平成23年10月31日
（3）

207号

今年最後のイベント、
優秀の美で飾ろう

第1 支部

第4 支部
桜川商店会

板橋四つ又商店街（振）

11 歳末謝恩 とくとく＆プレゼント セール12月1日㈭〜12月31日㈯

1. セール期間中にお買い物すると抽選で下記の賞品をプレゼントします。
①観劇会賞（ペア券）2本
②プレミアム賞（板橋区内共通商品券3,000円分）10本
③お買い物券大賞（板橋区内共通商品券1,000円分） 24本
④お買い物券賞（板橋区内共通商品券500円分） 360本
さらに 2.「とくとく情報」参加店16店舗の独自企画による各種特典を用意してます。

板橋駅前本通り商店街（振）

2011イルミネーションクリスマスセール
●平成23年12月1日㈭〜25日㈰

●福引期間12月16日〜25日

商店街（参加店）
でのお買上げ2,500円で本券1枚 500円で補助券1枚を差し上げます。
補助券は5枚で1回福引きができます。
景品 1等 板橋区内共通商品券 30,000円分
5名様
5等 板橋区内共通商品券 500円分 700名様
2等
〃
10,000円分
5名様
6等 お菓子・ティッシュ
3等
〃
5,000円分 20名様 特別賞 観劇ご招待ペアー券（予定）
3組様
4等
〃
1,000円分 50名様

板橋駅西口商店街

歳末福引大売出し（予定） 歳末謝恩セール

11月末より12月25日㈰ 12月1日㈭〜15日㈭（予定） 福引抽選会

板橋宿不動通り商店街（振）

ゆっくり歩こう板橋縁宿第5回スタンプラリー

平成23年10月6日㈭〜11月6日㈰
板橋三丁目縁宿広場において（16：00〜）富くじ大会
えんにち＆パフォーマンス
（さるまわし、バルーンアート）

1. 歳末売出し
「ラッピーのクリスマス」
2. 平成23年12月1日〜25日
3. 期間中お買上げのお客様にスクラッチ
（金券）進呈。商店街スタンプ交換 期間内イベント
●〝ふるさとまつり
（復興応援物産店）〟開催 福島県白河市、宮城県気仙沼市の出店
●もちつき大会 復興応援チャリティライブ、富くじ大会等実施

仲宿商店街（振）

歳末福引大売出し（予定）

第2 支部

11月末より12月25日

遊座大山商店街（振）

復興支援物産販売 11月23日㈬ 場所/都税事務所前
歳末大売出し 11月27日㈰〜12月25日㈰ 現金つかみ取り
復興支援チャリティ餅つき大会 12月6日㈫ 場所/文化会館となり
ハッピーロード大山商店街（振）

ハッピーウインターセール

201112月1日㈭〜20121月31日㈫

11/3㈭ ハッピーフリーマーケット 場所：ピッコロスクェア
10：00〜 3：30
11/26㈯から5週連続で
（ 2：00〜 5：00）
ハッピー土曜セール
12/1㈭〜12/25㈰ 第1弾ハッピークリスマスセール・ハローカードポイント全店5倍出し
（加盟店のみ）
・レシート集めてハッピーチャンス
12/1〜25日
（抽選日12/1〜25（抽選日12/25 発表12/28）
景品（ブルーレイＤＶＤレコーダー・明治座/石川さゆりショー・お食事券ペアご招待、
ディズニー
チケットペア・とてたて村賞・板橋区内共通商品券5,000円分） 応募シール
（期間中商店街加盟店
の日付が入ったレシート5店舗以上合計金額5,000円以上で応募可）
20121/1㈰〜1/31㈫第2弾ハッピーニューイヤーセール・ハローカード満点券が期間中700円で利用可。
1/末予定 第8回 大山寄席（板橋の芸人を応援します。）場所/ハロープラザ2Ｆ

第3 支部

年忘れ桜川餅つき大会

実施日：平成２３年１２月４日㈰
時 間：午前１１時より
会 場：桜川子供の広場

歳末恒例の餅つき大会です。参加者全員に
お餅を無料配布いたします。お子さん、大人
で希望の方に餅つき体験を行っております。
又、熱々、
ホクホクの焼き芋もあります。
会場に募金箱を設置して募金活動を行います。

第5 支部
曙商店会

曙商店会まつり

12月17日㈯ 午後3時頃よりなくなり次第終了
会場/曙商店会の四つ角・いた金前
1. 曙商店会でお買い物をして抽選券を集めましょう。（加盟店のみ）
●くじ引き ・特1等賞 ・2等賞 ・3等賞 空くじなし
●曙商品券 ・2,000円 10本 ・1,000円 50本 ・500円 60本
2. くじ引き 抽選券8枚で お一人様つづけて2回まで
くじ引きは3時頃より（くじ引きは、抽選券のみ）
（景品なくなり次第・終了）
3. 抽選券（お買い上げ250円ごとに1枚進呈）（加盟店のみ）
期間23年12月1日〜12月25日まで

第6 支部

〜復興へのスタート〜益子焼き陶器市 in 成増
12月3日㈯ 10時〜16時
会場/成増アクトホール（イベント広場）

益子焼き陶器及び栃木産野菜即売会
プロによる和太鼓の実演 1回目 11時30分〜11時45分
2回目 14時30分〜14時45分
成増ヤンマス連による阿波おどり
12時〜12時15分
三角クジ抽選会 13時30分 先着300名
三角クジ景品 1. 区内共通商品券 10,000円 3本・5,000円 5本
1.
1.

益子焼き陶器
500円〜2,000円
130個
陶器及び野菜の買物券
1,000円券 200本

第7 支部
舟渡商栄会

技能祭 11月3日㈷ 午前10時〜午後3時
東京都立中央・城北職業能力開発センター
板橋校 舟渡2-2-1 ☎3966-4131
出店 野菜・果物（バナナ・大根他） 食べもの フランク他

第8 支部
宮ノ下商栄会

愛染商栄会

秋の収穫祭

歳末謝恩福引大会＆ふれあい祭
12月1日㈭

10・11・12月のイベント

10日㈯

11日㈰

お楽しみ抽選会を中心として子供達には輪投げコーナーをも
うけて「綿あめ」
「ポップコーン」等、無料サービスで会場をに
ぎ やかに盛り上げ抽選会。
特等「商品券」をはじめ末等は「おもち」を用意して行います。

10月20日㈭〜31日㈪
スタンプラリー
景品引換 11月3日㈭午前11時から
大谷口北町宮の下公園
景品 お米・鮭・みかん等予定

歳末福引大売出し

中板橋商店街（振）
１、
「街路灯ＬＥＤ・防犯カメラ完成報告会」の実施 ●１１月１５日
（火） 午前１１時３０分〜 完成報告会
２、
風評被害イベント「東日本物産展」
●１１月１９日
（土） 午前１１時〜午後６時頃まで 風評被害に伴う
「東日本物産展」
野菜・米等の販売
３、
「ふるさと祭り」
イベント
●１２月３日(土)・
４日
（日） 午前１１時 〜 午後５時頃まで
（予定）
千葉県鴨川市及び長野県駒ヶ根市農産物販売
４、
いつまでも生き生き生活を介護フェア ●１２月３日(土)〜１０日(土)
介護予防フェアでは、
介護を受けずこれからの生活を家族だけで賄うため健康を食事の面からとらえた
予防フェアを開きます。
（先着順）
５、
ウインターセール 「〜 サンタ ト ナカイタ 〜」
●１２月３日(土)〜２４日
（土） 福引期間-時間：
１２月２４日
（土）
・
１２月２５日
（日） 午後1時〜午後６時
６、
「続・ギネス級！
？ビックリケーキ」
イベント ●１２月１８日
（日） 午後３時〜ビックリケーキ以外審議中
７、
「カウントダウン」
イベント
●１２月３１日(土) 大晦日 ２３時３０分頃〜２５時頃まで

常盤台銀座商店街（振）

ウインターセール

平成23年11月20日㈰〜12月18日㈰
今回は商店街会館の新築完成を記念して特別セール実施
豪華景品の福引セール開催

12月1日㈭〜12月26日㈪
福引期間 12月22日㈭〜12月26日㈪まで 5日間
福引時間 午後4時〜6時（25・26日は6時30分まで）
景品 特賞 観劇 石川さゆり 特別公演 2本
１等 金券 5,000円
10本 4等 金券 100円 800本
２等 金券 2,000円
15本 特別賞
2,000円
10本
３等 金券
200円 550本

年金のお受取りは、
東京信用金庫をご指定下さい。

ハッピースタンプ会 10月23日 新米大交換会
〃
11月27日 とくとくセール スタンプの価値グレードアップ
12月31日 除夜の鐘とともに恒例「甘酒サービス」実施

レストラン

板 橋 支 店
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大 山 町 2 2 - 5
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成
増 1 - 2 9 - 7
桜
川 3-21-11

（3961）5371（代）
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（3966）0136（代）
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