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令和２年２月１０日（月） 　一般社団法人川崎市商店街連合会青年部
〒212-0013　川崎市幸区堀川町 66-20　（川崎市産業振興会館 5 階）　TEL:044-548-4107

市商連ニュース！青年部版創刊！▶

▶（一社）川崎市商店街連合会と青年部について

第１号第１号

一緒に活動していただける仲間を募集しています！
興味のある方、ぜひ一度ご連絡ください！

　市商連ニュース青年部版をご覧いただき
ましてありがとうございます！市商連（川
崎市商店街連合会）青年部のことを多くの
方に知っていただきたいという思いでこの
「市商連ニュース！青年部版」を発刊させて
いただくこととなりました。ご覧いただく
みなさんと青年部をつなぐ媒体として、生
の声を発信していきます。

　一般社団法人川崎市商店街連合会は、川崎市内の商店街の
近代化及び商店経営の合理化に必要な事業等を推進すること
によって、川崎市内の商店街の発展を図り、商業の振興発展
と市民の消費生活の向上に寄与することを目的に活動してい
ます。
　川崎の商店街を「市民の方にとって、もっと使いやすく、
楽しく、親しまれるものにすること」「商店を営む方や、これ
から市内の商店街でお店を開こうとする人にとって商売のし
やすい環境を様々な視点から考え、情報を提供したり、実際
に新たな仕組みを作る」といった活動を、市内１０か所の商
店街連合会が行政や商工会議所と一体となって行っています。
　青年部は、この活動を推進するとともに若手ならではの発
想やフットワークの軽さで、イベントや研修視察、講演会・
勉強会の企画や、関係団体への活動への参加を行っています。

お知らせ▶

次号は 2020 年 6 月ごろ発行予定です！お楽しみに！！

1962年創業です。カルピスバ
ター、低温殺菌牛乳など材料にこ
だわって優しいお菓子つくりを心
がけています。生ケーキ、焼き菓子はもちろん、似
顔絵ケーキやキャラクターデザインなどオリジ

ナルデコレーションケーキも
人気です。お近くにお越しの
際は、ぜひお寄りください。

中原区田尻町５８
☎ 0 4 4 5 2 2 7 9 0 0
（マルエツ平間店前）

リヨン洋菓子店リヨン洋菓子店

青年部のイチオシお店情報

https://www.facebook.com/lyon1962/

「月島よりウマイ」と言われるもん
じゃやお好み焼、鉄板焼の店。味
はもちろん、食事を楽しめる工夫
も多い。初心者でも簡単な具と汁
が別盛りのもんじゃ、ステーキ提

供時には目の
前で火柱を立てるといった炎
の演出もある。

幸区南加瀬 2-36-13
☎0442019132
平日：11:00～ 14:00、17:00～ 22:00
土日祝：11:00～ 22:00
定休日：第3月曜日
http://pon-poko.jp/

鉄板レストラン  ぽんぽこ本°舗鉄板レストラン  ぽんぽこ本°舗
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川崎駅広域商店街連合会

大師商店街連合会

田島商店街連合会

幸商店街連合会

日吉商店街連合会

中原区商店街連合会

高津区商店街連合会

宮前区商店街連合会

多摩区商店街連合会

麻生区商店街連合会

川崎駅広域商店街連合会

大師商店街連合会

田島商店街連合会

幸商店街連合会

日吉商店街連合会

中原区商店街連合会

高津区商店街連合会

宮前区商店街連合会

多摩区商店街連合会

麻生区商店街連合会

を開催します！を開催します！商店街活性化フォーラム商店街活性化フォーラム
今回の商店街フォーラムのテーマは「街つくり＆コミュニティつくり」。
その中に商店街の存在は大変重要な意味を持っています。商品やサービ
スの提供というだけでなく、その街に住んでいるお客様とのふれあいが
その街に住む喜びにつながります。元気な街になるために、色々な視点
からこの目標に触れていきます。 もう一度、商店街の役割を考え直して
みましょう、是非、ご参加ください！

川崎でご商売をされている方や関係者はもちろん、これからお店を開こうと
している方、商店街の未来やイベントに関心がある方など、どなたでもＯＫです！
若手商業者の方にもぜひお届けしたい内容です！

令和元年度商業情報研修事業

商店街活性化フォーラム 2020
【日　時】2020年 2月 27日（木）14：00～ 16：00
【会　場】川崎商工会議所２階　第４会議室
【テーマ】第 1部「住みたい ”まち”をつくる理由」
　　　　　講師　石井秀和　氏（株式会社南荘石井事務所代表）
　　　　  第 2部「商店街はコミュニティの中心に！～元気な商店街になるために～」
　　　　　講師　築田弘志　氏（川崎市商店街連合会組織強化推進マネージャー・株式会社プロステージ代表）
【入場料】無料（要申込。先着 50名）

お申込みは
こちらからどうぞ！

川崎市商店街連合会
ホームページ



▶ ▶ 活動報告 今回は創刊号ということで、青年部の代表的な活動をご紹介します！

Pick UP 青年部メンバーが気になった情報をピックアップ

通年　理事会の開催
従来は月に一度集まって理事会を開催してきました。
（今後は参加のしやすさなどを考慮し、部会を減らし、
代わりにＳＮＳ等も活用していく方針です）

青年部にとっての親会にあたる「川崎市商店街連合会」
の支部長会をはじめ「川崎フロンターレ連携・魅力づ
くり事業実行委員会」「川崎市青少年の健全な育成環境
推進協議会」など、多くの会議に参加しました。

通年　関係団体の会議・イベントなどへの参加協力

４月　川崎フロンターレ　あんたが大賞
プロサッカーチーム川崎フロンターレのホームゲーム
で試合終了後に行われる「あんたが大賞」のプレゼン
ターを行いました！

２月　「音楽のまち・かわさき」アーティスト交流会開催！
青年部が力を入れている事業の一つが「音楽のまちづ
くり」への支援と協力です！毎年２月には市内で活躍
するストリートミュージヤン達が一堂に会する「アー
ティスト交流会」をミューザ川崎の市民交流室で主催
しています。約８０組のアーティストと音楽業界関係
者など約200名が集まりました！

小杉フードフェス開催されました！
７月１３、１４日に小杉フードフェスがこすぎコアパークと
周辺道路で開催されました。今年で３回目となる同イベント
は、武蔵小杉エリア近隣で人気の飲食店など約３０店舗が出
店し、お店の自慢のメニューを販売しました。
2日間で約５万人の来場があり、とても賑わいました！

ご自身のお店や商店街をもっと盛り上げていきたいという方！
青年部に入って一緒に活動しませんか？

つながりを広げていくことで、プラスになることがきっとあります。
商店街に加盟していなくても構いません。

ぜひお気軽にご連絡ください！！

青年部メンバー募集中！

青年部メンバー紹介

青年部長　反町充宏
イベント制作（中原区 / 武蔵小杉）

市商連青年部は、川崎の商店街をもっともっと盛り上げていくために、個性豊かなメンバーが集まって意見交
換や勉強会を通して交流を行っています。世代も業種も違う人達が集まって行う議論では、常に新たな発見や
アイデアがあります。困った時やここぞという時の相談や協力者として頼れる仲間がここにいます！

理　事　出口智子

音楽イベントなどの企画・制作、機材レンタルなどを
行っています！市内のイベントならお任せください！

[ ＮＰＯ法人カワサキミュージックキャスト ]

[ ほがらか介護 ]
副部長　白川歩

　　　　　
音楽イベントのブッキングやディレク
ション、チラシ・ポスターのデザイン
などを担当しています。商店街のお祭
りやイベントも盛り上げていきます！

[NPO法人カワサキミュージックキャスト ]

理　事　安藤重美
　　　　　
武蔵小杉の川崎信用金庫の裏で1964年(東京オリン
ピック)築の住宅を改造したカフェを経営しています。
開発が進む小杉でここだけはゆったりとした時間が流
れています。2020年秋には新しいビルを完成させ、
賑わいと魅力のある楽しい街づくりを目指しています。

[64cafe]
理　事　内藤雅一

当店では安心・安全をモットーにひとつ
ひとつの和菓子を丁寧に手作業で仕上げ
ております。昔ながらの職人気質の初代
と、新風を吹き込む二代目が自信をもっ
てお届けする多種多様な和菓子の味を心
ゆくまでご堪能いただけたら“幸”です。

[ おかふじ ]

監　事　有路政雄

幸区南加瀬と鶴見区矢向でクリーニング
店をしています。ファッションライフに
欠かせないこの仕事が私の天職です。

自宅にお住まいの高齢者の方のケアマネ
ジャーをしています。住み慣れた地域で
いつまでも過ごして頂けるように、地域
作りにも力を入れています。

幸区南加瀬の不動産屋、10年前より日吉
商連のイベント企画に携わってます。今年
度は夢見ヶ崎動物公園の恒常的な商連出店
の試験施行を行なっております。趣味のグ
ッズ作りで地域を盛り上げてます。

[ 丸正クリーニング ]
監　事　遠藤広美

創業1953年、武蔵新城駅より徒歩1分に
ある老舗和菓子店です。川崎のお土産とし
て人気でもある、看板商品の「川崎　新城
ばやし」や「橘姫だるま」をはじめ、店内
には毎朝職人が丁寧に作っている「生菓子」
やお団子等の和菓子などをご用意しています。

[ 御菓子処　大平屋 ] 

相談役　石井雄介

お花の贈り物のことなら花重にお任せ
ください。お誕生日・各種お祝いやプ
レゼントお悔やみ、お供えなどのお花
の贈り物。ご用途に応じたフラワーギ
フトを、心を込めておくつりします。

[ 花重 ]
相談役　出口光徳
[ 三共商事株式会社 ]

７月～８月の毎週土曜日に開催されるひらまぎんざサマーフ
ェスタが今年も盛大に開催されました。サンバ、ミニＳＬ、
ミュージシャンのライブ、鉄道模型、プロレス、多くの出店
屋台！とにかく盛り沢山の内容でした！

ひらまぎんざサマーフェスタ

青年部が果たすべき役割とは。 商店街の未来のために、 今すべきことを考えています。


