日・ 日︑青年部は沖

５失点

４失点

便になるばかりで

の買い物は益々不

が︑住民の市内で

次ぐ第二位である

万人は那覇市に

兼ねて視察した︒
までになってしまった︒コザ市
板橋区商連の刷新を模索する︑ は合併して沖縄市となり︑人口

味での︶よそ者︵香川県出身・

緒に就いたばかりで︑
︵いい意

を外部に発信する施策はまだ

では気付かない見慣れたもの

逆に新鮮に感じられる︒地元

すると︑その﹁異国情緒﹂は

影は今も残っていて町を散策

思えるほどに栄えて︑その面

いかなければならない︒

きであった︒この収穫を活かして

参加者は目からウロコの嬉しい驚

これほど見識の高い方と存ぜず︑

を予見して街作りにも関わった︒

つになく開花が早く︑グランド

開会式でありますが︑今年はい

した︒

め７商店街の

春季商店街対抗野球大会結果

３勝１敗

勝 ハッピーロード大山商店街
︵振︶ ３勝１敗

回 春季商店街対抗野球大会

ジェイコムイースト板橋局

２勝２敗

第

準優勝

中板橋商店街
︵振︶

１勝３敗

名︵ハッピーロ

ある︒市とコザ４
早瀬氏︶が活性化プランナー

名は区商

廻りの桜はすっかり緑樹に衣替
えをしていました︒
今大会は︑残念ながらコモデ
ィイイダ大山店が不参加となっ
たため︑総当たり方式のリーグ
戦とし勝利数により順位を決め

月１日からごみ処理

優

第３位

常盤通り共栄会

１勝３敗

ード・遊座・中

商店街が取組んで
として盛んに活動している︒

︵内

は辛くもハッピーロード大山商

同着となり︑失点の差で優勝旗

店街が手にしました︒

結果は︑いつも下位を競って

ることとなりました︒
いたジェイコムが若手選手を補

年６月の特別区長会で

年

券が左記の金額になります︒

平成

改定額 ３６・５円／㎏

●事業系一般廃棄物処理手数料

いう方針が確認されました︒

手数料を改定する必要があると

平成

事業ごみ手数料が
月から改定

強しての大活躍で︑ハッピーロ

ホームページ便り ⓫
年度のスタートに合
わせ︑商連のホームペー
ジに会員専用の窓口﹁会
員専用ページ﹂を設けま
これにより︑いつでも

した︒
単会の情報や画像を簡単
に送れるようになりまし
各商店街ごとの﹁ＩＤ

た︒
とパスワード﹂を設けま
したので︑まだ担当者の
登録がない商店会は︑決
まり次第︑商連事務局に
商連のホームページは

ご連絡ください︒
皆様で作っていただくも

委員長／吉田和雄 副委員長／鎌田康寛・中里芳行

失点

第４位

大谷口中央通り商睦会

板・中板南・常

いる﹁中心市街地
区商連青年部はイベントでエ

分︑

区立城北球場で斉藤得彌大会実

第5位

盤台銀座・上板

活性化法﹂の施策
イサー・チームとも親しい︒

４月９日︵火︶午前９時
ャンに留まらず幾つもの会社を経

行委員長の大会宣言で︑春季商

青年部 沖縄市コザ周辺商店街研修・視察
６月

店街対抗野球大会が開会されま

北・志村銀座︶

を市役所山田氏・
今後交流を通して板橋区の商

ード大山といづれも３勝１敗の

年以上前に北谷町発展

連常任理事︶は
コザ２商店街理事
店衰退に歯止めをかけたい︒

営され︑

３度目のコザ商
長︑活性化プラン
続いて北谷町に移動して中板

バブル崩壊が閉店を加速させて︑ ファッションやジャズ︑飲食
今や﹁営業している店が珍しい﹂ 店も﹁ここはアメリカ？﹂と

店街研修を実施
ナー早瀬氏に３時

例年ならば桜花爛漫の中での

した︒沖縄市役
間に亘りお

斎藤得彌部長始

所を訪問し︑ご
交のある﹁りんけ
賢氏の会社・スタ

広報委員長吉田︵記︶

好意により公用
伺いした︒

んバンド﹂照屋林

今や全国的に有名にな

ジオを訪問し︑２

橋のイベントで親

車２台に分乗し
コザは︑

かつてのコザは米軍基地景気
ったエイサーの発祥地

時間に亘る意見交

﹁すべて忘れたい﹂︒一通の謎め

あらすじ
まれている﹂青

いた手紙を残し︑彼女はいなく

現在﹁最も読
春恋愛ラブスト

なった︒

傷つき︑傷つけ︑残酷な運命に

広報担当副会長／小原貢久

いただきたいと思います︒

から直接メールでお寄せ

ンデックス﹁お問合せ﹂

スか︑ホームページのイ

翻弄され︑友情と恋愛の狭間で︑ き ま す ︒ ご 意 見 な ど が あ
りましたら︑下記アドレ
やがて明らかになる真実︒

そして︑見つけた本当の気持
ちとは⁝⁝︒
本当の恋いを見つめ続ける男

■編集委員

失点

失点

12 10 15

03-3961-5111
03-3958-8811
03-3937-2111
03-5997-1211
03-3554-5511
03-5248-1211

板橋栄町支店
東新町支店
高島平支店
新高島平支店
小竹向原支店
板橋本町支店

03-3961-1601
03-3960-0121
03-3960-2131
03-3938-0151
03-3935-2111
03-3959-1171

縄市コザ周辺の商店街を研修等

35

れが出会い︑惹かれ合い︑別れ︑ の で す か ら ︑ 今 後 も 使 い
易いページを心がけて行

東京と広島を舞台に︑それぞ

島を後に東京に向かう︒

て消えた彼女を追って︑故郷広

桐島青人は︑突然別れを告げ

ーリー︑それが

庄原市出身で

さんは︑広島県

作者の瀬尾公治

を集めている原

で圧倒的な支持

その美しい絵

す︒

﹁君のいる町﹂で

資料提供/アミューズソフトエンタティメント
（株）

24

て移動した︒
で那覇市の国際通りと賑やかさ
で︑チームの数も群を

換会を行った︒林

を競った︒しかし本土返還後の

毎週土曜日 夜11時30分〜11時55分

10

賢氏はミュージシ

※初回放送時間が変更になる可能性があります

板 橋 支 店
常盤台支店
志 村 支 店
成 増 支 店
東武練馬支店
幸 町 支 店

30

情報はこちらへ http://www.i-shoren.com/ Ｅ-mail info@i-shoren.com

17

衰退と基地を回り込んだ北谷町 抜いて多い︒占領時代
のリゾート開発と大型商業施設︑ は米兵の好みにより︑

7月13日（土）放送スタート

25

20

としてリアルに
女を描いた︑甘く︑苦い青春ラ
描かれています︒ ブストリー︒

増が作品の舞台

らした板橋区成

歳から７年間暮

20

1セット10枚………………… 690円
1セット10枚…………………1,380円
1セット10枚…………………3,100円
1セット 5枚…………………2,415円

♦10リットル券
♦20リットル券
♦45リットル券
♦70リットル券

12

12

〝成増が舞台 〟 君
｢のいる町﹂ＴＶアニメ化！
テレビ東京系6局ネット

10

●事業系有料ごみ処理券（改定額）

11

週間少年マガジン連載！
累計350万部を超える
青春ラブストーリーの金字塔

25

10

平成25年6月30日
（4）

214号

