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◆◆◆◆町田商連ニュースの発行について町田商連ニュースの発行について町田商連ニュースの発行について町田商連ニュースの発行について    

しばらくぶりで、ニュース

を発行することといたしま

した。まだ試みの段階ですが、

再スタートいたしました町

田商連の状況を、少しでも皆

様にお伝えすることが大事

かと考えております。 

商連の役割、会員商店会の活動の紹介、会員の

状況、ちょっとしたニュースなどを盛り込んでみ

ました。今後に向けて、ご意見、ご協力をいただ

けますよう、よろしくお願いいたします。 

会長  林 伸光 

◆◆◆◆1111. . . . 三役及び監査三役及び監査三役及び監査三役及び監査 

会 長・林 伸光 

副会長・園田 孝司、副会長・富岡 秀行 

総 務・青山 高博、総 務・佐藤 雅男 

総 務・関口 昌也、総 務・渡辺 久利 

監 事・高橋 靖昭、監 事・石川 光男 

    

◆◆◆◆2. 2. 2. 2. 生まれ変わった商連生まれ変わった商連生まれ変わった商連生まれ変わった商連    

（1）ポイントカード事業の精算 

借入残については金融機関との話し合いの結

果、徐々に返済して行くこととなりました。 

商連の事業の資金不足については、町田市から

の支援により、各商店会に役立つものを選びなが

ら、町田市と調整して実施して行くこととなりま

した。 

（2）商連の事務局を町田商工会議所に委託 

事務処理についてきちんとした対応ができる

ように、町田商工会議所に事務委託をしました。 

（3）「株式会社まちだ商連」は、完全に切り離し

て、順次事業を整理して行くこととしました。 

 

◆◆◆◆3.3.3.3.    平成平成平成平成 27272727 年度の計画年度の計画年度の計画年度の計画    

「人と街を結ぶ商店会」の実現のサポートを目

指します。 

事業計画としては、以下を予定しています。 

（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店舗支援事業 

（2）町田市からの受託事業 

①講演・セミナーの開催 

②販促支援事業（商店街スタンプラリー事

業） 

③町田市新・元気を出せ商店街事業補助金 

（3）三多摩商連との連携のイベントの実施 

（4）商店会イベント時の備品等の貸出など 

（5）新年賀詞交歓会（予定）

東京都と商店会の連合会組織東京都と商店会の連合会組織東京都と商店会の連合会組織東京都と商店会の連合会組織    

東京都（要望書提出・予算支出） 

⇒東京都商店街振興組合連合会 

⇒東京都商店会連合会 

⇒多摩地域として、三多摩商店街連合会

がある（町田・八王子・立川・武蔵野・

青梅・府中の各連合会が参加） 

 

平成 27 年度の三多摩商連の事業コンセプ

トは、～こどもたちは宝物。商店街から、人

づくり、街づくり。～三多摩商連「Dear KIDS 

Project」 

今後、イベントを具体化して行きます。 
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昨昨昨昨    年年年年    度度度度    のののの    商商商商    連連連連    のののの    活活活活    動動動動    報報報報    告告告告

◆ホームページ開設◆ホームページ開設◆ホームページ開設◆ホームページ開設    

2015 年 3 月 17 日、ホーム

ページを開設しました。加盟

商店会の会員店舗の地図や

電話番号が掲載されていま

す。 

今後は、商店会イベントやセール等の情報も随

時更新します。（http://machida-shoren.com） 

 

◆三多摩商連◆三多摩商連◆三多摩商連◆三多摩商連””””見える防災キャンペーン見える防災キャンペーン見える防災キャンペーン見える防災キャンペーン””””    

「三多摩商連」では、2014

年度”見える防災キャンペー

ン”を実施。 

町田では 11 月 21 日、24

日、29 日、12 月 6 日、7 日に見える防災ブック、

防災拭い、トートバッグを配布しました。 

12 月 7 日は「まちだイルミネーションパーク

2014」とコラボ

し、はしご車乗

車体験、放水訓

練、お笑いステ

ージなどたくさんのイベントで大盛り上りでし

た。

◆ガイドブック作成◆ガイドブック作成◆ガイドブック作成◆ガイドブック作成    

ガイドブックは加盟

会員向けのもので、

2,500部を発行しました。 

商店会・大型店等の地

図や電話番号のほかに、

各商店会の取り組みや年間イベント、会長の紹介

などを記載し、各商店会や大型店などと地域のつ

ながりを紹介しています。 

商連の歩みや商都町田の歴史なども掲載して

います。 

 

◆商店街実態調査◆商店街実態調査◆商店街実態調査◆商店街実態調査    

町田市からの受託事業として、10 月から 12

月に商店街実態調査を行いました。その結果を分

析し町田市の商店会の現状の把握と今後の活性

化の方向性を検討しました。 

① 消費者アンケート調査 市内 7 ヶ所 9 日間、

903 名 

②商店会と経営者にアンケート調査 25 商店会、

103 経営者から回収 

この調査の内容について 6 月 18 日に報告会を

開催致しました。

商商商商            店店店店            街街街街            紹紹紹紹            介介介介

◆◆◆◆町田木曽団地名店会町田木曽団地名店会町田木曽団地名店会町田木曽団地名店会（高瀬憲一会長） 

今年 45 周年の老舗商店街。

年間 6 回を数える季節のイベ

ントが好評です。5 月：「はな

さかセール」ではお花をプレ

ゼント。7 月：「中元福引大売

出し」では豪華賞品が当たり

ます。8 月：「風流夜店祭り」

は遠方からの来客も多く賑わいます。9 月：近隣

の「山崎団地名店街」との合同イベント「やまき

そスタンプラリー」。10 月：「秋の味覚セール」

ではお米や果物をプレゼント。12 月：「歳末福引

大売出し」。

◆◆◆◆町田市立博物館前商店会町田市立博物館前商店会町田市立博物館前商店会町田市立博物館前商店会（井上忠雄会長） 

小規模な商店街ですがスタンプラリーが活か

され、会員同士フレンドリーで意思疎通がしっか

りできています。老舗が多いのもこの商店街の特

徴で、これからも地域に密着した活動を目指しま

す。 

イベント情報：7 月：七夕

まつり。スタンプラリーを開

催し全部廻ればお客さんにサ

ービスしています。11～12

月：クリスマスイルミネーシ

ョン。
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会会会会    員員員員    ・・・・    特特特特    別別別別    会会会会    員員員員    一一一一    覧覧覧覧（平成（平成（平成（平成 27272727 年年年年 6666 月月月月 16161616 日現在）日現在）日現在）日現在）

〔会員〕 

No. 商店会名称 会長名 会員数 

1 原町田三丁目商店会 細野 敏雄 12 

2 原町田四丁目商店会 高橋 宏明 45 

3 文学館通り商店会 小林 昌巳 42 

4 町田ターミナルロード商店会 土方 隆司 45 

5 幸町商店会 大塚 信彰 47 

6 町田一番街 立木 宏治 50 

7 町田二番街商店会 宮本 恒夫 50 

8 町田駅前商店会 佐藤 雅男 19 

9 栄通り商店会 森谷 浩一 107 

10 若葉通り商店会 青山 高博 25 

11 玉川学園商店会 野田 行康 68 

12 玉川学園南口商店会 長谷川 雅宏 38 

13 藤の台ショッピングセンター 水上 政秀 20 

14 町田木曽団地名店会 高瀬 憲一 17 

15 山崎団地名店会 齋藤 義之 16 

16 根岸商工懇話会 若林 章 32 

17 常盤商友会 藤田 昇 18 

18 鶴川団地中央商店会 石井 有三 29 

19 鶴川団地センター名店会 鈴木 勝二 21 

20 金井商店会 林 伸光 60 

21 町田市立博物館前商店会 井上 忠雄 10 

合計 771 

商連への入会を歓迎致します！商連への入会を歓迎致します！商連への入会を歓迎致します！商連への入会を歓迎致します！ 

町田市商店会連合会に未入会の商店会様、ぜひご入会して頂き

町田市全体の商店会活性化のため一緒に活動

致しましょう。 

年会費：(1 会員当り 150 円/月×会員数)×12

ヶ月。年度途中の入会は、初年度月割計算。入

会金はありません。 

※特別会員の会費算出方法は異なりますので

事務局までご連絡ください。 

まちだ☆いいことふくらむ商品券のぼり旗まちだ☆いいことふくらむ商品券のぼり旗まちだ☆いいことふくらむ商品券のぼり旗まちだ☆いいことふくらむ商品券のぼり旗    

町田商連ではのぼり旗を製作し、商品券を使

えるお店に無料で配布しています。

〔特別会員〕 

No. 会社名 

1 ㈱小田急百貨店町田店 

2 町田東急ツインズ 

3 町田ジョルナ店 

4 ㈱宝永堂 

5 東急ストア 

6 ㈱ルミネ町田店 

7 サミット㈱ 

8 町田マルイ 

9 ㈱いなげや 

10 東京・湯河原温泉 万葉の湯 

町田市商店会連合会のシンボルキャラク町田市商店会連合会のシンボルキャラク町田市商店会連合会のシンボルキャラク町田市商店会連合会のシンボルキャラク

ターターターター「サルビアン」を無料で借りよう！「サルビアン」を無料で借りよう！「サルビアン」を無料で借りよう！「サルビアン」を無料で借りよう！    

こんにちは、サル

ビアンだよ。名前の

通り町田市の花のサ

ルビアから生まれた

キャラクターなんだ

♪ 

商店会を元気にす

るために元気に頑張

るから応援よろしくね。 

イベント出演依頼は商連事務局

(042-723-6900)まで連絡してね。商連の会

員は無料(非会員は要相談)だよ。 

商店街スタンプラリー事業について商店街スタンプラリー事業について商店街スタンプラリー事業について商店街スタンプラリー事業について    

町田市の商店街振興イベントの効果を

測るため、平成 27 年 11 月～12 月に商店

街スタンプラリー事業を実施します。 

期間中に会員店舗で 500 円以上ご利用

のお客様に対して、スタンプカード（ハガ

キ）にスタンプを１個押します。 

スタンプを 3 個集めてポストに投函し

ていただくと、1 月に抽選で景品が当たり

ます。
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町田東急町田東急町田東急町田東急ツインズツインズツインズツインズ    

TWINSTWINSTWINSTWINS××××KEEPWILLKEEPWILLKEEPWILLKEEPWILL「「「「OASISOASISOASISOASIS」」」」    

今夏、町田の真ん中に涼しく

ひと休みができるカフェが期

間限定オープン。 

ミストやフレッシュココナ

ッツが心地よく暑さを和らげ

てくれます。 

●期間：開催中～9 月中旬 

●場所：イースト館パークアベ

ニュー側イベントスペース 

栄通り栄通り栄通り栄通り商店会商店会商店会商店会    

ザザザザ・フェスタ栄通り・フェスタ栄通り・フェスタ栄通り・フェスタ栄通り    

若葉通り商店会から栄通り

商店会前（小田急線第一踏切手

前まで）の道路で、1000 人規

模の華やかなパレードが行わ

れます。また、栄通りに面した

駐車場内では、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。 

●期間：9/6(日) 

●場所：新産業創造センター横

の駐車場 

山崎団地山崎団地山崎団地山崎団地名店会名店会名店会名店会    

・町田・町田・町田・町田木曽団地名店会木曽団地名店会木曽団地名店会木曽団地名店会    

やまきそやまきそやまきそやまきそスタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリー    

期間中にお買い物をしてス

タンプを集めると抽選会（9 月

11・12・13 日）に参加できま

す。景品は両商店会で使用でき

る便利なお買い物券です。 

●期間：8/29(土)～9/13(日) 

●場所：山崎団地名店街内・町

田木曽団地名店街 

原町田四丁目商店会原町田四丁目商店会原町田四丁目商店会原町田四丁目商店会    

原町田四丁目大道芸原町田四丁目大道芸原町田四丁目大道芸原町田四丁目大道芸    

学生プロレスを中心に、大道

芸人によるパフォーマンスや

数々の演舞を繰り広げます。 

●期間：10/10(土), 11(日) 

●場所：ぽっぽ町田イベント広

場 

町田一番街町田一番街町田一番街町田一番街    

町田一番街大道芸町田一番街大道芸町田一番街大道芸町田一番街大道芸    

2 日間にわたり 12 時から 17

時まで大道芸を繰り広げ、町ゆ

く人々を圧巻のパフォーマン

スで魅了します。 

●期間：10/10(土), 11(日) 

●場所：カリヨン広場 

町田ターミナルロード商店会町田ターミナルロード商店会町田ターミナルロード商店会町田ターミナルロード商店会    

町田ターミナルロード大道芸町田ターミナルロード大道芸町田ターミナルロード大道芸町田ターミナルロード大道芸    

2 日間とも大道芸を実施し、

賑わいのある、楽しい商店街を

演出します。 

●●●●期間：10/10(土), 11(日) 

●場所：町田ターミナルロード

及び大和横丁区域内 

金井商店会金井商店会金井商店会金井商店会    

フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル 2015201520152015    

例年好評の大規模なフリー

マーケット、模擬店やゲーム、

抽選会など、様々な催し物を実

施します。特設ステージでの歌

謡ショーやチアリーディング、

FC ゼルビアと町田ペスカドー

ラの選手と子供たちとのゲー

ムがフェスティバルを盛り上

げます。震災支援のための東北

物産展も開催します。 

●期間：10/17(土) 

●場所：金井スポーツ広場 

原町田地区原町田地区原町田地区原町田地区 8888 商店会商店会商店会商店会    

フェスタまちだフェスタまちだフェスタまちだフェスタまちだ 2015201520152015    

市内はもちろん、本場沖縄を

はじめ、全国からエイサーチー

ムを呼びます。また、琉球民謡、

琉球空手など勇壮な演舞を披

露し、街中を沖縄一色に染めま

す。模擬店や PR ブースを設け

るほか、東北地方の物産展を招

待し、復興支援も行う予定で

す。 

●期間：9/12(土), 13(日) 

●場所：原町田地区 

山崎団地名店会山崎団地名店会山崎団地名店会山崎団地名店会    

チラシイベントにゃん金チラシイベントにゃん金チラシイベントにゃん金チラシイベントにゃん金デーデーデーデー    

各店舗でくじ引きをして当

たった方には商品をプレゼン

トします。 

●期間：10/15(木)～17(土) 

●場所：山崎団地名店街内 

商商商商    店店店店    会会会会    ・・・・    大大大大    規規規規    模模模模    店店店店    のののの    イイイイ    ベベベベ    ンンンン    トトトト    情情情情    報報報報    


