
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30年1月4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）

新年あけましておめでとうございます
会長・役員留任で２期目の新年を迎えました。
　品川区商連・区振連の代表として誠心誠意努め、行政・各団体・地
域等との繋がりも円滑に職務を遂行して参りました。
　昨年の漢字一文字『北』が選ばれましたが、私は『政』を選びました。
一昨年の都知事選・米大統領選、昨年の都議選・衆議院選 等、政界
が大きく変化しました。品川区も変りました。しながわ観光協会が２０周
年を迎え、設立以来２０年務めた井上会長から長谷川新会長へ、東京
商工会議所品川支部会長を１６年間務めた大山会長から武田新会長
へ交代します。因みに品川区商連・区振連は昨年５月総会で私が留任
し２期目を務めて参ります。区商連・区振連の役員・事務局員は変わり
ませんが、新しい事業にどんどんチャレンジして参ります。

今年も個店を支援して参ります。
　東京オリンピック・パラリンピックに向けて、商店街国際化推進事業で
は外国のお客様が安心して買い物ができ、街を楽しんで戴くための勉
強会の開催、頑張って取り組まれている個店のＰＲなどを支援いたしま

す。また、マイスター店等活性化事業、大型店との連携事業では大
型店の催事場に出店販売し、お店を宣伝して戴きます。

こうした事業を活用して戴き個店の売り上げに繋げて戴き
たいと思います。

品川区のご支援に感謝致します。
　区のご支援で年２回行っている「プレミアム
商品券」は、販売をハガキでの応募による抽
選方式で行い、公平に販売することが出来ま
した。お客様の購買意欲を上げるプレミアム
商品券事業は、我々商人にとってとても有難
い区のご支援です。感謝申しあげます。
　昨年11月に行った「大商業まつり」は、中小
企業センター内装工事の為使用できず、隣の中央公園で行いました。初め
ての屋外での開催で心配もしましたが、外の方がお客様も参加しやすい
せいか通年よりも多くの来客数に恵まれました。出店者の方 も々喜んで戴き
ました。イベントは青空のもと行うのが最高です。こうした事業を遂行出来る
のも、区商連事務局のスタッフの努力と頑張りの結果だと確信しておりま
す。皆様にとって、必要とされ支持される区商連を目指し頑張って参ります。
また、商店街が地域のリーダーとして安心・安全で住み続けたい街づくりを
目指して戴ける様、区商連は協力・支援して参ります。
　今年は戌年です。勤勉な努力家の年と云われています。真面目にこつこ
つと努力して働き、来年の亥年で猪突猛進する為の準備として、
知識を蓄える年でもあります。ワンダフルな年に致しましょう。

会長　島　敏生

平成30年1月1日（1）  第 330 号
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島　敏 生

※換金期限を過ぎますと、商品券の換金はお受けすることができませんのでご注意下さい。

発行総額　3億3千万円（60,000冊） 
販売単位　1冊5,000円（500円券11枚綴り） 

プレミアム率10％

有効期限　平成30年2月28日（水） 
換金期限　平成30年3月20日（火）

販 売 所　区内42郵便局・区商連事務局 
販売総額　2億9,837万円
　　　　　（発行総額　3億2,820万7,000円）
交換者数　8,323名 
平均購入口数　 7.2口

申込

・平成29年9月11日～9月26日
・応募者数15,831名
　　　　（112,928冊分）

抽選会

・平成29年10月3日
・当選者へ当選ハガキを
　送付

第一次販売

・平成29年10月13日～10月23日
・当選ハガキと引換で商品
　券を販売

第二回抽選会

・平成29年10月25日
・一次販売で引換がされな
かった残り分を一次抽選の
落選者の中から抽選

第二次販売

・平成29年11月2日～11月10日
・当選ハガキと引換で

商品券を販売
　・最終交換率97.9%

今回（事前申込制）
の経過

抽選会の実施 第二回抽選会の実施
（2億7,640万円）

当選確率
58.74%
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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）
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　平成29年度の新規事業として、「商店街おもてなし店PR事業」を実施しています。東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催に向けて、訪日外国人の方々を歓迎するお店をPRしていく事業です。また、併
せてセミナーを開催し、外国人のお客様に対応出来るようバックアップしていきます。
　PR冊子は12月下旬に完成し、羽田空港や区内のホテルなどで配布を行っています。セミナーは8
月より毎月実施しており、次回は1月下旬頃に実施する予定です。開催内容は下記の通りです。
　商連の会員でしたらどなたでも無料でご参加頂けます。ご興味が御座いましたらお問い合わせ下
さい。

地域のみなさまにささえていただいたことを感謝し「ク
ラブ創設20周年記念フラッグ」を制作しました。
今年1年限定のものですので、ぜひ各商店街街路灯に
掲出していただきますようご協力お願い
します。

・フラッグは無償で提供します。（但し取付け、取外しは各商店街負担でお願いします）
・掲出期間は2018年2月1日～2019年1月31日までの期間内。

※イメージ（20周年デザインは制作中）

商 店 街 お も て な し 店 P R 事 業

FC東京 クラブ創設20周年記念
フラッグ掲出商店街を募集します！

第1回セミナー

第2回セミナー

第3回セミナー

第4回セミナー

第5回セミナー

第6回セミナー

第7回セミナー

8月1日

日程 内容

9月19日

10月18日

11月14日

12月7日

1月下旬頃

2月下旬頃

外国人対応ってどうして必要なの？何をしたらいいの？
訪日外国人の人数や伸び率、インバウンドという言葉の意味

インバウンドを意識したSNSの活用方法
外国人のお客様にお店に来てもらう為の情報を発信する方法

外国人のお客様ってどんな方？
外国人のお客様の習慣や、実際によくある事例

外国人とのコミュニケーションの取り方
外国人のお客様の習慣などを理解した上で、実際に英会話

免税制度って何？始め方やメリットは？
免税とは何か、始める手続と実際の取り扱い方法

クレジットカード決済について（予定）

地域で取り組む国際化の事例（予定）

プロサッカーFC東京が
今年10月にクラブ創設20周年を迎えます。

掲出希望商店街は区商連事務局までご連絡ください。

（3）
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詳しくは

東京都主税局　償却資産
詳しくは

エルタックス

ハイシンコク

きゅりあん　4F 調理講習室

定員 24 名（10 名以上で開講）

講師謝礼　1 万円
その他、材料費として千円 × 人数分をお渡ししますので、
調味料を含めた材料の手配はお店にてお願いします

2018年7/29（日）、8/19（日）、9/9（日）
13：00～16：00 ※いずれか1日

※日時は会場が空いていれば別日に調整可能

2017年 11月実施　とりいち (西大井 ) さんによる
「アジのおろし方講座」

開催
日時

会　　場

受講者数

条　　件

募集
チラシ

お問い
合わせ

主要６紙（朝日、毎日、読売、産経、日経、東京）
品川区内、大田区一部へ 14 万６千部折り込み
その他、５千部をメイプルセンター等で配布　

・2月 募集締め切り
・3月 メニュー決め
・4月 チラシ製作
・5月中旬 チラシ納品
・5月下旬 新聞折り込み
・6月1日 受付開始

‒都税についてのお知らせ‒23区内に
償却資産を
お持ちの方へ １月は固定資産税（償却資産）の申告月です（23区内）

償却資産とは 会社や個人で、工場や商店などを経営している方が、
事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等

申告が必要な方

申告期限

申告先 償却資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班
※品川区の場合：品川都税事務所　03-3774-6666（代）

◆詳しくは、資産が所在する区にある都税
事務所の償却資産班までお問い合わせくだ
さい。◆また、主税局ホームページにも詳し
い内容を掲載していますので、ぜひご利用く
ださい。申告の手引きや各様式のダウン
ロード、Q&Aや軽減制度に係る解説をご覧
いただけます。

平成30年１月１日現在、償却資産を所有している方

平成30年１月31日（水）

■ヘルプデスク
☎ 0570-081459 （左記電話番号につながらない場合 ☎03-5500-7010）
9：00から17：00 （土・日・休日、年末年始12/29～1/3を除く）

償却資産の申告には、
電子申告（eLTAX:エルタックス）もご利用できます

2011年10月から、メイプルセンターと共催で、区内の商店主を講師にお招きし、カル
チャー講座を開催しています。これまで、和洋中、エスニックなど様々なジャンルで講
座を実施し、ご好評を頂いてきました。この度、7月～9月までの講師を募集します。
アットホームな雰囲気ですので、講師未経験の方でもOK！お店の宣伝も兼ねて、1度
“1日講師”を体験してみませんか？

eLTAXイメージキャラクター
エルレンジャー

料理教室講師大募集！

TEL：5498-5931　担当：石原

◎今後のスケジュール

再校

http://www.eltax.jp/
ホームページ

東京都最低賃金が改訂されました。

フードドライブイベント実施のお知らせ品川区環境課

※集まった食品は、区内の子ども食堂などに寄付をします。

ご寄付・ご興味のある店舗の方は環境課までご連絡ください。
品川区環境課環境推進係　TEL　5742-6755
E-Mail　 kankyo-suishin@city.shinagawa.tokyo.jp

フードドライブとは 家庭や商店などで余っている食品を寄付していただき、集まった食品を地域の福祉団体や
施設、フードバンク等に寄付する活動です。

集めたい食品例
賞味期限、消費期限の残りが

2ヵ月以上のもの

お米／パスタ／乾物／缶詰め／ペットボトルや紙パック商品（水・ジュース等）
調味料（砂糖・醤油・味噌・油等）
＜受付対象外の食品＞
・生鮮食品、冷凍・冷蔵食品、アルコール類　・開封後、包装・外装の破損品

第1回『フードドライブイベント』を2月24日（土）、スクエア荏原にて開催される「環境表彰式・
講演会」にて実施いたしますので、皆様の温かいご支援をお待ちしております。

開催日
当日支払

（4）
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