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商店街の夏のイベント情報です。掲載内容は変更・中止となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

●時間：17:00～20:00
●会場：田町駅西口ペデストリアンデッキ上広場

70～80年代のポップスをお楽しみください。
心地よい海風を感じながらビールで乾杯！

●時間：11:30～19:00
●会場：白金北里通り商店街・三光児童遊園

14:50～16:00 にバス通りを通行止めにして
「阿波踊り演舞（流し）」を開催。出演：東京天水連・
弁慶連・東京神楽坂連・目黒銀座連 ・ささゆり連
（阿南市役所）＋白金にわか連

手づくりおでん 5 品、鮮度抜群の牛もつ煮込みは
数に限りがあります。焼酎、ビール全て 200 円。
プロのペルーの生演奏（バンド）も楽しめます。

品川駅前で夏祭りを楽しもう！地元商店の模擬店
や飲食店の屋台が並びます。夕涼みにお気軽に
お立ち寄りください。

7.20 町ぐるみ

三田納涼カーニバル

●時間：15:30～21:00
●会場：札の辻交差点～三田二丁目交差点

本場ブラジルのサンバチームとみんなでサンバ！
三田通りで楽しもう！

7.26 7.27 芝まつり
金
●時間：17:00～21:00
●会場：芝商店街メインストリート・芝新堀町児童遊園

7.28 7.29 謝恩納涼盆踊り大会
月
●時間：17:00～21:00
●会場：青山善光寺境内

例年たくさんの人が参加する、盛大な盆踊り大会
です。オリジナルの手ぬぐいやうちわを用意して
おります。模擬店もたくさん出ています！

8.24 8.25 麻布十番納涼まつり
●時間：15:00～21:00
●会場：麻布十番商店街全域

多くの人が訪れるお祭りです。
地方物産やステージでの催しなど盛りだくさん。

8.31 9.1 夏祭り盆踊り大会
●時間：31 土 18:00～21:00 ／ 1 日 17:00～20:00
●会場：泉岳寺前児童遊園

地元の子どもたちが打つ太鼓（やぐら）を囲んで
盆踊り、模擬店や福引き、抽選会など盛りだくさん
のお祭りです！

8

▲特大 3 ランを打った徳山選手（左）と
野球大会実行委員長の芝浦商店会 大野会長（右）
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麻布十番商店街振興組合

27日は盆踊り、28日はジャズコンサート。
商店会会員による夜店、ゲームコーナーもあるよ！

3 位●ニュー新橋ビル商店連合会

芝神明商店会

●時間：17:00～21:00
●会場：マツモトキヨシ白金高輪店駐車場及び仲通り
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赤坂第一商店会

納涼フェスティバル

4 5

準優勝●芝商店会

青山外苑前商店街振興組合

7.27 7.28 魚らん

優勝●青山外苑前商店街振興組合

芝浦商店会

新一の橋の交差点から東麻布方面へ、
商店会会員店舗のワゴンや屋台がずらりと
並びます。

●時間：17:00～21:00
●会場：品川駅港南口駅前広場（ふれあい広場）

ニュー新橋ビル商店連合会

●時間：15:00～21:00
●会場：東麻布三丁目都道沿い

高輪泉岳寺前商店会

新一の橋商店会

8.24 8.25 新一の橋まつり

夏まつり

魚らん銀座商店会協同組合

今年もオイシイ屋台やステキな小物、楽しいショー・
ゲームが大集結！大評判のゆかたコンテストや
ジャンケン大会、カラオケ大会にも参加してね！

金

芝商店会

●時間：3 土 15:00～21:00 ／ 4 日 12:00～21:00
●会場：白金商店街

麻布十番商店街振興組合

白金商店会

8.3 8.4 2019
四の橋夏まつり

7.19 7.20 品川駅港南商店会

芝神明商店会

高輪台商店会が総力を挙げて開催する盆踊りイベ
ントです。今年も美しい浴衣美人や浴衣親子に会
えます！お近くの方、ぜひ足を運んでくださいね！

港区商店街連合会 野球大会

【発行・編集】港区商店街連合会 【発行人】須永 達雄
【所在地】港区芝公園1-5-25 港区役所3階 【電話】3578-2555

●時間：11:00～19:30
●会場：白金児童遊園（通称：猿町公園）

青山表参道商店会

高輪台商店会

7.28 TAKANAWA
盆ダンスフェスティバル

地域のみんなが楽しみにしている納涼盆踊り大会
では、焼きそば、かき氷、ポップコーン、わたがし
等の模擬店がたくさん出店します。

ニュー新橋ビル商店連合会

26日はカラオケ大会、27日は盆踊りで芝浦の
なぎさ通りが大にぎわい！子どもたちの楽しみも
いっぱいあるよ！

魚らん銀座商店会協同組合

芝浦商店会

●時間：17:00～21:00
●会場：芝浦三丁目なぎさ通り

●時間：18:00～21:00
●会場：船路橋児童遊園前広場

26日はプロレス大会、27日はちびっ子まつり！
ゲーム大会やカラオケ大会もあり、盛り上がります！

新橋の街がまるごとお祭り会場に！パレードに
盆踊りと催し物がいっぱい！ SL 前ステージでは
「ゆかた美人コンテスト」も開催されます。

7.26 7.27 芝浦まつり
金

納涼盆踊り大会
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商店会

●時間：12:00～21:00
●会場：新橋駅前西口 SL 広場、桜田公園、新橋柳通り
ニュー新橋ビル周辺、ニュー新橋ビル 4 階テラス

芝商店会

新橋地区

7.25 7.26 第 24 回新橋こいち祭
木
金

7.13 7.14 芝浦二丁目商店会

みなと区商連ニュース

●時間：13:00～17:00
●会場：サン・サン赤坂

三田商店街振興組合

赤坂福榎商店会
12

7.20 サンサン赤坂納涼祭

品川駅港南商店会

白金北里通り商店会

7.14 白金阿波踊り

芝浦二丁目商店会

田町センタービルピアタ会

7.2 7.3 田町音楽祭
火
水

【発行・編集】港区商店街連合会
【発行人】須永 達雄
【所在地】港区芝公園1-5-25
港区役所3階
【電話】3578-2555

特大 3 ランも飛び出したレベルの高い決勝戦！
芝商店会の猛追を逃げ切り「青山外苑前商店街振興組合」が優勝！

5月12日
（日）
に開幕した野球大会は、天候にも恵

で追いつくという驚異の粘りを見せる芝商店会。

コントロールが定まっていない1回裏に、大量7点

まれ、1試合も中止にならず、無事に予定通りの日

さらにチャンスが続きましたが逆転のホームは踏

を奪ったニュー新橋ビル商店連合会が、その後、

程で決勝戦まで行うことができました。

めず、続く7回裏の青山外苑前商店街振興組合の攻

芝神明商店会に意地の1点を返されるも、終始安定

撃でサヨナラヒットが生まれ、青山外苑前商店街

した守備を見せて8-1で勝利しました。

決勝戦は昨年の優勝チームである芝商店会と青
山外苑前商店街振興組合というハイレベルな戦い

振興組の劇的な勝利で

でした。3回裏に青山外苑前商店街振興組合の元東

幕を閉じました。

京ヤクルトスワローズの徳山武陽選手が特大3ラン

ニュー新橋ビル商店

を放ち3点をリード。その後両チーム1点ずつを加

連合会と芝神明商店会

えて4-1で迎えた7回表。芝商店会が怒涛の追い上

で行われた3位決定戦

げを見せ、なんと4-4の同点に。昨年に続き最終回

は、まだピッチャーの

Column

▲5/12 の始球式では須永達雄会
長が見事な投球を披露。

▲昨年優勝の芝商店会が武井雅昭 ▲大応援団の声援に支えられた
港区長に優勝旗返還。今年は惜
ニュー新橋ビル商店連合会。
しくも準優勝。

●商店会会長コラム
今年度よりプラチナヒルズ商栄会の会長に就任しま
した金子浩之です。チャームポイントはかわいい鼻と
くちびるです！当商店会は現在60以上の商店会員が所
属しています。今年は白金台どんぐり児童遊園で地域
コミュニケーションのハブ、健康的な食生活の提案を
目指して、春と秋に「プラチナマルシェ白金台」と称
したイベントを開催します。また10月には白金高輪地
区の商店会との合同イベント「T8ハロウィン物語in白
金高輪」を開催し、地域の子どもたちとの交流を深め
ます。来年は「どんぐりパーク・ピクニック＆キャン
プ」という新たなイベントを開催予定です。

金子 浩之 会長●プラチナヒルズ商栄会

今年度より芝浦商店会の会長に就任しました大野岳史
です。当商店会は毎年7月になぎさ通りを中心にカラオケ
大会や盆踊りで賑わう「芝浦まつり」を開催し、秋には
謝恩福引セールや芝浦一丁目商店会と芝浦二丁目商店会
と共催する芝浦運河まつりなどを開催しています。運河
は芝浦地区の貴重な地域資源であり、良好な景観形成と
地域コミュニティや観光・産業の活性化を図るため、こ
の5月に新芝橋のライトアップがスタートしました。照明
デザインは、東京タワー、レインボーブリッジ、パリの
エッフェル塔などの照明デザインを手掛けた石井幹子デ
ザイン事務所の石井幹子さんが手掛けています。

大野 岳史 会長●芝浦商店会

