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特集記事 ●レクリエーション ●MINATO 節電アクション

9 月 11 日
（日）
はレクリエーション
東京湾で釣り三昧

安定した電力供給のために
みんなで「MINATO 節電アクション」
区民の皆様
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▲前回は総勢 14 名が参加しました

8 月発行のプレミアム付きスマイル商品券は総額 10 億円分発行
プレミアム率 25％で、共通券と限定券のセット販売
令和４年８月発行のプレミアム付きスマイル商品券の事前申込が、6月1日（水）〜6月17日
（金）に行われました。今回も電子商品券と紙商品券が発行され、電子商品券は総額6億円

こまめにスイッチオフ！

エアコンで節電！

分、紙商品券は総額4億円分、合計で10億円分の発行となりました。プレミアム率は25％で、一

待機電力を削減！

クールビズスタイルで快適に！

可能で、申込方法は電子商品券オンライン、紙商品券はオンラインまたはハガキで申込していた

エアコンで節電！

断熱性を向上！

設定温度・風向きを調整して節電！

口1万円／共通券5,000円、限定券7,500円のセットでの販売。最大１人５口（5万円分）が購入

使用していない場合にも電力が消費される待機電力を削減！ 勤務の状況にあわせて服装に工夫を！
設定温度・風向きを調整して節電！
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●プレミアム付きスマイル商品券

事業者の皆様

スイッチオフで電気使用は必要最小限に！
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注目記事

だきました。
当選のお知らせは、8月5日（金）頃から、電子商品券は当選メールにて、紙商品券は当選ハ

熱の出入りを効果的に防いで節電！

冷蔵庫で節電！

照明で節電！

照明で節電！

就業の見直し！

テレビで節電！

省エネ機器で節電！

他にもこんなところで節電！

省エネ行動で節電！

ガキの発送にて行われます。商品券の購入は、電子商品券は8月8日（月）10:00〜8月20日
（土）18：00の間に、スマートフォン等の端末で登録を進め購入します。紙商品券は、8月8日

扉の開閉時間を短く、詰め込む量も考えて節電！ 明るさや点灯時間を調整して節電！
明るさや点灯時間を調整して節電！
主電源 OFF・明るさを調整して節電！
生活スタイルを見直して節電！

（月）〜8月20日（土）の間に申込時に選んだ郵便局や札の辻スクエア8Fで購入することがで
きます。

オフィスで朝チャレ！

利用期間は、令和4年8月8日（月）〜令和5年1月31日（火）までとなっています。電子商品券
と紙商品券は、利用可能店舗が異なりますので、特設サイトでご確認ください

日々進化する省エネ機器で節電！

プレミアム付きスマイル商品券についてのお問い合わせは下記となります。

電気使用は必要最小限に！

コールセンター

▲７項目の電力削減行動

昨年は中止となった港区商店街連合会レクリエーションですが、今年は2018年

本年3月に発生した福島県沖を震源とした地震や、国際情勢の影響により、エネ

に実施して大変好評だった「釣り」を実施します。
競いましたが、今回も魚のサイズを競い合う大会形式で、魚はキス、イシモチ、ライ
トアジなど、その時期に釣ることができる魚を予定しています。
釣船はクルーザータイプの仕立て釣船「快速石川丸」で、トイレや船室、釣った
魚を入れるいけすなど、充実の設備を搭載しています。当日は芝浦の八千代橋から
出航し、東京湾を目指します。
「船酔いが心配」といった声も聞こえますが、そんな
心配も吹き飛ばすほどの楽しいレクリエーションになること間違いなしです。ぜひご
家族・ご友人をお誘いの上、ご参加ください。

受付時間：9:00〜18:00（土日祝日含む、年末年始除く）

ルギーの安定的な確保が課題となっています。特に電力需要が高まる夏場に向け

前回は「キス釣り大会」と称して大会形式で行われ、釣り上げたキスのサイズを

て、電力ひっ迫を引き起こさない行動を習慣づけていく必要があります。

特設サイト

「MINATO節電アクション」とは、安定した電力の供給を確保するために、区
するとともに、集中的に7項目の電力削減行動を実行する取組です。
環境行動指針とは「すべての人びとが日常の生活や事業活動の中で、自らの行
動を考え、創意と工夫によって環境にやさしい継続的な行動をとる」という理念に
基づき、区民・事業者・区がとるべき具体的な環境保全行動です。
家庭やオフィスでみんなが少しずつ節電の努力をすることが、安定した電力供給

（土） （日） （月祝）

第 41 回みなと区民まつりは
芝公園、増上寺などで開催

（土） （日）

港区ものづくり・商業観光フェアは
札の辻スクエアで開催

菓子作り体験などをはじめ、子どもたちが販売の体験がで

りました。港区商店街連合会で

きる「子ども菓子店」など、魅力あるコンテンツが盛りだく

は、8日（土）・9日（日）の２日

さん。また出展ブースでは、港区の魅力に出合える企業・

間 で「子ども商 店 体 験 」を実
▲「子ども商店体験」の様子

商店街向け支援制度

振興課観光政策担当まで（TEL：03-6435-4661）

小規模事業者のみなさんへ

マル経融資のご案内
マル経融資

商工会議所の推薦に基づき、日本政策金融公庫が無担保・保証人不要
（保証協会の保証も不要）で融資を行う制度です。

融資限度額：2,000 万円
返 済 期 間：運転資金７年以内／設備資金 10 年以内
融 資 利 率：1.21％（2022 年６月 1 日現在）

※港区から支払利息の 30％を 3 年間補助（条件あり）

新型コロナウイルス対策マル経融資

港区立産業振興センターホームページには、商店街向け支援制度
が紹介されています。商店街を応援する補助金はもちろん、加盟店
舗が新たに取り組む「新規顧客獲得事業」「多言語対応事業」に係
る費用を助成するチャレンジ商店街店舗応援事業補助金、「テイクア
ウト・デリバリー・通信販売事業」を支援する補助金なども整理され
て掲載されています。
▶https://minato-sansin.com/shopping/

今年度、商店街担当となりました崎田麻衣子

から高齢者まで、国籍、障害の区別なく、多くの区

コロナで泣く泣く開催を見送ってきた各商店

民が参画できるスポーツを通じた地域共生社会

会のイベントも、今年は開催いただけるのでは

の実現を目的として、今年は11月20日（日）に開催

ないかと楽しみにしています。まずはイベント

が予定されています。

に積極的に参加し、各商店会の特色について勉
強させていただきます。よろしくお願いしま

が、公式サイトはオープンされていますので、エン
▲「子ども菓子店」の様子

融資限度額：1,000 万円
（一般のマル経融資とは別枠）
返 済 期 間：運転資金 10 年以内／設備資金 10 年以内
融 資 利 率：当初３年間 融資利率 0.31％（2022 年６月 1 日現在）

※特別利子補給制度により、売上が急減した事業者は当初３年間実質無利子
※審査の結果、ご希望に沿えないことがございます。

経営に関するお悩みをお持ちの方「窓口専門相談」をご利用ください。会員・非会員問わずご利用できます。

東京商工会議所 港支部 TEL.03-3435-4781
東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング南館５階

産業振興課・産業振興係
新しい担当職員のご紹介
です。新橋地区と赤坂地区を担当します。

大会の詳細についてはまだ発表されていません

団体のコンテンツをたくさん用意しています。詳しくは産業

施。夏休み明けから参加者募集

（日）

MINATO シティーハーフマラソン 2022 は
11 月 20 日（日）に開催予定

ここ２年はコロナ禍により中止となってしまった

験コーナーでは、ハーモニカ製作体験、そば打ち体験、和

の３日間で開催されることにな
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▲8 月発行の紙商品券「限定券」のデザイン

トピックス

「MINATOシティハーフマラソン」ですが、子ども

8回港区ものづくり・商業観光フェア」が開催されます。体

（土）・9日（日）・10日（月祝）

を開始する予定です。

10/29 10/30

10月29日(土)・30日(日)の2日間、札の辻スクエアで「第

毎年20万人が来場する、みな
と 区 民 ま つ り が 、1 0 月 8 日

▲8 月発行の紙商品券「共通券」のデザイン

Topix

トピックス

10/8 10/9 10/10

https://minato-r408.ticket-dx.jp

民、事業者及び区職員の一人ひとりが、港区環境行動指針に基づいた行動を実践

につながります。今すぐできる節電アクションに取り組みましょう。

Topix

0120-769-578

トリー希望の方は随時チェックしてみてください。

す。
公式サイト▶https://minato-half.jp

芝信用金庫
この街の“ホームドクター”
しばしんが豊かな暮らしを応援します
しばしん港区の支店
本店営業部

新橋 6-23-1

赤坂オフィス

赤坂 6-14-15-１階 TEL（6277）
7130

新橋支店

西新橋 1-14-2

TEL（3502）3451

三田支店

芝 3-43-15

TEL（3453）1231

高輪支店

高輪 2-3-20

TEL（3441）8201

白金支店

白金 5-7-14

TEL（3447）2441

（融資特化型オフィス）

TEL（3432）3261

天王洲 ATMコーナー 港南 4-6-7 ワールドシティタワーズ キャピタルタワー 1 階

（窓口業務は行なっておりません。）

充実の48 店舗ネットワーク

崎田 麻衣子さん▶

「買い物するなら地元の商店街で」
商店街のさらなる活性化を目指して
作られたロゴです。
シンプルで目に留まりやすい
デザインとなっております。
商店会のイベントポスターやチラシに
ぜひご活用ください。

