
荏 原 支 店       品川区旗の台 2-9-15  ℡３７８３－３１２６ 
大 井 支 店       品川区西大井 2-20-12 ℡３７７７－４４０１ 
戸越公園支店 品川区戸越 5-7-18 ℡３７８６－３７１０ 
二 葉 出 張 所 品川区二葉 2-14-9 ℡３７８５－３１０１ 
品 川 支 店       品川区北品川 1-22-15 ℡３４７１－４７９１ 
南品川出張所 品川区南品川 6-6-3 ℡３４７４－４８１１ 
戸越銀座支店 品川区戸越 1-15-15 ℡３７８３－６５１１ 
小 山 出 張 所 品川区小山 3-7-12 ℡５４９８－３７２１ 
立 会 川 支 店       品川区南大井 4-2-5 ℡３７６４－７１０１ 
不動前出張所 品川区西五反田 5-12-3 ℡３７７９－２７５１

品川区内の店舗 （平成29年7月1日現在） 

本 店 港区 三 田５-２１-５ 
本 部 渋谷区広尾５-１９-８ 

http://www.sawayaka-shinkin.co.jp/

私たちは社会貢献企業として、
地域の皆様の幸せを守り、
地域社会の発展、繁栄に
貢献します

（信用金庫イメージキャラクター）

区商連･区振連 通常総会を開催

全ての議案を
原案通り
可決承認

5月23日（火）に「品川区商店街連合会 第66回通常総会」、「品川区商店街振興組合連合会 
第48回通常総会」が五反田TOC13階特別ホールにおいて開催されました。理事会提出の諸
議案については全て原案通り可決承認され、以下のように役員改選が行われました。
また、総会終了後には懇親会が開催され、商店街、行政、企業、団体のたくさんの方々にご出
席頂きました。再任された島会長は、商店街が地域コミュニティの中心を担っていくよう、引き
続き勇気を持って新しいことにチャレンジしていくことをアピールしました。

組合員総数　19商店街振興組合

出席者総数　13商店街
　　　　　　（本人出席8名、委任状5名）

代議員総数　99名

出席者総数　73名
　　　　　　（本人出席40名、委任状33名）

共に優に半数を超えているので両総会は成立しました。

品川区商連・区振連　新理事・監事
区商連 区振連
役職名 氏名 商店街名

会長 島　敏生 荏原町商店街（振）

副会長 綱嶋　信一 大崎駅西口商店会

副会長 田代　敏郎 昭和通り商店会

理事 堀江　新三 青物横丁商店街（振）

理事 浅海　直一 中延商店街（振）

理事 亀井　哲郎 戸越銀座銀六商店街（振）

理事 後藤　邦夫 大井銀座商店街（振）

理事 石坂　直明 五反田商店街（振）

理事 山村　俊雄 戸越銀座商栄会商店街（振）

理事 糟谷　利章 山王銀座商店会

理事 加藤　丈幸 京急新馬場商店街（振）

理事 野口　清彦 立会川駅前通り繁栄会

役職名 氏名 商店街名

理事長 島　敏生 荏原町商店街（振）

副理事長 堀江　新三 青物横丁商店街（振）

副理事長 浅海　直一 中延商店街（振）

専務理事 亀井　哲郎 戸越銀座銀六商店街（振）

理事 後藤　邦夫 大井銀座商店街（振）

理事 石坂　直明 五反田商店街（振）

理事 山村　俊雄 戸越銀座商栄会商店街（振）

理事 加藤　丈幸 京急新馬場商店街（振）

監事 後藤　一雄 不動前駅通り商店街（振）

監事 高村　幸弘 戸越公園中央商店街（振）

監事 橋詰　尊幸 員外（東品川一郵便局）

☆印は新任

品川区振連
通常総会

午後2時開会

品川区商連
通常総会

午後3時開会

役職名 氏名 商店街名
理事 貴田　浩之 桜新道共栄会

理事 増子　忠広 大井光学通り商店街

理事 池田　一郎 大崎駅西口商店会

理事 廣井　重次 親友会通り商店街

理事☆ 半田　忠久 武蔵小山商店街（振）

理事 梅田　雅弘 二葉中央商店会

理事 佐々木　忠雄 戸越公園駅前南口商店会

理事 高田　一夫 旗ヶ岡商店会

理事 伊井　晴子 女性部長

監事 伊与田　正志 五反田駅前商店会

監事☆ 熊沢　弘 宮前商店街

平成29年7月1日（1）  第 329 号

商連ニュース01 初校

島　敏 生



しばしんが豊かな暮らしを応援します

ホームページ　http://www.shibashin.jp
～しばしんの品川区内の店舗～

芝信用金庫

大井支店 品川区二葉 1-10-11 03-3783-3111
荏原町支店 品川区中延 6-6-4 03-3784-1311
不動前支店 品川区西五反田 4-4-9 03-3493-1611
大森駅前支店 品川区南大井 6-24-9 03-3762-8111
小山支店 品川区小山 3-1-6 03-3713-9146

安心な国の融資制度「マル経融資」を
ご存知ですか？

マル経融資は、商工会議所の推薦にもとづき融資される国（日本政策金融公庫）
の融資制度です。無担保・無保証人（信用保証協会の保証も不要）で融資を受け
ることができるほか、区が利子の一部を補助しています。

【お問い合わせ】東京商工会議所品川支部 TEL 03-5498-6211
品川区西品川1-28-3区立中小企業センター４階 （東急大井町線下神明駅徒歩２分）

品川区が融資の利子を
補助します！

［限　度　額］2,000万円
［利　　　率］ 1.11％（6月9日時点）

［区の補助額］支払利子の３割（最大３年間）

※審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
　予めご了承ください。

法律相談（弁護士）

毎月 第１・第３木曜日
10時～12時 （休：8/17 1/4）

【無料・予約制】

会員・非会員問わずご利用できます。

マル経融資の活用例
【小売・卸売業】売れ筋商品を一括して仕入れて、仕入単価を引き下げたい。
【飲食・理美容】お店をPRするため、ホームページの作成、折込チラシ広告やDMを
出したい。お店の改装や配線・配管工事、新しい什器の購入に活用したい。

街路灯フラッグのデザインの中どこかに
「みんなで取り組もう 節電アクション」

の文字を入れると、1枚につき1,000 円を補助します

街路灯フラッグ
1枚につき
1,000円を補助します

商連ニュース02 三校

（2）

参加商店街のお店でのお買い物1,000円分のレシートでご応募いただき、
抽選で300名様に東北の美味しい名産品（ふるさと小包）が当たるキャン
ペーンです。
今年の参加商店街は35商店街。7/15

（土）、16（日）にはSL自動車にて告知を行
います。8月中旬に抽選、当選者には8月下
旬に直接、商品発送となります。沢山のご
応募をいただけますよう参加商店街の皆さ
まもご協力のほどよろしくお願いいたしま
す。参加商店街には費用の負担は一切な
く、販促に役立てることが出来るキャン
ペーンです。毎年開催しておりますので今
年ご参加されていない商店街もぜひご検
討ください！

クールシェアしながわ
3年目となる今年は、より多くの方に認知して参加して
もらえるよう、区内小学校等へのシェアMAP配布する
他、参加店・施設を巡る、スタンプラリーを開催しま
す。（スタンプを3つ集めて応募すると、粗品をプレゼン
ト）また、㈱東急パワーサプライ（東急でんき）と連携
し、区内在住の東急でんき加入者様に、参加店で使え
るクーポン券を発行し、参加促進を図っていきます。
さらに、この夏開催される区内商店街イベントの中か
ら、5つのイベントにもブース出展し、事業をPRします。

7/1(土)～9/30(土)

今年度は
2種類の助成金が
あります！
是非ご利用
ください

福岡県出身、高校卒業と共に上京し、早稲田大学スポーツ科
学部に入学。高校、大学時代は陸上競技に勤しみ、様々な大
会で活躍。大学卒業後は、1年の教員生活の経て、有限会社
ＷＩＮＡＧＥＮＴに入社。かけっこから体操まで幅広い年代に
指導している。

リポーター永野祐一さんプロフィール

【主な大会成績】アジアJr400mハードル 2位／日本Jr400mハー
ドル 1位 ／関東学生新人陸上競技選手権大会400mハードル 1
位最優秀選手／関東学生陸上競技選手権大会 4位／全日本学生
個人選手権大会 3位／東京国体成年男子400mハードル 8位

番組リニューアルのお知らせ

品川区民チャンネル11ch 毎日14:35～／22:45～（10分間）

番組内容は毎月1日に更新放送日時

夏の家庭内の節電を目的に、小学生親子が涼しく過ごせて
楽しめるお店や施設、商店街イベントをご紹介する企画です。

44参加店舗、施設
戸越銀座商栄会　「ぼんぼん廻り」
戸越公園中央商店街・
戸越公園駅前南口商店会「とごすぽ！！」
二葉中央商店会「品川納涼祭」
不動前駅通り商店街「子ども縁日」
桜新道商盛会「大井・大森夢フェア」

7/   8（土）

7/ 23（日）

8/   5（土）

8/27（土）

9/10（日）

レシートキャンペーン2017開催中!
6/23（金）～7/31（月）

ケーブルテレビ品川

商店街の魅力を再発見！？
アスリートリポーター
永野選手が若者の目線で
商店街の楽しいイベントや
お得な情報を
毎月お届けします！

例

街路灯フラッグのデザインの中どこかに
「祝 品川区制 70 周年（記念）」

の文字を入れると、1枚につき1,000 円を補助します

☆両方の併用は出来ないので、ご注意下さい。
☆ご利用を検討される際は、事前にご連絡下さい。



25
10

品川区西五反田5-30-13
▼家族葬から大型葬まで年中無休24時間対応▼

セレモニーホール大成 五反田
桐ヶ谷斎場となり

●瓶（小瓶 330ml）
●生樽（15L）

商連ニュース03 三校

春季プレミアム商品券
平成29年度

発行総額　　 3億3千万円 
有効期限　　9月30日(土) 
換金期限　10月31日(火)

昨年秋同様、事前申込制でプレミアム商品券を販売しました。
1冊5,000円（5,500円分）、60,000冊発行に対し116,041冊（16,468件）の応募がありました。8,483件の当
選者を抽選し、交換されなかった分について落選者からの2次抽選をおこないました。最終で59,048冊（2億
9524万円）交換販売しました。9月末日までの有効期限となっていますので、お客様に快くお使いいただけますよ
うご協力お願いします。なお、秋季にも3億円販売する予定です。

品川区社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

"社会を明るくする運動"は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わ
せ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
品川区では、この運動を効果的に推進するため、品川区長を委員長に推進
委員会を設置して、品川区保護司会、関係機関・団体と連携、協力しながら
運動を進めていきます。
７月は強調月間で、各活動を行います。

日時／7月5日（水）午後3時～5時
場所／五反田・大崎・大井町・西大井（ＪＲ駅）
武蔵小山駅（東急線）、立会川駅・青物横丁駅（京急線）、八潮団地

日時／７月21日（金）午後1時30分～3時30分
会場／きゅりあん小ホール（ＪＲ大井町駅前）
内容／活動報告、青少年善行・特別表彰贈呈および体験報告、記念演奏

問い合わせ／品川区役所　地域活動課　TEL：5742-6687

第67回

街頭広報活動

中央大会（区民愛のつどい）

10月1日（日）から料金が改定となり、新しい券に切り替わります。新
券の販売は10月1日（日）から開始します。現在の券は、9月末までに
使い切ってください。使い切れなかった場合は、経過措置として10月
31日（火）までに限り貼付可能です。11月1日（水）
以降は、品川区清掃事務所の窓口で差額料金を
お支払いください。新券と交換します。詳細は、区
ホームページをご覧ください。

問い合わせ/品川区清掃事務所　TEL：3490-7705

‒都税についてのお知らせ‒ 23
区内

減免対象
一画地における非住宅用地の面積が400㎡以下であるもの
のうち200㎡までの部分。ただし、個人又は資本金・出資金
の額が１億円以下の法人が所有するものに限ります。

減免割合

減免手続 減免を受けるためには、申請が必要です。まだ申請をしてい
ない方で、小規模非住宅用地を所有していると思われる方に
は、８月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」をお送り
する予定です。減免の要件を確認のうえ、申請してください。

【お問い合わせ先】土地が所在する区にある都税事務所
【品川区の場合】品川都税事務所　03－3774－6666（代）

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向け外
国人観光客の増加が予想されます。品川区の商店街では、
「外国人観光客対応を積極的に頑張っているお店」を紹介す
るとともに、「これから頑張ろうと思っているお店」に対してセ
ミナー・勉強会の開催など継続して支援していく予定です。
今後、随時お知らせしていきますので、是非ご参加ください。

昨年度に引き続き、平成29年度も

小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税を減免します

※同一区内で前年度に減免を受けた方で用途を変更していない方は、
新たに申請する必要はありません。

固定資産税・都市計画税の税額の２割
P R 事 業
おもてなし店
商店街

品川区有料ごみ処理券 現行料金 改定料金

690円 760円

1,380円 1,520円

3,100円 3,420円

2,415円 2,660円

20㍑券（1セット10枚）

45㍑券（1セット10枚）

70㍑券（1セット5枚）

10㍑券（1セット10枚）

平成29年10月1日から
事業系有料ごみ処理券が

改定されます！

（3）
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三校

商店街支援係の
メンバーが
変わりました

4年の篠嵜皓太と申します。昨年度から品川区に関する研究
をしており、区商連のイベントをはじめ、様々な活動に参加して
います。区商連の活動を通して、区民の皆様と協力しながら品
川区をより良くできるよう頑張ります。また、自分の研究のため
の学びの場として、この機会を有意義に活用できるよう精進し
てまいります。1年間よろしくお願いします。

 2年生の吉田奈々美と申します。私は現在、千葉県に住んでお
ります。なので、品川区について詳しく触れるのは、恥ずかしな
がら、商店街連合会での活動が初めてとなります。自身の活動
を通じて、皆様の大好きな品川区に貢献できればと考えており
ます。まだまだ勉強も経験も不足で、至らぬ点も多いかと思いま
すが、一生懸命活動して参ります。よろしくお願いいたします。

ハコデキットを使いイベントでワークショップを開催する際、このキットを無料で提供します

※詳しくは品川区役所 文化スポーツ振興部 文化観光課 観光推進係（03-5742-6913）まで

立正大学の学生が商店街で活躍します
社会学という学びを商店街活動をとおして

深く考えていきます。今年度は2名が活動いたしますので、
よろしくお願い申し上げます。

■前職（前任）：総務課　■ご出身：大田区
■ご趣味：旅行
■簡単な抱負・商店街の方へのメッセージ
みなさまと一緒に商店街を盛り上げていければと思います。よろしくお願
いします！

■前職（前任）：人事課研修係　■ご出身：京都市
■ご趣味：旅行（前職、旅行会社にいました。）
■簡単な抱負・商店街の方へのメッセージ
まち歩きが好きなので、休みの日には商店街をうろうろして、新しい発見
をしたいと思います。商店街のおすすめグルメなど教えてください。よろ
しくお願いします。

左から高野乃利江係長・明石賢郎さん・
佐々木正子さん・石原翔さん

高野乃利江 係長

明 石 賢 郎  係員

ハコデキット「しながわ観光大使シナモロール」
バージョンを商店街イベントで活用しませんか？

ぬり絵やマスキングテープを利用してお子さんでも簡単に楽しく箱がつくれます。
完成品は文具や小物などが入るお気に入りの品として使えます。
「しながわ観光大使シナモロール」は、㈱サンリオのキャラクターで子どもや若い女性を中心
に高い人気があります。ぜひ、イベント等でご活用下さい。

３ステップで、オリジナルの
シナモンノベルティが

完成します

表紙を
ぬり絵
する

1
セロテープで
箱を組み
立てる

2
表紙を
張り
付ける

3

品川区
限定!

商店街関係者必読の一冊。
絶賛販売中！ 1冊1,500円+税

「街の灯りふたたび」
戸越銀座商店街物語

昭和 38 年戸越銀座生まれ。家業の宝飾・時計・眼鏡
販売店「ギャラリーカメイ」を営む。若くして、戸越銀座
銀六商店街振興組合理事長に就任。商店街のブランド
化などに取り組み、戸越銀座を全国区の商店街に育て
上げた人物の一人である。品川区商店街振興組合連合
会では専務理事を務める。

亀井哲郎

お買い求めは商連事務局まで

商店街で“みちあそび”やってみませんか？

昭和通り商店街での様子
©photo by TOKYO PLAY

戸越銀座商店街での様子
©photo by minami takahiko

とうきょうご近所みちあそび

今、商店街などの歩行者天国の時間帯を活用して、
「遊び」を通して、地域に暮らす人たちの「多世代交
流」や「子育て・子育ち」の機会をつくる取り組みが都
内で広がっています。区内でも商店街と地域の子ども
の居場所づくりに関わる団体がコラボして実施する
例も出始め、若い子育て世代が商店街を訪れるきっ
かけづくりとなっているようです。実施にあたっては、
この取り組みを都内各地で展開している（一社）
TOKYO PLAYのサポートを受けることができます。
ぜひ一度、特設ホームページをご覧ください。 

2年 吉田奈々美さん

4年 篠嵜皓太さん

新しい方

（4）
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