
  

パルコ通り商店会で『中元売出し大抽選会』を開催！（26.6.30～7.12） 

今年もパルコ通り商店会で、６月３０日（月）から７月１２日（土）まで 

『中元売出し大抽選会』が開催されます！ 

 開催期間中のお買い物金額に応じて福引券・補助券がもらえます。 

 売出し最終日の７月１２日（土）１１：００から八潮ショッピング 

センター内にて大抽選会が開催されます！ 

 

○特等 扇風機 ３０本 

○一等 金券（2,000 円分）３０本 

○二等 調味料セット ５０本 

○三等 ＢＯＸティッシュ １２００本 

○末等 さくらカード１０ポイント または お菓子 空クジなし 

 是非、開催期間中にお出かけください。 

さくらカード会年間イベント情報（H26 年度） 

 「さくらカード会（加盟店５４店舗）」では、市内でお買い物をしていただくためのアイテムの一つとして、市内共通ポイ

ントカード『さくらカード』を発行しています。 

加盟店でお買い物をすると、１００円（税別）で１ポイントがつきます。４００ポイントで満点カードになると、加盟店で４

００円分のお買い物や食事ができます。さらに、満点カードで楽しいイベントに参加できます。 

今年も年間を通して、お得なイベントが盛り沢山！ポイントを貯めて、是非、ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

パルコ通り商店会マスコットキャラクター大募集！（26.8.18） 

パルコ通り商店会では、『かえる・カエル・蛙』をテーマに、そして 

『こども地域安全商店会』をキーワードに、マスコットキャラクター 

を大募集しています。 

 募集期間は８月１８日（月）までです。 

 皆様からの応募をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度の掲載記事 
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やしお八つのハッピー野菜博覧会『はぴべジ博 2014夏』 

開催（26.6.10～8.10まで） 

 

今年の『はぴベジ博（やしお八つのハッピー野菜博覧会）』は、夏野菜で開催！！ 

八潮市商工会では、市内飲食店・菓子店などで『八潮の八つの野菜』を使った「おいしい！」「楽しい！」サービスを提供する

イベントを開催します！ 

期間中実施しているスタンプラリーでは、はぴベジ博参加のお店で「はぴベジメニュー」を注文するともらえるスタンプを３つ

集めて応募すると、抽選で６０名に「八潮産たっぷり野菜詰め合わせ＆お買物券」が当たります！！ 

スタンプラリー参加シート「街めぐりマップ」は、八潮市商工会、八潮市役所商工観光課、はぴベジ博参加店にて配布していま

す。 

マップを片手に「はぴベジ」を味わう・楽しむ街めぐりを体験してみませんか！ 

◎開催期間： 平成２６年６月 1０日（火）～８月１０日（日） 

◎場  所： 市内飲食参加店（２５店舗） 

       八潮市ふれあい農産物直売所、やしお生涯楽習館 

※はぴベジとは？・・・八潮産の「枝豆・こまつな・ねぎ・ほうれん草・ナス・山東菜・トマト・天王寺かぶ」のことです。 

住宅改修資金補助金の受付開始（26.6.23～） 
市内事業者・市民の皆さんにお得な情報です。 

 八潮市では、建築関係の小規模事業者の受注機会の拡大を図るとともに、市民の良好な住環境の改善を支援するため、住宅

改修工事を行う市民に費用の一部を補助しています。また、個人が所有しており、居住用部分と事業用部分（店舗、工場、事

務所等）が併用となっている家屋の場合は、事業用部分も居住用部分と同様に補助対象となります。事業用部分のみのリフォ

ームでも対象となりますので、ぜひご活用ください。 

対象住宅  申込資格を満たしている方が、所有し居住する個人住宅で、市内にある住宅。 

      なお、集合住宅は、個人の占有部分。※法人名義の建物は対象外です。 

補助金額  １０万円（税別）以上の工事で、工事額の３０％（千円未満切捨て）を補助します。 

      補助金の上限は１０万円です。 

対象工事  １．市内に本店等を有する施工業者が行う、１０万円(税別)以上のリフォーム工事 

      ２．補助金の交付が決定してから着工し、平成２７年１月３０日までに完了する工事 

        ※すでに改修工事を着工している方や、改修工事が完了している方は対象となりません。 

      ３．建物の内外装の改修及び修繕、建物の増改築等 

《事業用部分として対象となる工事の例》 

 ・外壁などの外装工事・クロスの張替え、建具、断熱サッシなどの内装工事、居室、浴室、台所、トイレなどの改修 

《対象とならない工事の例》 

 ・外看板や電飾などの設置工事、太陽光発電、冷暖房機器、給湯機器の導入などの設備のみを設置する工事 

 ・ブロック塀などの外溝、住宅と一体でない車庫、庭などの植栽工事 

申込資格（次のすべてに該当すること） 

 １．申込日現在、八潮市に１年以上住民登録している方 

 ２．申込日現在において市税の滞納のない方 

 ３．対象工事が、市で実施している同様の補助制度を受けていない方 

 ４．過去に同じ住宅で、この補助金を受けていない方  

 ※昨年度までに一度でもこの補助金を利用された方は、利用できません。 

募集期間 

 平成２６年６月２３日から２６年１２月２６日まで ※予算枠に達し次第、締め切ります。 

申請方法 

 所定の申請用紙等を商工観光課窓口へ直接お持ちください（郵送不可）。 

 なお、６月２３日および６月２４日は、市役所本庁舎２階第二会議室にて申請を受け付けます。 

 ※本人又は同居の親族以外の方が申請書を提出するときは、本人の委任状が必要です。  

 ※申請に必要な書類及び案内チラシは、商工観光課の窓口で配布しています。 



  「第２４回パルコこども地域安全夏まつり」開催！（26.8.24） 

「第２４回パルコこども地域安全夏まつり」がパルコ通り商店会主催により開催されます。 

 

日時：平成２６年８月２４日（日） 14:00～19:45（開会式：16:00） 

    （14:00～16:00 はサッカー教室。模擬店も順次スタート） 

会場：八潮市立八幡中学校 校庭 

内 容 

サッカー教室、ダンスショー、歌謡ショー、ビンゴ大会、ジオラマ展示、 

模擬店、その他。 

当日は、元なでしこジャパンによる、サッカー教室とトークショーが行われる 

ほか、元フィンガー５の玉元正男さんによる歌謡ショー等も行われます。 

ご近所お誘いのうえ、ぜひお越しください。 

パルコの夏祭り２０１４開催！（26.8.24） 
パルコ商店会主催『第２３回パルコこども地域安全夏祭り』！！ 

8 月 24 日（日）八幡中学校の校庭にて開催され、大盛況でした。 

 

『八潮街並みづくり 100 年運動』で活動を行っている５大学の建築学科学生さんの協力のもと、 

パルコ 40 年の歴史を再現した模型・写真の展示の他、パルコ通り商店会『マスコットキャラクター』募集の結果発表と表彰

式が行われました。 

また、元なでしこジャパン北本綾子さん、元なでしこリーグ木原梢さんによるサッカー教室とトークショーやダンスグループ

『銀座本店』によるダンスショー、元フィンガー５ 玉元正男さんのＭＡＳＡＯ２２ライブで盛りあがりました。 

恒例のビンゴ大会に焼そばやかき氷などの模擬店もあり、ちびっこから大人までパルコの夏祭りを楽しんでいました。 

  

   『マスコットキャラクター』に約５０の応募がありました。      大賞は『ジェントルパルコ』に決定！ 

     

パルコ通り商店会４０年の歴史が模型と写真で再現されました。   リフティングのコツを教えてもらいました。 

     

『銀座本店』によるダンスショーは大盛り上がり！     フィンガー５、玉元正男さん熱唱！ 恒例のビンゴ大会！ 
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バーベル製造の【㈲笠巻鉄工所（八潮市浮塚）】が 

テレビ東京「和風総本家」の中で紹介されました。（H26.9.11 放送） 

数々のオリンピックの公式試合で使用されている重量挙げの『バーベル』製造技術【八潮市浮塚にある(有)笠巻鉄工所 白

川 昇さん】が、９月１１日放送のテレビ東京「和風総本家」“達人と職人”特集の中で、ロンドン五輪 女子重量挙げ銀メ

ダリスト 三宅宏美選手も使用したバーベルを作る職人として紹介されました。 

バーベルは、特殊鋼を加工してシャフトをつくり、丸い金属を加工し微妙な重量を調整して重りがつくられます。 

白川さんは、職人歴４８年。特に精密な研磨作業の経験と技術が評価されて、平成 17 年度の「八潮市優良技術者・技能

者」として表彰されています。 

八潮市にも高い技術をもった職人さんがいることを皆さんに知っていただくよい機会になりました。  

▼放映された様子 

   

   

 

はぴベジ博２０１４夏 グランプリとネーミング賞が決定！！ 

（期間限定で発売されます。） 
グランプリに『トマトパン』（ベーカリーシマダ）、ネーミング賞に『旬菓旬菜 真赤な八潮のトマト』（㈲菓子道楽 杵

屋）の受賞が決まりました！ 

 平成２６年６月１０日～８月１０日、やしお八つのハッピー野菜博覧会（はぴベジ博）が行われ、２０１４年度のグランプ

リとネーミング賞が決定しました！！例年、秋（10・11 月）に開催していた「はぴベジ博」ですが、今年は、夏野菜をたっ

ぷり使った夏のはぴベジメニューで賑わいました。 

 八潮市商工会では、市内飲食店・菓子店などにおいて、八潮産の八つの野菜（はぴベジ）を使った「おいしい！」「楽し

い！」サービスを提供しようというイベント「はぴべジ博」を開催。今回、はぴベジ博に参画したのは、２５店舗。それぞれ

のお店が考案した料理メニューを多くの方にお召し上がりいただき、スタンプラリーにもご参加いただきました。 

 

 味・量・見た目の印象・価格とバランス・食材の活かし方・ＰＲ・ネーミングの面白さ・接客態度の８項目に、スタンプラ

リーで各店舗へ来店した数を合わせて、総合的に審査評価しました。その結果、『トマトパン』（ベーカリーシマダ〈中央 3-

10-13〉）がグランプリを、『旬菓旬菜 真赤な八潮のトマト』（㈲菓子道楽 杵屋〈八潮 6-4-10>）がネーミング賞を受賞

しました。 
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はぴベジ博２０１４夏 グランプリとネーミング賞が決定！！ 

 

～ベーカリーシマダさんと㈲菓子道楽 杵屋さんを取材してきました。～ 

《ベーカリーシマダさん》 

 

■『トマトパン』のセールスポイントを伺いました。 

 パン生地にもトマトが練り込んであるそうです。トマトの赤い色を出すのに苦労されたとのことでした。 

 

■はぴベジ博に参加した感想は？ 

 はぴベジに参加したことによって、夏は季節的にパンが売れにくい時期ですが、 

 たくさんの方にお店に来てもらって食べていただけたことがよかったです。 

 

■グランプリを受賞した今のお気持ちは？ 

 ビックリです！！ 

◎トマトパンはベーコンとチーズを包み込んだパン生地に半分のトマトが入っていて、 

 柔らかいフワッとしたパンにトロッと甘くなったトマトがとっても美味しかったです。 （取材担当者の感想） 

 

   

△グランプリを受賞した「トマトパン」       ▲トマトを練り込んだパン生地を切り分けている所。 

※１０月１０日～１９日まで限定販売します！ 

    

▲お店の中には、色々な種類のパンがズラリと並んでいます。     ▲ベーカリーシマダさん。 
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はぴベジ博２０１４夏 グランプリとネーミング賞が決定！！ 
 

《㈲菓子道楽 杵屋さん》 

■『旬菓旬菜 真赤な八潮のトマト』このネーミングはどのように生まれたのですか？ 

 旬の八潮産の真赤なトマト（野菜）を使った夏の旬のお菓子なので、あえて、 

 分かりやすくそのまま『旬菓旬菜 真赤な八潮のトマト』と名づけました。    

■はぴベジ博に参加をした感想を伺いました。 

 はぴベジ博に参加することで、どんな商品を出そうかと考え、その商品がお店の 

 定番になってくれたらよいと思っています。第１回のはぴベジ博から参加していますが、 

 市内全域で継続して参加するお店が増えると嬉しいです。 

■ネーミング賞を受賞した今のお気持ちは？ 

 もう、次のはぴベジ博のことを考えています（笑）。 

 「次は、何を作ろうかなぁ」とのことでした。  

 

◎お菓子の名前の通り、見た目は真赤なトマトそのもので、食べるとトマトの爽やかな酸味と甘さが 

 口の中いっぱいに広がりました。（取材担当者の感想） 

    

△ネーミング賞を受賞した「旬菓旬菜 真赤な八潮のトマト」       ▲(有)菓子道楽 杵屋さん。 

  ※１０月１０日～１０月３１日まで限定販売をします！ 

 

   

▲店内には、八潮市の特産品「やしお躑躅」やユニークな名前がついたお菓子がたくさん並んでいます。  

 

☆はぴベジってなぁに？ 

八潮産の八つの野菜「枝豆・こまつな・ねぎ・ほうれんそう・ナス・山東菜・トマト・天王寺かぶ」のことです。     

※来年度のはぴベジ博も夏の開催を予定しています。みなさん、お楽しみに！ 

是非、ご参加ください。 
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さくらカード会から八幡中学校へ移動式ベンチ４台が寄贈されました。

（26.10.6） 
「さくらカード会（加盟店５４店舗）」では、市内でお買い物をしていただくためのアイテムの一つとして、市内共通ポイン

トカード「さくらカード」を発行しています。 

 このさくらカードで４００ポイントが貯まると満点カードになり、特典を受けることができます。 

ここで回収された満点カード１枚につき、「１０円」を教育助成金として八潮市の教育に役立てられます。今年は、満点カー

ドが５，８２４枚集まり、この教育助成金（５８,２４0 円）で移動式ベンチ［体育の時間や部活動で活用］を購入しました。 

八潮市校長会を通じて、八幡中学校に移動式のベンチ４台を寄贈しました。 

皆様にさくらカードをご利用していただくことで、今後も市内小中学校の教育に役立てることができますので、是非ご利用く

ださい。 

      

△井上正人 八幡中学校長（左）、さくらカード会 村山豊治会長（右） 

  移動式のベンチ［体育の時間や部活動で活用］４台が寄贈されました。 

八潮市商工会さくらカード会「教育助成金」を活用したものです。 

県民の日「全県一斉商店街まつり」に参加！ 

『けやき通り商店会まつり』が開催されます （26.11.14～15） 
 

埼玉県民の日（１１月１４日）を中心に、統一テーマを「つなぐ」として、地元商店街が一体となって「人」と「街」をつな

ぎ、広げるベント『全県一斉商店街まつり』（埼玉県商店街振興組合連合会が主催）が開催されます。 

 八潮市では「けやき通り商店会」が、国の「地域商店街活性化事業（にぎわい補助金）」を活用して参加し、パルコ通り商店

会の協力のもと『けやき通り商店会まつり』を開催します。 

 当日は、スーパーイリュージョン（マジックショー）やフリーマーケット、 

商店会による模擬店など盛り沢山です。 

 お友達やご家族、ご近所をお誘いのうえ、ぜひお越しください。 

日 時  １１月１４日（金） 午後５時～午後８時 

                ※午後５時３０分から式典あり 

        １５日（土） 午前１０時～午後４時   

場 所  八潮市立八幡中学校 校庭 

内 容  ・スタンプラリー 

     ・けやき通り商店会及びパルコ通り商店会を中心とした模擬店 

     ・ふわふわ［子ども向け遊具］（両日とも） 

     ・スーパーイリュージョン［マジックショー］（１５日のみ） 

     ・一般市民参加のフリーマーケット（１５日のみ） 

※フリーマーケットの出店者を募集しています！出店料は無料です。 

  問い合わせは、けやき通り商店会事務局（℡048-934-5115）まで。 

◎駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 
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『けやき通り商店会まつり』が開催されました！ （26.11.14～15） 
１１月１４日（金）・１５日（土）、八幡中学校の校庭でけやき通り商店会主催、パルコ通り商店会協力による「けやき通り商

店会まつり」が開催されました。 

このイベントは、県民の日を中心に、統一テーマを「つなぐ」として、地元商店街が一体となって「人」と「街」をつなぎ、広

げるベント『全県一斉商店街まつり』（埼玉県商店街振興組合連合会が主催）に、けやき通り商店会が国の「地域商店街活性化

事業（にぎわい補助金）」を活用して参加したものです。 

１日目は、夕方５時から開催。寒い中、大勢の来場客のもと盛大に式典が開催されました。式典のあとは、スタンプラリーの景

品交換会がありました！スタンプを集めた台紙を持って、ちびっこたちの長～い列ができ、妖怪ウォッチの妖怪メダルなどと交

換してもらい大喜びのお子さんたちの姿がとっても印象的でした！ 

また、けやき通り商店会・パルコ通り商店会のお店のほか、市内商店、市外からも、合わせて３０店ものお店が集まり、豚汁や

焼鳥などの模擬店、地元農産物の販売などたくさんのお客さんで賑わいました。 

２日目は、晴天に恵まれ青空の下、マジックショーや歌謡ショーなどのステージで盛り上がり、模擬店や一般市民の方が参加し

たフリーマーケットでは、子どもから大人まで多くの方が買い物を楽しんでいました。 

【１日目の様子】 

     

△式典の様子。おまつりスタート！   △大きなふわふわに子ども達は大喜び！      △模擬店も大賑わい。 

     

△どれにしようかなぁ～。楽しみにしていた景品交換！長～い列ができました。    △こまちゃんも応援にきました！         

【２日目の様子】 

     

△ズラーッとフリーマーケットのブースが並びました！商品選びに真剣です。         △マジックショー 

     

    △歌謡ショー            △ちびっこから大人まで、１日たっぷり楽しめるイベントになりました。 
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第５回特産品・推奨品フェアが開催されます！（H26.12.7） 

【同時開催】第４０回八潮市農業祭もお楽しみに！ 
 

毎回大好評の「特産品・推奨品フェア」！下記の日程で開催されます！ 

八潮市の特産品・推奨品である食品や商品が大集合するイベントです。 

１０時から豪華商品があたる大抽選会が行われます！ 

当日会場内でお買い物をした方に、５００円ごとに大抽選会に参加できる 

“抽選券”をお渡しします。 

（配布枚数には限りがあります。） 

皆さん是非ご来場いただき、八潮の特産品・推奨品をご覧ください。 

 

■第５回特産品・推奨品フェア 

 開 催 日   平成２６年１２月７日（日） 

 時  間  午前９時から午後２時（出展商品完売次第終了） 

 会  場  やしお生涯楽習館前 みどりの広場 

 大抽選会  午前１０時から 

 主  催  八潮市商工会（０４８－９９６－１９２６） 

農産物の品評会並びに即売会が開催されます。 

地場農産物展示品予約販売や農業団体による農産物・漬物加工品の販売、 

各種アトラクションなど楽しい催しが盛り沢山です！皆さん是非、お出かけください。 

 

同時開催で「第４０回農業祭」が開催されます。 

□第４０回農業祭  

 開催日時  平成２６年１２月６日（土） 午後５時から９時まで 

       （展示農産物一般公開） 

       平成２６年１２月７日（日） 午前９時から午後２時まで 

 完売次第終了 

 時  間  午前９時から午後２時（出展商品完売次第終了） 

 会  場  やしお生涯楽習館 

 主  催  八潮市農業祭実行委員会 

 

                                              ▽昨年の様子 

                

 



  
パルコ通り商店会『設立４０周年記念歳末大売出し』が開催されます。

（26.1１.30～26.12.13） 

パルコ通り商店会は設立４０周年を迎えます。地域の皆さんにもっと 

商店会を知っていただくため、国の「地域商店街活性化事業（にぎわい 

補助金）」を活用し、４０周年記念事業を開催します。 

最終日には八潮ショッピングセンター内で、パルコ通り商店会４０年の 

歴史が再現された模型と写真の展示が行われます。 

 

■売出し期間 １１月３０日（日）～１２月１３日（土） 

 

■大抽選会日 １２月１３日（土） 午前１１時から午後７時まで  

       パルコ通り商店会 八潮ショッピングセンター内にて  

 

また、開催期間中のお買い物金額に応じてもらえる福引券・補助券で、 

売り出し最終日に福引大抽選会があります！ 

是非、開催期間中にお出かけください。 

 

○４０年記念賞： やしお躑躅（八潮市特産品） または  

杵茶まんじゅう（八潮市推奨品） ５０本 

○特等： お米５ｋｇ ３０本 

○１等： パルコの商品券（2,000 円分） ４０本 

○２等： ＢＯＸティッシュ １，５００本 

○３等： 駄菓子 または さくらカード１０ポイント 

 

※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 

第 20 回けやき通り商店会豆まき感謝祭が開催されます！（27.1.31） 

２月３日は、節分です。けやき通り商店会では、一足早い豆まき大会を開催します！ 

会場から選ばれた年男、年女がステージ上から福を呼び込む豆まきを行います。 

そして、商店会からのビッグなプレゼントが当たるかもしれない「ビンゴ大会」 

もあります！ 

邪気を追い払って福を呼び込む豆まき。ぜひ、お楽しみに！ 

 

□日 時： 平成２７年１月３１日（土）午後６時から 

 

□場 所： 城北信用金庫八潮支店 駐車場 

 



  
第５回特産品・推奨品フェアが開催されました。（H26.12.7） 

【同時開催】第４０回八潮市農業祭も大盛況！ 

１２月７日（日）に「特産品・推奨品フェア」が楽習館前みどりの広場で開催されました。 

当日は、晴天に恵まれ青空の下、会場内に八潮市の特産品・推奨品が大集合し、大勢の来場者が買い物やグルメなどを楽しん

でいました。 

そして、恒例の大抽選会も豪華商品を目指して長～い列ができ、皆さんの熱気で溢れていました！ 

【特産品・推奨品フェアの様子】 

   

△会場内でお買い物。豪華賞品を目指して、大抽選会には長～い列ができました。 

   

△小松菜蒸しパンが無料配布されました。踊りや太鼓のアトラクションも大勢の方が楽しみました。 

 

また、同時開催で行われた「第４０回農業祭」も大盛況でした！ 

農家の皆さんが丹精込めて育てた農産物の品評会。そして、農産物展示品予約販売会が行われ、立派に育った野菜を真剣に選

んでいる皆さんの姿が印象的でした。 

そのほかにも農産物・漬物加工品の即売、各種アトラクションなど楽しい催しで大賑わいでした！ 

【農業祭の様子】 

   

△たくさんの農産物がズラリと並びました。 
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パルコ通り商店会『設立４０周年記念歳末大売出し』が開催されました。

（26.1１.30～26.12.13） 
１１月３０日（日）～１２月１３（土）まで、パルコ通り商店会「設立４０周年記念歳末大売出し」が行われました。最終日

の１３日（土）には、ショッピングセンター内で空くじなしの福引大抽選会が開催され、４０年記念賞のやしお躑躅（八潮市

特産品）、杵茶まんじゅう（八潮市推奨品）や特賞のお米５ｋｇ、一等のパルコの商品券など、たくさんの賞品をお目当てに

福引抽選機（ガラポン）の前にはお客さんの長～い列ができ、大賑わいでした！ 

 

この売出しは、パルコ通り商店会設立４０周年を記念し、地域の皆さんにもっと商店会を知っていただくため、国の「地域商

店街活性化事業（にぎわい補助金）」を活用して開催しました。最終日には、抽選会の会場内にパルコ通り商店会４０年の歴

史が再現された模型と写真の展示が行われ、大勢の方にパルコ通り商店会の歴史を知っていただくよい機会になりました。 

▼抽選会の様子 

   

△パルコ通り商店会マップを作成しました！！       △どの色の玉が出るかな？ 

   

△福引抽選機（ガラポン）の前には、長～い列が。ドキドキしながまわします。 

   

△１等のパルコ商品券。５００円ではなく５００パルです！ △パルコ通り商店会４０年の歴史が再現されました！ 
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