沼津インターぐるめ街道振興会の歩み
平成24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24年4月1日

〜

平成25年3月31日

平成24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）
◆ごきげんカード4月1日からスタートの報告
◆ぐるめ街道振興会パンフレットについて
◆食壇沼津への振興会参加と各店参加について
◆Dogフェスタ協賛
◆らららサンビーチ ビーチバレー協賛
◆浜岡原発再稼働の是非を問う住民投票実現の署名活動案内
◆静岡よしもとより新年度ynn中継のありかたについての説明
◆沼プロとの関わり
◆googleマップ公開と活用
●ぐるめパンフレットVor.4完成
●ぐるめパンフレットVor.4を近隣観光施設及びホテル・行政機関などに配布。
長泉スーパーホテル、ホテルインサイト、沼津キャッスル、沼津観光協会、
沼津商工会議所、静岡新聞社・NHK沼津支局・沼津朝日新聞など
●わが母の記ポスター及びパンフレット配布
●どろフェスポスター配布
●アリーナからYNN2時間特番放送のお知らせとのぼり旗掲示希望店舗募集のお知らせ。
●沼津アリーナこけら落とし YNN2時間特番生放送
●わが母の記レセプションに出席
●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）
◆GWの状況について
◆今後の対策、PR手段と手法、ぐるめ街道から分かりやすい新東名への案内
◆新加盟予定店紹介
◆よしもとからぐるめ街道パーティー＆配信企画提案
◆6月末頃？三地区共同の七夕まつり？7日夜会議
◆6/17フェスタコスタ千本ゴミ拾いについて
◆7/1門池清掃について
◆らららサンビーチビーチバレー協賛の礼状
◆振興会Facebook公開と活用仕掛けと効果
●ぐるめマップ配布。沼津観光協会、沼津国際カントリークラブ
●臨時役員会
◆7/1ぐるめ街道祭り（七夕まつり）開催の決定
◆場所：駿河の湯駐車場 テント2張り
◆時間：8時〜11時30分
◆ふるまい：まぐろあんかけラーメン300食
◆販売：朝どり野菜・焼津港水揚げ「まぐろ」、鮮魚、駿河湾生しらすくぎ煮（海女煮）
●トヨタホームへ違法案内看板の警告
●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
●第26回定時総会
●モニュメントの桜の木
表側舗道上の低い位置と道路に近い部分、裏側道路にはみ出した低い部分の枝切り実施。
●「7/1ぐるめ街道夏祭り」同日開催の加盟店による「半額祭」参加申込み書を加盟全店に配布。
●カヌーフェスティバルポスターを加盟全店に配布。
●総会欠席店（9店）に総会資料・総会報告書・現加盟店名簿を配布
●国土交通省アダプトロードプログラム23年度報告書及び24年度計画書を提出。
●台風通過後に加盟店被害の確認巡回。 緊急を要する1店舗には連絡。
●加盟全店の台風被害を戸別訪問調査。
●開局15周年のエフエムみしま・かんなみ
ボイス・キュー 77.7MHz 佐藤孝子パーソナリティーの「素敵な街角」へ、
ぐるめ街道振興会の渡辺・師星・山下の三名で生放送に参加、ぐるめ街道の最近〜この後の
イベント等を話しました。
●ワイワイ沼津七夕まつり 本体の折り込み広告（市内68,000世帯明日29日配布）
見本を半額祭協賛店へ個別に配布。
●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
●YNNよしもとチャンネル「ぐるめ街道スペシャル」
●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7月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道祭り ＆ ぐるめ街道振興会加盟店半額祭 開催
●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
◆門池清掃報告（反省）
◆ぐるめ街道夏祭り報告（反省）
◆半額祭報告
◆沼津夏祭り7/28・29早朝清掃
◆門池まつり参加について
◆加盟店お手伝い（各店1名以上参加）
◆花火協賛のお願
◆抽選会商品協賛のお願い
●門池まつり手伝い申込書配及び回収、花火協賛申込書、抽選会景品協賛申込書配布
●夏祭り限定配布チラシ広告申込書配布
●ボイスキューへ15周年プレゼント協賛品をお届け。
●門池コミにぐるめマップを門池連合自治会内の各自治会館へ置いていただくことについて
役員会での検討のお願い。
●ぐるめ街道モニュメントに2012夏！ぐるめ街道ウェルカム向日葵を80本植樹
●スーパーホテル長泉・沼津インターへマップ配布。
●HPのA4 PDFマップ、印刷マップ裏面のQRコード活用を案内。
●X橋4カ所中1カ所、王将前植え込みの約半分、雑草除去の除去。
●夏祭りクリーン作戦に参加。
●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食 つくね串400食 唐揚げ181食 塩かつおうどん99食 完売
●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
割烹ぼんどーる1名、オートベル2名、万葉の湯1名、伊豆海1名
ジャンボひものセンター1名、沼津味工房1名、こ洒落居酒屋99℃1名、和食処やぶ1名
米久株式会社1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）、サングリア2名、ラーメン石本家1名
和食処こがね1名、駿河の湯2名、串屋1名、Spo-Lan1名、天神屋1名
中国料理東王1名、鬼ヶ島1名、やみつき餃子虎舞1名、郷里1名
オートアシスト＆サトーレッカー1名、沼津インターグランドホテル1名、
◆花火協賛、抽選会商品協賛のお礼など
●御用邸にぐるめパンフレット500部設置のお願い
●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。
●沼津キャッスルにぐるめ街道振興会パンフレット200部配布。
●街道沿い植樹キンカン水やり及び状態確認実施。
●沼津国際カントリークラブにぐるめ街道振興会パンフレット300部配布。
●沼津観光協会にぐるめ街道振興会パンフレット500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24年9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）
◆各加盟店 夏の状況報告など
◆ぐるめＴシャツについて
◆ぐるめ街道振興会 のぼり旗について
◆イベント 沼津プロレス高橋裕一郎さん関係
9/9 ぐるめアリーナ リレーフォーライブ
◆各店名物看板など PRについて
●有料バナー更新書類を配布
●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23年度活動報告を提出。
●沼津市役所に11月の清掃週間のボランティア清掃活動の届け出を提出。
●沼津御用邸にぐるめパンフレット500部配布
●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24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）
◆鍋フェスタに向けての準備など（カリアゲ関連）
◆山一コーポレーション青木専務退職にともないぐるめ街道振興会理事退任の承認
◆ぐるめＴシャツについて
◆ぐるめ街道振興会 のぼり旗について
●スマル亭手前の歩道破損、危険なので国道維持へ通報、応急処置後本格補修、
更に根本的に問題解決をすべく周辺のガードパイプ設置に関する話し合いをしました。
●2012なべフェスタ検討会議
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●なべフェスタ同日開催、ぐるめ街道振興会加盟店による半額祭参加店募集案内配布
●東名町自治会になべフェスタ当日使用テント2張り貸出許可申請
●東名町自治会になべフェスタチラシ回覧への添付依頼
●ホテルインサイドへマップ200部配布。
●ごきげんカード参加店リスト（後期）を加盟店に配布
●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24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）
◆なべフェス詳細決め
◆ぐるめ街道第43回ボランティア清掃について
◆11/18（日）8：30〜門池清掃について
◆新幟旗公開と全店へのお知らせ
◆振興会加盟可能なエリア拡大について
・三共消毒沼津支社加盟希望について
・他２社新規加盟希望（山下・Dzの新会社）
●第43回ボランティア清掃案内及び年間清掃予定配布
●第43回ボランティア清掃
「ぐるめ街道沿線の事業所」の方々117名・渡邊工業13名・D'zセレクション2名
ちいき活性株式会社1名・ごきげん沼津株式会社1名の総勢134名
●門池清掃活動参加
ぐるめ街道振興会から5名参加（ぐるめ街道振興会1名、駿河の湯1名、万葉の湯1名、オートベ
ル1名、ごきげん沼津株式会社1名）
●三共消毒静岡沼津営業所に加盟案内配布
●沼津市観光課キャンペーン「伊豆108湯めぐり」スタンプラリー参加申し込み書配布
●なべフェスタスタンプラリー商品協賛案内配布
●第3回なべフェスタ＆ぐるめ街道大感謝祭 お知らせ及び協賛のお願いを回収。
●第3回なべフェスタ＆ぐるめ街道大感謝祭 ポスターを加盟全店に配布
●第3回なべフェスタ＆ぐるめ街道大感謝祭 ポスター及びチラシを
スーパーマルトモ山の手店に店舗内掲載をお願い。
●第3回なべフェスタ＆ぐるめ街道大感謝祭 チラシの回覧全戸折り込み配布を
門池自治会・東名町自治会に依頼。
●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12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）
◆第43回ボランティア清掃報告
◆門池清掃報告（11/18（日）8：30〜11：00）
◆三共消毒静岡営業所 正式加盟及び掲載完了 報告
◆第3回なべフェスタ ＆ぐるめ街道大感謝祭 詳細決め
◆新デザインぐるめ街道Tシャツ販売配布
●第3回なべフェスタ会場設営
●ワイワイぬまづ 第3回なべフェスタ ＆ぐるめ街道大感謝祭 開催
●第3回なべフェスタ ＆ぐるめ街道大感謝祭会場撤収
●静岡県土木事務所いぐるめ街道モニュメントイルミネーション設置を要望
●ぐるめ街道振興会加盟店の年末年始営業情報調査
●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25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200部配布
●沼津御用邸にぐるめ街道パンフレット1000部配布
●沼津観光協会にぐるめ街道パンフレット1000部配布
●ぐるめ街道振興会 定例会（ぐるめ街道を語る会）
◆ワイワイぬまづ 第3回なべフェスタ ＆ぐるめ街道大感謝祭 報告
開催日時 2011年12月9日（日） 午前9時〜11時 ふるまい品：海老鍋らぁめん
2位銀のおたま賞獲得！ｽ成24年1月
◆ぐるめ街道振興会パンフレット増刷について（修正・追加・裏面広告・追加部数など）
●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。
平成25年2月
●振興会ホームページ 内容更新。
●岡一色歩道橋事故によるガードパイプ破損を国土交通省に連絡
●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25年度継続決定
◆ぐるめ街道振興会パンフレットについて
増刷の決定、裏面広告価格など
●第44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25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
20000部増刷決定、裏面広告価格1枠5000円（前回の半額）に決定
印刷に際し代金不足分はぐるめ街道振興会から捻出
◆第44回ボランティア清掃について
各部ロック出席担当役員配置の決定
◆静岡県からの2013/4/1施行静岡県商店街振興及び活性化条例について
◆3/31ぼんどーるビジネス交流会について
◆4/13れでぃGo in ぼんどーるについて
●ごきげんカード参加申し込み書配布
●第44回ボランティア清掃実施
ぐるめ街道沿線の事業所111名・渡邊工業14名
静岡県立沼津特別支援学校2名・D'zセレクション2名・ちいき活性株式会社1名
ごきげん沼津株式会社1名の総勢131名
●三地区共同夏イベント第一回目の会議に参加
●スーパーホテル長泉にぐるめ街道パンルレット200部配布
●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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