⼤阪⽣野コリアタウン

御幸通３商店会 ⽉報 12 ⽉号
御幸通商店街（⼤阪⽣野コリアタウン）の 3 商店会より、各商店会・商店
街全体の⾏事予定やお知らせを、会員の皆さまに発信します。

・・・・・・・・・商店街活動のご報告・・・・・・・・・
―今後の予定―
３商店会共通
1 ⽉ 9〜11 ⽇ ⽔〜⾦ 御幸森天神宮戎祭

―１２〜１⽉のお知らせ―
御幸通商店街
●韓国政府からの助成⾦を活⽤し、デジタルサイ
ネージ（電⼦掲⽰板）の導⼊を進めています

●新規店舗がオープンされました
「ごちそうさま」桃⾕３丁⽬１０−８
電話：06-6715-5020
取扱：韓国⾷品・⾷材

●御幸森天神宮 戎祭についてのご案内
・商店街として、戎祭への協⼒を⾏っています。その⼀環と
して、吉兆券・御神楽券を、３商店会の会⻑店舗にて、来
街者へ販売しています。（１２⽉３０⽇まで）
・商店街会員の⽅で、町会などでご購⼊されていない⽅につ
いても、各会⻑の店舗にて前売りをしています。当⽇券は
各 2000 円の所、前売りは各 1000 円ずつ、⽒⼦さん向けの
同じ料⾦でお求め頂けます。
・会員の皆様に置かれましても、ぜひ戎祭に⾜をお運びいた
だきますよう、お願いいたします。

御幸通中央商店会
●韓国政府からの助成⾦を活⽤し、デジタルサイ
ネージ（電⼦掲⽰板）の導⼊を進めています
●⽣野区商店会連盟１００円⾦券イベントが実施
されています
⼀．ご参加くださる店舗様は⾦券イベントのＡ４ポスターを
店頭に掲⽰してください。
⼀．⾦券の有効期限
：平成３０年１２⽉３１⽇まで
（お客様が⾦券を店舗で使⽤できる期限）
⼀．⾦券の現⾦引き換え期限：平成３１年１⽉３１⽇まで
（参加される店舗様が現⾦と引き換えできる期限）
⼀．現⾦への引き替え：商店会会計（藤井⽶穀店）までお持
ち下さい。￥１００⾦券１枚につき、現⾦９０円と交換
します。
※⾦券は割引券です。1 回 500 円以上のお買い物で 100 円の
割引として下さい。⾦券だけでのお⽀払いは受け⼊れなさ
らないようお願い致します。
※⾦券(割引券)は⽣野区商店会連盟より、区内連合町会・⽣野
まつり等を通じて区内に配布されます。

●御幸通中央⾨の照明について
ご意⾒をお寄せください
現在中央⾨の照明は設置から 20 年以上が経過し、いくつかの
ランプが球切れをしており、器具の劣化が考えられます。
電気代が安くなるＬＥＤへの電球交換および経年劣化した器
具の交換⼯事を検討しています。
○電気代の試算（⾨２基の概算）
現在・・・・・・・・・⽉額 約 26,000 円
ＬＥＤへの交換後・・・⽉額 約 2,264 円
○⼯事費⽤⾒積もり・・・・・・621,000 円
（不要照明設備の⼀部撤去⼯事を含む）
（電気設備⼯事を安くできる事業者をご存知でしたらご紹介
ください）
※交換⼯事は検討中であり、決定していません。
ご意⾒がありましたら、ＦＡＸ・電話・メールなど、事務局
へお寄せください。

ご意⾒の例）
１．⾨の照明は道路を照らす街路灯ではなく装飾灯なので必要
がなく、現在のランプが球切れをおこしてもそのままでよ
い。２．⼯事費⽤を数年（2〜3 年）で償却できるなら、電
気代を安くするために交換⼯事したほうが良い。
３．ランプだけ交換して、⼯事費と⽉額の電気代を安くする
（近い将来器具の取り換え⼯事を別途⾏う必要があるか
もしれません。また器具の劣化状態によっては交換が危
険な場合があります）ほうが良い。
４．他

御幸通東商店会
●韓国政府からの助成⾦を活⽤し、東商店街域で
の防犯カメラの導⼊を進めています

―その他のお知らせとお願い―
●【最重要】違法駐輪・店舗前セリ出しへの対応
お客様の増加に伴い、通⾏などに際して苦情が増加していま
す。商店街内での通⾏等の安全を確保するため、今後は⽣野
警察・⼤阪市建設局⽥島⼯営所から、違法駐輪や店舗の過度
なセリ出しについて、撤去・指導が⾏われます。
各店舗さまのスタッフなどの通勤に使われた⾃転⾞の、商
店街や近辺への違法駐輪は⾏わないでください。
⾃転⾞は必ず⾃店舗が所有するスペース内に駐輪してくださ
い。店舗のセリ出しにつきましては、今⼀度各商店会のルー
ルの厳守にご協⼒ください。

裏⾯へ続く

●【重要】道路舗装についてのお訊ね
各会員様または商店街内のインターロッキングブロックに、
陥没や⽋け・割れ等がある場合は事務局へお知らせくださ
い。
ブロックは最低発注単位が５００個以上になりますので、集
計の後、後⽇まとめて発注→⼤阪市への⼯事依頼を⾏いま
す。

●【ご注意！】路上への陳列台や看板、テント等
の設置について
商店街の街路は公道であり、⾏政の判断により予告なく撤去
される場合があります。
また、緊急⾞両の通⾏のため、最低４m 以上の道路幅確保
が必要です。

個別のお取引の仲介をおこなうことはできませんので、ご了
承ください。）

●来街される⽅へのトイレのご案内について
お客様へ商店街内のトイレをご案内される場合は、⼤阪市⽴
⽣野屋内プール（御幸通商店街内）をご案内ください。トイ
レの使⽤許可をいただいています。
また、プールのスタッフに⼀⾔声をかけていただけるよう、
合わせてお客様にお知らせください。

●コリアタウン Web サイトの情報は最新ですか？
コリアタウンの web サイトに掲載している、店舗情報の更新
などはお気軽に事務局までご連絡ください。

●スマートフォン対応 HP 無料作成サービスを実
●コリアタウン web サイトに、会員向け情報ペー
ジを設置しています（2018 年 2 ⽉より）

施しています
詳しくは事務局へお問い合わせください。

⼤阪⽣野コリアタウン公式 HP（http://ikunokoreatown.com/）内に、商店会会員さま向けの専⽤ページ
を設置しています。コリアタウンの取材予定・フィールドワ
ークの予定・過去の会報の情報が、HP から閲覧できるよう
になります。ご活⽤ください。
【アクセスの仕⽅】
コリアタウン HP 右上「会員向け情報」をクリック
→パスワード showbuy を⼊⼒して「確定」をクリック

●10〜11 ⽉のフィールドワーク来街報告
・学校園 44 団体
・⾏政関連団体 11 団体
・NGO など各種団体 3 団体
のべ
約 3854 ⼈の⽅に来街いただきました。

●店舗の貸出の際は事務局へご連絡ください
店舗を貸し出される⽅は、事務局へご連絡ください。他の会
員さまへの貸し出し店舗の紹介や、Web 上での情報提供をお
こないます。（商店会および事務局が、各店舗の貸借契約や

・・・・・・・・・コリアタウンフィールドワークの予定・・・・・・・・・
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※⼈数は概数。予定は変更になる可能性があります。
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伊賀壬⽣野まちづくり

御幸通商店街 会長 由良 英明
御幸通中央商店会 会長 福本 嘉守
御幸通東商店会 会長 楊
季恵
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