組合員各位殿

三光商店街ニュース（NO.32）
新宿三光商店街振興組合
平成２１年

理事長 奥山 彰彦 印
２月 ２６ 日

１.春、４月より組合費を 500 円値下げします。
理事 会で は鋭意 検討 の結果、組合 活動の さらなる経 費節 減、各 種事 業の切り 詰めを実 行 し、現在 4 500 円 の組合
費を、新年 度 4 月より 400 0 円 とすることに致 しまし た。組合 費の金 額は本 来、 組合員 総会（ 6 月 ）によって決定さ れ
ますが、それを待たず前倒し して値 下げを実 行致 し ます 。100 年 に一度 の不景 気と言 われている折です。何 とぞ ご
了承 ください。なお 滞納金 のある店舗は 年度 内にお納め下 さいますよう お願いします 。

2.

春のフリーマケット中止となりました。

4 月 のフリーマ ーケット中 止いたします。しか し、次 回フリーマ ーケットは 新宿 区の支 援、補 助金 を得て、 秋（10〜
11 月）頃、新宿 文化 ロードイベントに連 動した 形で 大掛 かりにやる予定 です。何 とぞご期待 ください。

3.ホームページ一新しました。 http://goldengai.jp
当商 店街のホームページが フル更新されました。コンテンポラ リー情報 や、ルーツ、ヒストリー、マスメディ
ア情報も満載です 。まずは読売 新聞創 刊 135 周年 記念 あなた が選ぶ 「平成 百景 」に「新宿 ゴー ルデン街」
（ 82
番） がノミ ネー トされ ていますので、是 非みなさんのオンライン投票 をお願 いします（一 人一 回のみ 、5000 円券
等賞 品あり）。 締め切 り
3 月 1 日。
投票 はヨミウリオンライン特設ページからお願いします。

4. アーチ看板工事 1 番街〜８番街、まねき通り

3/2（月）〜3/7(土)

1 番街 〜８ 番街 、及び まねき 通り のアー チ看 板新 設の工 事の ため、皆 様に は大 変ご迷 惑を お掛け 致し ます。
工期 は 1 週 間ほ どを 予定し てお ります ので、ご了 承く ださ い。

5. まねき通り、電気工事の件
店舗 数の増 加や 、各 店舗の 電気 使用量 の増 大が問 題に なっ ており まし たが、 東京 電力 がまね き通 りの幹
線工 事を行 ない ます 。昼間 工事 のため 、住 民の皆 様に ご迷 惑をお かけ するこ とと 思い ますが 、ご 理解ご
協力 のほど よろ しく お願い 致し ます。 なお、皆様 の費 用負 担等は あり ません 。

6.ゴミ置き場一時移動の件 （3 月初旬）
現在 のゴ ミ 置き 場を 地下 鉄駅 通路 に関 る工 事の ため 。小 学校 校 門（ 現在 は吉 本興 業） 前に 一 時移 動しま
す。 ゴミ出 しの 時間 帯も厳 守し てくだ さい 。 ゴミ 出しは朝 6 時まで。 夜は ゴミ出し午後 5 時 からです。
粗大 ゴミや他者 の不法 投棄 を見 かけまし たら、即組合 事務 所か役員 までお 知らせください。不 法投 棄ゴミ は最 終的
に全 て組合が費用 負担しています。

７ . 保健所検査のポイント。 お客 様用 のトイレの手 洗い
飲食 店営業 店は 、お客 様用 のトイ レの手 洗いを、タン ク上 の流水 手洗 いで なく別 に設 置するこ とが義務付 けられ てお
ります。保健 所の審査 も厳しくなっておりますの で、あらかじめご 了承く ださい。
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