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◆町田市商店会連合会 林会長 新年の挨拶 

新年あけましておめでと

うございます。平素は町田市

商店会連合会に多大のご支

援を賜り心から感謝申し上

げます。 

昨年は、町田商連の認知度

も向上し、金森商工共和会と

(株)ゼルビアに入会して頂くことができました。 

三多摩商連としては２月に町田市総合体育館

で『ＤＥＡＲ ＫＩＤＳフェスティバル』を盛大

に開催することができました。また、１１月から

『まちめぐりプロジェクト』がスタートし、『ぐ

るり街めぐりＢＯＯＫ』をキラリ★まちだ祭で３，

５００人に配布、『多摩６市をめぐるスタンプラ

リー』も開催することができました。皆様のご協

力に感謝申し上げます。 

平成２９年も引き続き、町田市商店会連合会の

組織強化と会員相互の連携を深め、商店会が地域

コミュニティ振興の担い手として活力ある「いき

いき」とした事業を皆様と共に実現していきたい

と思いますので、会員各位の皆様のご支援ご協力

をよろしくお願い申し上げます。 

◆町田市 石阪市長 新年の挨拶 

新年明けましておめでと

うございます。町田市商店

会連合会の皆様におかれま

しては、つつがなく新しい

年をお迎えのこととお慶び

申し上げます。 

一昨年に引き続き、昨年

も実施いたしました「まちだわくわくスタンプラ

リー」は、認知度も向上し、多くの方にご応募を

いただきました。運営を担っていただきました町

田市商店会連合会の皆様、及びご協力いただいた

商店街の皆様に、重ねて感謝申し上げます。 

さて、市内経済に目を向けますと、景気回復を

実感している方はまだまだ少ないのではと感じ

ております。町田市は来年、市制６０周年を迎え

るとともに、２０１９年にはラグビーワールドカ

ップ、そして２０２０年のオリンピック・パラリ

ンピック競技大会と大きなイベントが予定され

ています。町田市商店会連合会の皆様とも協力し、

市内商店街の発展の契機としたいと考えており

ます。引き続き、ご協力いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

◆町田商工会議所 深澤会頭 新年の挨拶 
新年あけましておめでとうございます。町田市商店会連合会の皆様には地域の経

済振興の担い手として活力ある街づくりに多大なるご尽力を賜り、深く感謝申し上

げます。 

個人消費の動きも未だ鈍い状況のなかで、今やネット販売の猛威により、街に出

かけモノを買うこと自体が減少し、さらには近隣都市の駅前再開発事業の活発化な

ども相まって、来街者の減少に歯止めがかけられない状況が続いております。昨年

１１月、町田市中心市街地活性化協議会で２年ぶりに実施した、中心市街地来街者

通行量調査の結果を見ましても、２年前と比較して１２％強の通行量の落ち込みと

なっています。活気ある商業空間をつくり、他市にない街の魅力を高めるため、今後一層、行政並び

に関係機関との強力な連携を深めていきたいと思います。 

結びに、本年がさらなる貴会の飛躍、そして地域と域内事業者が発展する力強い一歩を踏みだす年

となりますことを強く願い、年頭の挨拶といたします。 
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加盟商店会 紹介 

◆栄通り商店会（内山 秀人 会長） 

昭和３０年に発足した、市内最大規模の商店会

です。小田急線の第１踏切から森野３丁目までの

約１ｋｍに、飲食店、金融機関、生活に密着した

さまざまな小

売店、事業所

が並びます。 

毎年９月に

行われる

「ザ・フェス

タ栄通り」は、

移動式舞台で

行われる演芸や模擬店、恒例の１，０００人規模

のパレードを行い、地域が大いに盛り上がるイベ

ントです。また地域内には、人気小説にゆかりが

ある「まほろ横丁」もあります。若い世代もアイ

デアを出し合い、人が集まる企画を考えるなど、

商店会の発展を目指して活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別会員のご紹介                    協力金融機関のご紹介

◆(株)京王エージェンシー 

当社は交通広告を基盤にエリアマーケティン

グとセールスプロモーションを手掛ける京王グ

ループの総合広告会社です。プランニングから制

作、広報、イベン

ト実施、報告まで

トータルでサポ

ートできること

が強みです。 

町田市商連様

には「まちだわくわくスタンプラリー」など、毎

年様々なイベントでお世話になっています。町田

市商連様も加盟する三多摩商連の事業では、町田

市総合体育館での子ども向けイベントの実施、ま

ちの魅力が詰まった「ぐるり街めぐりＢＯＯＫ」

制作などをお手伝いしました。これからも商店街

活性化のため全力で貢献していきます！ 

◆(株)八千代銀行 

八千代銀行にとって町田市は、発祥の地のひと

つであり、当行町田支店は、創立時の信用組合か

ら数えて７５年を超える歴史ある店舗です。 

当行は、地域の繁栄を願い、長きにわたり町田

市の皆さまと共に歩みを続け、現在、市内に８店

舗を構え、様々な金融サービスのサポートをさせ

ていただいております。 

平成３０年５月には、当行、東京都民銀行及び

新銀行東京の３行の合併を予定しており、合併後

におきましても、引き続きお客さまの様々なニー

ズにお応えし、地域社会・地域経済の発展に貢献

してまいります。 

◆「６市をめぐるスタンプラリー」終了 

当連合会が加盟する三多摩商連では、「ぐる

り街めぐりＢＯＯＫ」を作成し、６市（八王子、

立川、武蔵野、青梅、町田、府中）のスタンプ

を集めて応募する「６市をめぐるスタンプラリ

ー」を昨年の１１月１日から１２月３１日まで

開催しました。抽選で６市のキャラクターピン

バッチや各市の名産品がプレゼントされる予

定です。１月下旬に発送となります。 

◆「まちだわくわくスタンプラリー２０１６」終了 

町田市からの受託事業として「まちだわくわ

くスタンプラリー２０１６」を昨年の１１月５

日～１２月３１日の期間で実施しました。今回

は２１商店会約４００店舗が参加し、市民にも

大変好評で総数３，４９８通の応募がありまし

た。 

東日本大震災復興支援も兼ねており、陸前高

田市の特産品や町田市の名産品が合計４８０

名様に当たります。当選者の発表は賞品の発送

をもって代えさせていただきます。 
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◆新加入商店会のご紹介（金森商工共和会 加藤 忠志 会長） 

金森商工共和会は地域の皆様のご理解とご協力

により、本年４０周年を迎えることになりました。

しかしながら昨今は個人商店の廃業など昔なじみ

の商店が減少し、全盛期７０社を超えていた会員

も４７社余りになり寂しい限りです。 

当会は、町田街道の南橋から南に約２ｋｍの商

工事業所を中心に活動しております。事業内容は、

成瀬恩田川桜祭り、町内盆踊り等の模擬店出店や

バス研修会、ハイキングなど会員の懇親を行っております。 

また町田南地区商業対策協議会の１０商店会とも密接な意見交換をしており、今後も社会貢献活

動をはじめ地域の発展に一層の努力してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

◆商店会 若手のホープ（鶴川団地センター名店会 佐藤 郁夫 会長） 

鶴川団地センター名店会は、ＵＲ（旧住宅公団）が開発した鶴

川団地内にあります。「太陽の広場」を囲むように各商店と郵便

局、図書館が並んでいます。商店会活動は活発で、現在空き店舗

はありません。ただ、これまで活動を支えてきた店主の方々の高

齢化が進んでいます。 

佐藤会長は、焼き鳥と手作りコロッケが人気の精肉店の２代目

経営者です。昭和４３年の開業時は、川崎駅前の食肉の老舗 

「宮代」の支店であり、先代は支店長でした。その後、個人商店とし

て「佐藤商店」となり、先代から経営を引き継ぎました。 

「耐震問題により計画されている団地の建替えにどう対応し、どう

対処するかが課題です。」「活動を維持し盛り上げるためより多くの商

店に活動に参加して欲しい。」「時代に合わせて変化していきたいと考

えています。」と語る佐藤会長、若きリーダーとして期待されています。 

 

◆盛況！イベント報告 ＜金井フェスティバル＞ 

１０月２２日、金井商店会主催の「金井フェスティバル２０１

６」が金井スポーツ広場で開催されました。天気にも恵まれ、約

５，０００人の方にご来場いただきました。ステージプログラム

（今回のスペシャルゲストは、林寛子さん💛江藤博利さん）、商

店会会員の飲食ブース、フリーマーケットなど盛りだくさんの 

イベントが用意されており、子供からお年寄りまで一日中楽し

めるイベントとなっています。また、このイベントは金井商店

会を中心に、金井地区の地域コミュニティのご協力・ご支援の

もと、企画・広報から運営に至るまで、すべて地域の手作りで

行われています。‘地域貢献を第一に’をモットーに、来年以降

もさらに魅力ある金井フェスティバルを開催していきます。
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平成２９年 新年賀詞交歓会を開催 

石阪町田市長や小倉衆議院議員、都議会・市議会の議員の

皆様など、多くの来賓の方々をお招きして、加盟商店会の皆

様と一堂に会して新年賀詞交歓会を開催しました。 

●日にち：１月２６日（木） 

●会場：ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田 

挨拶する林会長（中央）と園田副会長（左）、富岡副会長（右）→ 

ルミネ町田 

コスメ下取りキャンペーン 

期間中、不要になった化粧品

をお持ちいただくと、ルミネ町

田で使用できるお買い物券を

プレゼントいたします。 

※イベントの詳細は準備が

整い次第、ルミネ町田ホームペ

ージにてご案内いたします。 

●時期：２月下旬（予定） 

●場所：２Ｆ ＢＥＡＭＳ前 

（予定） 

 

宝永堂 

リニューアル 

1 周年記念セール 

昨年３月に１階ジュエリー

フロアを全面改装しました。 

１周年を記念しまして、ジュ

エリーのお買上げ金額（38,000

円以上、58,000円以上）に応

じて素敵なジュエリーボック

スを差し上げます。 

●期間：３月２日(木)～ 

３月２６日(日) 

玉川学園雛めぐり 

玉川学園商店会 

玉川学園南口商店会 

期間中、両商店街の有志店舗

３０店に雛人形と関連品を、ま

た全会員店舗に地元４幼稚園

の園児が描いた雛ポスターを

展示します。 

ワゴンセールのほか、アー

ト・アイアン看板めぐりを実施

し、素敵な景品を用意します。

またおうちで不要となった雛

人形の回収と供養も行います。 

●期間：２月１５日(水)～ 

３月３日(土) 

●場所：玉川学園商店会・ 

玉川学園南口商店会 

軽減税率対策補助金のお知らせ 

平成３１年１０月より、消費税の１０％への増税が予定され

ています。この消費税増税とともに「軽減税率」が導入され、

飲食料品にかかる税率を、８％の場合と１０％の場合で使い分

ける必要があります。 

しかし、旧式のレジを使用しているお店では、税率の設定を

商品ごとに設定できないことがあるため、最新式のレジに入れ

替えを行う必要があります。 

国からは、このレジ入れ替えに掛かる費用に対して、補助金

を支給しています。 

★レジ本体：補助率２／３（３万円未満の場合３／４）、補助上

限は１台あたり２０万円 

★設置費用：補助率２／３、補助上限は２０万円×設置台数 

★期限：導入設置、補助金交付申請ともに平成３０年１月３１日まで 

詳細は、軽減税率対策補助金事務局にご相談ください。 

ＵＲＬ：http://kzt-hojo.jp/ 

電話番号：0570-081-222（9時～17時／土・日・祝日を除く） 

町田市商店会連合会への 

入会を歓迎します！ 

市内商店会、ご賛同いただ

ける企業・団体の皆様、町田

市全体の活性化のため、ぜひ

ご入会ください。 

●年会費：(１事業所１５０円

／月×会員数)×１２ヶ月。ご

入会初年度は月割計算いたし

ます。入会金はありません。 

※特別会員につきましては、

事務局までお問い合わせく

ださい。 

 商 店 会 ・ 大 型 店 の イ ベ ン ト 情 報  


