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ピックアップ ●子ども商店体験

みなと区民まつり・バザール部会「子ども商店体験」に 90 名が参加。
久しぶりの開催に過去最高の応募が殺到。当日は天候にも恵まれ大盛況。

子どもたちのセンスは素晴らしく、驚かされるものばかりでした。またレジ打ちやお

台風やコロナ禍の影響により過去３回は中止となった、みなと区民まつりバザー
ル部会場での「子ども商店体験」は、天候にも恵まれ、10月８日（土）・９日（日）

客様への声かけなど、懸命に頑張る姿は微笑ましかったです。

に久しぶりに開催されました。夏休み明けから募集を開始し、たった１週間の募集

販売終了後はその日の売上を計算して、その成果をみんなの前で発表。予定の

期間でしたが過去最高の応募があり、厳正なる抽選の結果、90名の子どもたちが

数を完売したお店もありました。最後にはお給料として、バザール部会場で使える

参加しました。

商品券を支給。受け取った子どもたちの顔には達成感がみなぎっていました。

カラフルな衣装に着替えた子どもたちは「ポップコーン屋さん」
「チュロス屋さん」

また、今回は三田商店街振興組合の木野雄介氏、青山表参道商店会の関根喜

「わたあめ屋さん」に分かれ、1年生から6年生まで学校も学年も違う者同士が力

博氏、新橋駅前ビル商店会の川田絵里氏が、商売の難しさ、楽しさ、心構えなどを

を合わせて、お店の準備から販売までを元気に取り組みました。チラシや看板など

伝える大人店長を務め、子どもたちの指南役として活躍していただきました。

注目記事

●大東京商店街まつり ●商店街 × 学校給食コラボレーションレシピ事業

都内の商店街が大集合！

地元グルメを学校給食に！

今年１月にオンラインで開催された「大東京商店街まつり」は、11月12日（土）・
13日（日）の２日間、東京都庁（都民広場、都民ホール）でリアルイベントとして開
催されます。
「大東京商店街まつり」は、都内商店街の魅力や地域で担っている役
割を広くアピールすることで、都民をはじめとする一般消費者の商店街への興味を
喚起し、商店街への来街・集客に結びつけることを目的として開催されます。
今回は「商店街の魅力、再発見！」をテーマに、魅力的なコンテンツが展開され
ます。ステージでは子どもたちに人気のタレントや芸人のライブやショー、お買い
物や展示などが楽しめる商店街ブース、むかし遊びコーナーや縁日コーナーといっ
た体験ブースなど、盛りだくさんの内容です。
イベントの様子はオンラインでも
配信し、当日イベント会場に行けな
い方も楽しめるようになっているよ
うです。
詳細：https://daitokyoshotengaifes.jp
◀前回のオンライン配信の様子
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みなとインボイス相談ブースが
10 月３日
（月）
オープン

令和５年１０月からの適格請求書等保存方式（インボイス制度）の開始
に伴い、
これまで消費税の納税義務が免除されていた事業者は、仕入税額
控除の適用を受ける際に必要なインボイスを発行できる事業者への登録

について検討する必要があります。区内事業者のみなさんに制度の内容を
正しく理解いただけるよう、
「みなとインボイス相談ブース」を設置しました。
●開設期間：令和４年10月〜令和５年３月
●相談日時：毎週月曜日・金曜日／9:00〜16:00（12:00〜13:00除く）
●場所：港区芝5-36-4 札の辻スクエア８階 ●費用：無料
●お問い合わせ：産業振興課 経営支援係（TEL.03-6435-4620）

港区商店街連合会・加盟飲食店のみなさまへ

食材購入費 等 を 補 助 し ま す
区の連携自治体の食材を購入し、当該食材を使用した料理を販売する
とともに、ポスターやパンフレットなどを活用し、当該連携自治体の魅
力を発信する飲食店を対象に、経費の一部を補助してくれます。対象
自治体から、既に食材を仕入れている場合には、新たに自治体の魅力
を発信していただくだけで補助対象となる可能性があります。
●募集期間：令和４年10月３日（月）〜令和５年１月31日（火）
※募集枠上限に達する場合には募集受付終了

●対象条件：
①対象自治体から食材を仕入れているまたは、新たに仕入れること
②当該自治体のPRを実施すること
※対象自治体や詳細については区のホームペーじょをご確認ください。

【申請例】
・日頃から、米沢市の米沢牛を仕入れている
→申請可 ※新たに仕入先を開拓することは申請の条件ではありません
・日本酒を仕入れて、既存メニューとセットで提供する
→申請可 ※特別なメニューを開発することは申請の条件ではありません
●「港区飲食店応援事業」で検索
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今年のレクリエーションは
花の大江戸クルーズ「屋形船」

今年のレクリエーションは、
「屋形船」です。新鮮な江戸前の
海の幸を使った天ぷらやお刺身。
美味しい料理を存分に味わいなが
ら、優雅に楽しく賑やかに、船遊
びをお楽しみください。ぜひご家
族や従業員の皆様の親睦を深めて
いただければと思います。

きらめく東京の夜景を一望（写真はイメージです）▶

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

1/27
（金）

※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

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 0.23％（2022 年 10 月 1 日現在）
※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

東京プリンスホテルにて
令和５年 新年賀詞交歓会を開催

飲食店名

商店会名

担当学校

1

新橋地区

お多幸

新橋赤レンガ通り発展会

御成門小
御成門中

2

芝三田地区

カルナバル

三田商店街振興組合

芝小

3

芝浦港南地区

芝の浦

芝浦商店会

港南小
お台場学園

4

白金高輪地区

Beer gallery B@SE

メリーロード高輪

高輪台小
白金小

5

麻布地区

宗胡

六本木商店街振興組合

南山小
東町小

6

赤坂地区

赤坂見附バール
デル・ソーレ

赤坂一ツ木通り
商店街振興組合

赤坂小
青山小／青南小

地域と学校のコラボレーションによる魅力的な給食の提供を通して、地域と学校
の連携強化及び商店街振興を図ることを目的に実施します。お店の味を学校給食
で子どもたちに届けることにより、お店や商店街、地域に関心を持ち、訪れることを
通して地域への愛着をはぐくみ、交流の輪を広げて行くことを目指しています。
令和３年度は、令和元年度に港区商店グランプリの港区議会議長賞を受賞した
「La Goccia Tokyo」、令和２年度に港区長賞を獲得した「びのぐらーちぇ」に、お
店自慢のメニューから学校給食用のレシピを学校栄養士と連携して作成していた
だきました。令和４年度は、各地区のブロック長様、会長様にお声がけいただき、上
記の飲食店の推薦をいただきました。
今 後 は 飲 食 店 様とメ
ニュー開 発担当の学 校 栄
養士とで、開発メニューの
検 討および学 校 での試作
を重ね、レシピが完成した
ところから、学校給食で提
供していく予定です。
▲令和３年度にコラボレーションした２店のメニュー

2023

2/11

（土）

新橋演舞場にて港区商業まつり観劇会
今回は笑って泣けて共感できる痛快コメディ！

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27日

令和４年度の港区商業まつり観劇会は、来年の2月11

（金）に開催されます。
「複合的なお店づくり〜アフターコロナへの新戦略〜」と

日（土）に新橋演舞場にて開催予定です。演目は笑って

いうテーマで各商店会から10店舗がエントリーした港区商店グランプリの表彰式

泣けて共感できる痛快コメディ「喜劇 老後の資金があり

をはじめ、恒例の素敵な賞品が当たるお楽しみ抽

ません」の再演です。主演に渡辺えりさん、室井滋さんを

選会「三角くじ」など、盛りだくさんの内容を予定

迎え、老後の資金問題にコミカルに立ち向かいます。その

しています。皆様の参加をお待ちしております。

他、宇梶剛士さん、羽場裕一さん、多岐川華子さん、など
豪華キャストも見所。また豪華賞品が当たる恒例のおた

●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

のしみ抽選会も行う予定です。

「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”

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。

しばしんが豊かな暮らしを応援します

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：1.13％（2022 年 10 月 1 日現在）

トピックス

地区

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49 店舗ネットワーク

（令和４年 10 月１日現在）

