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クローズアップ ●港区商店グランプリ ●港区ものづくり・商業観光フェア／子ども菓子店

Report

レポート ●全国交流物産展 in 新橋 ●レクリーエーション「TOKYO NO KABA」

港区商店グランプリの受賞店舗が決定
港区ものづくり・商業観光フェア
港区長賞は「エルメ・ド・ボーテ新橋店」が受賞 「子ども菓子店」に 81 名が参加

新橋に全国 34 自治体が集結
２日間とも天候にも恵まれ大盛況

10月22日（月）の巡回審査及び審査委員会の結果、平成30年度の港区商店グランプリの受賞
店舗は下記の通りとなりました。表彰式は1月30日（水）の新年賀詞交歓会にて行われます。

港区内商店街と全国自治体との交流や促進のきっかけづくりの一環とし

11月18日（日）にお台場でレクリエーションが行われました。総勢69名が

て、平成21年度より開催している「全国交流物産展in新橋」が10月25日

貸し切りの水陸両用バス「TOKYO NO KABA」2台に分かれて乗車。車両は

（木）・26日（金）の２日間、JR新橋駅前SL広場と区立桜田公園の2会場で開

陸上では車窓を見上げるほど車高が高く迫力満点で、とても写真映えする姿

催されました。２日間とも晴天となり、開場直後から多くの来場者で賑わい

でした。女性ガイドの軽快なトークでスタートしたドライブ＆クルーズは、

ました。

陸から海へ突入する瞬間には車内に大きい歓声があがり、前方の座席は若干

■平成 30 年度 港区商店グランプリ「個性が光るお店づくり」
●港区長賞

エルメ・ド・ボーテ新橋店

●港区商店街連合会会長賞

白金こむすび庵さんかく

●港区議会議長賞

塩屋（マースヤー）麻布十番店

●東京商工会議所港支部会長賞

haaz（ハーズ）

●港区しんきん協議会賞

赤坂宮川本廛

●優良賞

B.Body.Balance

●優良賞

SHIBAURA GRILL

芝浦二丁目商店会

●優良賞

Trattoria dello ZIO（トラットリア デェッロ ツィーオ）

メリーロード高輪

●優良賞

薩摩おごじょ

六本木商店街振興組合

●優良賞

乃木坂倶楽部

赤坂第一商店会

●優良賞

青山もっきんばーど

青山南一商振会

Attention
1/30
（水）

ニュー新橋ビル一階商店会
白金商店会

麻布十番商店街振興組合
プラチナヒルズ商栄会
赤坂通り商店会
ニュー新橋ビル四階商店会

ものづくりや商業、観光の紹介を通して、次世代へ受け継ぐ港区の魅力を
再発見するイベント「第7回・港区ものづくり・商業観光フェア」が11月9日
（金）
・10日
（土）
にみなとパーク芝浦にて開催されました。
「ものづくり」の技を実際に体験できる「体験コーナー」では、恒例の
ハーモニカ製作体験やそば打ち体験のほか、東京2020パラリンピック競技大
会の正式種目「ボッチャ」体験が行われ、ロンドンパラリンピック日本代表
の秋元妙美さんがゲストとして参加し、おおいに盛り上がりを見せていまし
た。
また、子どもたちに“ものを売ること”の楽しさ、難しさを学んでもらう場
として「子ども菓子店」が行われ、ポップコー
ン屋さん、チュロス屋さん、駄菓子屋さん、ベ
ビーカステラ屋さんの4つのお菓子ショップに
総勢81名の子どもたちが参加しました。子ど
もたちの頑張りはもちろん、天気が良かった影
響もあり、たくさんのお客様が来店し、どの
ショップも売上は好調でした。

注目記事

東京プリンスホテルにて
平成 31 年 新年賀詞交歓会を開催

2/3

（日）

麻布十番商店街で
節分パレード＆豆まき

港区からは港区商店街連合会からニュー新橋ビル地下商店会、ニュー新橋

お台場の海を周遊後、アクアシティお台場5Fにあるレインボーブリッジを

港区商店街と友好都市協定を結んでいる自治体を含む、全国34の自治体が参

一望できるレストラン「TO THE HERBS」に場所を移し、ビュッフェスタイ

加し、多くの物産品、自慢の逸品が並びました。

ルのランチを楽しみました。石釜で焼く36セン

その他、物産展会場でのお買い物１回ごとに

チのローマ風ピッツァをはじめとした多彩なメ

抽選補助券がもらえ、抽選補助券２枚で抽選１

ニュー、そしてテラス席や店内から見える景色

回に参加でき、参加団体の特産品等が当たる抽

はとても美しく、終始和やかな雰囲気の中で親

選会や各自治体によるPRステージ等が行われ、

睦を深め合いました。

おおいに盛り上がりました。

Topix
2/10
（日）

トピックス

新橋演舞場にて港区商業まつり観劇会
今回は「二月競春名作喜劇公演」

港区商店街連合会の新年賀詞交歓会は、東京プリンスホテルにて、1月30

麻布十番商店街の伝統行事である節分パレードが今年も行われます。年男

平成30年度の港区商業まつり観劇会は、2月10日（日）

を乗せた豆まきパレードの山車は、15時15分にパティオ十番前を出発し、商

に新橋演舞場にて開催予定です。今回の演目は、新派

ら11店舗がエントリーした港区商店グランプリの表彰式をはじめ、毎年恒例

店街の各所を巡行します。また大人気企画の福袋が当たる豆まきは、16時頃

130年、松竹新喜劇70年、合わせて200年達成の夢の競演

の素敵な賞品が当たるお楽しみ抽選会「三角く

より麻布十番会館前で行われます。ちなみに

「二月競春名作喜劇公演」となっております。半世紀以

じ」など、盛りだくさんの内容を予定していま

年男は前年に“鬼”役に扮装するそうです。商

上にわたり、劇団新派が大切に上演し続けて来た作品

す。皆様の参加をお待ちしております。

店街は多くの人で溢れ、1年の最初の行事とし

「華の太夫道中」と見る人の心を揺さぶる温かい涙と笑

ておおいに活気づきます。

いの世界「おばあちゃんの子守唄」の二本立て。また豪

Topix

ホームページ▶

華賞品が当たる恒例のおたのしみ抽選会も行います。

麻布十番商店街

トピックス

1/16
（水）

3/24
（日）

お買い物をしてカードをゲット
「港区商店街ワールドカードラリー」

港区内各所で世界の文化に触れ、国際理解と交流を深める
イベント「港区ワールドフェスティバル」の一環として、
「港区商店街ワールドカードラリー」が行われます。1月16日
（水）〜3月24日（日）の期間中に、商店街の協力店舗で買い物
をした人は、港区内の大使館の国旗や情報に加えて店舗の割
引情報なども掲載されているカードがもらえます。カードを
集めると3月24日（日）に東京タワーで行われる「港区ワール
ドカーニバル」での抽選会に参加することができます。
ホームページ▶http://www.world-festival.jp

「買い物するなら地元の商店街で」

芝信用金庫
この街の“ホームドクター”

プレミアム付きスマイル商品券は
おかげさまですべて完売しました

プレミアム付きスマイル商品券が昨年12月3日（月）の10時から区内
20箇所の販売所で一斉に販売されました。7月に引き続き20％プレミ
アム付きの「限定券」と10％プレミアム付きの「共通券」が販売さ
れ、各販売所とも盛況で短時間で完売したところもありました。また
12月8日（土）には、港区役所1階ロビーでも販売され、たくさんの
方々にご購入いただきました。

の水しぶきを浴びたようでした。

ビル二階商店会、芝浦商店会の3商店会、及び港区観光協会が出展。そして

日（水）
に開催されます。「個性が光るお店づくり」というテーマで各商店会か

●東京プリンスホテル ２階「マグノリアホール」
●開場17:15 ●開宴17:45

水陸両用バス「TOKYO NO KABA」＆
ランチビュッフェのレクリエーションは大好評

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

2,000
1.11%

（平成 30 年 12 月 11 日現在）

※上記の融資限度額、返済期間の取扱いは、平成 31 年 3 月 31 日の
日本政策金融公庫受付分までとなります。
※審査の結果、ご希望に添えないことがございます。

本店営業部

新橋 6-23-1

TEL（3432）3261

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

天王洲 ATMコーナー 港南 4-6-7

※窓口業務は行なっておりません。

充実の52 店舗ネットワーク

本 店 営 業 部
東 京 港 支 店
芝 浦 支 店
麻 布 支 店
麻布十番出張所
日 比 谷 支 店
赤 坂 支 店
広尾白金支店
六 本 木 支 店
青 山 支 店

（平成 31 年 1 月 4 日現在）

03-3444-1112
03-3451-8251
03-3454-5181
03-3451-3710
03-3456-8550
03-3437-3710
03-3585-3710
03-3444-3710
03-3403-3710
03-3400-3710

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。

