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「タミアス」はギリシャ語で「商店主」
の意味。「くまもと県振連＝熊本県
商店街振興連合会」は商店主の元気
をつくる組織です。
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特集特集

下通繁栄会 開運福餅
2016年にちなんで2016個のお餅を配りました。

下通繁栄会 開運福餅
2016年にちなんで2016個のお餅を配りました。
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　明けましておめでとうございます。
　　　清々しい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は皆様方にご指導とご鞭撻をいただき大変有難うございました。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
　私達商店街を取り巻く環境は日増しに厳しくなっております。
一部の大企業のみアベノミクスの恩恵を受け、中小零細企業は円安による物価の
上昇等に苦しめられております。
　そういう中で、「商店街の活性化をどう達成するか。」を考えると、商店、商
店街、行政と連携しなければ達成できません。
　商店街は専門店の集まりとして発展した経緯があります。ここで今一度専門性を磨き一番商品・サー
ビス・人財を持つことが大切です。
　そこで重要になるのが、会社の理念です。「自分の会社はどういう会社なのか、またどういう会社で
あり続けその社会的意義は」それを明確にして従業員の方に浸透させることによって商店の原動力にな
るのではないかと思います。
　理念の作成及び実行は商店だけではなく、商店街組織、行政においても同様です。
前年から引き続き商店に活用しやすい持続化補助金（３分の2補助）等を活用していただき、商店の活
性化の一助にしていただければと思います。
　地域の防犯、まつり等地域の文化の担い手としての商店街の存在は無くてはならない存在です。後継
者不足等いろいろ課題もありますが、今年一年皆様方の商売繁盛とご活躍を祈念しまして新年のご挨拶
にさせていただきます。

熊本県商店街振興組合連合会
会  長　山田  哲大

　明けましておめでとうございます。
昨年は公私において大変お世話になりありがとうございました。
　本年も宜しくお願い申し上げます。
　昨年の日本の経済は大企業、都市部を中心として業績が好転し株価も上昇する
など景気の回復傾向に有ったものの、中国経済の低迷、資源・エネルギー価格の
下落、シリア・ギリシャ問題などの影響を受け後半には景気の停滞感を感じずに
はいられなかった年であったと思っています。加えて商店街・個店に於いては消
費税増税の影響の回復もまだ尾を引き、個人消費の低迷が続いているなかに、円
安による原材料の高騰・エルニーニョ現象による暖冬の影響を受け売り上げ減少
等大変厳しい状況に有ります。また、今後においても29年の4月には消費税が10%に上がる事が予定さ
れているなか、少子高齢化による人口の減少、ネット・通販などによる消費者の買い物動向の変化、等
乗り越えて行かなければならない問題が山積している現状にあります。この様な状況においてどう行動
して行けば良いのか多くの方々が悩んでおられるのではないでしょうか。この高いハードルを乗り換え
て行くために県商店街振興組合連合会としても会員の皆様に最新情報をタイムリーに提供し役員全員が
団結し真剣に知恵を絞り、どれだけ汗をかくかが鍵になるのではと思っています。
　各商店街においても更なる努力を重ねられ発展される事を御期待申し上げます。
　年頭より少し重たい話しになりましたが、皆様にとって素晴らしい年となりますことを心から祈念申
し上げまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。

熊本県商店街振興組合連合会
　副会長　釼羽  逸朗　

会長挨拶

副会長挨拶
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上通商栄会会長に河島一夫氏就任！！

　平成28年1月19日をもって、上通商栄会会長に就任いたしました河島一夫で
す。どうぞ宜しくお願いいたします。
 戦後からの商店街の環境を振り返って、今後の商店街の在り方を考えてみた
い。昭和20年代は、戦時中からの物資不足から、戦災を免れた上通商店街は、
県民市民の買物の場として賑わいをみせた。
　昭和30年代は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機等の電化製品を中心とした消費で、
各家庭の生活向上に商店街に県民市民は給料の多くを費やした。そして、家電製品だけでなく、衣類
やレコードのような新しいファッションや文化にも費やして時流に乗った商品を扱うことで商店街の
店々は繁栄した。
　40年代になると、寿屋やニコニコ堂に象徴されるように、県民市民の消費動向は相変わらず衣類等
に大きく消費されていたように思われる。大型店が発展すると共に小売業も発展している。
　50年代に入ってくると、各家庭も必需品は備わり、消費も以前のように大きく伸びることはなくな
ってきたと思う。それに伴い、大型店の倒産が相次いだ。昭和の年号から平成の年号に代わってか
ら、大きく膨らんだ経済も破綻をきたした。いわゆる、バブル経済の終焉であった。
　今や平成も28年目を迎えた。熊本市郊外には、広い駐車場を完備した大型ショッピングセンターが
できて、シネコンと言われる映画館や温泉も付随して家族で一日過ごせるような施設ができている。
　そして、この数年前から、インターネットで買物する人たちも多くなってきた。この傾向はもっと
進むであろう。
　そのようなことを鑑みれば、小売店の集合化された商店街は、存在自体危ぶまれる。これからの商
店街に位置する小売業は、一段と洗練された商品を取り扱っていかなければ成り立たないと思ってい
る。飲食店もサービス業もしかりだ。
　各家庭には、生活必需品も衣類も不足なく備わっている今日、各小売業の在り方とその集合体の商
店街の在り方を真剣に考え行動しなければならない時代が来ている。

上通商栄会
会  長　河島 一夫

2016上通商栄会新春パーティーで挨拶する河島新会長 上通商栄会新メンバーにて出発
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　いつもお世話になっております。県振連総務委員長の橋
本です。
　当イベントも今回で４回目を迎えました。今年も豪華景
品が当たる抽選会をメインに実施させて頂くと共に、下通
繁栄会様のご協力の下、全国商店街支援センターの繁盛店
づくり支援事業も行いました。
抽選イベントに付きましては、前年の配布物等の問題を解
決し、応募方法を簡素化することにより第３回を上回るご
応募を頂くことが出来ました。
　また、景品についても一品単価を下げ、品数を増やすこ
とによって、なるべく多くの方に当選して頂けるように致
しました。
　繁盛店づくり支援事業においては、下通の三店舗でアド
バイザーの先生による臨店研修を行い、その後の全体研修
でも多くの事を学ぶことが出来ました。
　このイベントは、日々、熊本県の商店街をご利用いただ
いているお客様方に、日常のお買いものにプラスアルファの喜びや楽しみを感じて頂くために、そして
各お店の商売繁盛に少しでも貢献出来るようにとの思いを込めて企画、実施しております。今後も皆様
方のお役に少しでも立てるような事業にして行きたいと考えております。
　最後になりますが、実施にあたりましては、各商店街のお店様、事務局の皆様、多数のご協力、ご理
解を賜り誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

第４回
　　10月20日は“くまもと商店街の日”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施報告

※今回のはがき回収実績
　配布枚数　１５０，０００枚　　回収枚数　１２，１２５枚
　回収率　８．０８％（前年回収率３．２％）

商店街別回収枚数
上通　７３２枚　　　下通　１，６１８枚　　新市街　７５０枚　　駕町６１６枚
子飼　８８１枚　　　健軍　１，７２９枚　　八代　２，０９１枚　人吉　３３５枚
本渡　１，０９５枚　牛深　９５０枚　　　　その他（任意商店街）１，３２８枚

上記の結果でした。ご協力ありがとうございました。

当選おめでとうございます！！
台湾旅行ペアが当たりました＼(^_^)／

抽選会場にて！
山田会長が特賞（台湾旅行）をひく！
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賞 商品名 住所 氏名 男・女 年齢 お買い上げの商店街名

特　賞 台湾旅行ペア券 八代市豊原下町 Ｍ．Ｅさん 女 44 八代通町
A　賞 熊本ホテルキャッスル5,000円分 熊本市南区良町 Ｒ．Ｆさん 女 31 下通

〃 熊本市南区御幸笛田 Ｍ．Ｓさん 女 47 上通
〃 熊本市南区城南町 Ｙ．Ｏさん 女 75 下通
〃 熊本市中央区渡鹿 Ｎ．Ｎさん 男 68 上通
〃 八代市豊原下町 Ｔ。Ｈさん 女 33 八代通町
〃 熊本市中央区辛島町 Ｙ．Ｍさん　 女 50 下通
〃 熊本市中央区下通 Ｍ．Ｆさん 女 41 駕町
〃 熊本市東区新生 Ｎ．Ｍさん 女 56 健軍
〃 熊本市中央区水前寺公園 Ａ．Ｉさん 女 10 下通
〃 合志市野々島 Ｍ．Ｋさん 女 31 新町

ホテル日航熊本5,000円分 八代市宮地町 Ｓ．Ｔさん 男 24 通町
〃 熊本市東区戸島西 Ｓ．Ｋさん 女 23 子飼
〃 天草郡苓北町志岐 Ｓ．Ｎさん 女 36 苓北ショッピングセンター

〃 熊本市西区田崎 Ｔ．Ｍさん 女 32 下通
〃 熊本市東区東本町 Ｙ．Ｋさん 女 47 健軍
〃 熊本市南区十禅寺 Ｙ．Ｆさん 女 67 下通
〃 熊本市東区小山 Ｍ．Ｔさん 女 12 新町
〃 八代市上野町 Ｙ．Ｋさん 女 54 通町
〃 玉名市岱明町 Ａ．Ｓさん 女 73 上通
〃 天草市中央新町 Ｍ．Ｈさん 女 53 本渡

セレクトロイヤル八代5,000円分 八代市植柳新町 Ｙ．Ｓさん 女 72 本町2丁目
〃 八代市植柳上町 Ｓ．Ｆさん 男 34 本町2丁目
〃 八代市迎町 Ｔ．Ｙさん 女 80 八代本町
〃 八代市本町 Ｔ．Ｓさん 男 63 八代本町
〃 八代市日奈久下西 Ｔ．Ｍさん 女 80 八代本町
〃 八代市松江町 Ｔ．Ｈさん 女 35 通町
〃 八代市通町 Ｋ．Ｉさん 女 54 通町

熊本市南区島町 Ｈ．Ｕさん 女 41 新鳥町繁栄会
〃 天草市牛深町 Ｆ．Ｉさん 女 59 牛深
〃 八代市若草町 Ｙ．Ｍさん 男 55 本町1丁目

アレグリアガーデンズ天草5,000円分 兵庫県芦屋市船戸町 Ｋ．Ｏさん 男 32 下通
〃 天草郡苓北町 Ｅ．Ｍさん 女 60 苓北ショッピングセンター

〃 八代市鏡町 Ｔ．Ｈさん 女 55 八代本町
〃 玉名市滑石 Ａ．Ｍさん 男 40 玉名スタンプ会
〃 玉名市玉名 Ｔ．Ｍさん 女 36 玉名スタンプ会
〃 熊本市東区月出 Ｋ．Ｔさん 女 30 駕町通り
〃 天草市牛深町 Ｋ．Ｕさん 男 67 牛深
〃 天草市久玉町 Ｋ．Ｓさん 男 58 牛深
〃 熊本市中央区大江 Ｎ．Ｈさん 女 30 子飼
〃 天草市亀場町亀川 Ｙ．Ｓさん 女 50 牛深

人吉あゆの里　5,000円分 八代市豊原中町 Ｙ．Ｔさん 男 36 本町1丁目
〃 天草市牛深町 Ｙ．Ｓさん 男 37 牛深
〃 熊本市北区植木町 Ｋ．Ｍさん 女 56 玉名スタンプ会
〃 天草市牛深町 Ｙ．Ｓさん 女 47 牛深
〃 熊本市西区西松尾町 Ｔ．Ｍさん 男 26 駕町通り
〃 熊本市中央区内坪井町 Ｔ．Ｉさん 女 65 下通
〃 熊本市中央区水前寺 Ｎ．Ｔさん 女 46 子飼
〃 熊本市中央区大江 Ｔ．Ｙさん 女 80 下通
〃 玉名郡南関町四ツ原 Ｙ．Ｈさん 男 65 玉名スタンプ会
〃 宇城市松橋町松橋 Ｍ．Ｎさん 女 39 通町商店街

B　賞 上通賞　　3,000円分 玉名郡和水町 Ｓ．Ａさん　他24名 男 77 上通並木坂
下通賞　3,000円分 上益城郡嘉島町 Ｍ．Ｓさん他24名 女 36 下通

新市街賞　3,000円分 熊本市西区花園 Ｈ．Ｍさん他24名 女 80 新鳥町繁栄会
駕町通り賞　3,000円分 玉名市天水町 Ｋ．Ｍさん他24名 男 32 玉名スタンプ会

健軍賞　3,000円分 熊本市東区栄町 Ｎ．Ｉさん　他24名 女 79 健軍
子飼賞　3,000円分 熊本市北区清水亀井町 Ｓ．Ｓさん　他24名 女 59 子飼
八代賞　3,000円分 八代市大手町 Ａ．Ｉさん　他24名 女 33 八代市本町２丁目

人吉東九日賞　3,000円分 人吉市蓑野町 Ｋ．Ｋさん　他24名 女 57 人吉東九日町商店街
本渡賞　3,000円分 天草市本渡町 Ｎ．Ｍさん他24名 女 64 天草中央

牛深賞　3000円分海産物 熊本市東区若葉 Ｔ．Ｎさん　他24名 男 46 健軍
商店街の日賞　10本 玉名市岱明町 Ｙ．Ｍさん　他9名    女 59 玉名スタンプ会

商店街の日　当選者一覧
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繁盛店づくり支援事業繁盛店づくり支援事業
　商店街が地域社会からの期待に応えコミュニティの担い手として社会的責任を果たしていくためには、魅
力ある個店（繁盛店）づくりを促進し、個店の繁盛が商店街全体の繁栄に繋がる仕組みが必要かと思いま
す。
　このような考えに基づき、平成27年11月18日（株）全国商店街支援センターから、専門家を派遣していた
だき、モニター店舗（３カ店舗）を対象に公開臨店研修を実施し、店舗改善のポイントや課題等のアドバイ
スいただきました。また、全体研修では、他商店街の取組事例発表や、繁盛店づくりの基礎講義等も実施い
たしました。

店内にて寺尾先生のアドバイスを受ける

寺尾先生と前原社長の商売談義

田尻洋服店にて公開臨店研修

　27年11月18日、繁盛店づくり支援事業に参加させてい
ただき有難うございました。寺尾先生のアドバイスで、外
から店内の商品が見えにくく、わかりにくいので、ポップ
を作ったり、（空間の利用）また、店内の掃除を細目にす
るなどのアドバイスをいただきました。
特に心を込めた接客を目指し、今後に役立てたいと思いま
す。

　先生から発せられた「この商品達に自信を持って！必ず
お客様は戻ってきます！」が、とても印象深い研修でし
た。
　私のお店で例えると、日本製の誇りと伝統のものづくり
を前面に出す接客、工房での有料シューケアの細やかな
サービスをご理解いただいて大変嬉しかったです。
繁盛店とは行列ができる飲食店だけでなく、店主が自信を
持ってサービスを提供することで、お客様から信頼を得る
ことができるお店も繁盛店であると理解できました。
　また、繁盛店をつくるにはその物やサービスを届けたい
お客様だけに絞ることも、重要であると気づかされまし
た。
　今後も自分と商品を信じ、商店内職人としてのサービス
を追求していきたいと思います。

　今回繁盛店づくり支援事業に参加させていただきまし
た、下通二番街で田尻洋服店を経営しております田尻と申
します。寺尾先生から最初に言われた言葉がお店の入り口
が経営者の気持ちを表していると言われました。また、と
にかく無駄を省く、余計なものを買わない、ゴミを捨て
る、掃除をする。お客様に接客している言葉に気持ちが現
れるので心からそう思っていないと伝わらないとも言われ
ました。アダルト向けのセレクトショップを目指したらど
うかとのご指導もいただきました。商売の本質を改めて勉
強できた気がします。これからのお店の展開に重要な機会
になる支援事業でした。

◆手芸のマキノ

◆（有）マエハラ靴店

◆（有）田尻洋服店
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女性部交流会（in人吉編）
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅰ

　県振連女性部は、下通、健軍、八代本町１・２・３
丁目・通町、人吉東九日町とありますが、なかなか交
流ができていないのが現実です。そこで、意見交換と
交流会を開催して、少しでも親睦を深めたいと人吉に
て17名の参加者で、女性部の交流会を行いました。
　今回は、人吉東九日町女性部の皆様の活動を紹介し
ます。16名の部員で活動されていて、足元からできる
事をモットーに年間を通したイベント（正月の花活

け、ひな祭り、こいの
ぼり、七夕、花の植え
替え等を担当グループを決めて行動し、話し合いをして実行されていま
す。担当グループが、イベントの準備までして、ほかの部員の皆様にお手
伝いの依頼をされて一緒にされるとのことでした。他の参加者の皆様から
も、年間を通した活動報告がありました。その中でも共通したことは、
年々女性部員の高齢化が進み、後継者育成が大きな課題となっていること
です。活発な意見交換の中で、各商店街活動や研修会で感動したことを各

女性部リーダーに伝え、それぞれの会議で報告し情報交換をする、ひらめき交流、交換会をしたらどうかと
の提案がありました。実現にむけて努力したいと思っています。

全国商店街女性部セミナーに参加して
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅱ

県振連女性部
部長  城後 文代

　平成27年11月24日に大阪市難波にて、北海道から沖縄まで28名の参加者で女性部セ
ミナーが開催された。
＊「地域商店街活性化のポイント」について　
　　講師：大阪市福島聖天通商店街理事長　草野則一氏
　“売れても占い商店街”　毎月第４金曜日に占い師約20名が、商店街通り一帯にず
らりと出店することにより、占いを目当てに来街された多くのお客様が、待ち時間に
商店街でお買物をされることにより売上向上している。
　“なにわ商人体験”全国の修学旅行生を対象に生徒の地元の特産品を販売する体験
学習を実施している。
＊「プロモーションから見る個店の売上アッププラン」
　　講師：reface 代表　中村佳織氏
　プロモーションとは、商品やサービスへの意識や関心
を高め購買を促進する活動のこと。色々なお店の事例を
見ながら売上アップの対応の仕方等アドバイスされた。
＊グループディスカッション「商店街の販売促進事業」
　事前に提出された参加者の商店街の資料を見ながら、
活動や問題点等を話し合う。後継者不足により空き店舗
が増えていることは、共通した問題点になっているよう
だ。子育てしやすい街作りや、空き店舗を利用したチャ
レンジショップ、育ママカーニバルやママ目線で作ったマップ等若い世代を対象にした取組を始めている商
店街の発表に興味があった。

下通･健軍･八代･人吉の女性部合同交流会

意見が飛び交う交流会

グループディスカッション
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金沢中心商店街武蔵活性化協議会にて説明を受ける女性部 兼六園にて記念撮影

平成27年度女性部活性化事業交流会
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅲ

　11月4～5日、八代本町商店街から3人、下通から2人、計5人で金沢研修に出か
けました。金沢に、3月新幹線が開業して8か月。雑踏する金沢駅東の「鼓門」で
まず町の伝統文化に対する強いメッセージを感じました。私にとって3度目の金
沢訪問です。美しい町並み、工芸、文化等手厚い保護に感心するだけでなく、活
用される仕組みにきっと何かがあるという思いが、訪れる度にどうしても強くな
るばかりでした。
　2日目「青年会議所世界大会イン金沢」開催中の忙しいスケジュールの中、中
島会長、長田事務局長が一生懸命、様々な企画などを説明されました。そして、
駅の「鼓門」「広い道路」を建てた（山出保元市長）のエピソード、賛否両論、著名人からも不評だっ
たが「世界で最も美しい駅14駅」に選出されてその声も収まったと聞いて、謎が解けました。コンパク
トシティの中を走り回る様々なシャトルバス、東茶屋街、主計茶屋街、金沢21世紀美術館、国指定の伝
統工芸6種、市指定の希少伝統工芸17種など、そのすべてに山出元市長が関わっていたとわかり、在職
24年間の金沢への本物のぶれない思いの結果だと心から思えるのです。
　その中で、これからの熊本ができることは何か、私たちにできること、そして「真のおもてなし」と
は何かと問いかけてみると、山出元市長の言葉にあるように、まさに「自分の町を知らずしておもてな
しなどできますか？」に尽きると思いました。観光を追い求めすぎず、本質を見失わないこと。焦らず
にできることをコツコツとやってみること。
　別れた後に、わざわざ息を切らしてチラシを届けていただきました。まさにおもてなし！中島会長の
提案された＜むさし再発見＞むさし巡りの企画！知らなかったお店や行ってみたかったお店にも、食事
やお茶を楽しみながら武蔵歩きしませんか。歴史スポットを巡りつつ、武蔵商店街理事長等がガイドと
して楽しくご案内します！というもの。約3時間のむさし巡り8コース（老舗コース、グルメコース、レ
ディースコース等）私がご案内します。お一人でもお気軽にご参加くださいね！1人最大5人位受け持っ
て案内するわけです。
　これなら、やれそうな気になりました！

金沢中心商店街武蔵活性化協議会
（石川県金沢市武蔵町）

下通繁栄会女性部
髙 栁　和
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後継者養成研修事業
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅳ

　平成27年度後継者養成研修事業が、12月4日熊本県民交流館パレアで開催され
ました。
　今回は、徳島大学准教授の矢部拓也先生をお呼びして、講演をして頂きまし
た。
　矢部先生は、熊本にも縁があり城東マネージメントのメンバーでもありいろん
な形で熊本にも来られたことがあるとのことで、先生なりの熊本の分析というか
見方を持っておられました。『人口減少社会のおける地域商店街の可能性』と題
してまずはお話頂きました。
　ですが、今回は今の熊本の商店街がどのような取り組みをしているのか、取り組み自体が個々の商店
街に必要な物なのか、時に後継者対象の青年部に問いかけ、事業の発表をしてもらうという、今までの
講演会とは違った形で進められました。熊本市内の３つ
の商店街の青年部の方に発表をして頂き始まりました。
　最初に健軍商店街の私から発表をさせて頂きました。
健軍では安心安全なやさしいまちづくりを基本に「タク
シー宅配」や「よって館ね」を拠点にしたまちなか図書
館子育て支援を行っておりますなどの発表をしました。
矢部先生からは、今行っていることが商店街の個々のお
店の売上に反映出来ているのか？そこが疑問のところで
すねと言われ、商店街としてはどうにかして来街者を増
やしたいと思いを伝えました。次に新市街の安田くんより発表かありました。新市街での取り組みとし
てはと言うか、安田くん自身が感じていることを話されました。昔みたいの家族で来街できる街にした
い、その中で土曜夜市の取り組みを昨年より松山に視察に行き勉強してきたことを行っている、矢部先
生からは、そのような取り組みはターゲットがはっきりしているのでいいのではないかと、次に、下通
繁栄会の松永くんより発表がありました。下通りでは今話題の海外からのお客様の対応として英会話の
勉強会をしているそうです。いわゆるインバウンド対策、矢部先生からは、アジアのお客様が多いと思
うのですがなぜ英会話なのですか？と問いかけられ、今から色々と取り組みたい、免税店の設置や対応

についても勉強中ですとの返事でした。
　今回の後継者養成研修事業では普通に話を聞く
講習ではなく、今考え自分たちが何をしているの
か何がしたいのかを考え行動やイベントに活かせ
るのではないかと思いました。その中で後継者が
商店街ではどんなことをしているのかどんな役割
があるのか知ってもらえる講演になったのではな
いかと思いました。いろんなことに頼るのではな
く自分たちで作り自分たちで行動する一番大事な
ことではないかと思います。

徳島大学准教授 矢部拓也先生

商店街の取り組みについてディスカッションする矢部先生と青年部

県振連青年部長 
井川 正宏



10

　昭和15年5月の生まれで昨年5月で後期高齢者の域に入りました。自分の気力、体力の衰えに気付くようにな
り、今後の生き方等考えている最中に、熊本県商店街振興組合連合会より、原稿の依頼を受け、当惑しながら
私の経験した事を中心に人吉の商店街の過去を振り返って見たいと思います。
　人吉・球磨地方は鎌倉時代から幕末までの約700年間「相良氏」によって治められてきた全国でも極めて珍
しい地域で、一つの武家の支配で本拠地を動かさず統治者の変動がなかった事が、有形、無形に歴史の恩恵を
受け誇り高い地域社会を作り上げていきています。（人吉歴史館資料より）
　その人吉に満25歳で昭和40年暮れも近まる時期に、家業の宮山時計店の
後継者として帰省しました。その後の人吉の変化を想い出して記してみます。
　・昭和40年　7月3日球磨川の氾濫による中心市街地の洪水で大半が水没
　・昭和47年　大型小売店「寿屋」人吉に進出
　・昭和56年　この頃より九日町の街路事業が始まり道路拡張
　・平成７年　九州縦貫高速道の全線開通
　・平成20年　青井阿蘇神社の国宝指定
　・平成27年　人吉球磨地域の寺社仏閣の物語が国の歴史遺産に認定
　この様な出来事を経て、現在に至っています。昭和40年7月3日の大水害は球磨川の氾濫では市の中心部の大
半が水没し、商店街はほぼ全滅状態で（被害総額37億5千万円、会議所発表）人吉では過去最大の被害でし
た。この時私は東京で就職していまして、サラリーマンになって3年目で営業の仕事をしていて、上司に恵まれ
苦労はありましたが楽しく仕事をしていました時期です。水害にあった宮山時計店は商品の大半は流出、残っ
た商品は水浸しで商品にならず、再建の見通しもつかない状態で親族の求めに応じて3代目として帰省して、今
はもう50年も昔のことです。現在は4代目（娘婿に）実権を譲り後見をしています。次の変化は昭和47年に大
型ショッピングセンターの「寿屋」の人吉進出ですが、全国的に大型店が地方に進出していき、人吉では進出
反対運動を（協）人吉商連を中心に激しく行いましたが、時の流れには勝てず、人吉駅前地区にオープンしま
した。この時言われたことは全国に150万軒ある小売店が大型店の地方進出により10年後には約半分の70万軒
に減少すると予想されましたが、その通りで、その後進出した郊外型のショッピングセンターに客の流れが変
わり、新たな商業地区が出来つつあります。その後昭和56年に九日町の道路拡張の事業が認可され、それぞれ
補償を受けて、3～5ｍ建物をセットバックして新しい近代的な商店街に生まれ変わり、この時に九日町は札の
辻交差点を境に東九日町振興組合と西九日町振興組合に分かれ、それぞれの組合員が高度化資金を利用して、
西九日町振興組合は片側アーケードを設置し、東九日町振興組合は電線地下埋設を行い、以後両振興組合は互
いに競い合って現在迄発展を続けてきましたが、今は後継者不足、そして少子高齢化、人口減少で閉店に追い
込まれる小売店が目立ってきました。人吉の人口は昭和40年代は5万人位でしたが、現在は3万4千人に減少
し、高齢化率も34%になっています。でも悪い事ばかりでは無く、平成7年には九州高速自動車道の貫通で門
司から鹿児島・宮崎高速道路までつながり、人吉は南九州の交通の要衝となり、陸の孤島より開放され、人・
車の出入りも多くなり、産業の発展には便利になり、そして最近では平成20年には市民の氏神様青井阿蘇神社
（人吉地方で最も古い神社創建806年）が国宝に指定され、さらに平成27年には人吉・球磨の寺社仏閣の物語
が国の歴史遺産に登録され、観光客が団体・個人と増えてきています。春と秋の彼岸には相良33観音巡りに団
体バスも来るようになりました。熊本県下の歴史遺産の7割は人吉・球磨に在ると言われます。
私の経験から端折って約50年を振り返って見ました。いつの時代も先に希望を持って必ず次の時代を背負う後
継者が育つ事を夢見て前へ進みたいです。

コ  ラ  ム　

商店人語
50 年を振り返って

街なか 思い出街なか 思い出

人吉市東九日町商店街振興組合
　　宮　山　　惇
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　上通アーケード並木坂側の入口角に平成10年開店しまして地元の方々に支え
られ日々のお食事を販売してまいりました。
　お弁当やお惣菜のテイクアウト専門のお店です。場所がら時間のないショップ
の店員さんやサラリーマン ご年配のお客様にご購入いただいております。

　今回ご紹介するお店は、サンロード新市街　ベスト電器近くの熊本第一ファームビ
ル　地下にあります　サプライズ居酒屋　南国食堂ヤシの樹さんです。
店内はまるで南国リゾートに来たかのようなお洒落な空間で、スタッフのみなさん
も、アロハシャツでお客様をお出迎え。お店のオーナーのこだわりで名前のごとく記
念日やお誕生日のお客様へのサプライズ演出も最高ですよ！サプライズをご希望の方
はご予約を…。
　ヤシの樹のオーナーはアマチュアレスラーとしてリングに上がるぐらいの大のプロ
レス愛好家でプロレスファンも来店すればプロレス談義に華が咲くでしょう。お店の
おすすめメニューは、手作りハンバーグ！肉汁がジュッ！と出て、フワッ！としたピ

ンクのタルタルがのった自慢の一品です。その他たくさんのおまかせコースや一品一品こだわりのある単品
メニューなど。是非　サンロード新市街へお越しの際は、お立ち寄りください。

商店街の組合員や青年部、女性部の皆さんが行きつけの
お店を紹介するコーナーです！

その８　
サプライズ居酒屋 

南国食堂　
　　ヤシの樹　
〒860-0803　　
熊本市中央区新市街9-4　　
☎096-356-8884

次回は、新市街商店街(振)徳永由美子さんが紹介いたします。

※次回は上通青年会 長﨑健一氏が紹介します。

  
（社名）   温石　　平成10年開店　　　　　　　　　　
〒860-0845　熊本市中央区上通町10-5
tel  096-325-6840　　fax 096-325-6841
営業時間  平日 10時～ 18時　土曜 10時～ 15時 
定休日　日曜・祝日

新市街商店街青年会
斎藤 勝利

上通町3.4丁目商店街（振）
専務理事　冨永 裕二

これ、おすすめです！

（自家製ピンクタルタル）
手こね手づくりハンバーグ

温石惣菜上通本店

ジューシーな唐揚げ

温石惣菜上通本店 正面

南国食堂　ヤシの樹　おしゃれな店内



《受講申込み＆お問い合わせ先》
熊本県商店街振興組合連合会　熊本市中央区練兵町62　第2ロータリービル3Ｆ
TEL096-353-4666  FAX096-353-4577    E-mail info@kumanet.jp    URL http://www.kumanet.jp/
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明けましておめでとうございます！明けましておめでとうございます！

下通三番街

下通繁栄会　
開運福餅で今年も縁起を担ごう！
下通繁栄会　
開運福餅で今年も縁起を担ごう！

上通商栄会新春パーティー

本渡中央商店街（銀天街）
恒例の大凧で、今年も出発だ！

人吉九日町商店街
一致団結で今年も頑張ろう
人吉九日町商店街
一致団結で今年も頑張ろう

健軍商店街
今年も商売繁盛！
健軍商店街
今年も商売繁盛！

本渡中央商店街（銀天街）
恒例の大凧で、今年も出発だ！

本渡中央商店街（銀天街）
恒例の大凧で、今年も出発だ！
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