市ヶ尾商栄会加盟のご案内
市が尾 駅周辺 の事 業主 の方 または 青葉 区内外 でも 、会則 に定 めら れた該 当す る事業 者の 方
市ヶ尾商栄会 では 、新 規加入 店を 募集し てお ります 。
この市 が尾駅 周辺 地域 の「活 性化 」 よ り暮ら しや すい「 街づ くり 」を 私たち と共 に行い ませ んか？
事業主 様にお かれ まし ては、 日々 の商業 活動 にご多 忙の 事と思 われ ます 。
多忙の ため各 種商 店街 活動へ の参 加が難 しい 事業主 様で も大歓 迎で す。
市ヶ尾商栄会 は現 在83 店舗（ 平成27年度 デー タ

※ 会員 名簿参 照） の加 盟店舗 さま からの 商店 会費に より商店 街

の美化 ・活性 化・ 維持 管理を 行っ ており ます 。

■商店会費：

２，０００円／月額（現在、入会金はサービスとなっています。）

なお、 商店会 費は 下記 の活動 に使 われて おり ます。

※ 前年度 実績

□ 街路 灯の 電気代 およ び維 持管理 （損 害保険 など ）
□ 市・ 区商 店街連 合会 の団 体会費（区 民祭り など の区行 事運 営に 使われ ます ）
□ 商店 街事 務所運 営費
□ 環境 浄化 パトロ ール （年 に4回 ）
□ 街路 樹花 壇維持 管理 （植 花など ）
□ 街路 灯へ のクリ スマ スイ ルミネ ーシ ョン・ ハロ ウィン ・夏 祭り の飾り つけ
□ 夏祭 りイ ベント 「サ マー ふぇす てぃ ばるい ちが お」の 運営
□

公 式ホー ムペ ージ の運営（是 非一度 ご覧 下さい ） http://www.ichigao-shop.com

□

会 員及び 町会 員地 域住民 間の 親睦を 深め る各種 行事 （新年 会、 バス 旅行、 地域 町内会 との 親睦会 等）

■加盟手続き
【書面 での申 し込 み】
○別紙 加盟申 込書 に必 要事項 を記 入のう えFAX もし くは持 参く ださ い。
○入会 申込み時に １ヶ 月分の 会費（2,000円） を現 金にて お支 払いくださ い。
○会費 の納入に関 して は、郵 便局 及び銀 行振 り込み もご利用で きま す。
【ホー ムペー ジか らの 申し込 み】
○「市 が尾商 栄会 」の トップ ペー ジより 加盟 店募集 のバ ナーを クリ ック
【会員 配布物】
加盟い ただいた店 舗に は、次 のも のをお 配り します 。
○「こ ども110番の 店」 ステ ッカー・・ ・・・ 1枚
○「サ マーふ ぇす てぃ ばるい ちが お」提 灯・ ・・・ ・1個

（ 店舗 名を印 刷し ます。）

市ヶ尾商栄会
会長 串田勝利

