令和3年（2021年）

4月号「勝手につくつきアド街ック2021」企画フライング掲載！
電話：050-1746-8579 メール info@tsukutsuki.com HP tsukutsuki.com
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文人達が過ごした
新佃東町 海水館
号で取り上げまし
た。「佃３丁目は行き
止まりの町」最終回と
して、島崎藤村、竹久
夢二など文人達が執筆
活動に宿泊した「海水
館」を特集しました。
つくつき電子版読者の
皆さんへ
次の表が編集長が選
んだ 件のアド街です。

20

42

シニアＤＸが
進んでいます

３月号で紹介したス
マホ・ 相談会が大き
な反響です。現在 名
のお申込みがあり、ボ
ランティアでは、企業
のトラソル様の参加も
いただいています。
３月 日木曜日 時
と 時の部の２回、
分 勝どき区民館一階
デイルームでの開催。
一人にひとりのボラ
ンティアが担当して、
スマホの操作や コー
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２月号で紹介した
「ラクロ」お花見イベ
ントがあります。詳し
く は tsukutsuki.com
の
詳細記事へ

移動支援ロボ「ラクロ」

ド やア プ リの 使 い 方、 L
の友達 登録など LINE
INE
活用の相談を受けます。
平日の昼間なのですが、
の相談を受けて
iPhone
いただける方ご協力い
ただけないでしょうか。
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すか ね。創 刊号・ ２号
では 位だった「タン
プル タン」 のその 後を
掲載 してい ます。 天空
新 聞 号 では 「 年前
の店 舗を探 せ！」 を掲
載しました。
「もんじゃ」「石川島」
「佃島」
必 ず「ア ド街」 に取
り上げられています。、
１月 に創刊 された 地域
雑誌 「佃・ 月島」 には
「石 川島・ 佃島」 と一
緒に はじめ ものが たり
として掲載しました。

この中から「２０２
でスマホからで
１年勝手につくつきア
もアンケートに
ド街ック」で取り上げ
参加できます。
てもらいたいものを、
なおこの企画はテレ
の特設ペー
tsukutsuki.com
ジアンケートでお答え ビ東京で放映されませ
下 さ い 。 次 の コ ー ド んのでご了承を。
QR
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「住吉神社例大祭」
天空新聞 号から連
載で ６号ま で詳し い記
事を 掲載し ました 。こ
れを見ればお祭りが
倍楽 しめま す。３ 年ご
とに 行われ る今年 の例
大祭 は五輪 ・コロ ナ禍
の関 連もあ り、開 催が
危ぶまれています。
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新聞購読の希望やご感想などは編集部までご連絡ください。
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今回もつ くつき電子版増大号
テレビ東京の人気番
組アド街ック天国には、
４回ほど取り上げられ
ています。もうそろそ
ろ５回目があるのでは？
その前につくつきで先
にやってしまいましょ
う。発表は７月頃を予
定しています。
２０１９年５月 号
次ページに２００１
年「アド街ック天国」
のその後を特集しまし
た。再掲載をしていま
すのでご覧ください。
ご覧いただいてからま
たこのページにお戻り
下さい。
編集長が選んだ 件
この 件はかなりつ
くつきマニアなものも
ありますので説明が必
要かもしれません。つ
くつき新聞で取り上げ
たものも多くあります
のでリンク（青字下線）
しながらご紹介して行
きます。電子版ならで
は企画です。
「西仲通り商店街」
年前と現在では様
変わり、ずいぶん商店
街も変わってしまいま
した。最近も永くから
続けていた商店が閉店
して、新しい商店に変
わっています。一番変
わっったのは一番街で
41

つくつき
LINE公式アカウント開設
発行：編集人 佃月島新聞制作委員会 佐久間保人
編集室 〒103ｰ0014中央区日本橋蛎殻町1-5-1ｰ3F ㈱ハートベルカンパニー内

電子版増刊36.5号

企業サポーター会社のHPへリンクしています。
Cheers株式会社・ハートベルカンパニー株式会社・ジャス
トリサーチ株式会社・一般社団法人ココラボ・株式会社グロー
バルケア・株式会社トラソル・株式会社東京メンテナンス管
理・誠にありがとうございます。

３月1２日

佃月島新聞企業サポーターを紹介します。おかげ
様で発行が継続できています。

佃・月島地域
住民情報紙

編 集長自 信の特 集企
画でした
なかな か面白 い企
画 特集で あった と自
負しているのですが、
独 自に新 しく選 出し
よ うと思 ってい まし
た 。でも どうや って
選 出する かが課 題で
し たが、 電子版 の発
行と GoogleForm
を使っ
て皆さんからアンケー
ト を取れ ば可能 にな
りました。
この記 事を掲 載し
て から２ 年です が、
当 時不明だった 位
の 「瑛里 子の占 い喫
茶 」の詳 細がわ かり
ました。
な んだ！ 編集長 行き
つ けの「 もつ煮 げん
き 」の大 矢さん が大
家 さんで 貸して いた
店 だった そうで す。
「 げんき 」の隣 、今
は「京や」という BA
にRなっていますが、
そ こにあ ったそ うで
す 。大矢 さん談 「占
いをする喫茶店でコー
ヒ ー飲み ながら 占い
し てたよ 」全く 詳細
になっていません。
「 げんき 」も何 回目
か のアド 街で紹 介さ
れ ていました。 年
前 のアド 街が今 はど
うなったか。

２０１９年５月14号の 再掲載です

☎050-1746-8579 ✉info@tsukutsuki.com

新聞購読の希望やご感想などは編集部までご連絡ください。

２

28

20

