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平成29年度 商店街活性化推進事業交流会
上通商栄会では2014年より「上通で働く人の学びと交流のキャンパス」をコンセプト

に、「上通スタンダード大学」と称した商店街大学をスタートさせました。その柱の一つと

して、『高齢者や障がい者に対する適切な配慮やサポート方法＝ユニバーサルマナー』を

学ぶ講座や、検定試験に継続的に取り組んでいます。

現在、日本において日常生活上何らかのサポートを必要としている方（高齢者・障がい

者など）は全人口の約3割にのぼっており、今後高齢化が進むにつれ、その割合はますま

す高まっていくものと予想されています。また、2016年4月には「障害者差別解消法」が施行され、障害者を受

け入れる態勢を整えることが義務となり、差別的扱いや合理的配慮の不提供が禁止されました。2019年にはラ

グビーワールドカップやハンドボール世界大会の開催が決まっており、開催地である熊本には国内外から多数の

観戦・観光客がいらっしゃいます。2020年の東京オリンピックも大きな盛り上がりが期待されます。そういった変

化とニーズにいち早く対応し、高齢者や障がい者、外国人から選ばれる商店街・店舗を目指すことは、社会性・経

済性の両面から大きな意義があると同時に、ビジネス上のチャンスでもあると考えられます。

そのような考えから、本年8月17日に、上通商

店街とお店のバリアフリー情報を収集・発信する

「ブレーメンの調査隊」を実施しました。これは無

料アプリ「Bmaps（ビーマップ）」を活用して、手

軽にバリアフリー情報を入力・投稿するものです。

実際には参加者を2つのグループに分け、車椅子

に乗る人、車椅子を押す人、視覚障害の体験をす

る人、その人を誘導する人、アプリを入力する人など役割を決め、店舗を一軒ずつ回りました。チェックする項目

は、店舗へ上がる入口の階段数、店舗の明るさ、広さ、静かさといった店舗の特徴、エレベーター、オストメイトト

イレ、カード・電子マネー機の設置有無など。ユニバーサルデザインの観点から使用者全員にとって使用しやすい

店舗かどうかを確認しました。

車椅子で商店街を進むとすぐに、店舗入口の普

段意識しなかったようなわずか数センチの段差が

目に留まりました。むき出しの段差もあれば、段差

の上からカーペットをかけている店舗もあり、そう

いった状況を丁寧に「Bmaps」に入力していきま

した。（所要時間は1店舗あたり2分程度と手軽に

できます）戻ってから、各グループごとに、ブレーメ

ンの調査隊を通して気付いたこと、改善すべき点など、それぞれ感じたことを発表しました。1時間半の調査で

は、上通商店街の全ての店舗は回れませんでしたので、また個人的に訪れた店舗は「Bmaps」に入力していき

たいと思います。

今回収集したようなバリアフリー情報は多ければ多いほど、情報を必要とされているユーザーの方々には価

値ある情報ソースとなります。タミアスをご覧の皆様も、ぜひ無料アプリ「Bmaps」をお使いのスマートホンやタ

ブレットにダウンロードの上、自店や近所のお店の情報の収集・投稿を試されてはいかがでしょうか。

今年度は、青年部と女性部合同で宮城県女川町へ視察研修に伺いました。まず最初に、観
光協会の方に、震災当時のお話しや現在に至るまでの復旧復興の状況などを、被災エリアを
視察しながら説明していただきました。居住地は安全な高台に整備し津波から逃げることを前
提としたまちづくり、公共施設を中心部に集約したコンパクトなまちづくりを進めていらっしゃ
いました。
その後、商工会や青年部の方々との意見交換会では、青年部・女性部の活動報告をしました。また今年の２月に商工
会青年部の方が、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。その交流事業の第一弾とし
て、熊本で１０月に開催されます「銀杏祭」で何を販売できるのか、色々と意見が出た中から女川汁を販売することに決
まりました。
次の日は、女川湾内クルージングで船内より東北電力（女川原子力発電所）を見学しました。その後は、女川汁の実
演をしていただき、充実した２日間の視察研修会でした。
今後は、震災で繋がったご縁を大切にし、連携を取りながら少しずつでも女川町と熊本県振連との相互交流を続けて

いければと思います。

【Bmapsについて、詳しくはこちらをご覧ください】 ➡ www.bmaps.world/

アイマスクと白杖使っての視覚障害者の
疑似体験。サポート方法も同時に学ぶ。

講師によるユニバーサルマナー
実践講座

いらっしゃいませ!

観光協会からの説明を受ける 熊本からの参加者集合写真 港付近のかさ上げ工事 山を切り崩した土で
低地のかさ上げをする

高台に整備された居住地

女川駅から見た駅前テナント型
商店街シーパルピア女川

女川汁の実演女川湾内クルージング
海から見た女川町

船に乗り説明を聞く女川町の方との懇親会

震災から復興までの写真展示 東北の銘酒6種類 好評だった女川汁 のぼり旗を作成

車イスで上通商店街の店舗に
入店しての買い物体験。

視覚障害者に対し、言葉だけで
的確な情報を提供するワーク風景

日時 平成29年9月6日（水）～7日（木） 場所 場所：宮城県女川町

熊本城復興応援事業・城下町くまもと銀杏祭

県振連では、東北応援プロジェクトとして宮城県女川町の郷土料理「女川汁」（秋刀魚のすり身汁）と宮城県の地酒
の販売をしました。また同じブースで、東日本大震災で被害を受けた当時の被災状況と現在の復旧復興の様子を写真
で展示し多くの方々に関心を示していただきました。
販売した女川汁は、秋刀魚のすり身のだしが良く効いて美味しいとお客様に大好評で、地酒も色々な銘酒を揃えて
最後の一滴まで売れて完売でした。ご協力いただいた皆様お疲れ様でした。
また媒体各社からも取材を受けて取り上げていただき、女川町のＰＲができたと思います。来年の銀杏祭にも継続し
て出店できたらいいですね。
次は、女川町に向けて熊本の魅力を発信する番です。

日時 平成29年10月7日（土） 場所 場所：熊本市銀座通り

（株）長崎書店 代表取締役

長﨑 健一

県振連女性部長

城後 文代
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早いもので、今年で13回目を迎えた「城下町くまもと　ゆかた祭り」。メインのイ
ベントとしては、びぷれす広場で開催される「浴衣ステージ」や三年坂での「そうめ
ん流し」、新市街会場では「肥後華灯籠」のワークショップと展示です。この3つの催
事は、中商協の各商店店街メンバーが主となり3部会に分かれて意見を出し合い、
当日の運営まで実施しています。
その他の催事として（独自イベント）上通は縁日です。ヨーヨー釣りや輪投げ等5種程度のお遊びコーナー

を用意し小さいお子様から小学生まで楽しんでいただけました。下通では親子でつくる手作りうちわワーク
ショップを開催しました。参加者は好きな絵を書いて竹製のうちわ型に張り付けます。参加型イベントで多く
の方に参加してもらいました。サンロード新市街では恒例のプロレスと子どもステージを実施しました。プロレ
スのリングステージでは、キッズの空手披露やヒップホップダンスをはじめメインのKWFプロレスで大人から
子供まで大いに盛り上がりを見せました。
ゆかた祭りでのメインイベントから独自イベントまで、各商店街メンバーの知恵と実行力の賜物と感じてい

ます。メインイベントでは各部会週1回から2回、約3か月の会議。その期間部会長会議数回、実行委員会数
回。更に独自イベントでも同じような会議が開催され実施となりました。毎年このような日程を重ね少しずつ
進化しています。今年のテーマは「熊本の笑顔のために」を掲げ、来街者に喜んでいただける内容としまし
た。今年も多くの笑顔が見られてよかったなと実感しています。感謝。

健軍夏ものがたり祭健軍夏ものがたり祭
～新たな一歩～～新たな一歩～8月5日【土】

開催
井川 正宏健軍商店街振興組合副理事長・青年部部長冨永裕二熊本市中心商店街等連合協議会

事業部長

健軍商店街振興組合は「健軍夏ものがたり祭～新たな一歩～」と題して毎年行なっています夏祭り

を行いました。今回はサンリブ健軍店が震災後リニューアルしてマルショク健軍店としてオープンする

事になり、商店街としても盛り上げる意味もありさらに新たな一歩として開催しました。台風接近によ

りあいにくの天気にはなりましたが、マルショク健軍店のオープニングとあって沢山の方々に来街して

頂きました。

イベントとしては、青年部が中心となり健軍まちづくり協議会とも連携をして、ステージイベント、食バ

ザー・熊本ヴォルターズとの交流イベントを開催。ステージイベントでは、商店街のよって館ねで復興ア

コースティックライブを定期的に開催されているニュー・アコースティック・クラブの方々によるライブ、フ

ラロケラ二によるフラダンスなどが披露され沢山の方々にゆっくりとした時間を過ごして頂きました。

食バザーでは、青年部が中心となり、名物健軍焼きそば、かき氷、生ビール、クレープなどが並び小さ

いながらもお祭り気分を満喫して頂き、熊本ヴォルターズの皆様にはヘッドコーチ並びに選手の方々に

も参加して頂きチャリティオークションに協力してもらい売上金を全て熊本ヴォルターズへお渡しいたし

ました。他にもヴォルターズブースターの皆様との交流を図って頂きサイン会や握手会も行いました。

健軍商店街は熊本地震により商店街アーケード、事務所ビル、サンリブ健軍店などが多大な被災にあ

いやっと再建に漕ぎ着けました。壊れたままの商店街をいち早くお客様が安心してお買い物のできる商

店街、今までと変わりない商店街へと戻すべく頑張っておりま

す。しかし、これからが一番大変な時期に入ると思います、今

後解体や建て直しなどが進んでいく事だと思いますが、今ま

で通りのにぎわいを取り戻すために色々な事に取り組み一生

懸命頑張って行きたいと思っております、その第一歩になれ

ばと思っております。

第13回

城下町くまもと

ゆかた祭り
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八代･人吉巡回視察レポート八代･人吉巡回視察レポート

八代本町意見交換八代本町意見交換

ひとよし盆踊り大会の模様ひとよし盆踊り大会の模様

人吉乳児園の元気太鼓の模様人吉乳児園の元気太鼓の模様

焼酎フェス蔵元の模様焼酎フェス蔵元の模様

焼酎フェス露店の模様焼酎フェス露店の模様

毎回大盛況の「子飼１００円笑店街」は今回で２４回目、丸６年が経ちました。サブタイトルは～子飼おだやか秋市場～。各店こ
だわりの秋の食材やファッションを大放出。「早く始めなっせ。」と言うお客様を待たせての１０時スタート！常連さんはお目当ての
お店の前でスタンバイ状態でした。９月とはいえ猛暑日！みなさん汗をかきながらの食べ飲み歩き、おまけにたくさんの荷物で大
変そう！休憩所も満員状態でした。
このイベントは、前準備を整えたら、「当日は自分の店の事のみに集中し、いかに自店に集客し、親しんでもらうか」と言うポリ
シーで始めました。２４回を迎えると、マンネリ化の心配から、なにかプラスでイベ
ントを行っては？との意見も出ますが、われわれスタッフも当日は自店の商売に専
念し、予算も取れずなかなか実行できません。しかしながら、各店売れない商品は
消えて行き、人気商品はマンネリ商品ではなく「定番商品」になって、お客様とお店
にとってはずすことのできない商品になってきています。さらに各店は自店の売上
アップのため、新しい「定番商品」を躍起になって探しています。自分の商売を頑張
る事でイベントになるという子飼商店街にはぴったりのイベントです。
お客様にとっても、お店にとっても、昔ながらの商店街を満喫できる一日でした！

笑店街笑店街子飼子飼 円
第
２４
回大盛況!

９月２日（土）に開催しました！９月２日（土）に開催しました！

渡辺 正宏
子飼繁栄会商店街振興組合

副理事長

第
５
回八代本町マルシェ開催!!

9月27日、八代市の本町アーケード一帯では
第５回本町マルシェが開催された。当イベントは
今年5月にスタートした活性化事業の一環で、
毎月第三日曜日(当月は台風のため第四日曜)に
開催されている。
当日は、八代市内外から、ハンドメイド作家や
飲食のブースが４０店舗ほど並び、約4000名

が来街し、賑わいを見せた。本町一丁目に位置する“がらっぱ広場”
では、御船町の物産館も出店。恐竜関係の出し物や子供向けの遊
具、流しそうめんなどで大いに盛り上がった。
主催者の櫻井タウンマネージャー(まちなか活性化協議会)は、「今
後も定期的な開催で安定した集客を図ると共に、外部団体や他自治
体との連携を図り、中心市街地の活性化に取り組みたい」と述べた。
イベントに出店したブースからは、空き店舗へのテナント希望の声も
上がっており、ソフト・ハードの両面からシャッター商店街の解消に期
待したい。

櫻井 力助まちなか活性化協議会 タウンマネージャー

橋本 幸二
熊本県商店街振興組合連合会

専務理事

いつもお世話になっております。専務理事の橋本でござい
ます。8月12日（土）、8月13日（日）の日程で、八代と人吉へ
行って参りました。
まず、八代本町商店街にて昼食を摂りながら意見交換を
行いました。県振連が組合員様の負担軽減と個店のPRにつ
ながる新電力＋くらしマップ（ナンワエナジー）の説明と県振
連が実施する県委託事業の「商店主活動支援事業」の説明
が行われました。意見を交換している中で、「組合員のメリッ
ト」というワードが多く出てきたように、現在の商店街振興組
合という枠組みに入るメリットを組合側が新規出店者の納得
の行くようなものとして提供するのが難しい現在です。そう
いう意味でも各商店街で独自のメリットを作り努力されてい
る中で、今回の新電力＋くらしマップ事業はより強力なメリッ
トの一つに成り得る可能性があるのではないかと考えます。
くらしマップの導入後の運営体制についても活発な意見
交換が行われました。「商店主活動支援事業」へは八代から
八代通町商店街振興組合様が実施されます。是非、本事業
を活用され、利用者のニーズの把握と商店街のご繁栄を祈
念いたします。
次に、人吉へ移動。人吉では「なつゑびすまつり＆100円
焼酎フェス」へ参加して参りました。九日町商店街を歩行者
天国にして、盆踊りや地域の子供達のステージ、抽選会など
盛り沢山の内容でした。同時開催の100円焼酎フェスも多く
の人たちで賑わい、人吉球磨の28の蔵元の焼酎が一杯
100円で楽しめ、露店もたくさん出店され、焼酎好きの私に
とっては楽園のような世界でした（呑みすぎには注意です）。
楽しいひと時を過ごさせて頂きました。球磨焼酎は人吉球磨
地域の銘品でもありますので、蔵元の商品のPRと人吉の商
店街への来街者の増加を同時に図ることの出来る良い事業
だと感じました。機会があれば皆さんも是非ご参加されてみ
て下さい。私もまた行きたいと思います。
最後に、今回の視察に関しまして八代・人吉の皆様方には
大変お世話になりました。今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。
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05 ／ KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS ／ 06





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 





熊本市東区若葉1丁目35-19
TEL.368-2348  FAX.368-2646

shose-shopMIWA足のサイズ計測・靴の提案を致します
DSISインソール作成
外反母趾・扁平足・タコ・ウオノメ・ひざの痛み・
O脚・X脚等、足の悩みをお持ちの方気軽にご相
談ください！

熊本市中央区新市街8-2  ☎096・352・2121
URL www.denkikan.com  E-mail info@denkikan.com

おかげさまで今年、電気館は106周年を迎えました。
これからも、よろしくお願いいたします。 辛島町電停

銀杏通り

栄通り

下通り

新市街

シャワー通り





検 索薬袋マート
http://www.yakutai-mart.com

〒861ｰ3102
熊本県上益城郡嘉島町下六嘉1765

TEL.096ｰ368ｰ8100  FAX.096ｰ369ｰ2677

薬袋マート.comはデザイン薬袋の専門サイトです。薬袋マート.comはデザイン薬袋の専門サイトです。

手に取る人を元気にする「お薬袋」の専門サイト

年間平袋製造約500万枚！！

創業56年の信頼と実績自社工場生産

選べるデザイン何と…250種類！！

⬆デザインの一例です⬆
詳しくはWebをご覧下さい
⬆デザインの一例です⬆
詳しくはWebをご覧下さい



特別企画クーポン券
※切り取ってご利用ください。
※コピー厳禁

有効期限：平成30年1月31日まで

シューズ・ショップ ミワ
熊本市東区若葉1丁目35-19　TEL.096-368-2348

有効期限：平成30年1月31日まで　ご注文の際に、本券ご利用の旨をお申し付けください。

｠本券1枚につき、｠おひとり様1回限りのご利用となります。

割引価格よりさらに割引価格よりさらに

10％OFF10％OFF10％OFF10％OFF

味処 三笠 南熊本店
熊本市中央区南熊本4丁目1-7　TEL.096-372-7652

有効期限：平成30年1月31日まで　ご注文の際に、本券ご利用の旨をお申し付けください。

｠本券1枚につき、｠おひとり様1回限りのご利用となります。

橋元屋洋傘店
熊本市中央区城東町5-38　TEL.096-352-6312

有効期限：平成30年1月31日まで　ご注文の際に、本券ご利用の旨をお申し付けください。

｠本券1枚につき、｠おひとり様1回限りのご利用となります。

（有）熊本月香園
熊本市東区若葉1丁目13-9　TEL.096-331-5331

有効期限：平成30年1月31日まで　ご注文の際に、本券ご利用の旨をお申し付けください。

｠本券1枚につき、｠おひとり様1回限りのご利用となります。

1,000円以上お買い上げで1,000円以上お買い上げで1,000円以上お買い上げで1,000円以上お買い上げで

10％OFF10％OFF10％OFF10％OFF

Bar Hana
熊本市中央区下通1-6-4 武蔵ビル2F　TEL.096-352-9889

有効期限：平成30年1月31日まで　ご注文の際に、本券ご利用の旨をお申し付けください。

｠本券1枚につき、｠おひとり様1回限りのご利用となります。

チャージ料
サービス
チャージ料
サービス
チャージ料
サービス
チャージ料
サービス

紳士服のマルクラ
八代市アーケード内　TEL.0965-32-3668

有効期限：平成30年1月31日まで　ご注文の際に、本券ご利用の旨をお申し付けください。

｠本券1枚につき、｠おひとり様1回限りのご利用となります。

赤札よりさらに赤札よりさらに赤札よりさらに赤札よりさらに

10％OFF10％OFF10％OFF10％OFF
1,000円以上お買い上げで1,000円以上お買い上げで1,000円以上お買い上げで1,000円以上お買い上げで

5％OFF5％OFF5％OFF5％OFF

（資）井川電気融会
熊本市東区若葉1丁目13-10　TEL.096-369-2000

有効期限：平成30年1月31日まで　ご注文の際に、本券ご利用の旨をお申し付けください。

｠本券1枚につき、｠おひとり様1回限りのご利用となります。

生ビール
1杯無料
生ビール
1杯無料
生ビール
1杯無料
生ビール
1杯無料

全商品全商品全商品全商品

5％OFF5％OFF5％OFF5％OFF

フルーツショップ・モリタ
熊本市東区若葉1丁目35-17　TEL. 096-368-2508

有効期限：平成30年1月31日まで　ご注文の際に、本券ご利用の旨をお申し付けください。

｠本券1枚につき、｠おひとり様1回限りのご利用となります。

全商品全商品全商品全商品

10％OFF10％OFF10％OFF10％OFF

八代本店と松橋店 両方で使えます!八代本店と松橋店 両方で使えます!八代本店と松橋店 両方で使えます!八代本店と松橋店 両方で使えます!
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注意事項
★有効期間：平成30年1月31日まで

★本券1枚に付き1回限りのご利用となります

★他のサービス券や割引券との併用は出来ません。

★都合によりサービス内容が変更となる場合がございます。

★本券と現金の引き換えはできません。また、お釣りもでません。

★本券の盗難・紛失・滅失に関しては一切の責任を負いません。
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八代･人吉巡回視察レポート八代･人吉巡回視察レポート

八代本町意見交換八代本町意見交換

ひとよし盆踊り大会の模様ひとよし盆踊り大会の模様

人吉乳児園の元気太鼓の模様人吉乳児園の元気太鼓の模様

焼酎フェス蔵元の模様焼酎フェス蔵元の模様

焼酎フェス露店の模様焼酎フェス露店の模様

毎回大盛況の「子飼１００円笑店街」は今回で２４回目、丸６年が経ちました。サブタイトルは～子飼おだやか秋市場～。各店こ
だわりの秋の食材やファッションを大放出。「早く始めなっせ。」と言うお客様を待たせての１０時スタート！常連さんはお目当ての
お店の前でスタンバイ状態でした。９月とはいえ猛暑日！みなさん汗をかきながらの食べ飲み歩き、おまけにたくさんの荷物で大
変そう！休憩所も満員状態でした。
このイベントは、前準備を整えたら、「当日は自分の店の事のみに集中し、いかに自店に集客し、親しんでもらうか」と言うポリ
シーで始めました。２４回を迎えると、マンネリ化の心配から、なにかプラスでイベ
ントを行っては？との意見も出ますが、われわれスタッフも当日は自店の商売に専
念し、予算も取れずなかなか実行できません。しかしながら、各店売れない商品は
消えて行き、人気商品はマンネリ商品ではなく「定番商品」になって、お客様とお店
にとってはずすことのできない商品になってきています。さらに各店は自店の売上
アップのため、新しい「定番商品」を躍起になって探しています。自分の商売を頑張
る事でイベントになるという子飼商店街にはぴったりのイベントです。
お客様にとっても、お店にとっても、昔ながらの商店街を満喫できる一日でした！

笑店街笑店街子飼子飼 円
第
２４
回大盛況!

９月２日（土）に開催しました！９月２日（土）に開催しました！

渡辺 正宏
子飼繁栄会商店街振興組合

副理事長

第
５
回八代本町マルシェ開催!!

9月27日、八代市の本町アーケード一帯では
第５回本町マルシェが開催された。当イベントは
今年5月にスタートした活性化事業の一環で、
毎月第三日曜日(当月は台風のため第四日曜)に
開催されている。
当日は、八代市内外から、ハンドメイド作家や
飲食のブースが４０店舗ほど並び、約4000名

が来街し、賑わいを見せた。本町一丁目に位置する“がらっぱ広場”
では、御船町の物産館も出店。恐竜関係の出し物や子供向けの遊
具、流しそうめんなどで大いに盛り上がった。
主催者の櫻井タウンマネージャー(まちなか活性化協議会)は、「今
後も定期的な開催で安定した集客を図ると共に、外部団体や他自治
体との連携を図り、中心市街地の活性化に取り組みたい」と述べた。
イベントに出店したブースからは、空き店舗へのテナント希望の声も
上がっており、ソフト・ハードの両面からシャッター商店街の解消に期
待したい。

櫻井 力助まちなか活性化協議会 タウンマネージャー

橋本 幸二
熊本県商店街振興組合連合会

専務理事

いつもお世話になっております。専務理事の橋本でござい
ます。8月12日（土）、8月13日（日）の日程で、八代と人吉へ
行って参りました。
まず、八代本町商店街にて昼食を摂りながら意見交換を
行いました。県振連が組合員様の負担軽減と個店のPRにつ
ながる新電力＋くらしマップ（ナンワエナジー）の説明と県振
連が実施する県委託事業の「商店主活動支援事業」の説明
が行われました。意見を交換している中で、「組合員のメリッ
ト」というワードが多く出てきたように、現在の商店街振興組
合という枠組みに入るメリットを組合側が新規出店者の納得
の行くようなものとして提供するのが難しい現在です。そう
いう意味でも各商店街で独自のメリットを作り努力されてい
る中で、今回の新電力＋くらしマップ事業はより強力なメリッ
トの一つに成り得る可能性があるのではないかと考えます。
くらしマップの導入後の運営体制についても活発な意見
交換が行われました。「商店主活動支援事業」へは八代から
八代通町商店街振興組合様が実施されます。是非、本事業
を活用され、利用者のニーズの把握と商店街のご繁栄を祈
念いたします。
次に、人吉へ移動。人吉では「なつゑびすまつり＆100円
焼酎フェス」へ参加して参りました。九日町商店街を歩行者
天国にして、盆踊りや地域の子供達のステージ、抽選会など
盛り沢山の内容でした。同時開催の100円焼酎フェスも多く
の人たちで賑わい、人吉球磨の28の蔵元の焼酎が一杯
100円で楽しめ、露店もたくさん出店され、焼酎好きの私に
とっては楽園のような世界でした（呑みすぎには注意です）。
楽しいひと時を過ごさせて頂きました。球磨焼酎は人吉球磨
地域の銘品でもありますので、蔵元の商品のPRと人吉の商
店街への来街者の増加を同時に図ることの出来る良い事業
だと感じました。機会があれば皆さんも是非ご参加されてみ
て下さい。私もまた行きたいと思います。
最後に、今回の視察に関しまして八代・人吉の皆様方には
大変お世話になりました。今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。

くまもと県振連だよりタミアス Vol.59 くまもと県振連だよりタミアス Vol.59
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（三陽提供）

子ども夜市
新市街商店街

　サンロード新市街商店街振興組合では、青年部や組合店の方々を中心に月に１度商店街
活性化にむけたワークショップを開催しています。その中で商店街のコンセプトを「時間を遊
ぶ」と設定し、親子連れや子どもたちを対象としたイベントを積極的に行っています。
　今回は、８月１９日、２６日の２日間「子ども夜市ＩＮ新市街」というイベントを開催いたしました。縁日コーナーはも
ちろん、ものづくりや実験が楽しめる自由研究コーナーには多くの子どもたちが参加し、一生懸命活動に取り組んで
いる姿が見られました。また参加したいという来街者の声を大事にしながら、今後も親子を対象としたイベントを通
して街の活性化を図っていければと思います。

熊本地震が1年半前に発生し、三陽事務所も私の住まいも書棚がひっくり返り、色んな
書物がどっさりと出てきた。その中の1つに当社の昔の社内報がたくさん現れ、祖父木下
嵩の生き様を垣間見ることができた。上通と下通を結ぶ地下道建設の経緯、熊本交通セ
ンターに期待する商店街は今も昔も変わっていない。熊本地震を契機とした創造的復
興、100年の大計を見据えて先人の想いを紹介してみたい。　

ことしはえらく問題の多い年であった。3月11日の熊日に、前の日の県会で手取本町に歩道橋をか
けることになったことを知った。もとよりすぐ熊日に歩道橋反対の投書をした。それから8ヶ月をこえ
て、まだ話合いは続いている。北署、県警そして上通、下通それに県庁、市役所と熊本市をあげての
騒ぎになった。
こんなに長いあいだ私どもが、頑張っても、今なお元気が溢れているのは、私の利益というよりは
熊本市の都市づくりを良くしたい一念でやっているからである。時日の経つのと共に、応援する人が
増えてくる。この橋の問題も熊本市役所が手取本町の地下街計画を、熊本市の都市計画の一部とし
て建設省に申請することになって、橋も必要なしということで解決しそうである。まだ油断はできない
が、橋の問題からこのように熊本市が地下街建設を計画するまでになったことは、より良い熊本市を
作るためにもこの上もない幸せである。この計画には、私たちも力を合わせて、熊本市を九州でも誇
りうる魅力のある都市にしなければならない。
熊本交通センターの工事はもう始まっている。地下商店街には数倍の入店申込みが出ているそう

であるが、三笠と李花の支店をそれぞれに申し込んでいる。新世界の洋菓子の売店も申し込んでい
る。申し込みが多いし、条件も厳しくなりそうであるが、条件さえ飲めるなら店を出して、チェーンを広
げたいと思っている。新世界を改築するときの地下の食堂街の経営のためにも勉強になると思われ
るからである。
橋の騒ぎで、新世界の改築計画が棚上げになったが、橋の問題が片付いたら再び計画にかかりた

い。棚上げした直接の原因は橋の問題で県に反対しているのに、住宅公団に世話になって新世界を
改築しようとすれば県に頼まねばならぬので橋のことまで、反対しにくくなるからであった。しかし会
社の営業を主として、それに住宅よりも、従業員の寮を中心として考えるなら、熊本市が進めている
防災街区の指定をうけて、市の指導による改築を計画するが、三陽のためには良いことも分かった。
昭和43年はこの計画に打ち込みたい。
新世界の改築がもし、成功したら次は公楽の改築である。その次には新県庁の近くに土地は手当

しているのでこの計画である。熊本市の都市づくりの中で、三陽は三陽として出来ることをして、都
市づくりの一端の責任を果たしていきたいものである。

（昭和42年12月15日）

安田 征司
新市街商店街青年会

当
時
の
地
下
連
絡
道
見
取
図

商店街今昔物語

熊本市の都市づくり

県振連広報委員長

木下  修

木下  嵩（故人）三陽社長

三陽だより
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商店街今昔物語

熊本市の都市づくり

県振連広報委員長
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三陽だより

くまもと県振連だよりタミアス Vol.59 くまもと県振連だよりタミアス Vol.59

07 ／ KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS ／ 08



い

ポンテヴェキオ30周年記念ジュエリー第二弾
ETERNOシリーズ限定モデル｢PISTACCIO（ピスタッキオ）｣デビュー
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熊本市上通商店街｠
「ジュエリーオーハシ」
大橋 瑠里

『ジュエリーオーハシ』
熊本市中央区上通町1-13
◆電　　話／096-355-2967
◆定 休 日／火曜日
◆営業時間／１０：3０～１９：3０

店舗リニューアルに合わせ、熊本初となるジュエリーブラ
ンド「ポンテヴェキオ」のコーナーをオープン致しました。今
年はポンテヴェキオ30周年を記念した限定モデルも続々入
荷中！ギフトにもご自身へのご褒美にもおすすめです。皆さま
のご来店を心よりお待ち申し上げます。

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

おいしいイタリアンのお店「ロッ
カフォルテ」をご紹介します。
オーナーシェフの宮田君とは高
校の同級生で昔から知っています

が、大変真面目な男です。
多忙の中、数々の大会にも積極的に参加し、賞を
受賞するなど腕を磨いている…そんな男が作るイタ
リアン料理は、皆様の期待をきっと裏切らないと思
います。

Tagliata di Manzo con Rucola

場　　所：熊本市中央区草葉町4-10
　　　　　エトワール草葉101
電話番号：096-342-5534
営業時間：【ランチ】
　　　　　11:30～13:30 L.O.
　　　　　【ディナー】
　　　　　18:00～22:00 L.O.（水曜休）

ロッカフォルテ紹介
店舗

現在の熊本県の商業界と商店街を取り巻く環境は周知の如くであるが、あえて述べておきたい。

今や、電化製品や衣類や雑貨等の身の回りの物は、ほぼ各家庭には満たされていて、買い物に対

する意欲は、昔のようではない。昭和の買い物の場所は、その各都市の中心部にある商店街やデ

パートやスーパーに限られていた。しかし、現在は、熊本市の郊外に、北はゆめタウン光の森が、南

は宇土シティーモール、東にはイオンモールクレアとゆめタウンはませんがある。郊外に住んでいる

娘は、たまの休みに車で10分程の光の森に子供を連れて行くことが多い。街中では、駐車料金が

いるし、第一、子供達と行く様な所がないと言う。娘がそうだから、おおよそ他の家庭も推測できる。

また、今はインターネットでの買い物も増えてきている。本も本屋に行かずとも通販で買える。日常

の文具類も通販で買う企業が多くなった。便利で安いのである。このインターネットでの販路は今

後益々広がるであろう。このことは、今までの製造元から卸業者から小売店という流通ではなく、製

造元から直接消費者に販売できるのだから、そこには卸業者も小売店もないのである。そうは言っ

ても、やはり身につけるものは見て触って買わなければならないものも多いし、アドバイスも専門店

あってのものだ。

2年後には、熊本城ホールに併設して商業施設も出来る。4年後には熊本駅ビルが出来る。この

駅ビルは、相当の小売業の集積であると聞いている。熊本駅に大型のデパートが一つできる様なも

のだ。鉄路が熊本駅に集中しているのも利点だ。博多駅ビルや大分駅ビルを見ても、子供連れでも

遊び半分でいけそうな施設である。駐車場も完備していて、駅ビルで買い物をすれば駐車料金は

要らない。

この様に時代の変遷と共に、商店街も今まで通り来街者も多く、既存の小売店も売り上げが保て

るとは思えない。それは、地方の商店街を見ても解る通り、今や、地方の商店街は、開いている店よ

りも閉まっている店が多く、通行する人もいなくなった。これは、上通もいつの間に閉まっている店

が多くなったと、なりかねないのである。いつの間にかである。上通未来会議を立ち上げた。未来を

どうするかを考える会ではなく、未来までも繁栄するには今、何をなすべきかを考える会なのだ。

河島 一夫上通商栄会 会長

一押し料理！

 【タリアータ ディ マンツォ】
熊本県産牛ランプ肉の炭火焼き

ルーコラのサラダ添え バルサミコソース

武本 英博上通青年会会長

ランチセット

お肉ごろごろミートソースで
あえた平打ちの手打ちパスタ

★次回は上通五丁目商店街（振）
　原田 辰之さんが紹介します

★次回は本渡中央商店街
　田中 英朋さんが紹介します
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