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４ 月

商店街ではポスターを貼っ
て皆さんを祝福します！

■入学式（１日）

■鶴巻町フェスティバル（６日）

■早稲田
さくらまつり（６日）

キャンパスの北にある神田川
は桜の名所。満開の時に町
内会によるおまつりを開催

グリーンベルト商店
会、町会、学校ＰＴＡ
が協同し早大通りで
開催。フリマ、路上ラ
イブ、腕自慢の模擬
店…見ごたえ十分

９ 月

■水稲荷神社冨士祭（下旬の土日）

境内では氏子
さんによる模
擬店が、本殿
前では盆踊り
が開催。子供
からお年寄り
まで大変賑わ
う行事です

■水稲荷神社例大祭
（上旬）

■穴八幡宮例大祭＆

毎年御神輿には早稲田の
学生さんにも担いでいただ
いています。今年は３年に１
度の本祭。担ぎ手大募集！

５ 月

春・秋と開催さ
れる全国第二
の早稲田の古
書店街による
古本市。春は
大学正門前で
の開催

■青空古本掘り出し市（中旬）

６ 月

店…見ごたえ十分

■早大体育各部新人パレード（下旬の土曜）

大学の競技スポーツセンターの体育各部
の新入部員が高田馬場から早稲田の街
をパレードします。商店街では横断幕を掲
げたりし、新入部員の歓迎をします

■穴八幡宮例大祭＆
盆踊り大会（中旬）

■早稲田地球感謝祭（２０日頃）

文学部斜め前にある、穴八幡宮の
例大祭。こちらも早稲田の学生さ
んにも担ぎ手になってもらっていま
す。駅前商店会の盆踊り大会もあ
り、景品が当たる抽選会も開催

■野球部優勝パレード？（上旬）
六大学野球リー
グ戦に優勝すれ
ば、神宮球場か
ら早稲田までパ
レードが開催され、
皆さんも参加でき
ます。商店街で
は垂れ幕や紙吹
雪などが舞い、
優勝気分を盛り
立てます

７ 月

■七夕祭り（上旬）

グランド商店会により、
近所の小学校や早大
野球部等の願いが早
稲田通りに飾られます

商店連合会が早稲田キャン
パスを会場に開催する地域イ
ベント。環境・防災など街の課
題をテーマに楽しんで学べる
企画、ライブやパフォーマンス、
全国の模擬店、物産展も盛り
だくさん。キャンパスに３万人
の老若男女が集まります。商
店・住民・地元小中学校、そし
て早稲田大学の様々な団体
の学生さんにご参加・ご協力
いただいて成り立っています

■アトム通貨（４月１日～９月３０日）

アトム通貨は「ありがとうの気持ち」を伝える
ツールとして、半年間使える早稲田と高田馬

場の街に有効な地域通貨。街の色々な
企画に参加すると「通貨」がもらえ、商店
街のお店で割引を受けたりできます



１０ 月

秋の古本祭は穴八
幡宮で開催。「読書
の秋はワセダから」

■早稲田青空古本祭（上旬）

■ミニＳＬ流鏑馬青空特価市（体育の日）

■高田馬場流鏑馬
（体育の日）

無形民俗文化財に指定されて
いる流鏑馬は戸山公園で開催さ
れる穴八幡宮の神事です

流鏑馬の日と同日に開催される
早稲田駅前商店会のイベント。
ＳＬコーナーや餅つき体験もでき、
いいものが安く手に入ります。
企画提案もどしどし募集中

１２ 月

■西早稲田子供天国（中旬の日曜）

子供たちに大人気の早
稲田商店会のイベント。
昨年は移動動物園を企
画、笑顔が絶えませんで
した。このイベントもまっ
ちワークグループや環境
ロドリゲス、アトム通貨事
務局といった早稲田の学
生さんが協力しています

■イルミネーション
（１１月下旬～翌年２月）

３年前からスタートした早稲
田の街のイルミネーション。
留学生の学生さんと商店街
がタッグを組んであでやかな
光の芸術を演出します

模擬店、ゲーム、そして“豪華景
品”が当たるビンゴゲームがあ
る地元住民が見逃せないグラン
ド商店会主催のイベント。まっち
ワークグループや早稲田祭運
営スタッフといった学生さんと商
店会が一緒に実行しています

■ファミリービンゴ大会（中旬の日曜）

■鶴巻町フェスティバル
（下旬の日曜）

■南門ストリートフェスティバル（下旬）

南門通り商店会のイベント。
０６年は早稲田リンクス等と
協力し、ストリートパフォー
マンスやライブを開催。お
店からは屋台を出し腕自慢
の味を提供。大好評でした

秋も、フリマを中心にしたイベ
ントで、味自慢の模擬店もあ
り多くの人で賑わいます ■元日祭（元日）

光の芸術を演出します

年明けと同時に、水
稲荷神社では福餅
が、穴八幡宮でもつ
きたてのお餅がもら
えます。早稲田で年
を越すことになった
ら神社へ行こう！

１ 月

■一陽来復・一陽来福（冬至～翌年節分）

「一陽来復」は穴八幡宮、
「一陽来福」はお隣の放生
寺で冬至から節分まで頒
布するお守り。金銀融通に
効くと云われ、全国から参
拝客が早稲田へ集まると
か。金欠学生さんは必須？

１１ 月

■野球部優勝パレード？
（下旬）

秋のリーグ戦に優勝すれば
春と同様、パレードが開催！

■早稲田祭（２日、３日）

学生主催の早稲田祭はキャンパスだけが会場ではありま
せん。パレードではキャンパス周辺の商店街を１周し、街
も盛り上げます。０５年・０６年の早稲田祭では大隈通り、
西門通り商店会のエリアも会場に企画を実施しました

の味を提供。大好評でした

２ 月

３ 月

■節分（３日）

■卒業式（２５日）

早稲田の商店街では卒
業後も、いつもあたた
かく卒業生をお迎えしま
す！いつでもお越し下
さい！

早稲田の神
社の節分は
伝統的な豆ま
きとみかんの
プレゼント。
年男・年女な
ら境内の上か
ら皆さんへ豆
をまこう



早稲田の街から
新入生への
メッセージ

早稲田大学周辺商店連合会オリジナル商品

地ビール早稲田
～早稲田への熱い想いに酔いしれる～

職人の手仕込で丁寧に仕上げたピルスナータイプの
ビール。
さっぱりとしたのどごしの良さと香りとコクのあるしっかり
とした味わいがお客様から支持を受け続けております。
モンドセレクション最高金賞受賞の工場で製造されてお
り、味への自信はお墨付きです！

【お買い求めは・・・】
早稲田周辺酒店３店舗で大絶賛発売中
（もちだ酒店、リカーショップ小倉屋、野田屋酒店）
３３０ｍｌ １本３８０円（税込）
【お食事のお共に・・・】

早稲田大学周辺商店連合会

会長 清水 恒夫
新入生の皆さん、ご入学おめでとう

早稲田を愛する人のための
早稲田の街の地ビール

飲酒は２０歳になってから 飲酒運転は法律で禁止されております

ご実家へのお土産はこれで決まり！！

【お食事のお共に・・・】
早稲田周辺の飲食店４０店舗で取り扱い中

詳しくはインターネットから・・・ 地ビール早稲田 で検索

２００７年の早稲田大学創立
１２５周年を機に商店街と早
稲田大学の女子学生達で共
同開発したお菓子です。

ふっくらとして、しっかりとした
味には特に若い人に喜ばれ
ます！

新入生の皆さん、ご入学おめでとう
ございます。私たちは早稲田のキャン
パス周辺７つの商店会と古書組合で構
成される早稲田大学周辺商店連合会で
す。１９８２年に結成され、早稲田大
学、学生さん、住民の皆さんなどとと
もに各商店会、個店それぞれが個性を
発揮し、日々の生活を早稲田で送って
おります。
この早稲田は、大学や学生さんが街

を育てていくとともに、街が学生さん
を育てる街でもあります。まさに大学
と周辺の地域が渾然一体となって成り
立つ全国でも珍しい街です。
私どもでは、夏休みの１日に早稲田

大学のキャンパスをお借りして「早稲
田地球感謝祭」を実施してます。環境
や防災など街の課題をテーマにしたイ
ベントで、毎年近隣住民の皆様を中心
としたお客様に楽しんでいただいてお
ります。
こうした地域のイベントに十年以上

前は学生さんが１人しか参加していな
かったのですが、今や８００名を超え
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味は プレーン、いちご、紅茶
の３種類。

大手百貨店ご用達の和菓子屋さ
んで製造された１級品の味です。

【お買い求めは・・・】
早稲田大学生協で好評発売中
４個入り７５０円、６個入り１１００円

早稲田スイーツ
～杜の恋の物語 sweet love story in the forest～

2007年１０月発売の新しいお菓子です

かったのですが、今や８００名を超え
る学生さんに参加していただけるイベ
ントになりました。今ではこの地球感
謝祭をはじめ、早稲田の各商店会のイ
ベントや町のお祭りなどにも学生さん
がかかわるようになっており、私ども
商店会地域と学生さんとの距離がこの
十数年間でますます近づいております。
今後もそのような関係をますます深

めることで早稲田の街の皆さんと学生
さんの交流を深め、早稲田にしかでき
ない素晴らしいまちづくりをしていき
たいと考えています。
学生生活はいろんなことにチャレン

ジできる時でもあります。是非その時
に商店会をはじめとした地域の皆さん
を活用して「学生の街早稲田」を体感
できる学生生活を過ごしていただける
とたいへんうれしく思います。それで
はこれからよろしくお願いいたします。


