沼津インターぐるめ街道振興会の歩み
平成23年4月1日

〜

沼津インターぐるめ街道振興会事務局制作

平成23年4月1日

〜

平成24年3月31日

平成23年4月
●振興会ホームページ 内容更新。
（ホームページの更新は毎月1日に必ず実施、その他掲載情報がある場合は随時更新）
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆東日本大震災義援金協力募金についての報告
ぐるめ街道振興会加盟店の内21から215,000円 ぐるめ街道振興会から35,000円
合計=250,000円を日本赤十字に送金
◆ごきげんカード4月1日からスタートの報告
◆東日本大震災に関わる事柄 計画停電や今後の対応などについて
◆ぐるめ街道振興会 新パンフレット製作について
◆キラメッセ閉館イベント報告
◆七夕イベント開催について
◆コカ・コーラ 沼津プロレス販売機設置（ふなと・第一プラザ）
設置イベント開催の報告
●キンカン植樹用プランター土を近隣農家より調達（軽トラック1台分）
●ごきげんカード350枚、利用可能店チラシ350枚を米久株式会社に追加配布。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
平成23年5月
●振興会ホームページ 内容更新。
●YNN47ch インターネット放送協力（カズ＆アイ出演）
●サワケンビル前プランター及び建物周りにキンカン11本を植樹。
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆キンカン追加植樹の報告
◆米久株式会社よりキンカン及びモニュメント花壇用肥料寄付の報告
◆七夕フェスタ（6/30〜7/10）について
ぐるめ街道会場として7/3に万葉の湯駐車場にて開催 巨大短冊（50メートル）設置、
軽トラ市、ふるまい（サザエつぼ焼き300食）、加盟店半額祭など
◆沼津夏祭り花火協賛
◆ニッセン連商品券利用について
◆門池まつり参加（テント2張り予定）について
◆6/6ミニレディGo協力について
●ホテルインサイトにパンフレット300部配布。
●加盟飲食店に対し送迎可能店調査書を配布及び回収。
●JAFメイト（8・9月号）折り込み広告掲載希望店申込書配布及び回収。
●東日本大震災義援協力募金箱回収 （石本家様 2383円）
●七夕フェスタ開催に関する会議
七夕まつり同日開催 加盟店による半額祭参加申し込み配布及び参加確認
平成23年6月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道の歩み追加編集
ホームページ内組織紹介ページ「ぐるめ街道の歩みpdf書類」データ更新。
ぐるめ街道振興会ホームページ掲載の沼津インターぐるめ街道振興会の歩みを更新
●東日本大震災義援協力募金箱回収（東王様 16520円、ぼんどーる様 5952円）
●第一回沼津揚げプロジェクト キックオフミーティング出席。
●第25回ぐるめ街道振興会総会案内（委任状）加盟全店に配布。
●7/3開催七夕まつり及び同日開催ぐるめ街道振興会加盟店半額祭チラシを加盟店に配布。
●レディGOに協力参加（各種運営補助）
●スーパーホテル長泉様 ぐるめ街道振興会パンフレット300部配布。
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●第25回定時総会
●ぐるめ街道振興会HPにぐるめ街道の歩み（22年4月〜23年3月）を追加掲載
●総会欠席店に総会資料及び報告書を配布。
●フェスタ・コスタ・デル・ゴミIN千本浜に参加
●新店舗 BMWジャパン、しゃぶ葉に振興会の活動説明及び新規入会案内配布。
●第1回 食壇沼津セミナー参加
●東日本大震災義援協力募金箱回収 （こがね様 8040円）
●七夕まつり 大短冊を万葉の湯メイン会場に設置
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。

平成23年7月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆フェスタ・コスタ・デル・ゴミin千本浜参加報告
◆七夕まつりについて
◆門池まつりについて（テント1張りに決定）
販売品：串つきフランク800食（1本100円 800本）米久様提供
つくね串400食（2本100円 800本）
◆YNNについて
◆沼津夏祭り早朝清掃について
●沼津を一つに「七夕まつりin 万葉の湯」開催
朝市、50メートル大短冊、サザエつぼ焼き300個・ソフトドリンク300本振る舞い
●第2回ぐるめ街道振興会加盟店半額祭開催
●仲見世商店街 七夕まつり 大短冊授与式参加（石巻市少年サッカーチームに沢山の
東北復興応援メッセージが書かれた50メートル大短冊を授与）
●門池まつり関係書類（模擬店手伝い案内、花火協賛・抽選会協賛募集）を加盟全店に配布。
●街道沿線植樹キンカン水やり及び状態確認を実施。
●門池まつり関係書類回収
●門池まつり協賛店リストを門池自治会に提出及び領収書のお願い
●第2回 食壇沼津セミナー参加
●建設会社に違法案内看板撤去勧告 撤去確認
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
平成23年8月
●振興会ホームページ 内容更新。
●門池まつり準備 必要品買い出し等
●門池まつり参加 串つきフランク800本、つくね串販売400食（800本）販売
◆（有）多田食品様提供 ゼリー お子様に無料配布
◆コカ・コーラ提供 ジュース150本 無料配布
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆門池まつり参加報告
花火協賛について 抽選会商品提供について
運営協力加盟店
米久株式会社2名（食材提供：ジャンボフランク）、第一プラザ1名（駐車場協力）
沼津ふなと1名（駐車場協力）、沼津味工房2名、割烹ぼんどーる1名、伊豆海1名
和食処こがね1名、ラーメン石本家1名、駿河の湯2名、串屋1名、和食処やぶ1名
中国料理東王1名、こ洒落居酒屋99℃1名、オートベル1名、サングリア2名、鬼ヶ島1名
天神屋1名、万葉の湯2名、オートアシスト＆サトーレッカー1名、やみつき餃子虎舞2名
Spo-Lan1名、沼津インターグランドホテル1名、寿し割烹ひろちゃん1名
◆YNNについて
◆ニッセン連ギフトカードについて
◆万葉の湯にキンカン30本植樹報告
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●JAF MATE 掲載広告利用者調査書を参加20店に配布
●静岡県沼津土木事務所維持調査課にアダプトロードプログラム平成22年度活動報告を提出。
●スーパーホテル長泉にぐるめ街道振興会パンフレット300部配布。
●街道沿い植樹キンカン水やり及び状態確認実施。
●ホテルインサイドにぐるめ街道振興会パンフレット300部配布。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
平成23年9月
●振興会ホームページ 内容更新。
●JAF MATE 掲載広告利用者調査書を参加20店から回収
▼折り込みチラシを利用された加盟店
・こがね 9人 ・やぶ 2人 ・万葉の湯 4人 、ぐるめ街道の駅 1人
・シーポート沼津 2人 ・第一プラザ 1人 ・ふなと 5人 ・牛繁 2人 ・駿河の湯 3人
利用店合計=9（ぐるめ街道の駅含む） 合計利用人数=29人
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆JAF MATE 掲載広告利用者調査報告（加盟店32店中20店参加）
◆ごきげんカード変更確認
◆（案）新東名サービスエリアにぐるめ街道パンフレットを設置する方法を検討
◆ニッセン連カードについて
◆（案）ぐるめ街道振興会加盟店による共通食事券又は金券発行について
●JAF MATE 掲載広告利用者調査をJAF静岡に報告
●東日本大震災救援募金箱回収 募金箱を設置していただいた加盟17店から募金を回収
●有料バナー更新書類を配布
●第3回 食壇沼津セミナー参加
●門池連合自治会門池まつり反省会に参加
●建設業者による違法捨て看板設置を静岡県宅建協会沼津支部に連絡、撤去を要請。
※確認日時 23.9.19 11：00頃
場所：ぐるめ街道上り線 岡宮地先、えび食堂鬼が島手前 電柱及び消火栓
（静岡県宅建協会沼津支部より9/19報告の違法捨て看板撤去及び厳重注意を所属業者に
勧告したとの連絡を受ける。）
●加盟全店に台風15号による被害調査書類配布及び回収。
●スーパーホテル長泉にぐるめ街道パンルレット300部配布。
平成23年10月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆台風15号の被害報告 看板類の対策呼びかけ
◆YNN関連報告
H1グランプリについて、10/26YNN配信に沼津市長出演決定、カズ＆アイ沼津ぐるめ
大使任命式同時放送。東日本大震災義援金募金を市長に預ける
◆次期ぐるめ街道パンフレット作製開始
盛り込む内容：全体は絵が主体、裏面は広告、地図内には最先端 戸田までの記述
箱根方面の記載、各店QRコードを設定し詳細情報を掲載、紙面・ネットモバイルとの
融合モデル、沼プロのPRなど入れた方が良い物をピックアップ。
◆鍋フェスタ（12/4）について
◆アジサブレについて
◆ボランティア清掃日の確認
●沼津市役所に23年度ボランティア清掃活動実施によるゴミ回収依頼を提出。
23年11月17日第41回ボランティア清掃活動実施（クリーン週間に合わせて実施のため
ゴミ対策推進課に提出）
24年3月8日第42回ボランティア清掃活動実施
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●第4回 食壇沼津セミナー参加
●ごきげんカード参加店リストを加盟店に配布
●門池中学校体験学習受入店募集案内を配布
●「DOGフェスタ×東部まちづくりフェスティバル IN 門池」開催および
協力店募集案内配布。
●YNN静岡放送チャンネル 沼津市長出演 放送のサポート
●カズ＆アイぐるめ街道大使任命式
●ホテル沼津キャッスルへパンフ100枚配布
●第2回なべフェスタお知らせ及び協賛のお願いを配布。
●なべフェスタ（ぐるめ街道会場）開催に伴い同日開催する各加盟店タイアップ企画
参加申し込み書を配布。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
平成23年11月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆「DOGフェスタ×東部まちづくりフェスティバル IN 門池」報告
来場者数10,000人以上、ペット数千頭
◆門池中学校商業体験報告
協力店：ぼんどーる3名受入、鬼ヶ島4名受入、こがね3名受入、駿河の湯4名受入
◆YNN関係報告 カズ＆アイぐるめ大使任命及びごきげんカード贈呈、沼津市長出演
◆沼津ぐるめ街道サポーター 認定について
第1号 D'zセレクション様（ダスキン岩波支店 渡辺様、橋本様・ハトツー服部様）
◆わいわいぬまづ 第2回なべフェスタについて
開催日時 2011年12月4日（日）9時〜11時 ふるまい品：塩かつおうどん
朝採り野菜・焼津うまいもの販売
なべフェスタチラシ7万部 ぐるめ街道会場チラシ3000部
◆同日開催 ぐるめ街道振興会加盟店クーポンイベント 参加10店
◆11/17のボランティア清掃について
◆11/20の門池清掃について
◆次期ぐるめ街道振興会パンフレットの製作予定など
裏面広告枠の決定（基本1社1枠とし、1枠10,000円にて掲載募集）
◆街道沿いの事故多発状況と対策について
●第2回なべフェスタお知らせ及び協賛のお願いを回収。
●第41回ボランティア清掃案内をぐるめ街道沿線全事業所に配布。
●なべフェスタチラシを裏面タイアップ協賛クーポン参加のぐるめ街道振興会加盟店
10店に配布。
●第一プラザ前中央分離帯コーンの破損（抜けて転倒）を国土交通省に連絡、
修理対応のお願い。
●第42回ボランティア清掃活動実施 総参加人数119人
●門池清掃に参加
門池地区コミュニティ推進委員会主催による公園の清掃
ぐるめ街道振興会からは7名（オートベル2名・万葉の湯1名・駿河の湯1名・鬼ヶ島1名・
たんぱく大国1名・沼津ふなと1名）、ごきげん沼津株式会社1名とお付き合いのある
NPO法人スルガBVCから4名が参加
●第2回なべフェスタポスターを加盟全店に配布
●第2回なべフェスタポスターをスーパーマルトモ山の手店に店舗内掲載をお願い。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
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平成23年12月
●振興会ホームページ 内容更新。
●第2回なべフェスタ会場設営
●ワイワイぬまづ 第2回なべフェスタ in ぐるめ街道 開催
●第2回なべフェスタ会場撤収
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆ぐるめ街道清掃（11/17）報告
街道沿線事業所 116名 セレクション3名 総勢119名参加
軽トラック提供 第一プラザ様
◆門池清掃報告（11/20（日）8：30〜11：00）
◆わいわいぬまづ 第2回なべフェスタ報告
開催日時 2011年12月4日（日） 午前9時〜11時 ふるまい品：塩かつおうどん
◆抽選会報告（商品提供12店）
◆同日開催 ぐるめ街道振興会加盟店クーポンイベント報告
◆ぐるめ街道振興会パンフの作成について
●第6回 食壇沼津セミナー参加
●建築会社（Tホーム）違法看板撤去勧告
●ぐるめ街道振興会パンフレット製作会議
●ぐるめ街道パンフレット申込み案内配布
●ぐるめ街道パンフレット申込み受付及び集金
●パンフレット製作デザイナーと共にぐるめ街道パンフレット製作取材
●スーパーホテル長泉にぐるめ街道パンフレット100部配布
●パンフレット掲載用（ジャンボひものセンター、シーポート沼津）の写真を撮影
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
平成24年1月
●振興会ホームページ 内容更新。
●スーパーホテル長泉にぐるめ街道パンルレット100部配布
●沼津市役所観光課にぐるめ街道パンルレット50部配布
●沼津市役所建設部による愛鷹サービスエリアスマートインターチェンジにつて
ぐるめ街道振興会役員への説明会
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆愛鷹パーキングエリアスマートインターチェンジについて
許可が下りてから4年で運用開始予定（現在申請中）
1日の利用台数3700台を見込み採算はクリアーとの説明
スマートインターチェンジ建設に15億円（取付道路までの道路追加に5億円）
2030年（平成42年）予測
愛鷹スマートインターを造った場合
・沼津インター利用台数=41,700台/1日
・愛鷹スマートインター利用台数=3,980台/1日
※現在の沼津インター利用台数=32,000台〜33,000台/1日
◆ごきげんカード継続について（担当：山下さん）
◆ぐるめ街道振興会パンフレットについて
◆仲見世商店会とのパンフレットの交互設置協力について
◆新東名ウォーキングについて（参加希望者確認）
●東名町回覧板を回す時にレディGO開催案内チラシを全戸に配布のお願い。
●第7回 食壇沼津セミナー参加
●キンカン水やり、実の収穫実施。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
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平成24年2月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆ごきげんカードについて
平成24年度継続決定
スタンプラリー（案）
◆ぐるめ街道振興会パンフレットについて
◆オラッチェ、かつらぎやまパノラマパークとのパンフレットの交互設置協力について
（Dzセレクションの営業成果）
◆新東名 長泉・沼津インターについて
●国土交通省沼津河川事務所
新東名 長泉・沼津インターの詳しい位置関係と接続道路について説明を受ける。
●第42回ボランティア清掃案内をぐるめ街道沿い事業所に配布。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
平成24年3月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆ごきげんカードについて
利用内容などの最終確認
◆ぐるめ街道振興会パンフレットについて
◆第42回ボランティア清掃について
●第42回ボランティア清掃実施
参加人数 総勢106名
●レディGo協力
●ごきげんカード参加申し込み書配布
●街道6カ所への違法案内看板設置を国交省・宅建協会へ連絡。
●ごきげんカード 参加協力加盟店に配布及び集金。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
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