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【第九回城下町くまもと肥後のひ
な祭り】
　3月1日～5日まで下通アーケ
ード一帯で開催されました。七段
飾りや御殿雛飾り、子どもたちが
折紙で作った雛人形などの展示
がありました。アーティスト
RAGAのお雛様壁面ライブも素
敵でした。
　十二単体験試着会では、親子
での参加もありました。

【ひとよし球磨はひなまつり】
　今年で20周年を迎え、2/11に20周年の記念講

演会では、瀬下先生を迎え開催しました。

　今年も空き店舗対策としておひな庵を開設。

3/3にはぜんざいのふるまいを行い、

3/5には着物ぶらり歩き等

のイベントをして人吉市九

日町通りが賑わいました。

下通商店街

人吉九日町商店街

八代商店街

本町1丁目・千代紙人形と雛飾りでおもてなし

本町3丁目・心が和む雛山と手作り小物焼き物など展示 一年がかりで作りあげた下げもん。ずらりと飾られ見事で華やか！

本町2丁目・製作者のお雛人への愛情を感じる手作り作品の展示

平成29年2月
健軍商店街アーケードリニューアル！
平成29年2月
健軍商店街アーケードリニューアル！

復興への取組み（健軍商店街・子飼商店街）
県振連青年部研修会・交流会　　
下通四番街青年部会長に村山氏就任
第4回全国まちゼミサミットin岡崎

「商店街フォーラムin熊本」が開催
商店人語　大洋百貨店の火災　　
いってみなっせ！　こらよかばい！
商店街のひなまつり

特集特集
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　天草市の銀天街アーケードに隣接する『夢咲通り』に平成16年開業しました。 
天草の魚介類と天草大王（天草の地鶏）をメイン料理にしています。
地元の方は元より市外・県外のお客様も多数お越しいただいています。

　くぐり戸を抜けるとタイムスリップした様な空
間がそこに有る。季節に合わせた新鮮な素材を囲
炉裏の炭火で焼きオリジナルの田楽味噌、そし
て、フランス・地中海・沖縄のこだわりの塩でお
召し上がりください。ワイン、焼酎などお飲み物
も厳選し、モダンジャズを聴きながらゆっくりと
したお時間と癒しの空間をお楽しみください。

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！

〒868-0003
人吉市紺屋町 63-3
℡0966-24-8780 
営業時間 : 18:00 ～ 22:00 
定休日 : 月曜日

次回は、八代通町商店街（振）和久田翼さんが紹介します。

次回は、本渡中央商店街（振）松岡聡さんが紹介します。

  
代表取締役　山田啓介
〒863-0023   熊本県天草市中央新町２－９
店休日 　不定休    TEL : 0969-22-1318
営業時間 17 時～ 24 時 ( ラストオーダー 23:30) 

人吉市東九日町商店街（振）
宮山時計店

宮 山   賢 氏

本渡中央商店街
居酒屋　蔵

山田　啓介氏

こらよかばい！

　４月の熊本地震発生以来、当商店街では、ライフラインの復旧や被災された
方々への炊き出しの補助や場所提供、相談コーナーの設置など、商店街はもとよ
り地域の復旧復興のお手伝いをさせていただきながら、早くも約11ヶ月が経ちま
した。
　約60ｍに渡って大きく損壊したアーケードも、長期間の復旧工事を経て、この
２月に元通りに完成し、私共もホッと胸をなでおろしております。この復旧には
商店街等施設等災害復旧補助金を使わせていただき、75％の補助をいただきまし
た。また、全国商店街振興組合連合会からの義援金の割り振りや商工会議所、全国の商店街関係者の
皆様からの温かい義援金をいただき大変感謝しております。今後、商店街組合共同ビルの建て直しな
ど、いくつかの復旧工事が残っておりますので、集まった義援金は大切に復旧復興のために使わせて
いただく予定です。
　現在では、殆どの店が営業を再開し、一部店舗改修等も徐々に進行し、グループ補助金などを活用
して復興に向けて一致団結して頑張っています。
　サンリブ健軍店も１月末より工事が始まり、９月の開店予定です。当商店街も少しずつ復興に向け
て努力してまいりますので宜しくお願いいたします

居酒屋  蔵

健軍商店街（振）
理事長　森田 憲一

その 13　
『炭やき 銀の蔵』

復興への取組み・復興への思い
健軍商店街振興組合

アーケード解体中
平成28年12月

アーケードリニューアル完成！！
平成29年2月

健軍商店街アーケード解体始まる
平成28年10月

再建中のサンリブ健軍店（今秋営業再開）。
工事用壁に、地元の東野中学校美術部の生徒
が、くまモンの絵などを描いて来街者に元気
を与えてくれた。

tel:0969-22-1318
mail: gazankeisuke@gmail.com
facebook: @amakusa.izakaya.kura

モダンな入口。くぐり戸を抜けると別世界

各席に囲炉裏が置かれている
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下通繁栄会元会長
　　下通新天街元理事長　

木 下　康

現在の三葉商事さん　元気に頑張ってます！！震災直後の三葉商事さん（子飼商店街）

　昭和48年11月のこと、長崎屋地下食堂の支配人として地下事務所にいた私

に、昼過ぎ公楽苑の女性が“大洋が火事です！”と知らせに来た。私は即座に席

を立ち、地下事務所から走って一階に駆け上がり新天街オーニング街に出た。大

洋百貨店の方を見ると消防車が1台停まっているのが見え、オーニング天井で薄

い白煙が漂っているのが見えた。黒煙はなかったので消防車が到着しているなら

ばボヤで済むと判断した。しかし、もし延焼し大きくなれば周辺に影響が出ると

考えた。その当日はちょうど長崎屋の消防訓練の日でもあり、消防訓練・消火作

業は経験済みで火事が如何なるものかは十分承知していた。朝からの訓練が終

り、営業が始まって繁忙タイムの昼食時間で地下食堂街にはお客が詰めかけているところだった。繁忙の

最中で混乱を予想し、長崎屋の1階警備室に入り、非常用放送のマイクを握り、警報のスイッチを入れ、

“ただいま大洋で火災が発生しました。お客様は恐れ入りますが館外へ出ていただくようお願いします”

と放送した。地下食堂街へ降りてみると、大部分のお客は店内で食事中であり、放送が全く効き目がない

ことに気が付き、店内の従業員に作業を止めお客を外に出せと告げて廻った。そうしている間に、消火作

業の為、新天街一帯が停電となり、あたりは真っ暗で廊下の非常灯の灯りだけで、お客は暗闇で食事を続

けている状態となった。ローソクの必要を感じ地下事務所から手持ちのローソクを配布し、明かりを店内

に点けて廻る羽目となった。

　その頃は大洋百貨店の窓から煙や炎が噴き出していた。消防本部より、消防士のため炊き出しの要請が

あり、調理場にある御飯でにぎり飯にして届けた。調理場では昼間に仕込んだ材料があり、消火作業をし

た人々に役立った。新世界地下食堂街は営業を続けられる状況ではなくなり、夕方ともなると全館営業を

中止し、長崎屋も入口のシャッターを下ろし閉店した。

　消防本部では県下より応援が集り、多数の人でごった返していた。その後百貨店火災は収まる様子がな

く、全館に燃え広がり昼から始まった火災は夜9時頃になるまで窓から炎を吹き出して燃え上がってい

た。結局深夜中までかかり、昼夜2回に亘り全館の食堂で従業員総出で炊き出しをして下通帯屋の消防本

部へ届けた。テレビでは生中継があり、山口社長の長男の山口博文氏が報道陣の質問に答えていたのが映

されていた。はしご車が足りず県外からもはしご車が駆け付けたと報道され、屋上から下へ飛び降りたり

窓から飛び降りたりする人が映し出された。

　屋上へ逃げた大部分の人は、屋上まで出来ていた工事中の櫻井ビルへ作業中の工事関係者の人達の援助

で助け出された。そのような意味で、櫻井ビルが未完成ながらもコンクリートが屋上まで建ち上がってい

るのが犠牲者を少なくするのに役に立ったのではないかと思われた。社長の櫻井貴敏氏は長崎屋の屋上か

ら燃える大洋百貨店の建物を暗然として見守る姿であり、この時の櫻井社長の苦しみは如何ばかりであっ

たであろうか。今回のNSビル建設で、櫻井貴敏さんもさぞかし喜んでおられることと思う。

コ  ラ  ム　

商店人語 街なか 思い出街なか 思い出 　平成28年４月14日21時26分に発生した震度７の地震、一日おいて再び襲った4月16
日1時25分の震度７の地震。この連続して起こった地震により、子飼商店街に甚大な
影響が生じました。
　あの日より一年目を迎えようとしています。
　地震発生より１～２カ月は、無我夢中で組合員の皆さんの不安や将来展望などに
対し会報等を通して随時情報を提供してきました。熊本地震に対する政府の対応策も、早めに実行さ
れ、熊本県知事の言葉も新聞やニュース等を通して知るにつれ、明るい灯がともった感じがし、前を向
いて進もうという気持ちになったことを覚えております。
　子飼商店街も両組合力を合わせ、イベント等を開催しました。“やるバイ子飼！！”をキャッチフレ
ーズとして、子飼商店街の両入り口アーチに横断幕をつけ、商店街内及び3号線から見える提携駐車場
にも“やるバイ子飼！！”ののぼり旗を立て、自らを奮い立たせながら、組合員の皆さんが一体となっ
て、「子飼やるバイ市」「子飼満腹王国」「子飼100円笑店街」等をやってきました。
　それぞれのイベントも大盛況で、当日の賑わいに大きく寄与しました。特に「子飼100円笑店街」は
3カ月に一度の定期開催で、6月・9月・12月・3月の第一土曜日に開催してきました。熊本地震以降は
「復興子飼100円笑店街」としての位置づけで、核店舗のサンリブさんが休業中で人出に一抹の不安が
ありましたが、６月のみが少し雨の影響を受けましたが、9月・12月・3月は好天に恵まれ、特に12月
は地震以降の通常の７～８倍の人出がありました。
　現在平日の人出は厳しい状況が続いておりますが、「子飼100円笑店街」の日の来街者、即ちお買い
物されるお客様の客層を見れば、家族連れのファミリー層も多く、地震前と変わっておりません。「
子飼100円笑店街」当日に取り組む姿勢で毎日の商売を見直し、各個店が準備努力し帆を作れば、サン
リブ開店という追い風を受けることができると思います。子飼商店街も両組合一体となり、サンリブ
さんと共同でできることは一緒にやる。三者一体となり、販促事業を行い、子飼商店街にお客様を再
び呼び込む。そのための“魅力”を“よき評判”を各個店一店一店が再び作り出す。それができれば
潜在的子飼商店街ファンも来街されます。
　今、店舗等の施設や設備の復旧のスピードは各個店により様々です。そういう状況下で、商店街の
復興への努力の主体は各個店です。各個店が魅力を高め、よき評判が生まれるような努力を商店街は
後押しし、“子飼・下町・情の町”として庶民の応援を受ける商店街として、また庶民の応援団とし
ての子飼商店街の復興を目指します。

子飼繁栄会商店街（振）
理事長　下川　弘

連載③

子飼繁栄会商店街振興組合
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と放送した。地下食堂街へ降りてみると、大部分のお客は店内で食事中であり、放送が全く効き目がない

ことに気が付き、店内の従業員に作業を止めお客を外に出せと告げて廻った。そうしている間に、消火作

業の為、新天街一帯が停電となり、あたりは真っ暗で廊下の非常灯の灯りだけで、お客は暗闇で食事を続

けている状態となった。ローソクの必要を感じ地下事務所から手持ちのローソクを配布し、明かりを店内

に点けて廻る羽目となった。

　その頃は大洋百貨店の窓から煙や炎が噴き出していた。消防本部より、消防士のため炊き出しの要請が

あり、調理場にある御飯でにぎり飯にして届けた。調理場では昼間に仕込んだ材料があり、消火作業をし

た人々に役立った。新世界地下食堂街は営業を続けられる状況ではなくなり、夕方ともなると全館営業を

中止し、長崎屋も入口のシャッターを下ろし閉店した。

　消防本部では県下より応援が集り、多数の人でごった返していた。その後百貨店火災は収まる様子がな

く、全館に燃え広がり昼から始まった火災は夜9時頃になるまで窓から炎を吹き出して燃え上がってい

た。結局深夜中までかかり、昼夜2回に亘り全館の食堂で従業員総出で炊き出しをして下通帯屋の消防本

部へ届けた。テレビでは生中継があり、山口社長の長男の山口博文氏が報道陣の質問に答えていたのが映

されていた。はしご車が足りず県外からもはしご車が駆け付けたと報道され、屋上から下へ飛び降りたり

窓から飛び降りたりする人が映し出された。

　屋上へ逃げた大部分の人は、屋上まで出来ていた工事中の櫻井ビルへ作業中の工事関係者の人達の援助

で助け出された。そのような意味で、櫻井ビルが未完成ながらもコンクリートが屋上まで建ち上がってい

るのが犠牲者を少なくするのに役に立ったのではないかと思われた。社長の櫻井貴敏氏は長崎屋の屋上か

ら燃える大洋百貨店の建物を暗然として見守る姿であり、この時の櫻井社長の苦しみは如何ばかりであっ

たであろうか。今回のNSビル建設で、櫻井貴敏さんもさぞかし喜んでおられることと思う。

コ  ラ  ム　

商店人語 街なか 思い出街なか 思い出 　平成28年４月14日21時26分に発生した震度７の地震、一日おいて再び襲った4月16
日1時25分の震度７の地震。この連続して起こった地震により、子飼商店街に甚大な
影響が生じました。
　あの日より一年目を迎えようとしています。
　地震発生より１～２カ月は、無我夢中で組合員の皆さんの不安や将来展望などに
対し会報等を通して随時情報を提供してきました。熊本地震に対する政府の対応策も、早めに実行さ
れ、熊本県知事の言葉も新聞やニュース等を通して知るにつれ、明るい灯がともった感じがし、前を向
いて進もうという気持ちになったことを覚えております。
　子飼商店街も両組合力を合わせ、イベント等を開催しました。“やるバイ子飼！！”をキャッチフレ
ーズとして、子飼商店街の両入り口アーチに横断幕をつけ、商店街内及び3号線から見える提携駐車場
にも“やるバイ子飼！！”ののぼり旗を立て、自らを奮い立たせながら、組合員の皆さんが一体となっ
て、「子飼やるバイ市」「子飼満腹王国」「子飼100円笑店街」等をやってきました。
　それぞれのイベントも大盛況で、当日の賑わいに大きく寄与しました。特に「子飼100円笑店街」は
3カ月に一度の定期開催で、6月・9月・12月・3月の第一土曜日に開催してきました。熊本地震以降は
「復興子飼100円笑店街」としての位置づけで、核店舗のサンリブさんが休業中で人出に一抹の不安が
ありましたが、６月のみが少し雨の影響を受けましたが、9月・12月・3月は好天に恵まれ、特に12月
は地震以降の通常の７～８倍の人出がありました。
　現在平日の人出は厳しい状況が続いておりますが、「子飼100円笑店街」の日の来街者、即ちお買い
物されるお客様の客層を見れば、家族連れのファミリー層も多く、地震前と変わっておりません。「
子飼100円笑店街」当日に取り組む姿勢で毎日の商売を見直し、各個店が準備努力し帆を作れば、サン
リブ開店という追い風を受けることができると思います。子飼商店街も両組合一体となり、サンリブ
さんと共同でできることは一緒にやる。三者一体となり、販促事業を行い、子飼商店街にお客様を再
び呼び込む。そのための“魅力”を“よき評判”を各個店一店一店が再び作り出す。それができれば
潜在的子飼商店街ファンも来街されます。
　今、店舗等の施設や設備の復旧のスピードは各個店により様々です。そういう状況下で、商店街の
復興への努力の主体は各個店です。各個店が魅力を高め、よき評判が生まれるような努力を商店街は
後押しし、“子飼・下町・情の町”として庶民の応援を受ける商店街として、また庶民の応援団とし
ての子飼商店街の復興を目指します。

子飼繁栄会商店街（振）
理事長　下川　弘

連載③

子飼繁栄会商店街振興組合



4 9

　次に、株式会社危機管理教育研修所の国崎信江代
表が「熊本地震から 1 年。これから必要な取り組み」
と題して基調講演をされた。危機管理教育研究所の
活動状況、日本で初めてのトレーラーハウスを福祉
避難所として活用した試みなど紹介された。また被
害に負けない暮らし方ということで、①建物の耐震性
を高める②室内の家具や家電製品、生活雑貨類を固
定③生活に必要なものを十分に備蓄しておくという
ことを教わった。これらを生活に根付かせることが
重要だ。一番心に残ったことは、地震が起きても自
宅で暮らせる備えを！日頃から 10 日分以上の食材を
備蓄しましょうということだ。災害時でも水も火も
使わない防災料理がある。
　防災を生活に定着されるための取り組みとして商
店街ができることとして、①「家庭内流通備蓄」の推
奨②日用品で防災に活用できる品の提案③消費者へ
の意識啓発活動ということだ。熊本の商店街はこれ
らの取り組みを推奨していく義務があるのではない
だろうか。
　次に、パネルディスカッションが開催された。流

通科学大学の石原武政特別教授がコーディネーターを務め、地元からは熊本市中心商店街等連合協議
会の松永和典会長、阿蘇門前町商店街若きゃもん
会の杉本真也前代表が出席。地震の際には阿蘇地
域と連携した大分県竹田市の野田良輔副市長、阪
神淡路大震災時に神戸市役所職員として対応にあ
たった神戸元町商店街連合会の中多英二事務局長、
観光まちづくりカウンセラーの今村まゆみ氏が参
加。約 1 時間半にわたり、災害時の対応や教訓、
復興に向けた方策について議論を交わした。
　熊本中心商店街の松永氏は「熊本で地震がある
とは全く思っていなかった。水害を想定したハザー
ドマップは作っていたが、地震対策は全然できていなかった」と指摘。阿蘇の杉本氏は発災直後に商
店街が近隣住民の支援に重要な役割を果たした経験を披露。竹田市の野田氏が「商店街が復興するこ

とで地域も生き残るという使命感を持ってほしい」、
元町の中多氏は「神戸は復興の目標設定が短期すぎた
という反省がある。常に次の目標設定が必要」今村氏
は「是非復興ツーリズムを行ってほしい。再建過程の
熊本城や阿蘇神社の観光を推進してほしい」と提案さ
れた。
　阪神淡路大震災や東日本大震災などの経験から、商
店街の防災機能の強化と情報共有は、地域社会の“共
助”という観点からも重要であるとされ、災害時に商
店街が担う重要な役割についても大きく注目されるよ
うになっている。

今回の熊本地震は、地域コミュニティの担い手である商店街が、災害時にどのように地域社会に貢献
できるのか、そのために取組む日頃の商店街活動の大切さをあらためて見直す機会となった。

　大和氏よりキラキラ橘商店街の歴史背景や、現在に至るまでの商店街の事業を、経
緯含め丁寧にお話していただきました。
　まず感じたのは、大和さんの商店街に対する熱量がすごかったということです。
年代的には私より上なのですが、問題に対する考え方、行動力は見習うべきでありま
した。
　根本には、自分達でやるんだ！ということだと思います。
　常に危機感を感じて、自分達で計画、立案、実行、反省を繰り返し、問題解決に向け
て、調査を徹底し、ターゲットに向け効果的なイベントをぶつけるというものでした。イベントをすれば
人が集まるんじゃないかという漠然とした方向性ではなく、イベントのターゲットはどの年代か？何を
求めているのか？イベントで満足してもらえるか？参加店の差別化をどうするか？などを徹底的に話
し合い、周辺住民の日常の一部となりえるイベントを開催することです。
　やらされている事業では継続的な事業を望めないとし、小さな予算規模でも補助金に頼らず、自分達
で行うことで、自主財源を確保することができるということです。また当事者意識を強く持てることで、
継続させることができるということです。
　そして地域との連携として、周辺機関 ( 市･大学等 ) と連携を図り、win-winの関係を作り、若手の参画、
外部からのサポーターを巻き込むことができ、既存の組織にとらわれない事業を開始することができる
といることです。
　総じて感じたことは、商店街として熱量をもって、徹底した調査から方向性を見据え、自分達の事業を、
自分達が納得する形で、自分達でやり遂げることが事業を継続して行うことができ、また参加者に当事
者意識を持ってもらえるということです。この熱量こそが必要なものだと感じました。

上通青年会
金城 博之

大和氏の講演を熱心に聞き入る県振連青年部

商店街青年部活性化事業青年部研修会
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅰ

日時：平成29年2月21日（火）　　場所：熊本県民交流館パレア
講　師：東京都墨田区・キラキラ橘商店街振興組合 事務局長 大和 和道 氏
演　題：「これからの商店街活動のあり方」

最後に、商店街に必要な

「あ・い・う・え・お」

あ…あそび心

い…癒し

う…うまいもの

え…選ばれるもの（ここでしか買えな

　　いもの）

お…おもてなし

（株）危機管理教育研究所 代表 国崎 信江 氏

コーディネーター流通科学大学特別教授 石原 武政 氏

5 名のパネリストの皆様

熊本市中心商店街等連合協議会会長
下通繁栄会会長

松永和典氏
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　平成28年4月に発生した熊本地震は、店
舗の倒壊により一時営業がストップする
など熊本県内および近隣の商店街に大き
な被害をもたらした。地域住民の生活を
支えている商店街の復旧は急務となって
おり、現在も被災した商店街および各個
店はその対応に追われている。
　今回、全国商店街支援センター主催で
「熊本地震から1年。復興から活性化へ」
をテーマに「商店街フォーラムIN熊本」
が3月6日（月）ＫＫＲホテル熊本で開催
された。
フォーラムには、熊本県内の商店主を中

心に、行政、商工団体関係者、また県外からも多数ご出席賜り、災害時に必要な備えや地震の打撃を
乗り越え今後の商店街の活性化につなげるための方策などについて意見交換を行った。
　まず、初めに主催者挨拶・特別講演を全国商店街支援センター代表
取締役社長桑島俊彦氏がされ、地元代表挨拶を熊本県商店街振興組合
連合会の釼羽逸朗会長がされた。釼羽会長の挨拶では、地震による被
害（人的被害2,781人・建物被害183,447件）被害総額が3兆7,850億円
だったこと、地震直後の救援物資、炊き出し、ボランティア等の紹
介、また、復旧・復興に向けての取組みとして、「商店街にぎわい創
出事業」の活用、女川町との交流事業等が紹介された。
　そして、これから商店街がやるべきこととして、熊本地震の体験を
教訓として言い伝えていくために、商店街自身が緊急連絡網の整備など緊急時への準備を行うこと、
広域的な連携の構築として、各県に防災・減災担当者を作ってはどうかといわれていた。また、商店
街が持つ地域コミュニティの役割を最大限に活かし、災害時には、商店街に集まる、行政の生活支援
情報、建て替え工事等の情報、医療情報、交通情報などを整理し、地域住民に向けて発信していく必
要性も説いた。

　今年は愛知県名古屋市の大須商店街へ視察に行きました。大須商店街連盟は初め
て行きました。20 年ほど前に名古屋視察に行った際の記憶では、少し寂れた商店街と
いう印象でした。その先入観を持っていましたが、到着後に自主的に商店街を歩き、
午後 3 時から大須商店街連盟の青年部長 前川氏、青年部の廣田氏、中野氏の話を聞く
と印象が変わりました。
　商店街では昨年で 66 回を数える大須夏祭り、今年で 40 回になる大須大道町人祭、
まだ数回目ですが無茶売り祭等のイベントで通行客数が盛り返しているとの事でし
た。
　名古屋市なので人口も約 230 万人、周辺人口を含むと約 550 万人います。当然予算も多く、幅広い内容
のイベントで流入数を増やしやすいという都市ではありますが、私はイベントの内容に興味を持ち、質
問も多くしました。大須商店街連盟では毎年実行委員長を決め、商店街主導で行うので実行委員長の行
いたい事は最低一つ必ず行うとの事でした。失敗しても１度なら翌年以降行わなければいいのであり、
成功すれば続ければいいという単純明快な理由です。なのでこれまでたくさんの試行錯誤があるとの事
でした。
　私も熊本では、ゆかた祭り等で実行委員長や部会長を引き受けましたが、新規のイベントを行おうと
すると必ずといっていいほど予算の問題等で進めたいイベントが非常に困難でした。いつも途中でやる
気がそがれていきます。その代わり広告代理店が取り仕切ってもらっている事まで商店街で進めるので、
それは大変な苦労があると思いますが。
　そんな中で私が一番興味を持ったイベントは無茶売り祭でした。参加店には頭をひねってアイディア
でお店の一品を売るという内容で、非常に面白いと感じました。私たちのイベントで低予算でもアイデ
ィア次第で面白いイベントができると思います。熊本に単純なフィードバックはできませんが、もっと
考え、せっかく県振連があるのだから交流を増やし、話しながらヒントを得て楽しく商店街活動を行う
べきと感じました。
　私も幾度となく県振連の研修を経験させていただいています。決してイベントありきではありません
が今後は経験を生かして各商店街を活性化できるよう活動したいと思いました。

商店街青年部活性化事業青年部交流会
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅱ

日　時：平成29年3月2日（木）～3日（金）
研修先：愛知県名古屋市　大須商店街連盟

「商店街フォーラム IN 熊本」が開催
日時：平成29年３月６日（月）13：00～17：00
場所：ＫＫＲホテル熊本

熊本県振連会長 釼羽逸朗氏の地元代表挨拶 地震直後の救援物資、炊き出し等スクリーンで説明

全国支援センター長 桑島俊彦氏　

商店街フォーラムin熊本開催！！

大須仁王門通商店街正面にて大須商店街青年部との意見交換会

上通商栄会
青年会  森岡 大志
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　次に、株式会社危機管理教育研修所の国崎信江代
表が「熊本地震から 1 年。これから必要な取り組み」
と題して基調講演をされた。危機管理教育研究所の
活動状況、日本で初めてのトレーラーハウスを福祉
避難所として活用した試みなど紹介された。また被
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定③生活に必要なものを十分に備蓄しておくという
ことを教わった。これらを生活に根付かせることが
重要だ。一番心に残ったことは、地震が起きても自
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備蓄しましょうということだ。災害時でも水も火も
使わない防災料理がある。
　防災を生活に定着されるための取り組みとして商
店街ができることとして、①「家庭内流通備蓄」の推
奨②日用品で防災に活用できる品の提案③消費者へ
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らの取り組みを推奨していく義務があるのではない
だろうか。
　次に、パネルディスカッションが開催された。流
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会の松永和典会長、阿蘇門前町商店街若きゃもん
会の杉本真也前代表が出席。地震の際には阿蘇地
域と連携した大分県竹田市の野田良輔副市長、阪
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加。約 1 時間半にわたり、災害時の対応や教訓、
復興に向けた方策について議論を交わした。
　熊本中心商店街の松永氏は「熊本で地震がある
とは全く思っていなかった。水害を想定したハザー
ドマップは作っていたが、地震対策は全然できていなかった」と指摘。阿蘇の杉本氏は発災直後に商
店街が近隣住民の支援に重要な役割を果たした経験を披露。竹田市の野田氏が「商店街が復興するこ

とで地域も生き残るという使命感を持ってほしい」、
元町の中多氏は「神戸は復興の目標設定が短期すぎた
という反省がある。常に次の目標設定が必要」今村氏
は「是非復興ツーリズムを行ってほしい。再建過程の
熊本城や阿蘇神社の観光を推進してほしい」と提案さ
れた。
　阪神淡路大震災や東日本大震災などの経験から、商
店街の防災機能の強化と情報共有は、地域社会の“共
助”という観点からも重要であるとされ、災害時に商
店街が担う重要な役割についても大きく注目されるよ
うになっている。

今回の熊本地震は、地域コミュニティの担い手である商店街が、災害時にどのように地域社会に貢献
できるのか、そのために取組む日頃の商店街活動の大切さをあらためて見直す機会となった。

　大和氏よりキラキラ橘商店街の歴史背景や、現在に至るまでの商店街の事業を、経
緯含め丁寧にお話していただきました。
　まず感じたのは、大和さんの商店街に対する熱量がすごかったということです。
年代的には私より上なのですが、問題に対する考え方、行動力は見習うべきでありま
した。
　根本には、自分達でやるんだ！ということだと思います。
　常に危機感を感じて、自分達で計画、立案、実行、反省を繰り返し、問題解決に向け
て、調査を徹底し、ターゲットに向け効果的なイベントをぶつけるというものでした。イベントをすれば
人が集まるんじゃないかという漠然とした方向性ではなく、イベントのターゲットはどの年代か？何を
求めているのか？イベントで満足してもらえるか？参加店の差別化をどうするか？などを徹底的に話
し合い、周辺住民の日常の一部となりえるイベントを開催することです。
　やらされている事業では継続的な事業を望めないとし、小さな予算規模でも補助金に頼らず、自分達
で行うことで、自主財源を確保することができるということです。また当事者意識を強く持てることで、
継続させることができるということです。
　そして地域との連携として、周辺機関 ( 市･大学等 ) と連携を図り、win-winの関係を作り、若手の参画、
外部からのサポーターを巻き込むことができ、既存の組織にとらわれない事業を開始することができる
といることです。
　総じて感じたことは、商店街として熱量をもって、徹底した調査から方向性を見据え、自分達の事業を、
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上通青年会
金城 博之

大和氏の講演を熱心に聞き入る県振連青年部

商店街青年部活性化事業青年部研修会
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅰ

日時：平成29年2月21日（火）　　場所：熊本県民交流館パレア
講　師：東京都墨田区・キラキラ橘商店街振興組合 事務局長 大和 和道 氏
演　題：「これからの商店街活動のあり方」

最後に、商店街に必要な

「あ・い・う・え・お」

あ…あそび心

い…癒し

う…うまいもの

え…選ばれるもの（ここでしか買えな

　　いもの）

お…おもてなし

（株）危機管理教育研究所 代表 国崎 信江 氏

コーディネーター流通科学大学特別教授 石原 武政 氏

5 名のパネリストの皆様

熊本市中心商店街等連合協議会会長
下通繁栄会会長

松永和典氏
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　平成28年4月に発生した熊本地震は、店
舗の倒壊により一時営業がストップする
など熊本県内および近隣の商店街に大き
な被害をもたらした。地域住民の生活を
支えている商店街の復旧は急務となって
おり、現在も被災した商店街および各個
店はその対応に追われている。
　今回、全国商店街支援センター主催で
「熊本地震から1年。復興から活性化へ」
をテーマに「商店街フォーラムIN熊本」
が3月6日（月）ＫＫＲホテル熊本で開催
された。
フォーラムには、熊本県内の商店主を中

心に、行政、商工団体関係者、また県外からも多数ご出席賜り、災害時に必要な備えや地震の打撃を
乗り越え今後の商店街の活性化につなげるための方策などについて意見交換を行った。
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取締役社長桑島俊彦氏がされ、地元代表挨拶を熊本県商店街振興組合
連合会の釼羽逸朗会長がされた。釼羽会長の挨拶では、地震による被
害（人的被害2,781人・建物被害183,447件）被害総額が3兆7,850億円
だったこと、地震直後の救援物資、炊き出し、ボランティア等の紹
介、また、復旧・復興に向けての取組みとして、「商店街にぎわい創
出事業」の活用、女川町との交流事業等が紹介された。
　そして、これから商店街がやるべきこととして、熊本地震の体験を
教訓として言い伝えていくために、商店街自身が緊急連絡網の整備など緊急時への準備を行うこと、
広域的な連携の構築として、各県に防災・減災担当者を作ってはどうかといわれていた。また、商店
街が持つ地域コミュニティの役割を最大限に活かし、災害時には、商店街に集まる、行政の生活支援
情報、建て替え工事等の情報、医療情報、交通情報などを整理し、地域住民に向けて発信していく必
要性も説いた。

　今年は愛知県名古屋市の大須商店街へ視察に行きました。大須商店街連盟は初め
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　名古屋市なので人口も約 230 万人、周辺人口を含むと約 550 万人います。当然予算も多く、幅広い内容
のイベントで流入数を増やしやすいという都市ではありますが、私はイベントの内容に興味を持ち、質
問も多くしました。大須商店街連盟では毎年実行委員長を決め、商店街主導で行うので実行委員長の行
いたい事は最低一つ必ず行うとの事でした。失敗しても１度なら翌年以降行わなければいいのであり、
成功すれば続ければいいという単純明快な理由です。なのでこれまでたくさんの試行錯誤があるとの事
でした。
　私も熊本では、ゆかた祭り等で実行委員長や部会長を引き受けましたが、新規のイベントを行おうと
すると必ずといっていいほど予算の問題等で進めたいイベントが非常に困難でした。いつも途中でやる
気がそがれていきます。その代わり広告代理店が取り仕切ってもらっている事まで商店街で進めるので、
それは大変な苦労があると思いますが。
　そんな中で私が一番興味を持ったイベントは無茶売り祭でした。参加店には頭をひねってアイディア
でお店の一品を売るという内容で、非常に面白いと感じました。私たちのイベントで低予算でもアイデ
ィア次第で面白いイベントができると思います。熊本に単純なフィードバックはできませんが、もっと
考え、せっかく県振連があるのだから交流を増やし、話しながらヒントを得て楽しく商店街活動を行う
べきと感じました。
　私も幾度となく県振連の研修を経験させていただいています。決してイベントありきではありません
が今後は経験を生かして各商店街を活性化できるよう活動したいと思いました。

商店街青年部活性化事業青年部交流会
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅱ

日　時：平成29年3月2日（木）～3日（金）
研修先：愛知県名古屋市　大須商店街連盟

「商店街フォーラム IN 熊本」が開催
日時：平成29年３月６日（月）13：00～17：00
場所：ＫＫＲホテル熊本

熊本県振連会長 釼羽逸朗氏の地元代表挨拶 地震直後の救援物資、炊き出し等スクリーンで説明

全国支援センター長 桑島俊彦氏　

商店街フォーラムin熊本開催！！

大須仁王門通商店街正面にて大須商店街青年部との意見交換会

上通商栄会
青年会  森岡 大志
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第4回全国まちゼミサミットin岡崎第4回全国まちゼミサミットin岡崎
　この度、久しぶりに発足した下通四番街青年部「四青会」の会長に就任致しまし
た村山公一（むらやま　きみひと）と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　四青会立ち上げのきっかけは去る平成28年２月に、下通四番街現理事長の猪毛尾
彰宏氏から、自分を含む30代の青年数名に、これからの下通のさらなる発展と盛り
上げに協力してほしいと声をかけていただきました。
　同年３月には四番街理事の方々と、下通青年部部長である松藤氏を招いて決起会
を開き、「さあ、これから！」というところに昨年４月の熊本大地震があり、数ヶ
月遅れての活動スタートとなりましたが、今年度１年間下通繁栄会に関わる皆様、
下通青年部の同世代の皆さん、またその他の団体の皆様から様々なことを教わり、
アドバイスをいただきながら青年部の一員として四青会一同活動してきました。
　また１日も早くみんなが心から楽しめて活気ある熊本にしたいという想いで、昨年10月には四番街
独自の行事としてハロウィーンメイクを体験できるイベントを、我々青年部が中心となって開催いた
しました。
　28年度は四番街青年部（仮）という形で様々な行事・催しに参加させていただきましたが、１年間
の活動の実績を認めてもらえ、29年度からは正式に下通四番街青年部「四青会」として、また下通青
年部の一員として四青会一同これまで以上に様々なことに積極的に参加し頑張っていく所存です。
　まだ震災の爪痕が熊本県内の至る所にあり、復旧復興には長い年月がかかると思いますが、魅力的
な活気に溢れた熊本になるように、まずは自分たちが暮らし働いている地域から少しずつ輪を広げ、
熊本全体が元通り以上になるよう一同これからも頑張っていきます。まだまだ知らないことばかりで
すので、皆様のご指導ご鞭撻を承りますよう宜しくお願い申し上げます。

　昨年12月6日に今できることプロジェクトと題し、女川町から9名の方が熊本に来られました。その
中で、今後は少しずつでもいいので、女川町と熊本県商店街との交流を深めていけたらということで
した。
　そこで今回、女川商工会の青年部５名の方が、物流で交流の輪を広げることができればということ
で来熊されました。両県が、それぞれの経験、立場からどう関わり交流できるのかを考え議論し、10
月に開催されます銀杏祭に「女川さんま」の販売ができたらという少しばかりの結果を出すことがで
きました。これから先も、お互いの交流が出来ればと期待しております。

　現在、全国約300地域で開催されている「まちゼミ」。正式名称は「得するまちのゼミナール」で、
平成14年に愛知県岡崎市で始まった地域活性化事業です。
 全国で統一されたルールに基づいて、店主やスタッフが講師になり、商店内で少人数制のゼミを無料
で行って、顧客満足度を上げ、お店のファン作りからまちのファン作りへと繋げていく事業で、私ど
も上通商店街でも、平成25年より取り組みを始めております。
　３年に一度の開催で、まちゼミ発祥の地である岡崎市で全国のまちゼミ仲間が集まり、全国サミッ
トが開催され、今回で4回目になります。毎回参加人数は増え続け、今回は全国200地域から620名が
集まり、地域活性化へ向けたフォーラムとしては日本最大の規模として開催されました。
　初日の流れは、オープニングセレモニー➡「今話題のまちゼミ事例紹介（むつ市・久留米市）」➡
７つに分かれて分科会開催➡全体でパネルディスカッション「商店街から広がる地域活性化」➡名刺
交換交流会➡終了。
　二日目は、シンポジウム「もっとまちゼミ」 ①これからの小さなお店とまちの繁盛とは。②全国ま
ちゼミネットワーク（各地域フォーラムや今後について）。③自主自立したまちゼミ事業の運営方法と
好循環進化について。➡終了
　盛り沢山な二日間で、全国のまちゼミ実践者や行政・商工会議所、タウンマネージャーなど、まち
ゼミ事業サポーターの皆さんと意見交換が行われました。
　広報、企画、仲間づくりなど、それぞれの地域での取り組み方を勉強できて、今後の上通まちゼミ
運営の参考にさせて頂きました。
　まちゼミ実践者である商店街関係者も、事業をサポートしている行政、商工会議所関係者も、「ま
ちゼミを活用して、もっともっと地元を活性化させたい」という強く熱い思いを持った北海道から沖
縄まで620人の仲間が集まり議論することに感動し、私も負けずに努力して上通を元気にしようと心に
決め岡崎市を後にしました。
　最後に、大規模店やネット販売などによる過剰な価格競争や多彩な品揃えによって商店街の「小さ
なお店」は苦戦する時代になって来ています。お客様が「小さなお店」に求めるものは、価格や多彩
な品揃えではなく、品質や
丁寧な接客であると考えま
す。まちゼミは「三方よし
（お客様・お店・地域）」
の考え方で、お客様に満足
感を与え、お店とスタッフ
には元気を与え、それが商
店街を活性化させ、地域住
民を幸せにするという好循
環をもたらせてくれる事業
だと私は考えます。この取
り組みが熊本県でも多くの
地域で実施されることを祈
念致します。

四青会会長
村山 公一

上通 1.2 丁目商店街（振）
理事長　橋本 幸二

日時：平成29年2月2日㈭・3日㈮開催（上通商栄会より4名で参加）
場所：岡崎市民会館

下通四番街商店街青年部「四青会」会長に村山氏就任

女川町商工会青年部長 高橋 敏浩 氏の挨拶 女川町商工会青年部と熊本県振連青年部との記念撮影！
今後とも交流を続けていきます。

全国 200 地域 620 名が参加した全国まちゼミサミットin岡崎

今できることプロジェクトⅡ
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月に開催されます銀杏祭に「女川さんま」の販売ができたらという少しばかりの結果を出すことがで
きました。これから先も、お互いの交流が出来ればと期待しております。

　現在、全国約300地域で開催されている「まちゼミ」。正式名称は「得するまちのゼミナール」で、
平成14年に愛知県岡崎市で始まった地域活性化事業です。
 全国で統一されたルールに基づいて、店主やスタッフが講師になり、商店内で少人数制のゼミを無料
で行って、顧客満足度を上げ、お店のファン作りからまちのファン作りへと繋げていく事業で、私ど
も上通商店街でも、平成25年より取り組みを始めております。
　３年に一度の開催で、まちゼミ発祥の地である岡崎市で全国のまちゼミ仲間が集まり、全国サミッ
トが開催され、今回で4回目になります。毎回参加人数は増え続け、今回は全国200地域から620名が
集まり、地域活性化へ向けたフォーラムとしては日本最大の規模として開催されました。
　初日の流れは、オープニングセレモニー➡「今話題のまちゼミ事例紹介（むつ市・久留米市）」➡
７つに分かれて分科会開催➡全体でパネルディスカッション「商店街から広がる地域活性化」➡名刺
交換交流会➡終了。
　二日目は、シンポジウム「もっとまちゼミ」 ①これからの小さなお店とまちの繁盛とは。②全国ま
ちゼミネットワーク（各地域フォーラムや今後について）。③自主自立したまちゼミ事業の運営方法と
好循環進化について。➡終了
　盛り沢山な二日間で、全国のまちゼミ実践者や行政・商工会議所、タウンマネージャーなど、まち
ゼミ事業サポーターの皆さんと意見交換が行われました。
　広報、企画、仲間づくりなど、それぞれの地域での取り組み方を勉強できて、今後の上通まちゼミ
運営の参考にさせて頂きました。
　まちゼミ実践者である商店街関係者も、事業をサポートしている行政、商工会議所関係者も、「ま
ちゼミを活用して、もっともっと地元を活性化させたい」という強く熱い思いを持った北海道から沖
縄まで620人の仲間が集まり議論することに感動し、私も負けずに努力して上通を元気にしようと心に
決め岡崎市を後にしました。
　最後に、大規模店やネット販売などによる過剰な価格競争や多彩な品揃えによって商店街の「小さ
なお店」は苦戦する時代になって来ています。お客様が「小さなお店」に求めるものは、価格や多彩
な品揃えではなく、品質や
丁寧な接客であると考えま
す。まちゼミは「三方よし
（お客様・お店・地域）」
の考え方で、お客様に満足
感を与え、お店とスタッフ
には元気を与え、それが商
店街を活性化させ、地域住
民を幸せにするという好循
環をもたらせてくれる事業
だと私は考えます。この取
り組みが熊本県でも多くの
地域で実施されることを祈
念致します。

四青会会長
村山 公一

上通 1.2 丁目商店街（振）
理事長　橋本 幸二

日時：平成29年2月2日㈭・3日㈮開催（上通商栄会より4名で参加）
場所：岡崎市民会館

下通四番街商店街青年部「四青会」会長に村山氏就任

女川町商工会青年部長 高橋 敏浩 氏の挨拶 女川町商工会青年部と熊本県振連青年部との記念撮影！
今後とも交流を続けていきます。

全国 200 地域 620 名が参加した全国まちゼミサミットin岡崎

今できることプロジェクトⅡ
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　平成28年4月に発生した熊本地震は、店
舗の倒壊により一時営業がストップする
など熊本県内および近隣の商店街に大き
な被害をもたらした。地域住民の生活を
支えている商店街の復旧は急務となって
おり、現在も被災した商店街および各個
店はその対応に追われている。
　今回、全国商店街支援センター主催で
「熊本地震から1年。復興から活性化へ」
をテーマに「商店街フォーラムIN熊本」
が3月6日（月）ＫＫＲホテル熊本で開催
された。
フォーラムには、熊本県内の商店主を中

心に、行政、商工団体関係者、また県外からも多数ご出席賜り、災害時に必要な備えや地震の打撃を
乗り越え今後の商店街の活性化につなげるための方策などについて意見交換を行った。
　まず、初めに主催者挨拶・特別講演を全国商店街支援センター代表
取締役社長桑島俊彦氏がされ、地元代表挨拶を熊本県商店街振興組合
連合会の釼羽逸朗会長がされた。釼羽会長の挨拶では、地震による被
害（人的被害2,781人・建物被害183,447件）被害総額が3兆7,850億円
だったこと、地震直後の救援物資、炊き出し、ボランティア等の紹
介、また、復旧・復興に向けての取組みとして、「商店街にぎわい創
出事業」の活用、女川町との交流事業等が紹介された。
　そして、これから商店街がやるべきこととして、熊本地震の体験を
教訓として言い伝えていくために、商店街自身が緊急連絡網の整備など緊急時への準備を行うこと、
広域的な連携の構築として、各県に防災・減災担当者を作ってはどうかといわれていた。また、商店
街が持つ地域コミュニティの役割を最大限に活かし、災害時には、商店街に集まる、行政の生活支援
情報、建て替え工事等の情報、医療情報、交通情報などを整理し、地域住民に向けて発信していく必
要性も説いた。

　今年は愛知県名古屋市の大須商店街へ視察に行きました。大須商店街連盟は初め
て行きました。20 年ほど前に名古屋視察に行った際の記憶では、少し寂れた商店街と
いう印象でした。その先入観を持っていましたが、到着後に自主的に商店街を歩き、
午後 3 時から大須商店街連盟の青年部長 前川氏、青年部の廣田氏、中野氏の話を聞く
と印象が変わりました。
　商店街では昨年で 66 回を数える大須夏祭り、今年で 40 回になる大須大道町人祭、
まだ数回目ですが無茶売り祭等のイベントで通行客数が盛り返しているとの事でし
た。
　名古屋市なので人口も約 230 万人、周辺人口を含むと約 550 万人います。当然予算も多く、幅広い内容
のイベントで流入数を増やしやすいという都市ではありますが、私はイベントの内容に興味を持ち、質
問も多くしました。大須商店街連盟では毎年実行委員長を決め、商店街主導で行うので実行委員長の行
いたい事は最低一つ必ず行うとの事でした。失敗しても１度なら翌年以降行わなければいいのであり、
成功すれば続ければいいという単純明快な理由です。なのでこれまでたくさんの試行錯誤があるとの事
でした。
　私も熊本では、ゆかた祭り等で実行委員長や部会長を引き受けましたが、新規のイベントを行おうと
すると必ずといっていいほど予算の問題等で進めたいイベントが非常に困難でした。いつも途中でやる
気がそがれていきます。その代わり広告代理店が取り仕切ってもらっている事まで商店街で進めるので、
それは大変な苦労があると思いますが。
　そんな中で私が一番興味を持ったイベントは無茶売り祭でした。参加店には頭をひねってアイディア
でお店の一品を売るという内容で、非常に面白いと感じました。私たちのイベントで低予算でもアイデ
ィア次第で面白いイベントができると思います。熊本に単純なフィードバックはできませんが、もっと
考え、せっかく県振連があるのだから交流を増やし、話しながらヒントを得て楽しく商店街活動を行う
べきと感じました。
　私も幾度となく県振連の研修を経験させていただいています。決してイベントありきではありません
が今後は経験を生かして各商店街を活性化できるよう活動したいと思いました。

商店街青年部活性化事業青年部交流会
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅱ

日　時：平成29年3月2日（木）～3日（金）
研修先：愛知県名古屋市　大須商店街連盟

「商店街フォーラム IN 熊本」が開催
日時：平成29年３月６日（月）13：00～17：00
場所：ＫＫＲホテル熊本

熊本県振連会長 釼羽逸朗氏の地元代表挨拶 地震直後の救援物資、炊き出し等スクリーンで説明

全国支援センター長 桑島俊彦氏　

商店街フォーラムin熊本開催！！

大須仁王門通商店街正面にて大須商店街青年部との意見交換会

上通商栄会
青年会  森岡 大志
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　次に、株式会社危機管理教育研修所の国崎信江代
表が「熊本地震から 1 年。これから必要な取り組み」
と題して基調講演をされた。危機管理教育研究所の
活動状況、日本で初めてのトレーラーハウスを福祉
避難所として活用した試みなど紹介された。また被
害に負けない暮らし方ということで、①建物の耐震性
を高める②室内の家具や家電製品、生活雑貨類を固
定③生活に必要なものを十分に備蓄しておくという
ことを教わった。これらを生活に根付かせることが
重要だ。一番心に残ったことは、地震が起きても自
宅で暮らせる備えを！日頃から 10 日分以上の食材を
備蓄しましょうということだ。災害時でも水も火も
使わない防災料理がある。
　防災を生活に定着されるための取り組みとして商
店街ができることとして、①「家庭内流通備蓄」の推
奨②日用品で防災に活用できる品の提案③消費者へ
の意識啓発活動ということだ。熊本の商店街はこれ
らの取り組みを推奨していく義務があるのではない
だろうか。
　次に、パネルディスカッションが開催された。流

通科学大学の石原武政特別教授がコーディネーターを務め、地元からは熊本市中心商店街等連合協議
会の松永和典会長、阿蘇門前町商店街若きゃもん
会の杉本真也前代表が出席。地震の際には阿蘇地
域と連携した大分県竹田市の野田良輔副市長、阪
神淡路大震災時に神戸市役所職員として対応にあ
たった神戸元町商店街連合会の中多英二事務局長、
観光まちづくりカウンセラーの今村まゆみ氏が参
加。約 1 時間半にわたり、災害時の対応や教訓、
復興に向けた方策について議論を交わした。
　熊本中心商店街の松永氏は「熊本で地震がある
とは全く思っていなかった。水害を想定したハザー
ドマップは作っていたが、地震対策は全然できていなかった」と指摘。阿蘇の杉本氏は発災直後に商
店街が近隣住民の支援に重要な役割を果たした経験を披露。竹田市の野田氏が「商店街が復興するこ

とで地域も生き残るという使命感を持ってほしい」、
元町の中多氏は「神戸は復興の目標設定が短期すぎた
という反省がある。常に次の目標設定が必要」今村氏
は「是非復興ツーリズムを行ってほしい。再建過程の
熊本城や阿蘇神社の観光を推進してほしい」と提案さ
れた。
　阪神淡路大震災や東日本大震災などの経験から、商
店街の防災機能の強化と情報共有は、地域社会の“共
助”という観点からも重要であるとされ、災害時に商
店街が担う重要な役割についても大きく注目されるよ
うになっている。

今回の熊本地震は、地域コミュニティの担い手である商店街が、災害時にどのように地域社会に貢献
できるのか、そのために取組む日頃の商店街活動の大切さをあらためて見直す機会となった。

　大和氏よりキラキラ橘商店街の歴史背景や、現在に至るまでの商店街の事業を、経
緯含め丁寧にお話していただきました。
　まず感じたのは、大和さんの商店街に対する熱量がすごかったということです。
年代的には私より上なのですが、問題に対する考え方、行動力は見習うべきでありま
した。
　根本には、自分達でやるんだ！ということだと思います。
　常に危機感を感じて、自分達で計画、立案、実行、反省を繰り返し、問題解決に向け
て、調査を徹底し、ターゲットに向け効果的なイベントをぶつけるというものでした。イベントをすれば
人が集まるんじゃないかという漠然とした方向性ではなく、イベントのターゲットはどの年代か？何を
求めているのか？イベントで満足してもらえるか？参加店の差別化をどうするか？などを徹底的に話
し合い、周辺住民の日常の一部となりえるイベントを開催することです。
　やらされている事業では継続的な事業を望めないとし、小さな予算規模でも補助金に頼らず、自分達
で行うことで、自主財源を確保することができるということです。また当事者意識を強く持てることで、
継続させることができるということです。
　そして地域との連携として、周辺機関 ( 市･大学等 ) と連携を図り、win-winの関係を作り、若手の参画、
外部からのサポーターを巻き込むことができ、既存の組織にとらわれない事業を開始することができる
といることです。
　総じて感じたことは、商店街として熱量をもって、徹底した調査から方向性を見据え、自分達の事業を、
自分達が納得する形で、自分達でやり遂げることが事業を継続して行うことができ、また参加者に当事
者意識を持ってもらえるということです。この熱量こそが必要なものだと感じました。

上通青年会
金城 博之

大和氏の講演を熱心に聞き入る県振連青年部

商店街青年部活性化事業青年部研修会
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅰ

日時：平成29年2月21日（火）　　場所：熊本県民交流館パレア
講　師：東京都墨田区・キラキラ橘商店街振興組合 事務局長 大和 和道 氏
演　題：「これからの商店街活動のあり方」

最後に、商店街に必要な

「あ・い・う・え・お」

あ…あそび心

い…癒し

う…うまいもの

え…選ばれるもの（ここでしか買えな

　　いもの）

お…おもてなし

（株）危機管理教育研究所 代表 国崎 信江 氏

コーディネーター流通科学大学特別教授 石原 武政 氏

5 名のパネリストの皆様

熊本市中心商店街等連合協議会会長
下通繁栄会会長

松永和典氏
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すると必ずといっていいほど予算の問題等で進めたいイベントが非常に困難でした。いつも途中でやる
気がそがれていきます。その代わり広告代理店が取り仕切ってもらっている事まで商店街で進めるので、
それは大変な苦労があると思いますが。
　そんな中で私が一番興味を持ったイベントは無茶売り祭でした。参加店には頭をひねってアイディア
でお店の一品を売るという内容で、非常に面白いと感じました。私たちのイベントで低予算でもアイデ
ィア次第で面白いイベントができると思います。熊本に単純なフィードバックはできませんが、もっと
考え、せっかく県振連があるのだから交流を増やし、話しながらヒントを得て楽しく商店街活動を行う
べきと感じました。
　私も幾度となく県振連の研修を経験させていただいています。決してイベントありきではありません
が今後は経験を生かして各商店街を活性化できるよう活動したいと思いました。

商店街青年部活性化事業青年部交流会
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅱ

日　時：平成29年3月2日（木）～3日（金）
研修先：愛知県名古屋市　大須商店街連盟

「商店街フォーラム IN 熊本」が開催
日時：平成29年３月６日（月）13：00～17：00
場所：ＫＫＲホテル熊本

熊本県振連会長 釼羽逸朗氏の地元代表挨拶 地震直後の救援物資、炊き出し等スクリーンで説明

全国支援センター長 桑島俊彦氏　

商店街フォーラムin熊本開催！！

大須仁王門通商店街正面にて大須商店街青年部との意見交換会

上通商栄会
青年会  森岡 大志
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　次に、株式会社危機管理教育研修所の国崎信江代
表が「熊本地震から 1 年。これから必要な取り組み」
と題して基調講演をされた。危機管理教育研究所の
活動状況、日本で初めてのトレーラーハウスを福祉
避難所として活用した試みなど紹介された。また被
害に負けない暮らし方ということで、①建物の耐震性
を高める②室内の家具や家電製品、生活雑貨類を固
定③生活に必要なものを十分に備蓄しておくという
ことを教わった。これらを生活に根付かせることが
重要だ。一番心に残ったことは、地震が起きても自
宅で暮らせる備えを！日頃から 10 日分以上の食材を
備蓄しましょうということだ。災害時でも水も火も
使わない防災料理がある。
　防災を生活に定着されるための取り組みとして商
店街ができることとして、①「家庭内流通備蓄」の推
奨②日用品で防災に活用できる品の提案③消費者へ
の意識啓発活動ということだ。熊本の商店街はこれ
らの取り組みを推奨していく義務があるのではない
だろうか。
　次に、パネルディスカッションが開催された。流

通科学大学の石原武政特別教授がコーディネーターを務め、地元からは熊本市中心商店街等連合協議
会の松永和典会長、阿蘇門前町商店街若きゃもん
会の杉本真也前代表が出席。地震の際には阿蘇地
域と連携した大分県竹田市の野田良輔副市長、阪
神淡路大震災時に神戸市役所職員として対応にあ
たった神戸元町商店街連合会の中多英二事務局長、
観光まちづくりカウンセラーの今村まゆみ氏が参
加。約 1 時間半にわたり、災害時の対応や教訓、
復興に向けた方策について議論を交わした。
　熊本中心商店街の松永氏は「熊本で地震がある
とは全く思っていなかった。水害を想定したハザー
ドマップは作っていたが、地震対策は全然できていなかった」と指摘。阿蘇の杉本氏は発災直後に商
店街が近隣住民の支援に重要な役割を果たした経験を披露。竹田市の野田氏が「商店街が復興するこ

とで地域も生き残るという使命感を持ってほしい」、
元町の中多氏は「神戸は復興の目標設定が短期すぎた
という反省がある。常に次の目標設定が必要」今村氏
は「是非復興ツーリズムを行ってほしい。再建過程の
熊本城や阿蘇神社の観光を推進してほしい」と提案さ
れた。
　阪神淡路大震災や東日本大震災などの経験から、商
店街の防災機能の強化と情報共有は、地域社会の“共
助”という観点からも重要であるとされ、災害時に商
店街が担う重要な役割についても大きく注目されるよ
うになっている。

今回の熊本地震は、地域コミュニティの担い手である商店街が、災害時にどのように地域社会に貢献
できるのか、そのために取組む日頃の商店街活動の大切さをあらためて見直す機会となった。

　大和氏よりキラキラ橘商店街の歴史背景や、現在に至るまでの商店街の事業を、経
緯含め丁寧にお話していただきました。
　まず感じたのは、大和さんの商店街に対する熱量がすごかったということです。
年代的には私より上なのですが、問題に対する考え方、行動力は見習うべきでありま
した。
　根本には、自分達でやるんだ！ということだと思います。
　常に危機感を感じて、自分達で計画、立案、実行、反省を繰り返し、問題解決に向け
て、調査を徹底し、ターゲットに向け効果的なイベントをぶつけるというものでした。イベントをすれば
人が集まるんじゃないかという漠然とした方向性ではなく、イベントのターゲットはどの年代か？何を
求めているのか？イベントで満足してもらえるか？参加店の差別化をどうするか？などを徹底的に話
し合い、周辺住民の日常の一部となりえるイベントを開催することです。
　やらされている事業では継続的な事業を望めないとし、小さな予算規模でも補助金に頼らず、自分達
で行うことで、自主財源を確保することができるということです。また当事者意識を強く持てることで、
継続させることができるということです。
　そして地域との連携として、周辺機関 ( 市･大学等 ) と連携を図り、win-winの関係を作り、若手の参画、
外部からのサポーターを巻き込むことができ、既存の組織にとらわれない事業を開始することができる
といることです。
　総じて感じたことは、商店街として熱量をもって、徹底した調査から方向性を見据え、自分達の事業を、
自分達が納得する形で、自分達でやり遂げることが事業を継続して行うことができ、また参加者に当事
者意識を持ってもらえるということです。この熱量こそが必要なものだと感じました。

上通青年会
金城 博之

大和氏の講演を熱心に聞き入る県振連青年部

商店街青年部活性化事業青年部研修会
タ ミ ア ス レ ポ ー ト Ⅰ

日時：平成29年2月21日（火）　　場所：熊本県民交流館パレア
講　師：東京都墨田区・キラキラ橘商店街振興組合 事務局長 大和 和道 氏
演　題：「これからの商店街活動のあり方」

最後に、商店街に必要な

「あ・い・う・え・お」

あ…あそび心

い…癒し

う…うまいもの

え…選ばれるもの（ここでしか買えな

　　いもの）

お…おもてなし

（株）危機管理教育研究所 代表 国崎 信江 氏

コーディネーター流通科学大学特別教授 石原 武政 氏

5 名のパネリストの皆様

熊本市中心商店街等連合協議会会長
下通繁栄会会長

松永和典氏
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下通繁栄会元会長
　　下通新天街元理事長　

木 下　康

現在の三葉商事さん　元気に頑張ってます！！震災直後の三葉商事さん（子飼商店街）

　昭和48年11月のこと、長崎屋地下食堂の支配人として地下事務所にいた私

に、昼過ぎ公楽苑の女性が“大洋が火事です！”と知らせに来た。私は即座に席

を立ち、地下事務所から走って一階に駆け上がり新天街オーニング街に出た。大

洋百貨店の方を見ると消防車が1台停まっているのが見え、オーニング天井で薄

い白煙が漂っているのが見えた。黒煙はなかったので消防車が到着しているなら

ばボヤで済むと判断した。しかし、もし延焼し大きくなれば周辺に影響が出ると

考えた。その当日はちょうど長崎屋の消防訓練の日でもあり、消防訓練・消火作

業は経験済みで火事が如何なるものかは十分承知していた。朝からの訓練が終

り、営業が始まって繁忙タイムの昼食時間で地下食堂街にはお客が詰めかけているところだった。繁忙の

最中で混乱を予想し、長崎屋の1階警備室に入り、非常用放送のマイクを握り、警報のスイッチを入れ、

“ただいま大洋で火災が発生しました。お客様は恐れ入りますが館外へ出ていただくようお願いします”

と放送した。地下食堂街へ降りてみると、大部分のお客は店内で食事中であり、放送が全く効き目がない

ことに気が付き、店内の従業員に作業を止めお客を外に出せと告げて廻った。そうしている間に、消火作

業の為、新天街一帯が停電となり、あたりは真っ暗で廊下の非常灯の灯りだけで、お客は暗闇で食事を続

けている状態となった。ローソクの必要を感じ地下事務所から手持ちのローソクを配布し、明かりを店内

に点けて廻る羽目となった。

　その頃は大洋百貨店の窓から煙や炎が噴き出していた。消防本部より、消防士のため炊き出しの要請が

あり、調理場にある御飯でにぎり飯にして届けた。調理場では昼間に仕込んだ材料があり、消火作業をし

た人々に役立った。新世界地下食堂街は営業を続けられる状況ではなくなり、夕方ともなると全館営業を

中止し、長崎屋も入口のシャッターを下ろし閉店した。

　消防本部では県下より応援が集り、多数の人でごった返していた。その後百貨店火災は収まる様子がな

く、全館に燃え広がり昼から始まった火災は夜9時頃になるまで窓から炎を吹き出して燃え上がってい

た。結局深夜中までかかり、昼夜2回に亘り全館の食堂で従業員総出で炊き出しをして下通帯屋の消防本

部へ届けた。テレビでは生中継があり、山口社長の長男の山口博文氏が報道陣の質問に答えていたのが映

されていた。はしご車が足りず県外からもはしご車が駆け付けたと報道され、屋上から下へ飛び降りたり

窓から飛び降りたりする人が映し出された。

　屋上へ逃げた大部分の人は、屋上まで出来ていた工事中の櫻井ビルへ作業中の工事関係者の人達の援助

で助け出された。そのような意味で、櫻井ビルが未完成ながらもコンクリートが屋上まで建ち上がってい

るのが犠牲者を少なくするのに役に立ったのではないかと思われた。社長の櫻井貴敏氏は長崎屋の屋上か

ら燃える大洋百貨店の建物を暗然として見守る姿であり、この時の櫻井社長の苦しみは如何ばかりであっ

たであろうか。今回のNSビル建設で、櫻井貴敏さんもさぞかし喜んでおられることと思う。

コ  ラ  ム　

商店人語 街なか 思い出街なか 思い出 　平成28年４月14日21時26分に発生した震度７の地震、一日おいて再び襲った4月16
日1時25分の震度７の地震。この連続して起こった地震により、子飼商店街に甚大な
影響が生じました。
　あの日より一年目を迎えようとしています。
　地震発生より１～２カ月は、無我夢中で組合員の皆さんの不安や将来展望などに
対し会報等を通して随時情報を提供してきました。熊本地震に対する政府の対応策も、早めに実行さ
れ、熊本県知事の言葉も新聞やニュース等を通して知るにつれ、明るい灯がともった感じがし、前を向
いて進もうという気持ちになったことを覚えております。
　子飼商店街も両組合力を合わせ、イベント等を開催しました。“やるバイ子飼！！”をキャッチフレ
ーズとして、子飼商店街の両入り口アーチに横断幕をつけ、商店街内及び3号線から見える提携駐車場
にも“やるバイ子飼！！”ののぼり旗を立て、自らを奮い立たせながら、組合員の皆さんが一体となっ
て、「子飼やるバイ市」「子飼満腹王国」「子飼100円笑店街」等をやってきました。
　それぞれのイベントも大盛況で、当日の賑わいに大きく寄与しました。特に「子飼100円笑店街」は
3カ月に一度の定期開催で、6月・9月・12月・3月の第一土曜日に開催してきました。熊本地震以降は
「復興子飼100円笑店街」としての位置づけで、核店舗のサンリブさんが休業中で人出に一抹の不安が
ありましたが、６月のみが少し雨の影響を受けましたが、9月・12月・3月は好天に恵まれ、特に12月
は地震以降の通常の７～８倍の人出がありました。
　現在平日の人出は厳しい状況が続いておりますが、「子飼100円笑店街」の日の来街者、即ちお買い
物されるお客様の客層を見れば、家族連れのファミリー層も多く、地震前と変わっておりません。「
子飼100円笑店街」当日に取り組む姿勢で毎日の商売を見直し、各個店が準備努力し帆を作れば、サン
リブ開店という追い風を受けることができると思います。子飼商店街も両組合一体となり、サンリブ
さんと共同でできることは一緒にやる。三者一体となり、販促事業を行い、子飼商店街にお客様を再
び呼び込む。そのための“魅力”を“よき評判”を各個店一店一店が再び作り出す。それができれば
潜在的子飼商店街ファンも来街されます。
　今、店舗等の施設や設備の復旧のスピードは各個店により様々です。そういう状況下で、商店街の
復興への努力の主体は各個店です。各個店が魅力を高め、よき評判が生まれるような努力を商店街は
後押しし、“子飼・下町・情の町”として庶民の応援を受ける商店街として、また庶民の応援団とし
ての子飼商店街の復興を目指します。

子飼繁栄会商店街（振）
理事長　下川　弘

連載③

子飼繁栄会商店街振興組合
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　天草市の銀天街アーケードに隣接する『夢咲通り』に平成16年開業しました。 
天草の魚介類と天草大王（天草の地鶏）をメイン料理にしています。
地元の方は元より市外・県外のお客様も多数お越しいただいています。

　くぐり戸を抜けるとタイムスリップした様な空
間がそこに有る。季節に合わせた新鮮な素材を囲
炉裏の炭火で焼きオリジナルの田楽味噌、そし
て、フランス・地中海・沖縄のこだわりの塩でお
召し上がりください。ワイン、焼酎などお飲み物
も厳選し、モダンジャズを聴きながらゆっくりと
したお時間と癒しの空間をお楽しみください。

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！

〒868-0003
人吉市紺屋町 63-3
℡0966-24-8780 
営業時間 : 18:00 ～ 22:00 
定休日 : 月曜日

次回は、八代通町商店街（振）和久田翼さんが紹介します。

次回は、本渡中央商店街（振）松岡聡さんが紹介します。

  
代表取締役　山田啓介
〒863-0023   熊本県天草市中央新町２－９
店休日 　不定休    TEL : 0969-22-1318
営業時間 17 時～ 24 時 ( ラストオーダー 23:30) 

人吉市東九日町商店街（振）
宮山時計店

宮 山   賢 氏

本渡中央商店街
居酒屋　蔵

山田　啓介氏

こらよかばい！

　４月の熊本地震発生以来、当商店街では、ライフラインの復旧や被災された
方々への炊き出しの補助や場所提供、相談コーナーの設置など、商店街はもとよ
り地域の復旧復興のお手伝いをさせていただきながら、早くも約11ヶ月が経ちま
した。
　約60ｍに渡って大きく損壊したアーケードも、長期間の復旧工事を経て、この
２月に元通りに完成し、私共もホッと胸をなでおろしております。この復旧には
商店街等施設等災害復旧補助金を使わせていただき、75％の補助をいただきまし
た。また、全国商店街振興組合連合会からの義援金の割り振りや商工会議所、全国の商店街関係者の
皆様からの温かい義援金をいただき大変感謝しております。今後、商店街組合共同ビルの建て直しな
ど、いくつかの復旧工事が残っておりますので、集まった義援金は大切に復旧復興のために使わせて
いただく予定です。
　現在では、殆どの店が営業を再開し、一部店舗改修等も徐々に進行し、グループ補助金などを活用
して復興に向けて一致団結して頑張っています。
　サンリブ健軍店も１月末より工事が始まり、９月の開店予定です。当商店街も少しずつ復興に向け
て努力してまいりますので宜しくお願いいたします

居酒屋  蔵

健軍商店街（振）
理事長　森田 憲一

その 13　
『炭やき 銀の蔵』

復興への取組み・復興への思い
健軍商店街振興組合

アーケード解体中
平成28年12月

アーケードリニューアル完成！！
平成29年2月

健軍商店街アーケード解体始まる
平成28年10月

再建中のサンリブ健軍店（今秋営業再開）。
工事用壁に、地元の東野中学校美術部の生徒
が、くまモンの絵などを描いて来街者に元気
を与えてくれた。

tel:0969-22-1318
mail: gazankeisuke@gmail.com
facebook: @amakusa.izakaya.kura

モダンな入口。くぐり戸を抜けると別世界

各席に囲炉裏が置かれている
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下通繁栄会元会長
　　下通新天街元理事長　

木 下　康

現在の三葉商事さん　元気に頑張ってます！！震災直後の三葉商事さん（子飼商店街）

　昭和48年11月のこと、長崎屋地下食堂の支配人として地下事務所にいた私

に、昼過ぎ公楽苑の女性が“大洋が火事です！”と知らせに来た。私は即座に席

を立ち、地下事務所から走って一階に駆け上がり新天街オーニング街に出た。大

洋百貨店の方を見ると消防車が1台停まっているのが見え、オーニング天井で薄

い白煙が漂っているのが見えた。黒煙はなかったので消防車が到着しているなら

ばボヤで済むと判断した。しかし、もし延焼し大きくなれば周辺に影響が出ると

考えた。その当日はちょうど長崎屋の消防訓練の日でもあり、消防訓練・消火作

業は経験済みで火事が如何なるものかは十分承知していた。朝からの訓練が終

り、営業が始まって繁忙タイムの昼食時間で地下食堂街にはお客が詰めかけているところだった。繁忙の

最中で混乱を予想し、長崎屋の1階警備室に入り、非常用放送のマイクを握り、警報のスイッチを入れ、

“ただいま大洋で火災が発生しました。お客様は恐れ入りますが館外へ出ていただくようお願いします”

と放送した。地下食堂街へ降りてみると、大部分のお客は店内で食事中であり、放送が全く効き目がない

ことに気が付き、店内の従業員に作業を止めお客を外に出せと告げて廻った。そうしている間に、消火作

業の為、新天街一帯が停電となり、あたりは真っ暗で廊下の非常灯の灯りだけで、お客は暗闇で食事を続

けている状態となった。ローソクの必要を感じ地下事務所から手持ちのローソクを配布し、明かりを店内

に点けて廻る羽目となった。

　その頃は大洋百貨店の窓から煙や炎が噴き出していた。消防本部より、消防士のため炊き出しの要請が

あり、調理場にある御飯でにぎり飯にして届けた。調理場では昼間に仕込んだ材料があり、消火作業をし

た人々に役立った。新世界地下食堂街は営業を続けられる状況ではなくなり、夕方ともなると全館営業を

中止し、長崎屋も入口のシャッターを下ろし閉店した。

　消防本部では県下より応援が集り、多数の人でごった返していた。その後百貨店火災は収まる様子がな

く、全館に燃え広がり昼から始まった火災は夜9時頃になるまで窓から炎を吹き出して燃え上がってい

た。結局深夜中までかかり、昼夜2回に亘り全館の食堂で従業員総出で炊き出しをして下通帯屋の消防本

部へ届けた。テレビでは生中継があり、山口社長の長男の山口博文氏が報道陣の質問に答えていたのが映

されていた。はしご車が足りず県外からもはしご車が駆け付けたと報道され、屋上から下へ飛び降りたり

窓から飛び降りたりする人が映し出された。

　屋上へ逃げた大部分の人は、屋上まで出来ていた工事中の櫻井ビルへ作業中の工事関係者の人達の援助

で助け出された。そのような意味で、櫻井ビルが未完成ながらもコンクリートが屋上まで建ち上がってい

るのが犠牲者を少なくするのに役に立ったのではないかと思われた。社長の櫻井貴敏氏は長崎屋の屋上か

ら燃える大洋百貨店の建物を暗然として見守る姿であり、この時の櫻井社長の苦しみは如何ばかりであっ

たであろうか。今回のNSビル建設で、櫻井貴敏さんもさぞかし喜んでおられることと思う。

コ  ラ  ム　

商店人語 街なか 思い出街なか 思い出 　平成28年４月14日21時26分に発生した震度７の地震、一日おいて再び襲った4月16
日1時25分の震度７の地震。この連続して起こった地震により、子飼商店街に甚大な
影響が生じました。
　あの日より一年目を迎えようとしています。
　地震発生より１～２カ月は、無我夢中で組合員の皆さんの不安や将来展望などに
対し会報等を通して随時情報を提供してきました。熊本地震に対する政府の対応策も、早めに実行さ
れ、熊本県知事の言葉も新聞やニュース等を通して知るにつれ、明るい灯がともった感じがし、前を向
いて進もうという気持ちになったことを覚えております。
　子飼商店街も両組合力を合わせ、イベント等を開催しました。“やるバイ子飼！！”をキャッチフレ
ーズとして、子飼商店街の両入り口アーチに横断幕をつけ、商店街内及び3号線から見える提携駐車場
にも“やるバイ子飼！！”ののぼり旗を立て、自らを奮い立たせながら、組合員の皆さんが一体となっ
て、「子飼やるバイ市」「子飼満腹王国」「子飼100円笑店街」等をやってきました。
　それぞれのイベントも大盛況で、当日の賑わいに大きく寄与しました。特に「子飼100円笑店街」は
3カ月に一度の定期開催で、6月・9月・12月・3月の第一土曜日に開催してきました。熊本地震以降は
「復興子飼100円笑店街」としての位置づけで、核店舗のサンリブさんが休業中で人出に一抹の不安が
ありましたが、６月のみが少し雨の影響を受けましたが、9月・12月・3月は好天に恵まれ、特に12月
は地震以降の通常の７～８倍の人出がありました。
　現在平日の人出は厳しい状況が続いておりますが、「子飼100円笑店街」の日の来街者、即ちお買い
物されるお客様の客層を見れば、家族連れのファミリー層も多く、地震前と変わっておりません。「
子飼100円笑店街」当日に取り組む姿勢で毎日の商売を見直し、各個店が準備努力し帆を作れば、サン
リブ開店という追い風を受けることができると思います。子飼商店街も両組合一体となり、サンリブ
さんと共同でできることは一緒にやる。三者一体となり、販促事業を行い、子飼商店街にお客様を再
び呼び込む。そのための“魅力”を“よき評判”を各個店一店一店が再び作り出す。それができれば
潜在的子飼商店街ファンも来街されます。
　今、店舗等の施設や設備の復旧のスピードは各個店により様々です。そういう状況下で、商店街の
復興への努力の主体は各個店です。各個店が魅力を高め、よき評判が生まれるような努力を商店街は
後押しし、“子飼・下町・情の町”として庶民の応援を受ける商店街として、また庶民の応援団とし
ての子飼商店街の復興を目指します。

子飼繁栄会商店街（振）
理事長　下川　弘

連載③

子飼繁栄会商店街振興組合
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　天草市の銀天街アーケードに隣接する『夢咲通り』に平成16年開業しました。 
天草の魚介類と天草大王（天草の地鶏）をメイン料理にしています。
地元の方は元より市外・県外のお客様も多数お越しいただいています。

　くぐり戸を抜けるとタイムスリップした様な空
間がそこに有る。季節に合わせた新鮮な素材を囲
炉裏の炭火で焼きオリジナルの田楽味噌、そし
て、フランス・地中海・沖縄のこだわりの塩でお
召し上がりください。ワイン、焼酎などお飲み物
も厳選し、モダンジャズを聴きながらゆっくりと
したお時間と癒しの空間をお楽しみください。

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！

〒868-0003
人吉市紺屋町 63-3
℡0966-24-8780 
営業時間 : 18:00 ～ 22:00 
定休日 : 月曜日

次回は、八代通町商店街（振）和久田翼さんが紹介します。

次回は、本渡中央商店街（振）松岡聡さんが紹介します。

  
代表取締役　山田啓介
〒863-0023   熊本県天草市中央新町２－９
店休日 　不定休    TEL : 0969-22-1318
営業時間 17 時～ 24 時 ( ラストオーダー 23:30) 

人吉市東九日町商店街（振）
宮山時計店

宮 山   賢 氏

本渡中央商店街
居酒屋　蔵

山田　啓介氏

こらよかばい！

　４月の熊本地震発生以来、当商店街では、ライフラインの復旧や被災された
方々への炊き出しの補助や場所提供、相談コーナーの設置など、商店街はもとよ
り地域の復旧復興のお手伝いをさせていただきながら、早くも約11ヶ月が経ちま
した。
　約60ｍに渡って大きく損壊したアーケードも、長期間の復旧工事を経て、この
２月に元通りに完成し、私共もホッと胸をなでおろしております。この復旧には
商店街等施設等災害復旧補助金を使わせていただき、75％の補助をいただきまし
た。また、全国商店街振興組合連合会からの義援金の割り振りや商工会議所、全国の商店街関係者の
皆様からの温かい義援金をいただき大変感謝しております。今後、商店街組合共同ビルの建て直しな
ど、いくつかの復旧工事が残っておりますので、集まった義援金は大切に復旧復興のために使わせて
いただく予定です。
　現在では、殆どの店が営業を再開し、一部店舗改修等も徐々に進行し、グループ補助金などを活用
して復興に向けて一致団結して頑張っています。
　サンリブ健軍店も１月末より工事が始まり、９月の開店予定です。当商店街も少しずつ復興に向け
て努力してまいりますので宜しくお願いいたします

居酒屋  蔵

健軍商店街（振）
理事長　森田 憲一

その 13　
『炭やき 銀の蔵』

復興への取組み・復興への思い
健軍商店街振興組合

アーケード解体中
平成28年12月

アーケードリニューアル完成！！
平成29年2月

健軍商店街アーケード解体始まる
平成28年10月

再建中のサンリブ健軍店（今秋営業再開）。
工事用壁に、地元の東野中学校美術部の生徒
が、くまモンの絵などを描いて来街者に元気
を与えてくれた。

tel:0969-22-1318
mail: gazankeisuke@gmail.com
facebook: @amakusa.izakaya.kura

モダンな入口。くぐり戸を抜けると別世界

各席に囲炉裏が置かれている
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【第九回城下町くまもと肥後のひ
な祭り】
　3月1日～5日まで下通アーケ
ード一帯で開催されました。七段
飾りや御殿雛飾り、子どもたちが
折紙で作った雛人形などの展示
がありました。アーティスト
RAGAのお雛様壁面ライブも素
敵でした。
　十二単体験試着会では、親子
での参加もありました。

【ひとよし球磨はひなまつり】
　今年で20周年を迎え、2/11に20周年の記念講

演会では、瀬下先生を迎え開催しました。

　今年も空き店舗対策としておひな庵を開設。

3/3にはぜんざいのふるまいを行い、

3/5には着物ぶらり歩き等

のイベントをして人吉市九

日町通りが賑わいました。

下通商店街

人吉九日町商店街

八代商店街

本町1丁目・千代紙人形と雛飾りでおもてなし

本町3丁目・心が和む雛山と手作り小物焼き物など展示 一年がかりで作りあげた下げもん。ずらりと飾られ見事で華やか！

本町2丁目・製作者のお雛人への愛情を感じる手作り作品の展示

平成29年2月
健軍商店街アーケードリニューアル！
平成29年2月
健軍商店街アーケードリニューアル！

復興への取組み（健軍商店街・子飼商店街）
県振連青年部研修会・交流会　　
下通四番街青年部会長に村山氏就任
第4回全国まちゼミサミットin岡崎

「商店街フォーラムin熊本」が開催
商店人語　大洋百貨店の火災　　
いってみなっせ！　こらよかばい！
商店街のひなまつり

特集特集


