1

通巻第92号

みんなで楽しくお買物

平成25年11月発行 江東区商店街連合会 広報部／情報ネットワーク部
江東区東陽4‒5‒18江東区産業会館2F TEL 3645 ‒1231 FAX 3645 ‒1150

潤いのある商店街へ

第31回 江東区民まつり 中央まつり

ふ る さ と ま つ り バ ザ ー ル 開催
■ 共通商品券販売

■ ふるさとまつりバザール

ん。二日目には雨の中、ずぶ濡れになりな

10月19日と20日の二日間、ふるさとまつ

今年の出店は38店舗あり、食料品から

がら会場内を回っていただきありがとう

りバザールにおいて10％プレミアム付区

衣類、雑貨まで様々なお店が出ていまし

ございました。

内共通商品券の販売を行いました。１日

た。19日は曇天ながら例年位の売り上げ

ジャグラーこうすけ

2,500万円づつ、二日間で総額5,000万円

があったようですが、20日は雨のため午後

昨 年からお願

を販売しました。朝早くから行列ができ19

１時に中止となり材料が余ってしまったお

いしているジャグ

日は販売時間の10時には、600人程のお客

店も多く残念な結果になってしまいました。 ラーです。ジャグ

様が並んでいました。昨年は一人50,000円

このバザールはどうしても天候に左右され

リングだけではな

まででしたが、より多くの方に行きわたるよ

るため仕方がないのですが、出店者の皆

く様々なパフォー

さんには申し訳なく思っています。

マンスを繰り広げ

■ パフォーマンス

てお 客 様を楽し

商品券販売所

ませてくれました。

今年もお並び頂いたお客様及び会場に

特に写 真にある

お越しの皆様に喜んで頂けるよう、様々な

パフォーマンスは

イベントを開催しました。

絶品でした。

人力車無料乗車

バルーンアーティスト バルーン☆マリカ

車夫・岡崎屋惣次郎

ジャグラーこうすけ

昨年ご好評を頂いた人力車の無料乗

今年初登場のマリカさん。細長い風船

車を今年も行いました。日本一と云われる

で動物など色々な物を作って、子供たちに

車夫の岡崎屋惣次郎さんのファンも多く、 無料で差し上げていました。また、マジッ

う今年は一人30,000円で販売しました。特

「去年の車夫さんは今年も来るんですか」

クも見せていただき小さな子からお年寄

に20日は降りしきる雨の中、人出が心配さ

というお声も頂き

りまで楽しませてくれました。

れましたがそれでも450人程の行列ができ、 ました。雨のため

二日目は雨のため、予定していた「江

両日とも午前中に完売できました。長い時

19日の一日だけで

戸水神太 鼓」
「バルーンアーティスト・風

間並んで頂いたお客様には申し訳なく、深

したが、多くの方

船王子」
「アコースティックギター・ダニエ

く感謝申し上げます。また、販売担当、人

に並んで頂き記念

ル」の公演が出来なくなり、非常に残念

員整理にご協力いただい江商連役員・会

の写真を撮ったり

でした。

員の方々及びアルバイトの皆様、本当にお

しながら楽しんで

疲れ様でした。

頂きました。
チンドン屋

次年度もお客様に喜んで頂ける様、創

人力車無料乗車

意 工 夫 して
滝の家一二三

まいりますの
毎年好評

でご 期 待 の

のチンドン屋

程よろしくお

さんで す。も

願 い 申し 上

う十 数 年 来

げます。

ていただいて
いるお 馴 染
雨の中の行列

みの滝の家さ
チンドン屋

バルーン☆マリカ

江東区商店街連合会ホームページ リニューアル

http://www.ko-syouren.jp

facebook始めました

江東区商店街連合会で検索して下さい。商店街及び商店街及び個店の売出し情報等、書き込みお待ちしています。
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平成25年度 家族・従業員レクリエーション

“東京再発見”観光研修会
厚生担当副会長

永野茂治

薪炭を江戸に運んだとの事。
また着物の生地が盛んに生産

11月10日、雨の予報に悩まされまし

されていたが、時代の変化と

たが、午後からは日が差して来る上々

共にだんだん少なくなってき

の好天となり、旅行の雰囲気は盛り上

たなど興味深いお話を頂きま

がり神様に感謝しました。参加者は36

した。講演場所は昭和レトロ

名で皆さん一日楽しそうでした。高速

商品博物館２階で八畳二間くらいの広

道はまったく順調そのもので青梅宿に

さしかなく、この中に36名は少しきつ

青梅宿の歩み

到着し、合資会社「うめや」無限責任

かった。部屋も相当に古い、手入れは

者の野嵜 弘さんの出迎えを受けまし

しているが階段は急勾配で上がる時よ

た。街の第一印象は昭和の映画。道路

り下りが怖い感じでした。

昭和末期、1日の通行者数が200人台
しかないことに危機感を持った住江町商
店街が平成元年より東京都のモデル商
店街事業により歩道と街路灯の整備、オ
ブジェの設置による活性化をはかった。
平成3年にソフト事業として青梅宿アート
フェスティバルを開催した。当初は住江
町商店街の単独開催だったが、参加する
商店街が増え、平成16年には6商店街の
共同開催になる。
毎年昭和をテーマに毎回違う趣向で
開催。このイベントから「昭和レトロの青
梅宿」「映画看板のまち」のイメージが
出来上がってきた。観光のまちづくりが
行われ平成11年に「昭和レトロ商品博物
館」、15年に「青梅赤塚富士夫会館」、
17年に「昭和幻燈館」のレトロ3館がで
き、現在に至る。

数馬の湯前で記念撮影

を挟んで両側とも商店の屋根の上に華

光明山荘の昼食は石焼料理（七輪の火

やかな時代の看板がずらりと並ぶ姿に

の上に川の石を置き加熱して）豚肉、

しばし昭和の昔を想い出しました。青

ピーマン、キャベツ、玉ねぎ、人参な

梅の発展の基は江戸に近かったからで

どを焼いて食べる。ご飯、すいとんも素
朴な味で皆さん美味しく頂いていまし
た。背中には渓谷のせせらぎが食事をよ
り美味しくし素朴なムードいっぱいの光
明山荘でした。桧原温泉センターはぐる
ぐる回って上へ上へ、こんな山深い所に
数馬の湯がありました。無色透明のお
湯は適温で、ご馳走を頂いた身体から
日ごろの疲れを十分に癒してくれまし
た。ここも東京都です。驚きでした。

昭和レトロ商品博物館

弁当販売実施
江東区商店街連合会では9月から開催された国民体育大会・スポーツ祭
東京2013に於いて、江東区の要請により選手及び役員の方々のお弁当を販
売いたしました。江東区内で開催された「水泳競技」
「セーリング競技」
「ライフル競技」の3会場で競技役員等向けの支給弁当、選手・監督向け
の斡旋弁当の2種類の販売でした。支給弁当は江東区から受注、斡旋弁当
は江商連のホームページから受注し下記の通りの販売数となりました。
販売に関し会員各位には、平日休日を問わずお手伝い頂き誠にありが
とうございました。滞りなく無事に販売終了となりましたのも、皆様の
ご協力のお陰と感謝申し上げます。
競技場所

日

程

斡旋弁当

支給弁当

4,774個

2,952個

水泳競技

９月９日～９月15日

セーリング競技

９月26日～10月２日

415個

3,277個

ライフル競技

10月５日～10月７日

73個

887個

合計

支給弁当 7,116個

（東京辰巳国際水泳場）
（若洲海浜公園ヨット訓練所）
（警視庁術科センター）

斡旋弁当 5,262個

総合計 12,378個

水泳競技弁当販売所

斡旋弁当パッケージ

江商連ニュースでは商店及び商店街の広告を募集しています。詳しくは商連事務所まで。
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区内の商店街では、歳末に様々な売り出しが催されます。
商工会議所発行の「わっしょい江東」からご紹介します。

๑ਫ਼Ⴢ༸ȱ௶ၡ
商店会名

売出し名称

実 施 期 間（開始日順）

歳末福引大売出し

12月８日（日）恒例餅つき大会
お買上げ1,000円毎に抽選１回、景品10,000円・3,000円・200円・10円
スポンサー賞2,000円 空くじなし

砂町銀座商店街振興組合

歳末・暖暖セール

亀戸天神通り商店街振興組合

11月23日（土）～12月23日（月）

その場で当るスピード三角くじ
10,000円・1,000円・500円・300円

お買物金券、家庭用品、空くじなし

歳末福引大売出し

亀戸五丁目中央通り商店街振興組合

11月25日（月）～12月25日（水）

1,000円お買上げ毎に「福引補助券」１枚進呈 補助券２枚でがらがらが１回まわせます。
特賞：お掃除ロボ「ルンバ」・電動自転車 他景品多数

歳末太っ腹！スタンプラリー

五ノ橋豊国通り商店会

11月25日（月）～12月31日（火）

1,000円以上お買物をしてスタンプ１個
３店舗分のスタンプを集めると、1,000円のお買物が出来る太っ腹企画です

歳末いきいきカードまつり

深川仲町通り商店街振興組合

11月28日（木）～12月８日（日）

大売出し期間中はスタンプラリー、ポイント５倍セール、１店１品市の他、
12月７日～８日はディズニーランドペア券他多数景品が当る大抽選会を行います

歳末福引大売出し

深川資料館通り商店街協同組合

12月１日（日）～12月25日（水）

お買上げ2,000円毎に特賞：現金10,000円又は自転車～３等500円、４等まで空クジなし

歳末売出し街路灯ＬＥＤリフレッシュセール

大島らかん通り商店街振興組合

12月１日（日）～12月20日（金）

太っ腹500円で三角くじが引ける！
特賞：帝国ホテルランチご招待・商店賞他当りくじ多数

歳末クリスマスセール＆歳末福引大売出し 12月９日（月）～12月21日（土）

森下商店街振興組合

平成26年

11月22日（金）～12月16日（月）

お買上げ2,000円で抽選１回 景品多数あり！
最終日は先着100名のお子様にクリスマスプレゼントがあります

江東区商店街連合会

日時：平成26年１月24日（金）午後６時
場所：江東区総合区民センター
江東区大島４−５−１

૧ාٖতۥٛ
ٳट̵͈̤ͣ

皆様お揃いでお越し下さい。

九月五日（参加十五名）

一、江東区民まつりふるさとまつりバザール

の件

一、第六十八回国民体育大会協力の件

一、従業員家族リクリエーション開催の件

十月十日（参加十五名）

一、平成二十五年度商業まつりの件

一、江東区民まつりふるさとまつりバザール

の件

一、第六十八回国民体育大会協力の件

一、次世代リーダー意見交換会開催の件

一、パソコン講習会開催の件

十一月一四日（参加十三名）

一、平成二十六年賀詞交歓会開催の件

一、ふるさとまつりバザール報告

一、国民体育大会協力終了報告

石井正彦

一、従業員家族リクリエーション報告

広報部長

一、パソコン講習会開催の件

編集後記

先日、あるホテルで宴席に出た時、メニューの中に

帆立のテリーヌ・牛フィレ肉のステーキなどがありま

した。少し前なら函館直送帆立貝とか松坂牛フィレ肉

とかになっていたのかなと勘ぐってしまう嫌な世の中

になってしまいました。この誤表示？（偽装）問題は

食品から羽毛ふとんまで広がりを見せていますが、貴

店では大丈夫でしょうか？大手企業なら連絡ミスで済

まされますが、数人で営業している店舗は社長の意思

と思われても仕方ありません。ネットが普及している

現在、悪い噂は即、売上げに直結します。「良い品は

結局お得です」の精神で商品を見直す良い機会とした

らどうでしょうか。

常任理事会報告
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商 店 街 イ ベ ン ト 報 告
かかしコンクール

深川資料館通り商店街協同組合
副理事長 分部 登志弘

まつりでもやるか、とそのとき突如「かか
し」の発想が。しかし徳川家康がこの土
地を開拓したときから、田畑には縁のな

深川資料館通りの「かかしコンクール」

ゆるきゃらの「くまもん・ふなっしー・なめ

かったご当地になぜ「かかし」なの？かな

は今年16回目、学校、幼稚園の参加はも

こ・壇蜜さん・DJポリス」など時事ネタも

りの抵抗を押し切って決定、作り始める

とより福祉施設、作業所などから応募が

沢山あり来街者の皆さんをたのしませた。 と意外に面白く会員の皆さんが制作に熱

ふえ過去最高の190体程に、締切り間際

そもそも『下町の商店街になぜかかし

中、今までに見られなかった近所の連帯

にどっと持ち込まれ担当者はテンテコマ

が』といまだに質問が

感が生まれ、85体ものか

イ、
うれしい悲鳴となった。

寄せられる。これは平

かしが商店街をうめた。

持ち込まれる作品も年々向上し見応え

成９年に「元気を出せ

この第１回かかしコン

ある「かかし」ばかり、今回のコンクール

商店街」という補助金

クールをNHKテレビ「お

のテーマは、まんが・オリンピック・時の

事業に応募し、平成10

はよう日本」で7：35頃に

人・自由部門と幅広く、要は危なくなけれ

年第1回目を開催し今に

全国に生中継し、各方面

ば何でも良く、深川のかかしは「アート」

至っているが、当時商

から注目をあび華々しく

だ、と宣言して久しく“ん”これでもかか

店街はかなり疲弊して

スタートをきった。以来ミ

し？と言うものまで多種多様だ。中でも今

おり空洞化が目立ちは

スマッチなイベントが秋

年の人気者は朝ドラの「海女ちゃん」な

じめ、人 通りを戻すた

恒例下町の風物詩として

んと９体も出揃いＮＨＫテレビ９月に「ひ

めに何かを商店街に並

定着した。商店街も活気

るまえほっと」10月に「おはよう日本」で

べてそれを見ながら楽

を戻しつつあるのか、会

商店街のお店と共に紹介された。ほかに

しく歩いてほしい、七夕

ハロウィンパーティ
10月27日第４回ハロウィンパーティを

海女ちゃんかかし

大島中の橋商店街振興組合
理事長 福井 和生

員が微増している。

して頂きましたので次回は今年を上回る
人数にしたいと思っています。

方が商店街を練り歩き大変な盛況でした。

開催しました。当日は好転に恵まれ先着

今回は特に近 所に「コスプレスタジ

700名の予定でＨＰ・チラシ・メルマガ等

オ」が出来ましたので、そこに集まった方

で近隣に周知をはかり会員店舗に巨大

にパレードへの参加を依 頼したところ、

カボチャ並びにハロウィングッズ等で宣

多数の方々に集まって頂きパレードに華

伝を行なった結果、子供さんだけで1,000

をそえて頂きました。子供さんを主役に

人を超え大人も加えると2,000人以上の

した「イベント」で家族の皆様にも参加
ハロウィン

《こうしん》は地域の皆様のお役に立ちます。
年金のお受け取り・ご相談は、当組合で…
専門のスタッフがご相談にお応えいたします。

ライフサポート・多目的ローン
最高５００万円まで ご融資（個人の方限定）
詳しい内容は、お近くの営業店へ…

お気軽に、ご相談下さい

江 東 信 用 組 合

