中ほどに町田市民文学
館ことばらんどがあり、ランドマークとなってい
ます。この町田市民文学館ことばらんどには、町
田ゆかりの文学者たちの著書などが収められて
おり、毎年「文学館まつり」の時は賑わいをみせ
ます。10 回目の開催となる今年は 10 月 23 日（日）
に催され、俳句の会、講演会、古書販売などを行
う予定です。是非遊びに来てください。

ト開催による「原町田
全体の活性化」に取り
組んでいます。これか
ら、
「町田一番街ジャズ
フェスティバル」
「フェ
スタまちだ」など大き
なイベントを開催していきます。町田一番街で賑
わいのある、楽しい時間をお楽しみください。

◆幸町商店会（大塚 信彰 会長）
昭和 26 年に誕生した幸町商店会は、原町田中

◆町田二番街商店会（宮本 恒夫 会長）
昭和 26 年に、
「睦商店会」として設立された歴

央通り沿いにある商業の街町田の中でも歴史の
ある商店街の一つです。お寺のある商店街として
も知られ、約 20 店が物販店や飲食店を営み、大
型店と商店とが融合した商店街として町田駅前
の活気を支えています。
商店街
の一角に
ある浄運
寺で毎年
行われる

史のある商店会です。現在の会員数は約 90 店舗
であり、夜の飲食店が多いことが特徴です。
昨年は、桜美林大
学の山口ゼミと連携
して、商店街の店の
紹介に「まちぺこぐ
らむ」という SNS の
活用に挑戦しました。
20 歳台の若者をター
ゲットとし、顔写真

「酉 の 市 」
に合 わ せ 、
「まちだ
の酉 の 市 」
というイベントを開催し、各店がワゴンセールや
抽選会など、盛りだくさんの企画で「酉の市」を
盛り上げています。今年は 11 月 11 日（金）から
23 日（水）まで開催予定です。

を利用したインスタ
グラムのサイトを活
用して、集客を図る
というものです。今年は参加店をさらに増やす予
定です。
しばらくの間、空き地となっていた長崎屋跡地
で、最近になって商業施設の建設の動きが出てき
ており、期待しているところです。
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◆サミットストア町田旭町店

◆町田マルイ

旭町の食品スーパ
ーです。1995 年の開
設以来 21 年になり
ます。地域の皆様に
普段の食事を提供し
て町で一番愛される
お店を目指して働いています。
そのために鮮度には注意をはらっており、特に
本マグロやローストビーフにはこだわりをもっ

“雑貨”と“気軽な食”が充実の町田マルイ
「毎日使う街」の
「毎日使えるお店」
をコンセプトに「食
と雑貨」がこの春、
さらにパワーアッ
プした町田マルイ。
通勤・通学途中でパッと買えるものからじっ
くり選べるライフスタイルファッションまで取

て良い品をご提供できるよう努力しています。
毎週水曜日には試食会を開催し、また土曜日に
は「ガチャポン」大会を行っています。

り揃えております。
営業時間
10：30～20:30

ポイントカードを発行していますが、特に多く
お買い上げいただいているお客様にはクーポン
券を郵送しています。毎週火曜日はポイント 10
倍、木曜と日曜はポイント 5 倍です。ぜひご利用
ください。

◆商店会若手のホープ（栄通り商店会

2F フードストリート
7:00～21:00
3F プロント
7:00～23:00

内山 秀人 会長）

「栄通り商店会」が発足したのは昭和 30 年。現在、会員数は 100 事業所を
超え、市内最大規模と言える商店会です。■今年度から会長を務めるのは、
有限会社豊國屋商店を営む内山 秀人さん（49 歳）。新潟出身の祖父が始め
た酒販店を父から引き継ぎ、三代目として活躍しています。■商店会のメ
インイベントは毎年 9 月におこなわれる「ザ・フェスタ栄通り」。1,000 人
規模のパレードは圧巻で大いに盛り上が
ります。■内山さんは今後の商店会について、
「新しくお店を
始める方にもぜひ仲間に入っていただき、もっとお客様を呼
べるようなアイデアを出し合っていきたいですね。また商店
会連合会さんには商店会合同のイベントなどを検討していた
だきたいですね。」と前向きに語っていました。
◆商店会長の交代
商店会名
文学館通り商店会
栄通り商店会
藤の台ショッピングセンター
町田木曽団地名店会
鶴川団地センター名店会

◆商連事務局

担当者が変更

平成 26 年から事務局を町田商工会議所へ

(新)氏名
武藤 充
内山 秀人
千丸 和美
相沢 敏之
佐藤 郁夫

委託していますが、今年 4 月から担当者が変
更になりました。
さいとう

氏名： 斎 藤
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町田東急
ツインズ
町田一番街
町田木曽団地
名店会
玉川学園
商店会
鶴川団地
中央商店会・
センター名店会
町田ジョルナ
玉川学園南口
商店会
藤の台
ショッピング
センター
町田
ターミナルロード
商店会
栄通り商店会
原町田地区
８商店会
原町田四丁目
商店会
山崎団地
名店会
金井商店会
行政通り
睦商工会
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昨年好評だった夏季限定カフェ「ＯＡＳＩＳ」が今年もオープン。新メニューのシェイ
ブアイスや生ビールなど、夏にぴったりのメニューやライブなどのイベントも用意。
●期間：7/15(金)～9/19(月)●場所：イースト パークアベニュー側イベントスペース
夕方 6 時からジャズ演奏を行い、憩いの時間を提供します。
ジャズフェスティバル
●開催日：7/29(金)・30(土)●場所：カリヨン広場
模擬店多数、歌謡ショー（出演者現時点未定）開催。雨天決行。
風流夜店祭り
●開催日：7/30(土)・31(日)●場所：町田木曽団地名店街
42 回目の恒例イベント。商店街を歩行者天国にして、80 の夜店が並ぶ。ステージでは
たまがわ夏まつり
玉川大学の玉川太鼓、音楽演奏、エイサーなど。トリに皆さんで「第九」を歌おう！
●開催日：7/29(金)・30(土)●場所：玉川学園商店街
中央商店街では、毎年恒例の子供みこしを行います。参加してくれた子供にはお菓子の
第 46 回鶴川 3 団地
プレゼントがあります。両日、ＡＭ11 時～同商店街単立キリスト教会前に集合！
商店街合同夏祭り
●開催日：7/30(土)・31(日)●場所：太陽の広場
期間中、館内でお買上げ・ご飲食、税込 3,000 円ごとに 1 回、ゲームに参加いただけま
夏だ！縁日射的ゲーム す（一部除外店舗あり）
。景品は、テーマパークペアチケット等。
●期間：8/1(月)～8/7(日)●場所：地下 2 階エスカレータ横
道路を歩行者天国にして、多数の夜店が出店。玉川大学ダンスドリルやＢＭＸ、太鼓、
夏祭り
吹奏楽、エイサーの沿道練り歩き、お子さん向けにすいか割りゲームを開催します。
●開催日：8/5(金)・6(土)●場所：玉川学園南口商店会
今年から 2 日間の開催になり、盛大に！一般参加によるウクレレ・和太鼓・バンド演奏、
FUJINODAI
モノマネタレントによるスペシャルショー、大人気のバルーンパフォーマンスなど。
SUMMER FESTIVAL
●開催日：8/6(土)・7(日)●場所：藤の台ショッピングセンター特設ステージ
町田ターミナルロード商店会が 2 晩だけハワイになる！フラダンスを見ながらキンキ
Open Garden Street
ンに冷えたビールとともに最高の夜を過ごそう！
Machida Hawaiian Night
●開催日：8/18(木)・19(金)●場所：町田ターミナルロード商店会内
若葉通り商店会から栄通り商店会までの道路で、1000 人規模の華やかなパレードが行
ザ・フェスタ栄通り
われます。会場では、模擬店や大道芸、歌、紙芝居、抽選会等のイベントを開催します。
●開催日：9/4(日)●場所：新産業創造センター横の駐車場
エイサー祭りがメインの一大イベント。全国からエイサーチームが集まり、勇壮な演舞
フェスタまちだ 2016
で街中を沖縄一色に染める。模擬店やＰＲブースを設ける他、東北地方の物産展も開催。
●開催日：9/10(土)・11(日)●場所：原町田地区
毎年恒例、学生プロレスを中心に、猿まわし、大道芸、歌謡ショーなど多彩な演目で楽
町田大道芸
しめます。
●開催日：10/8(土)・9(日)●場所：ぽっぽ町田イベント広場
期間中にお買い物をされるとクジが引けます！当たりが出たら、その場で商品をゲッ
にゃん金デ～セール
ト！ぜひお楽しみに！
●期間：10/14(金)～15(土)●場所：山崎団地名店会各店
地域最大級のフリーマーケット。ステージでは有名歌手によるショーの他、プログラム
金井フェスティバル
多数。模擬店、ゲーム大会、豪華抽選会など家族全員で楽しめる地域参加型イベント。
2016
●開催日：10/22(土)●場所：金井スポーツ広場
ベンチャーズバンド パパロックや和太鼓喜楽座などの他、カラオケ大会、スーパーボ
むつみ商工会秋まつり ールすくいを行います。午後の抽選会で自転車などの景品が当たります。
●開催日：10/23(日)●場所：中町 2 丁目住協ビル駐車場
ＯＡＳＩＳ

◆都内中小企業関係６団体が「中小企業成長促進大会」を開催
東京都商店街振興組合連合会(都振連)、東京都商店街連合会(都商連)と東京都商工会議所連合会、東京商工会議所、東京都商
工会連合会、東京都中小企業団体中央会の６団体は、6 月 13 日にＪＰタワーホールで「切り拓け日本の未来―中小企業成長促進
大会」を開催しました。町田市商店会連合会は都商連の会員となっており、林会長と富岡副会長が出席しました。
この大会は、一進一退の状態が続く景況感のなか、デフレや事業承継難など中小企業を取り巻く厳しい経営環境を打破するた
め、政府・政党にその窮状を訴えて中小企業施策、予算等の大幅な拡充を迫るものです。
各団体代表からの意見発表を受けて、①人手不足を克服し、生産性向上を目指す中小企業・小規模事業者の後押し、②円滑な
事業承継や起業しやすい環境の整備による企業数減少に歯止め、③社会保障給付の重点化・効率化の徹底と世代間の適正な「負
担の分配」、④日本経済を牽引する首都・東京の国際競争力の強化、⑤商店街活性化による魅力あるまちづくりと観光振興の促
進、⑥オリンピック・パラリンピック大会を契機とした活力溢れる東京の実現、⑦【特別要望事項】東日本大震災、熊本地震か
らの早期復旧・復興を要望する決議文が採択されました。その後、主催団体役員が国会・都議会・関係行政団体へ要望を行いま
した。
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※イベントの一部については、町田市ホームページから転載。

