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就任のごあいさつ

県振連新副会長に松永氏就任
この度 副会長を拝命いたしました下通二番街の松永和典です。
震災復興もまだまだですが、まだ避難されている方々に少しでも元気が届けばという思いで
中心商店街では色々なイベントをやってきました。この効果が県内の商店街の皆様にも届くよう
に釼羽会長の下、お役に立てればと思いますので、色々と御指導よろしくお願いいたします。
熊本地震から一年が過ぎ、近隣の大型店舗の復興が増える中、
４月２７日に下通ダイエー跡地
に複合商業施設「ＣＯＣＯＳＡ」がオープンしました。テープカットには私も参加させていただき、
期待のたくさん詰まった施設に感動を頂きました。
また、今年度の事業に関しましては、今までの事業の他に県の委託事業として商店主活動支
援事業を予定されていらっしゃいます。各地域の商店主が商店街の活性化に向けた取り組みに
参画する場を設定し、専門家の意見等をもとに、商店街の課題解決・活性化に向けたプランを作
成するものです。是非活用してほしいものです。

熊本県商店街振興組合連合会 副会長

松永 和典

県振連の委員会では、まちづくり委員会と女性部会の担当役員として皆様の意見を受け入
れ、商店街の連携を図っていきたいと存じます。微力ではありますが宜しくお願いいたします。

下通繁栄会新会長に櫻井氏就任
この度名誉ある下通繁栄会会長を拝命いたしました、株式会社櫻井總本店櫻井貴浩でございます。

就任のごあいさつ

松永前会長には6年間担っていただき深く感謝いたしますとともに、重責に身が引き締まる思いです。
弊社は1894年靴メーカーとして創業し、本年123年目を迎えます。加えて、たくさんの皆様のおか
げで、7年越しの目標でした下通NSビル及びCOCOSAを開業すること、そして2店舗を出店出来まし
たことに、感謝申し上げます。
私が生まれ育ったこの下通は、熊本の中心商店街のまさに真ん中に位置した商店街ですし、老舗の
専門店も数多く頑張って経営されてますので、
「おしゃれ」をキーワードに各組合店が情報収集されな
がら、新商品と深い知識やおもてなし力を駆使して、顧客を増やしていく常に魅力に溢れた下通繁栄会
を、一緒に目指して活動していきたいと思っております。
震災で、アーケードの改修等被害もあり、各組合店も新たに設備投資が必要なところも少なくありま
せん。決して負担が軽いものではありませんが、復興を街のリニューアルとしてみると、いくつも変化が
持続的にあり新たな魅力が続いていくことにも期待が持てます。今後大きな2大再開発に備えて、中心
商店街が連携して顧客づくり等魅力増進に全力投球することは必須であります。
若輩者ですが、繁栄会理事の皆様の協力を頂きながら、震災前よりももっと魅力ある下通繁栄会を
目指して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

NEW FACE!
新会員紹介

下通繁栄会 会長

櫻井 貴浩

下通二番街商店街振興組合理事長に野口氏就任
下通2番街は、新天街から見て、紅蘭亭さんと帯屋さんのラインから、銀座通角の田尻さんま
での全長153メートル、組合員数41店舗で構成された振興組合です。熊本地震の影響で、現在
でも6ケ所で店舗やビルの工事が進んでおります。ざっくりした業種分けをしますと、物販18店
舗、飲食5店舗、サービス・エンターテイメント18店舗となっております。
2番街では、毎年11月に全組合員の従業員さん、経営者さんが一同に会すNYPと称す130
名規模の大パーティーを開催しております。新規オープンしたお店の方々、江戸時代からの伝統
を引き継ぐお店の方々。様々な世代、考え方が入り混じり、そこには商店街のダイバーシティを感
じます。商売においても、これまでの常識では考えられなかった事が、短期間に次々と起こってい
ます。柔軟で創造性のある２番街であり続ける為には、多様化された考え方を柔軟に受け止め、
お互いの違いを尊重し、その個性や能力が最大限に発揮される組織づくりが急務と考えており
ます。微力ではございますが、二年間どうぞ宜しくお願い致します。

下通二番街商店街振興組合 理事長

野口 伸三
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NEW FACE!
新会員紹介

下通三番街商店街振興組合理事長に今村氏就任
このたび池田弘安理事長の後任として、下通三番街商店街振興組合の理事長に就任いたし
ました今村愼吾です。熊本の未来に向けて、震災からの復興が始まったばかりのこの時期に大役
を仰せつかり、身の引き締まる思いです。
大地震直後の閑散とした見た事の無い中心商店街を目の当りにした時、果たして元の活気あ
る商店街に戻る事が出来るのだろうかという不安を覚えました。
行政をはじめ、多くの方々の助けと努力のお陰で賑わいを取り戻し、外国人観光客も増え下通
アーケード内通行量は震災前より増加しております。
４月の下通ＮＳビル｢COCOSA｣のオープン
に始まり、今後は桜町花畑地区大型集客施設｢MICE施設｣の建設までの間、県内での世界規模
のスポーツ大会も控え益々の集客が期待されるところであります。下通三番街は｢MICE施設｣か
ら下通アーケード商店街への入口と成り得る場所であり大変期待出来るエリアだと思います。こ
の利点を生かし、三番街組合員の皆様が喜んでもらえる組合運営を心掛け、下通商店街全体の

下通三番街商店街振興組合

今村 愼吾

理事長

繁栄、ひいては多くの県民の皆様へ元気を与えられる商店街作りを目指して頑張りたいと思い
ます。皆様のお力添えよろしくお願い致します。

通町商店街振興組合理事長に森山氏就任
この度、通町商店街振興組合の理事長に仰せつかりました森山正規です。昨年の熊本地震で

NEW FACE!

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。私ども商店街においても被害は少なかったとは

新会員紹介

いえども復興・復旧に全員で力を合わせております。
さて、私ども商店街を取り巻く環境は年々厳しさを増してきている様に感じます。その中で如
何にかしてお客様を増やし個々の店舗の売上増につなげるかまた通町商店街振興組合に加入し
て良かったと思える事業を構築する事が急務と考えます。通町商店街振興組合の活動は4つの
柱があり、
①町並みの統一感事業（花いっぱい運動）
②おひな祭り事業
③イルミネーション事業
④通町とれたて軽トラ市事業
があり、更にブラッシュアップを図っていきたいと思う。更に前年度より発足した青年部を中心と
した活動も積極的に展開していきたいと考えています。

NEW FACE!
新会員紹介

通町商店街振興組合 理事長

森山 正規

本渡中央商店街振興組合理事長に板垣氏就任
商店街それはお店どうしが切磋琢磨し、お客様に支援されるお店の集合体が理想であると考えて
います。今商店街の活動は、停滞気味と言わざるを得ません。
しかし、私たちが考える未来の姿は人と人との会話にあふれ、一店一店が努力している。他にな
い専門性を持った元気なお店の集まりです。優しさ謙虚さ、人として特性を生かしながら励んでいく
姿がそこにあればまだまだ私たちの役目は終わっていないと考えています。
これから大切にしてゆかなければならない 不易なもの がとても大切だと考えています。それを
私達は持っていると確信しています。そのために、私たちの目指す商店街の共通目標を作り上げる
こと。それを目に見えるものにしてゆくこと。そして私達が社会に貢献するということ。そんな特性を
生かしてゆくことが私たちの発展につながってゆくものだと考えています。
まず足元を見つめ直し私達のやるべきことをしっかりやりぬくこと。そのことが私たちの頑張りに繋がっ
てゆく、そう考えています。まず地域社会近隣の人々の協賛を得る事。行政ともビジョンを共有すること
で私たちの公共性も非常に高まると考えています。そしてなにより私たち一人一人が希望を持って目標
に向かって努力するのであればおのずとその協力者も大勢現れ真の絆も生まれると確信しています。

本渡中央商店街振興組合 理事長

板垣 利英

やるべき使命があることは仕合せなことです。これからの人達に たすき を渡すまで先輩たち
が築いてきたものに感謝しながら一所懸命頑張っていきます。宜しくお願い致します。ありがとう
ございます。
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新監事挨拶

県振連監事

宮﨑 保行

下通三番街理事の宮﨑と申します。この度、繁栄会の経理部長となりましたので、監査役をお引き受け致
しました。
青年部時代は、安田・釼羽両青年部長の下で会計として務めさせていただきました。当時は、全国の青年
部の方々との交流が盛んで、熊本にも視察に来ていただき、親睦会の席で楽しく盛り上がったことを思い出
します。私達も視察研修として各地へ行かせていただき、全国に仲間ができ、昨年の震災の折は励ましの連
絡をいただきました。青年部の皆様も視察研修を通してたくさんの商店街仲間を作ってください。
本業は靴店を営んでおります。昨今の物販業が厳しい中で、靴を快適に履いていただけるようにする為のア
フターサービスに重点を置き、お客様にお気軽に相談に来ていただけるように努めております。
プライベートでは、ふわっとして、頭がキーンとならないかき氷にハマっています。熊本にも何軒か出来て来ました。街中の変化やおいしい
情報には常にアンテナを張っておりますので、何かありましたらお尋ねください。
宜しくお願いいたします。

就任のごあいさつ

下通繁栄会青年部第24代青年部長に小田氏就任
去る平成29年6月26日に行われました下通繁栄会青年部総会におきまして第24代青年部長に
就任しました小田

健正と申します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。下通青年部に入って今年で

丁度10年目という節目の年に歴史ある青年部長の大役を担うことになり背筋の伸びる思いでいっ
ぱいでございますが、
しっかり務めて参りたいと思います。
熊本地震から早１年が経過しました。下通商店街ではビルの立て直しや修繕など、まだなお復興
への道のりの険しさを感じずにはいられません。
しかしＣＯＣＯＳＡの開業や新しい店舗の出店などを
起因とする通行量の増加など最近は賑やかで明るい兆しも見受けられます。今期より下通四番街青
年部も正式に青年部の一員として活動に参画していただくことになりました。昨年より一緒に活動
をしていますが、非常に頼もしく青年部の盛り上げに貢献していただいております。
私たち青年部に出来ることは限られておりますがメンバーと知恵を出し合い力を合わせながら、
復興に向けた商店街の活性化と更なる賑わい創出のために出来ることをしっかりと実行していく所
存でございます。
まだまだ未熟な部分も多いかとは思います。皆様のご指導とご鞭撻を賜ります様宜しくお願い申
下通繁栄会 青年部長

小田 健正

し上げます。

の日フェスタ2017 in 上通
上通商栄会事業委員長

冨永裕二

上通商栄会は毎年、熊本県竹産業振興会と七夕の日に併せて、古くから日
本人に親しまれてきた竹の良さについて県民の皆様に広く知ってもらうため
に、、上通アーケードで竹のPRイベントを開催しています。
今年は「竹の日フェスタ2017 in上通」として７月1日（土）
・2日（日）の10
時〜17時に行いました。
短冊に願い事を書いて大きな笹竹に飾り付けるコーナーや、笹竹の無料配布（両日とも13時頃から
先着100名様分を配布、無くなり次第終了）、竹製品の展示・販売、竹を使ったものづくりコーナー
（「ランプシェード」
「健康踏み竹」
「竹箸」）など、子どもから大人まで楽しめるイベントです。昨年に続
き震災復興への想いを短冊に綴るコーナーも設置して、両日とも多くの来場者で大盛況でした。
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⋈ਫ਼ୈভ৫ಈقૹඌگङणभك
௧ੇभुधૹؚඌभୖੰৠ؞ણਙ৲पऐञॉੌाউছথ॑ਛ؛
௧ੇभुधૹؚඌभୖੰৠ؞ણਙ৲पऐञॉੌाউছথ॑ਛ؛
௧ੇभुधૹؚඌभୖੰৠ؞ણਙ৲पऐञॉੌाউছথ॑ਛ؛
كگقউছথਛૹگقඌ়ك
كگقউছথਛૹگقඌ়ك
كگقউছথਛૹگقඌ়ك
ਏपૢगथ௧ੇभ॔ॻংॖ५॑ਭऐؚॉੌाউছথभ॑घॊ؛
ਏपૢगथ௧ੇभ॔ॻংॖ५॑ਭऐؚॉੌाউছথभ॑घॊ؛
ਏपૢगथ௧ੇभ॔ॻংॖ५॑ਭऐؚॉੌाউছথभ॑घॊ؛
كڰقৰᄷણقૹඌदৰᄷك
كڰقৰᄷણقૹඌदৰᄷك
كڰقৰᄷણقૹඌदৰᄷك
௧ੇभਔৄ॑ुधपؚউছথ॑ৰᄷ؛
௧ੇभਔৄ॑ुधपؚউছথ॑ৰᄷ؛
௧ੇभਔৄ॑ुधपؚউছথ॑ৰᄷ؛
كڱقৰᄷقஷ৴ེৣੌ়॑ৌधघॊك
كڱقৰᄷقஷ৴ེৣੌ়॑ৌधघॊك
كڱقৰᄷقஷ৴ེৣੌ়॑ৌधघॊك
ৰᄷણ॑౷ऽइؚউছথभইॕॻشংॵॡ॑घॊ؛
ৰᄷણ॑౷ऽइؚউছথभইॕॻشংॵॡ॑घॊ؛
ৰᄷણ॑౷ऽइؚউছথभইॕॻشংॵॡ॑घॊ؛
ॳشभৰᄷણ॑घॊ
⋇ ॳشभৰᄷણ॑घॊ
⋇⋇ॳشभৰᄷણ॑घॊ
ਚരघॊૹඌषইॕॻشংॵॡघॊ
⋈ ਚരघॊૹඌषইॕॻشংॵॡघॊ
⋈⋈ਚരघॊૹඌषইॕॻشংॵॡघॊ
হभੑऊैৰষऽद॑৽ୡघॊऒधपेॉಌऩॊઃभன৫षᇽऑॊ
⋉ হभੑऊैৰষऽद॑৽ୡघॊऒधपेॉಌऩॊઃभன৫षᇽऑॊ
⋉⋉হभੑऊैৰষऽद॑৽ୡघॊऒधपेॉಌऩॊઃभன৫षᇽऑॊ
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おめでとうございます
平成29年度全国商店街振興組合連合会 理事長賞 商店街功労者

人吉東九日町商店街振興組合 副理事長

子飼繁栄会商店街振興組合 副理事長

健軍商店街振興組合 副理事長

木本 雅己

下村 安行

有働 栄一

私の所属する人吉東九日町商店

この度、全振連理事長表彰をいた

街は、1594年に整備された古い歴

だき、心より感謝申し上げます。

史のある商人町です。時代の波に翻

熊本地震より一年、これからは復旧

これまでを振り返ると、商店街の
仕事は、協力していただける方々と
の連携プレーがほとんどでした。

弄されりことも数多くありましたが、

復興に加え商店街活性化のための後

この度の受賞に当たっては、改め

町を愛する人々とともに、これからも

継者育成など、積極的に取り組んで

て当商店街の先輩、後輩の皆様方に

楽しい場を低調していきたいと思っ

参りたいと思います。今後も子飼商店

感謝いたしたいと思います。

ています。

街一丸となり頑張りますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

中央会表彰

本町二丁目商店街振興組合 理事長

〆 一仁

健軍商店街振興組合
副理事長兼青年部長

井川 正宏

この度栄誉ある賞を頂き身の引き締まる思いでございます。

この度中央会優良役員表彰を永年理事ということで頂きまし

本町二丁目商店街振興組合代表理事を拝命いただき早12

た。
これも皆様の支えや支援があっての表彰だと感じております。

年、一つの街の変貌を見てきたように感じます。代表理事に就

青年部長であり県連の理事でもある事で色々な活動に直接

任してから中心地市街地活性化基本計画が始まり5年、そして

参加させて頂き、自分自身の向上につながり感謝しております。

街の再開発が始まりました。計画の最終段階に来たところで熊

熊本地震という大きな災害に見舞われた熊本県ですが、今

本地震、それにより大型店の撤退、そして復興再開発と目まぐ

後の復旧復興に、理事としても青年部長としても積極的に参加

るしい時期であったと痛感しております。

をし、後継者育成や中央との繋がりに手助けができるように頑

何もできてない私ですが理事・組合員の方々の協力・理解の
おかげと思います。心より感謝いたします。

張りたいと思います。今後ともご指導のほど宜しくお願い致し
ます。
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熊本地震 復興１周年イベント

城下町くまもと

「きてくだ祭」
〜あれから１年、
ここまで元気になりました〜

を実施して

熊本市中心商店街等連合協議会 前会長

松永 和典
4月の15日、16日の2日間、熊本地震復興１周年イベント「きてくだ祭」を
中心商店街のエリアで熊本市中心商店街等連合協議会（以下中商協）と熊
本商工会議所との共催、熊本市・テレビ熊本・熊本リビング新聞社から後援を
得て、実施いたしました。震災後1年復興も半ばで未だに4万人以上の方々
が仮設住宅等で生活されている中、その方々に少しでも元気を発信できれ
ばという思いを込めさせていただきました。
キリンビールさんから熊本市への復興支援金の一部をいただくとともに多
くの協賛企業の協力のもとに実施することができました。また、オープニング
ではテレビ熊本を主媒体として水前寺清子さんをお招きしての「かたらん

ね」特別版の放送で華々しく元気を発信することができました。
上通では縁日、下通ではステージイベント・ふれあい動物園・段ボール迷路、
新市街では物産展、また花畑広場での「ふりかけグランプリ」とも重なり、2日間
で16万人以上の来街者があり、中心部のにぎわいを創出することができまし
た。特にオープニング直後に新市街にて中商協の8人の会長と執行部に加え、
大西熊本市長にも参加していただいた「あの日を忘れない」企画大津の今村さ
んちのからいも詰め放題は500kgのからいもが20分でなくなり、皆さんに大変
喜んでいただきました。
中心商店街に大勢の人が家族連れで来ていただき、縁日やカラオケ大会・狂言・ダンスパフォーマンス・段ボール迷路など楽しん
でもらい、動物とも触れ合ってもらって皆さまに元気を発信することができたのではないかと思います。
最後にこの企画を当初から企画・立案してくださったネットワークの後藤社長やTKU・リビング新聞社の営業スタッフの方々の感
謝申し上げますとともに未だに避難されている方々が1日も早く普通の生活に戻られることをお祈りしながらまたこのようなイベント
を開催していきたいと思います。
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ナンワエナジーとの業務提携
熊本県商店街振興組合連合会 会長

釼羽 逸朗

大暑の候、組合員の皆様方におかれましては、益々御繁栄の事お慶び申し上げます。
平素は、当県振興の事業活動に御理解・御支援を賜り厚くお礼を申し上げます。
さて、
ご承知の通り昨年4月より電力小売の全面自由化がスタートしました。最初の
小売自由化は、2000年3月に始まり、
「 特別高圧」区分の大規模工場やデパート、
オフィスビルが電力会社を自由に選ぶことができるようになり、新規参入した
「新電力会社」
からも電気を
購入することが可能になりました。
その後、2004年4月・2005年4月には、小売自由化の対象が
「高圧」
区分の中小規模工場や中小ビルへと徐々に拡大して行き、2016年4月から
「低圧」区分の家庭や商
店などにおいても電力小売会社を自由に選べ、電力削減や様々なサービスを受けられるようになりました。
この様な中、昨年6月全国商店街振興組合連合会の研修会において、経済産業省「電力・ガス取
引監視等委員会」
の石川さんによる
「電力小売り自由化」
について研修会が開催されました。
この研修
会を受け、当県振連の
「商店街振興」及び「組合員」
の皆様方の役立てる事が出来るのではないかと
考え、理事会に諮り、11月7日の県振連理事会において石川様に
「電力小売り自由化」
についてのご
説明を頂き、出席者全員の承認を得、
「新電力事業」
を推進して行く事となりました。
以後、
「(株)ナンワエナジー」
を含む民間会社三社及び九州電力との話し合いを行った結果、当県振
連にとって最良の条件を提示して頂いた
「（株）
ナンワエナジー」
と5回に渉協議を行い本年5月1日付に
て業務提携契約を交わす事が出来ました。
これにより、多くの店舗(自宅含む)・ビルの電気料金削減に
繋がると確信しております。
更に、当県振連の方にも若干の手数料が入り、必要経費を除いた金額を各商店街に配分する事に
よって、各商店街のお役に立つことが出来るのではないかと考えております。
又、
「
（株）
ナンワエナジー」
より7月中には熊本版ICT情報基盤も無償で提供して頂ける事になっており、情
報基盤のバージョンアップが出来次第、総務委員会・広報委員会との合同委員会を開催し、組合員様の
店舗情報の配信サービスを行う予定で進めさせて戴いてる所です。是非とも、
この
「新電力事業」
にご理解
頂き、
この機会に高圧電力・低圧電気の試算を行い、少しでも下がるの有れば、県振連事務所にご連絡い
ただき
「
（株）
ナンワエナジー」
へ
「電力会社」
の切り替えを頂きますようお願い申し上げます。
今後も、商店街及び組合員の皆様方のお役に立てる県振連を目指し、役員一同取り組んで行く所
存ですので、更なる御支援・御協力を重て宜しくお願い申し上げます。
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語
人
店
商

新

上通未来会議

上通商栄会 会長

河島 一夫

上通の未来を考えようという会議を始めた。未来を予測して少しでも良い方向に向かうようにとの思いで無理やり
に始めた。まだ始めたばかりで覚束ないので私が座長らしきものを務めている。上通の未来を予測するには、今まで
の歩んできた過去を知る必要があるので、如何に歩んで来たかを最初に話した。まず、そのことから此処でも始めて
いきたい。
ご存知の通り上通は、西南戦争が終わった140年前から商店が並び始めた。これは、広町・坪井米屋町(現在の上通
一番街商店街)が江戸時代、商家が並ぶ町だったことから、それに並ぶように、武家屋敷だった上通が焼け野が原にな
り、商家が並ぶようになった。これが上通商店街の始まりである。そして、幸いに同時に上通の西側には師範学校が、そ
の隣には熊本中学校ができ、中学校が移転すると済済黌がそこに移転してきた。学校が出来たからであろうか、14年に
は現在地に大谷楽器店が開業している。明治20年になると、東側に県庁が二本木から移転してきた。今の白川公園の
所である。10年の戦争で、まだ上通は空地が多かったとみえて、これから上通だと予測した新町の長崎書店が現在地
に22年に支店を出している。それからは、西に学校、東には県庁と町の発展の両翼が備わり、文具店や紳士服店や時
計店等の県庁や学校に出入りする人達が利用する店が出店し、30年頃は商店街が出来上がったものと想像できる。周
りには幾つもの旅館も出来た。
しかし、明治期は商業の中心地は唐人町にあったことは知っておかなければならない。その後、上熊本から菊池電車
が広町を通って菊池に開通し、その後、市電に替わるのだが、この交通網の発達が一段と上通の発展に影響したことも
忘れてはならない。その両翼の片方の県庁が昭和25年に花畑に移転し、もう片翼の第一高校も城東小学校も32年に
移転したのだった。私は、この時ほど、上通の人達はお店の存続に危機感を持ったと思う。上通の人達で、学校があった
場所を出資し買ったのである。相当の危機感からの行動と考える。その結果、現在の上通の西側を形成するのだが、そ
の時の意気込みというか団結力を、私達は忘れてはならない。上通は戦災に会わずに戦後は景気が良かったと思うが、
戦災で焼け野が原になった南側には鶴屋や大洋のデパートが建ち、下通は新しい店が立ち並んで、消費者も上通から
離れ始めた。そのことにも危機感を抱いた当時の人達は、アーケードを県では初めて5丁目に造った。翌年には3・4丁目
にも出来た。平成になってからであるが北側には並木坂が出来た。
町は周りの環境に大きく左右されることを知っておかなければならない。今また、大きく町の環境が変わり始めてい
る。皆で話し合い各店の繁栄を維持しなければ、町は無くなるのだ。
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紹介 Sweets Cafe biang lalah
ビアン ララァ
店舗
場

所：八代市本町１丁目1-21ハシウメガーデンⅡ2F

電話番号：080-4281-0480
営業時間：20:00〜last（不定休）

通町商店街
プラスワン美容室

和久田 翼

飲み会後、何か甘いモノ食べたくなり
ませんか？そんな時に行きたいお店が、
スイーツカフェbiang

カウンターの他に
ゆっくりと座れるソファ席もあります。

lalah(ビアンラ

ラァ)です。
気さくなマスターアッキー
がすべて手作りでつくって
いるスイーツの数々、飲み
物もカクテルなどのお酒の
他に豆から挽いて淹れてく
れるコーヒーや紅茶なども
あるので、お酒の飲めない
方でも大丈夫。一人でゆっく

男子でも頼める
女子会セットもあります

りとしたい時、みんなでワイ
ワイしたい時どんな時でも

い
っ
て
み
な
っ
せ

！

★次回は上通青年会 武本 英博さんが紹介します。

オススメです。

これよかばい！

今回のお店
本渡中央商店街

「お肌の専門店 マツオカ」
松岡

聡

天草唯一のコスメデコルテ・アルビオンなど取り扱う
化粧品専門店です。メイクのお悩みはもちろん、シミや
ソバカス、日焼けなど、お客様のお肌の悩みやトラブル
までアドバイスさせて頂いてます。ミスト美容やエステ
などもやってます。

『お肌の専門店 マツオカ』
〒863ｰ0023 天草市中央新町６ｰ１１
◆電

話／０９６９ｰ２２ｰ３９０９

◆定 休 日／年末年始

◆営業時間／１０
：
００〜１９
：
００

★次回は上通商栄会 大橋 瑠里さんが紹介します。
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第14回 県振連女性部総会

熊本県商店街
振興組合連合会

第48回

第48回 県振連通常総会

通常総会
懇親会

第32回 県振連青年部総会

平成

懇親会にて会長挨拶

年6月

29

大谷均

（１列目）
谷口正氣

櫻井貴浩

河島一夫

桑本知明

森田憲一

安田二郎

田原誠也

山中禅

松永和典

〆一仁

木下修

渡辺正宏

有働栄一

岡本光雄

板垣利英

瀬戸川祐二

釼羽逸朗

大森健弘

城後文代

井川正宏
猪毛尾彰宏

松原隆憲

山田由美子

30

分〜

（2列目）
野口伸三

今村愼吾

日︻火︼午後4時

田尻恭久

ホテル日航熊本にて開催

県振連新旧役員
（3列目）
橋本幸二

20

三島朋子
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