Special

Close up

●港区観光大使

港区の魅力を国内外に発信していただける 69 人の皆さんを「港区観光大使」に認定

港区に縁（ゆかり）がある多くの方の情報発信力等を活用した港区のプ

ロモーションの取組として、港区の魅力を国内外に発信していただく69

●新年賀詞交歓会

●みなとエコショップ

●スマイル商品券

「みなとエコショップ」認定店を表彰
商店街からは「宝石のまつや」が選ばれる

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

人の方々が「港区観光大使」に認定されました。
平成31年2月20日
（水）には、港区役所本庁舎にて「平成30年度港区観
光大使委嘱状交付式」が開催されました。代表としてスポーツジャーナ
リストの増田明美さんの委嘱状が武井雅昭港区長から読み上げられたの
ち、参加した港区観光大使一人ひとりに対し、委嘱状が交付されまし
た。
港区観光大使は、名刺を活用した観光PRやSNS等の情報発信を通し、
区の観光をはじめとしたさまざまな情報や地元の人しか知らない情報等
を、より多くの人に知ってもらえるよう区の魅力を発信していきます。
港区商店街連合会からは、芝神明商店会会長の内田吉彦さん、港区商店街連合会事業企画推進委員の川田絵里さん、新橋駅前ビル自治会長の川田圭子さ
ん、港区商店街連合会事業企画推進委員の木野雄介さん、東麻布商店会顧問の日下部泰祐さん、田町センタービルピアタ会会長の齊藤俊一さん、青山外苑前
商店街振興組合理事長の坂本力さん、白金北里通り商店会会長の佐藤伸弘さん、ニュー新橋ビル商店連合会連合会長の長尾哲治さんが選任されました。

●増田 明美さん

●川田 絵里さん

●川田 圭子さん

【港区観光大使一覧
（敬称略／ 50 音順）】

●木野 雄介さん

●齊藤 俊一さん

●佐藤 伸弘さん

●長尾 哲治さん

近藤 敏康●区民参画組織「麻布を語る会 麻布未来写真館分科会」座長

林 俊吉●東京都製本工業組合港支部支部長

出野 泰正●NPO 法人赤坂氷川山車保存会副理事長
今井 鉄●赤坂丹後町町会会長
内田 吉彦●芝神明商店会会長

大本 恵美里●「水辺のまち魅力アップ分科会」メンバー
大本 裕一●「水辺のまち魅力アップ分科会」メンバー
加来 耕三●歴史家・作家

金ヶ江 悦子●東京タワー名誉観光大使
金子 芳夫●「高輪今昔物語」リーダー

唐木 ひろ子●港区観光ボランティアの会アドバイザー

川上 利春●芝会議「まちの魅力発掘部会」サブリーダー
川田 絵里●港区商店街連合会事業企画推進委員
川田 圭子●新橋駅前ビル自治会長

北島 由記子●人と地域を元気にする盆踊り実行委員会代表
木野 雄介●港区商店街連合会事業企画推進委員
桐島 ローランド●写真家

日下部 泰祐●東麻布商店会顧問

久保 沙里菜●第 23 回新橋こいち祭ゆかた美人コンテスト受賞者
高 頡頏●港区観光協会 SNS 外国人記者
（中国語）

齊藤 俊一●田町センタービルピアタ会会長

斎藤 正精●チャレンジコミュニティ・クラブ代表
坂本 力●青山外苑前商店街振興組合理事長
佐藤 伸弘●白金北里通り商店会会長
澤内 隆●地理バッ地理 ® 先生
さんみゅ～●アイドル

清水 軍治●港区音楽連盟会長

アカペラ・ユニット XUXU（しゅしゅ）●歌手

白木 愛奈●第 23 回新橋こいち祭ゆかた美人コンテスト受賞者
須佐 直人●「白金タイムズ」編集長

鈴木 將人●東京グラフィックサービス工業会港支部支部長
千住 明●作曲家

平 百恵●第 23 回新橋こいち祭ゆかた美人コンテスト受賞者
高田 千明●パラリンピック競技選手
高田 裕士●デフリンピック競技選手

高橋 美沙子●「まちのお宝発掘プロジェクト」メンバー
高柳 由紀子●NPO 法人あざ六プラス代表

田山 寛豪●元トライアスロンオリンピック選手（所属：NTT 東日本・NTT 西日本 / 流通経済大学助教）
千葉山 いず美●「まちのお宝発掘プロジェクト」メンバー
長尾 哲治●ニュー新橋ビル商店連合会連合会長

野村 知義●チャレンジコミュニティ・クラブ企画部会部会長

4/6 赤坂チャレンジマラソン

赤坂商店街協議会

14:00～16:00
赤坂 Biz タワー前
完走することを目的として赤坂の街を楽しみながら走る
健康市民マラソン。参加費は「あしなが育英会」を通じ
て寄付されています。

5/11 赤坂 春の交通安全のつどい
（土）
赤坂商店街協議会

14:00～16:00
赤坂 Biz タワー前
一日警察署長や吹奏楽の音楽隊も見所のひとつ。そして
交通安全教室の後は赤坂の街をパレード。みんなで交通
安全を訴えます。

5/29
（水）

6/1 赤坂フェアー
（土）

赤坂一ツ木通り商店街振興組合

「赤坂子供商店」は 6 月 1 日（土）開催
赤坂一ツ木通り
子どもたちが自ら作り、自ら販売体験をする「赤坂子供
商店」は「モノを売ること」の楽しさ、難しさを学んで
もらう場です。

4/7 花まつり お稚児さんパレード

（日）

麻布十番商店街振興組合

15:00～／六本木ヒルズ出発
→ 麻布十番大通り → パティオ十番
お釈迦様の誕生をお祝いする「花まつり」。麻布十番で
は子どもたちが伝統衣装を身にまとい、街中でパレード
を行います。

5/11 5/12 MAMMA MIA
（土） （日）
白金商店会

12:00～20:00
四の橋 時計台広場
いつも家族のために頑張ってくれているお母さんに日頃
の感謝を込めて楽しんでもらいたいという思いを込めた
いろんなおいしい料理と催しを集めたイベントです。

秩父宮ラグビー場駐車場

度は「宝石のまつや（三田商店街振興組合）」などが選ばれ、2月7日（木）

には、ニュー新橋ビル一階商店会の「エルメ・ド・ボーテ新橋店」が選ばれ

に港区立エコプラザにて行われた表彰式に出席し武井雅昭区長から表彰され

ました（港区商店グランプリについては裏表紙参照）。また新年賀詞交歓会

ました。

終盤に行われたお楽しみ三角くじ抽選会では、東京プリンスホテルのお食事
券、スマイル商品券、いろいろなグッズが入ったJ:COM賞など、素敵な賞品
が多くの方々に当たりました。

平成31年度のスマイル商品券（一般券）のデザインは上記のようになりま

日比野 薫●浜松町・芝・大門マーチング委員会代表
古屋 公啓●港南振興会事務局長

ません。

増田 明美●スポーツジャーナリスト

増田 由明●芝会議「まちの魅力発掘部会」リーダー
三浦 雅子●港区観光ボランティアの会副代表幹事

峯崎 恵紀●港区観光ボランティアの会アドバイザー

宮下 玲子●芝会議「まちの魅力発掘部会」サブリーダー

ミン イェナ●港区観光協会 SNS 外国人記者
（ハングル）

メントライン マライ●港区観光協会 SNS 外国人記者
（英語）
森 一●港区観光ボランティアの会副代表幹事
もりい くすお●イラストレーター

山口 謙二●港区観光ボランティアの会アドバイザー
吉田山田●アーティスト

吉益 一弘●港区観光ボランティアの会副代表幹事
REAL VOX●歌手

琉水亭 はなび●英語落語

渡辺 仁久●一般社団法人港区観光協会会長

Attention
5/12

6/9

（日）

（日）

注目記事

今年も熱い戦いに注目
平成31年度 野球大会の日程決定

平成31年度の港区商店街連合会・野球大会の日程が決定しました。開会式及び初

戦は5月12日（日）から始まり、6月9日（日）の三位決定戦及び決勝戦まで、すべ
て区立麻布球場で行われます。決勝戦以外はすべて7イニング制、決勝戦のみ9イニ
ング制で行われます。

開催日

5/4 5/5 高輪のれんノ市
（日）

（土）

メリーロード高輪

11:00～19:00
東海大学高輪キャンパス前周辺
毎年 GW に清正公のお祭りに合わせて開催されます。商
店会の屋台をはじめ、熊本県、徳島県、茨城県鉾田市の
ふるさと物産展が立ち並びます。

5/19 品川クラシックカーレビューイン港南
（日）
9:00～15:00
品川駅港南口（ふれあい広場）
当日は珍しいクラシックカーが広場に大集合。春の交通
安全週間に合わせてクラシックカーのパレードも行われ
ます。

白金プラザ会

6/29：12:00～21:30 ／ホタルは 21:00
6/30：12:00～20:00 ／ホタルは 21:00
岐阜県郡上八幡伝統の郡上おどり。当日はおどりや出店、 白金高輪駅 4 番出口を出てすぐ
各種イベント盛りだくさんです。詳しくは下記 HP まで。 山形県庄内町からホタルを移送。街中でのホタル観賞と
▶HP：http://www.aoyama-gaienmae.or.jp/
屋台での食事が楽しめます。

時間

5 月 12 日（日） 9:00～12:50
5 月 26 日（日） 9:00～12:20

予備日●6 月 23 日（日）・6 月 30 日（日）

開催日

6 月 2 日（日）

6 月 9 日（日）

時間

9:00～12:20
9:00～13:30

5/30
（木）

第 69 回 定時総会のご案内
「東京プリンスホテル」にて開催

港区商店街連合会の第69回定時総会は、5月30日（木）に「東京プリ
ンスホテル」にて開催されます。

●第69回定時総会
・開催日：5月30日（木）
・会 場：東京プリンスホテル
・時 間：総 会17時～
懇親会18時～

芝信用金庫
この街の“ホームドクター”

「買い物するなら地元の商店街で」

しばしんが豊かな暮らしを応援します。

留まりやすいデザインとなっており

品川駅港南商店会

6/14 6/15 第26回 郡上おどり in 青山 6/29 6/30 天の川蛍祭 2019
（金） （土）
（土） （日）
青山外苑前商店街振興組合

港区商店グランプリ表彰式では、11のエントリー店が表彰され、港区長賞

坂野 哲司●港区観光ボランティアの会代表幹事

これからの商店街イベント
（土）

る店舗を「ごみ減量優良エコショップ」として年1回表彰しています。今年

す。スマイル商品券は期限付きですので、期限の過ぎた商品券はご使用でき

安藤 洋一●「高輪地区地域情報紙」チーフ
井手 光裕●ラ・ピスタ新橋総責任者

なとエコショップ」として認定し、中でも特に顕著な取り組みを実施してい

新年の門出を祝いました。

藤田 薫●冊子「あの日あの頃」データ整理会代表

ノッポン兄弟●東京タワー公式キャラクター

石川 啓子●チャレンジコミュニティ・クラブ総務部会部会長

歓会及び港区商店グランプリ表彰式が行われ、多くの商店街関係者とともに

日野 睦子●「赤坂街歩きの会」メンバー

髙山 みな子●フリーランスライター（勝海舟玄孫）
後藤 宗楓●港区華道茶道連盟 理事長

ごみの減量化・リサイクル活動に積極的に取り組む区内の小売店舗を「み

スマイル商品券
平成 31 年度 一般券デザイン

青木 涼子●能 × 現代音楽アーティスト
有坂 美香●歌手

●ノッポン兄弟

1月30日（水）に東京プリンスホテルにて、港区商店街連合会の新年賀詞交

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
ます。商店会のイベントポスターや

しばしん港区の支店
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 3 月 1 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

チラシにぜひご活用ください。

