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◆三多摩商店街連合会『まちめぐりプロジェクト』始動
今年の三多摩商連のメインイベント『まちめぐりプロジェクト』
がスタートしました。6 市の魅力を一冊に詰込んだ『ぐるり街め
ぐりＢＯＯＫ』を作成。各市のイベントで配布し、6 市をめぐる
スタンブラリーを実施しています。
本誌では町田市について、薬師池公園や国際版画美術館などの
観光スポット、散策コース、商店会に加盟されている商店や飲食
店などが紹介されています。11 月 5 日(土)、6 日(日)で開催され
た「キラリ☆まちだ祭」では、3,500 人の方々に配布しました。
その後は、商連事務局とまちの案内所 町田ツーリストギャラリ
ーで配布しています。
6 市をめぐるスタンプラリーは 12 月 31 日(土)まで開催してい
ます。本誌 3 ページのスタンプシートに 6 市のスタンプを集めて
応募すると、スタンプ数に応じて素敵なプレゼントが当たります。
スタンプ数

プレゼント内容

2 個コース

6 市のキャラクターピンバッチセット

200 名様

3 個コース

6 市ピンバッチセット＋ 3,000 円相当のいずれか 1 市の名産品

60 名様

4 個コース

6 市ピンバッチセット＋12,000 円相当の 6 市名産品詰め合わせ

10 名様

町田市のスタンプは「まちの案内所 町田ツーリストギャラリー」に設置されています。この機会
に魅力いっぱいの三多摩地域をめぐってみてはいかがでしょうか。
◆「まちだわくわくスタンプラリー２０１６」がスタート！
昨年好評を博した「まちだわくわくスタンプラリー」が、今年
も 11 月 5 日(土)～12 月 31 日(土)の期間で開催中です。
今年は市内 21 商店会、約 400 店舗が参加しており、500 円以上
お買い上げの方にスタンプ(店印)を 1 つ押印。異なる 3 店舗のス
タンプを集めて応募すると、陸前高田市の特産品や町田市名産品
が合計 480 名様に当たります。また今年は、話題のまちだシルク
メロンも用意しました。応募は郵送の他、今年は市内 8 ヶ所に設
置された応募箱でも応募が可能です。
◆店舗支援事業がスタート
公募の結果、今年は町田ターミナルロード商店会が支援を受け
ることになりました。経営の専門家が選出された 6 店舗について
販売促進などの支援を行います。来年には報告会を開催しますの
で、商店会や個店の取り組みの改善にお役立てください。
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◆金井商店会（林 伸光 会長）
金井商店会は、町田市の金井地区を中心とする
広域型の商店会（会員数 62）です。
商店会の主催する春の「金井さくら祭り」と秋
の「金井フェスティバル」は、町田市でも屈指の
集客力を誇っています。
また、町内会盆踊りや八幡神社例大祭への参加、
小中学校等のギャラリウォーク（絵手紙展）の協
力など地域コミュニティと連携した取り組みを
行っています。

特

紹

介

◆玉川学園商店会（野田 行康 会長）
玉川学
園商店会
は、玉川
学園前駅
北口の小
田急線に
沿って
700ｍほど続く、アートと癒しの商店会。アイア
ン看板を付けたおしゃれな外観のお店が並び、広

そぞろ歩きには
程よい季節になっ
てきました。薬師

い歩道でゆったりとお買い物やお散歩を楽しめ
ます。
また、当商店会は、各学校や住民の皆様など地

池公園や金井遊歩
公園などを散策さ
れる折には、ぜひ、
金井商店会のお店
にもお立ち寄りく
ださい。

域を巻き込んでのイベント開催が自慢です。
町の内外から約 1 万人が集う夏まつりをはじ
め、ハロウィン、クリスマスイルミネーション、
いきいきレシート、フラッグアート展など年間を
通して様々なイベントを開催し、みんなで町を元
気に盛り上げています。

別

会

員

紹

介

◆いなげや 町田成瀬台店
成瀬台の食品スーパーマーケットです。平成 4
年の開業以来 24 年になります。
「新鮮さをお安く、
心をこめて」をモットーに、日常のお買いものの
お手伝いをしています。特に日配品の品ぞろえに
は力を入れています。
「缶詰１割引き」「マヨネーズ、ドレッシング
１割引き」など、分類割引セールを実施しており、
お客様からご好評をいただいています。
お客様の 8 割が、

◆東京・湯河原温泉 万葉の湯
万葉倶
楽部の原
点ともい
える「東
京・湯河原
温泉 万葉の湯」は町田にオープンして 19 年、
2011 年のリニューアルオープンより 5 年を迎え
ました。
湯河原の名湯を毎日タンンクローリーで運搬

ポイントカードを
ご利用いただいて
いまして、毎月１
日はポイント 10
倍サービスを行っ
ています。ぜひ、
ご利用ください。

する万葉らしさはそのままに、宿泊サービスや
岩盤浴、豊富なウェルネスメニューなどの新た
な魅力を加えて上質な憩いの場としてお愉しみ
いただくことができるようになりました。今年
の 2 月には、他の施設に先駆けて今話題の「水
素風呂」を導入。皆様のさらなる美と健康にお
役立ていただきたいと思います。
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◆商店会若手のホープ（藤の台ショッピングセンター 千丸 和美 会長）
■藤の台ショッピングセンター開業当初から店を構える青果店「千丸青果」の
2 代目経営者です。平成 28 年 4 月から会長に就任。ショッピングセンターを支
える若手経営者の一人でもあり、周囲を巻きこみながら夏祭りを成功させるな
ど、持ち前の行動力とリーダーシップを発揮しています。
■藤の台団地は、住民の高齢化が進み、空き家も増えています。近隣住民に対
して商店街として何ができるかを模索し、
住民にとって必要な商店街であり続ける
ことが重要と考えています。
■近隣住民の利便性の向上や商店街としての賑わいの創出等に、
商店街メンバーが一体となって 1 つ 1 つ取り組んでいきたい。
また取組みにあたってはメンバーだけでは限界もあるため、町
田市商連や行政など、関係各所の協力が不可欠と考えています。
◆商店会若手のホープ（若葉通り商店会

荒井

信行

さん）

■「若葉通り商店会」は町田市の大動脈・町田街道沿い、町田市民病院近く
に位置する商店会です。
■(有)旭クリーニングの代表取締役 荒井 信行 さん（49 歳）は、荒井さん
が１歳の頃に父親が創業したクリーニング店の 2 代目経営者です。現在は代
表を引き継ぎ、父親と一緒に市内 3 店舗（他に駅前店、金井店）の経営にあ
たっています。
■荒井さんはこれからの商店会につ
いて、「最近は少しずつ世代交代が進み、徐々に若い世代の参
加者も増えて来ました。これからもっと若い世代が気軽に交流
できる場を作っていきたいですね。また商店会連合会さんには
他の商店会との交流や合同イベントなどを後押ししてほしい
ですね。」と爽やかに語っていました。
◆新入特別会員の紹介［株式会社 ゼルビア］
株式会社 ゼルビアは、
「サッカーの街・町田を代表する
サッカークラブを作る」という考えのもと、ＦＣ町田ゼル
ビアの運営会社として 2008 年に設立されました。ゼルビ
アを通じて町田を元気にするための活動を続けています。
目標は、まずはＪリーグのＪ２への定着を図り、将来的
にはＪ１への昇格を目指しています。そのためには市民の
皆様のサポートが欠かせません。地域に根付いた活動を続
けていき、もっと市民に愛され、地域に必要とされるようになって行きたいと思っています。
現在、ホームタウン活動と銘打って、様々なアプローチで地域との連携を図っています。チームマ
スコットのゼルビーや選手達が、小学校や福祉施設、各種イベントなど年間 200 か所以上もの訪問を
通じて街の人たちとの交流を深め、町田市民にサッカーの魅力を伝える活動を続けています。
市内各商店会のイベントや催しなどの際には、ぜひお気軽に声をお掛けください！
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幸町商店会
まちだの酉の市

町田一番街
クリスマスイルミネーション

藤の台ショッピングセンター
歳末福引大売出し

11 月の酉の市に合わせ、商店街に
提灯を装飾します。イベント実施日
（未定）には各店舗前にてワゴンセ
ールを開催するほか、抽選会も予定
しています。

カリヨン広場の木をクリスマスツ
リーに見立てたイルミネーションを
装飾します。
また、広場や街路灯にも明るく元
気になるようなイルミネーション装
飾を行って、クリスマスを盛り上げ
ます。

お買い上げ 200 円毎に抽選券を 1
枚進呈、抽選券 5 枚で福引抽選会に 1
回参加できます。
景品は、人気高級家電やブランド
バッグなど多数用意。期間中は商店
街を美しいクリスマスイルミネーシ
ョン彩ります。

●期間：11/12(土)～1/31(火)
●場所：町田一番街カリヨン広場

●期間：11/13(日)～1/18(水)
●場所：藤の台ショッピング
センター

●期間：11/ 1(火)～11/30(水)
●場所：幸町商店街
山崎団地名店会
歳末福引感謝フェア
お買い上げ金額 500 円ごとに福引
券を 1 枚配布。福引券 5 枚で抽選を 1
回出来ます。
景品は多種多様な日用品、食料品
をご用意しております。皆様どうぞ
お楽しみにしていてください！
●期間：11/19(土)～12/ 4(日)
●場所：商店街中央特設会場
町田市立博物館前商店会
年末年始イルミネーション
商店会通りが季節感いっぱいのイ
ルミネーションで彩られます。
●期間：11/23(水)～1/ 4(水)
●場所：町田市立博物館前商店街

町田ターミナルロード商店会
ウィンターイルミネーション
街路灯やフラワーハンギングにイ
ルミネーションを装飾し、花と緑と
光のシンプルかつモダンな街を演出
します。
11/19(土)には、イルミネーション
点灯式、豪華家電品が当たるポイ捨
て缶本数当てクイズ、ストリートラ
イブ等のイベントを開催します。
●期間：11/19(土)～1/31(火)
●場所：町田ターミナルロード
商店街
鶴川団地センター名店会
歳末福引大売出し

玉川学園商店会
玉川学園南口商店会
ハッピークリスマスたまがわ
街路灯や街路樹を手作りのイルミ
ネーションで装飾し、街を彩ります。
また 1,000 円以上ご利用のお客様
に抽選会応募チラシを 1 枚進呈。
12/25(日)に大抽選会を開催、ディズ
ニーリゾート 1 日券や両商店街で使
用できる金券が当たります。
●期間：11/20(日)～1/15(日)
●場所：玉川学園商店街・
玉川学園南口商店
街
町田木曽団地名店会
歳末福引大売出し

歳末大売出しに合わせ、期間中
2,000 円お買い上げ毎に 1 回参加で
きる抽選会を実施します。
景品は、商店会で使用できる金券
5,000 円などを用意します。

歳末大売出しに合わせ、福引を実
施します。期間中お買い上げ 100 円
ごとに抽選補助券を 1 枚進呈、抽選
補助券を 10 枚集めると福引に 1 回参
加できます。
景品は商店会内で使用できる金券
や各店舗賞、食料品などを多数ご用
意します。

歳末大売出しに合わせ、期間中に
加盟店で買い物をしたレシートで参
加できる抽選会を 12 月 8・9・10・11
日の 4 日間に実施。
特賞の豪華賞品のほか、家電製品、
食料品、飲料、雑貨、お菓子などを
多数ご用意します。

●期間：11/26(土)～12/11(日)
●場所：鶴川団地中央商店街

●期間：11/25(金)～12/11(日)
●場所：鶴川団地センター名店街

●期間：11/26(土)～12/11(日)
●場所：町田木曽団地名店街

鶴川団地中央商店会
平成 28 年歳末福引大売出し

東京都最低賃金改正のお知らせ
平成 28 年 10 月 1 日から時間額 932 円(引上額 25 円)
に改正されました。年齢やパート、アルバイトなどの働き方の
違いにかかわらず、全ての労働者に適用されます。
◆最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援
として、業務改善助成金及びキャリアアップ助成金の助成額等
の拡充や申請手続きの簡素化等運用の見直しを行います。
◆引き上げに伴う中小企業の無料相談を「東京都最低賃金総合
相談センター」で受け付けております。
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町田ジョルナ
クリスマス・ルーレットゲーム
期間中、ジョルナ全館でお買い上
げ(税込)3,000 円毎に 1 回、ルーレッ
トゲームにご参加いただけます(一
部のショップを除く)
ゲームに当選すると、ジョルナ通
貨などをプレゼント。
●第 1 弾：12/ 2(金)～ 6(火)
●第 2 弾：12/17(土)～25(日)
●場所：地下 2 階エスカレーター横

