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

釼羽 逸朗熊本県商店街振興組合連合会 会長

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は多大なるご尽力をいただき有難うございました。

本年も更なるご指導を宜しくお願い申し上げます。

昨年は丁酉で成長と利益を得ると言うことで、商売繁盛が期待される年でした。

海外においてはアメリカの実業家ドナルド・トランプ氏が1月20日第４５代大統領に就任し「自国

第一主義」を旗印に経済政策として大幅な減税(法人税・所得税税率の大幅引き下げ)・規制緩和・

インフラ投資の拡大(財政出動)の3つの政策を柱とした「トランポノミクス」を公約として掲げまし

た。10年間で2500万人の雇用を創出するとの経済政策の実施により、経済・金融業界は好意的

な見方を示す方向にあり、低迷する世界経済のカンフル剤になるのではないかという期待が広が

り個人消費も回復し、アメリカ経済全体として緩やかに回復しております。

又、この傾向を受け世界経済も概ね緩やかな回復傾向にあります。日本の経済状況においても

「アベノミクス」の経済政策に加え世界経済回復傾向により戦後２番目に長かった「いざなぎ景

気」を超え、日本経済は個人消費も回復傾向にあり引き続き好調と予測されています。しかしなが

ら、全国の商店街・個店においては、大型店等の出店による売場面積の増加により坪効率の低下

やインターネット通販の普及等で売り上げが思うように伸びず景気回復の実感は全くと言うほど

感じられないのが現状です。

商店街・個店は歴史や文化を継承し「地域コミュニティの核」としての役割を果たして来ました。

熊本においても「熊本地震」からの復興は商店街がいち早く復興し街に賑わいを取り戻す事に

より地域が元気になると、商店街の重要な役割を再認識する結果となりました。今後、この様に商

店街の賑わいを期待されながら売上の横ばい・減少のなか事業を継続して行くためには、商店街・

個店だけを見るのではなく、店主・自治体・地権者・住民・企業等による未来を見据えた「まちづくり

ビジョン」を共有した地域全体の活動を行って行く必要があるのではないかと考えております。

県振連と致しましても、上部団体・国・自治体と連携させていただき組合員のお役に立てるよう、

役員一同努力してまいりたいと考えておりますので宜しくお願い申し上げます。今年は戊戌の年

で、勤勉に努力し確りと準備し未来に備える年だそうです。

皆様のご健勝・ご活躍を祈念申し上げて新年のご挨拶とさせて頂きます。

お世話になります。総務委員長の田原です。

「商店街の日」事業は今年６回目を迎えました。私は２回目の担当

でしたが、皆様のご協力により、無事終了することができました。御

礼申し上げます。

昨年と違う点は、今回は補助金なしで開催したことです。告知では予算範囲内でテレビ

CMも活用しました。しかし、一人につき一回の応募の広報の徹底が効いたのでしょうか。

景品数が減ったからなのか、原因はわかりませんが申し込み枚数自体は、昨年より減少し

てしまいました。

今回は１３，３５２枚の応募の中から４３３名の方に当選して頂くことができました。６月から

委員会を重ね、昨年より減少したとはいえ相当数の応募葉書、それを賞ごとに仕分け、景品

の発送準備と、大変でしたがやりがいのある仕事でした。

来年は、７回目の「商店街の日」事業が、もっとより多くのお客様に浸透するように委員会

の皆さんと考えていきたいと思います。

結びになりますが、実施にあたりまして、各商店街の加盟店様、事務局の皆様、多数の

皆様のご協力、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6回

実施報告
県振連 総務委員長 田原 誠也

新年のご挨拶新年のご挨拶
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9月14日、県振連巡回視察を兼ねて交流会に行ってまいりました。釼羽
会長、松永副会長、城後女性部長、事務局山田さんの5名で参加して参り
ました。最初に本渡商店街にお邪魔してまいりました。今回本渡商店街で
は、商店主活動支援事業に参加して頂きその進め方についても、板垣理
事長、高松専務理事にいろいろな意見を聞き今後どう進めていくか重要な

部分などを話し合いました。他にも商店街の日の説明と販促物の説明、今県振連で進めている
電気事業（ナンワエナジー）についても説明をしてきました。何軒かの契約が取れました。本渡商
店街自体はアーケードの老朽化など色々な問題も抱えており、どうしてゆくかも今回の商店主活
動支援事業を活用して前にすすめる一つのきっかけになって欲しいです。本渡商店街ではこれ
までにも100円商店街や、サンタの町などで集客につながるイベントもされています。街中には
立派なステージも有り活用できる商店街であることは間違いないと思います。本渡の良さが活か
せるようになるといいと思います。今後各店舗でもいろいろな取組に参加をして全体で盛り上げ
ていければと思いました。
次に、牛深商店街の方へお邪魔しました。牛深商店街では、鶴田理事長、磯崎副理事長、濱崎副理事長、江崎専務理事、益田元

理事長（商工会議所会頭）にご参加いただきお話をさせて頂きました。牛深では現在青年部がなく、理事長さんの話にも有りました
が色々なイベントでも青年部の方にお願いをしたり動いてもらっていたけれどもその枠を外して理事に上がってもらいほんとうの意
味の実働部隊になってもらい、牛深全体を考えてもらえればと青年部を一旦休部にして新たな活動に進まれたようです。年の差はあ
りますが、そのことを感じさせないような動きでもあるし、きちんと意見ができる関係性になっているように感じました。今の牛深の組
合の関係性で勧めて行けてもっと若い世代が育ちもっと盛り上げていけるようになればと思いました。ここでも商店街の日の説明と
電気事業についての説明もさせて頂きました。牛深も漁業中心の商店街としての動きは厳しいものがあると思います。でも活かせる
ものや取り組みはあると思います、牛深の物産での中心部との連携や、牛深に観光などで足を運んでもらうためのイベントや政策な
ど、色々な補助金の活用などこれから県連としても提案をしていかなければならないと思います。情報共有が大事だと想います。県
連の事業や補助金情報などを県内全域の商店街に今まで以上に共有できるように色々な取組をして行きタイムラグのないようにし
たいと思います。

青年部長 井川 正宏

県振連女性部・青年部研修会
に参加して

　3年後には、九州で２番の規模となる熊本駅ビルが完成します。その駅ビルに向けて、駅と離れた場所に位置する中心商店街の私た
ちはどのように対応するか、準備を迫られている今、「ＪＲ大分シティ」の成功事例が参考になればと大きな関心を持って講演会に参加
しました。
　大分市は熊本市と違って駅と中心商店街が非常に近いという特徴を持つ都市です。また大分の場合は鉄道で町が南北に分断されて
いる状態で、一方の町は賑やかに発展し、一方の町はさびれて非常に不便な状態だったが、鉄道高架化により、新しい駅ビルは自由に
通り抜けができるゲートとして「城門」のデザインを施し、大分の南北のまちをつなぐ象徴とし
て、大分に南蛮文化を伝えた宣教師フランシスコ・ザビエルの居城などをイメージして大分の
歴史と文化を感じるランドマークになっています。大分シティビルの誕生で、南北の交流も盛ん
で地域コミュニティの核となりました。
　熊本市は大分市と違って、駅ビル、交通センター地区、中心商店街と３ヵ所に大きく分かれて
います。中心商店街の生きる道は、大分の例から見ても「熊本城」というどこにもない素晴らし
い城を核にして、熊本独自の歴史と文化を大事に伸ばしていくことが最大の大きなポイントで
はないかと思われました。

髙栁 和
下通繁栄会 女性部

開催日：平成２９年１０月１１日（水）
場　所：くまもと県民交流館パレア　10階会議室７
講　師：株式会社　ＪＲ大分シティ　代表取締役社長　関信介氏
演　題：地域を元気に！
テーマ：心豊かなライフスタイルを創造・提案し、大分都心部の賑わいつくり、魅力的なまちづくりについて
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第11回目を迎えた肥後のつりてまりが、今期は11
月3日（金）～5日（日）の3日間で、下通新天街で開催
することが出来ました。今期は17回のワークショップ

にて桔梗柄の肥後てまりが294個完成。累計すると2,754個、947人の
参加となりますが、郷土の催事となるにはまだまだ先の長い話しです。
今期は、県や市、マスコミ各社より初めて名義後援を頂き、催事に箔が
ついたのは大きな励みとなりました。恒例の、くまモンが右手に3個の手
まりを吊り下げる今年の桔梗ピンバッジも1,000個製造し完売。展示費
用を捻出しております。
年々個数が増え壮観となってきましたが、櫓の老朽化も進み竹製から木製へ作り替えを急ぎつつ、今年は新たに
組み立てが容易な小型櫓を制作し、7月のゆかた祭でも展示するなど出番を増やすことができ、良い広告塔になり
ました。運営において毎年悩みが尽きませんが、3日間の催事が終わるとホッと胸をなでおろす次第です。
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まりを吊り下げる今年の桔梗ピンバッジも1,000個製造し完売。展示費
用を捻出しております。
年々個数が増え壮観となってきましたが、櫓の老朽化も進み竹製から木製へ作り替えを急ぎつつ、今年は新たに
組み立てが容易な小型櫓を制作し、7月のゆかた祭でも展示するなど出番を増やすことができ、良い広告塔になり
ました。運営において毎年悩みが尽きませんが、3日間の催事が終わるとホッと胸をなでおろす次第です。

平成29年10月28日（土）開催

肥後のつりてまり 実行委員長 木下 修

近年、ハロウィーンの市場が拡大し仮装パーティーやパレードなど全国でハロウィーンの
イベントが行われています。そこで、昨年から下通四番街では、独自事業として10月の最終
土曜日に「四番街deハロウィーン」をスタートしました。商店街に来られる子供から大人や、
海外からの観光客も楽しめる事を考慮し体験型のイベントを企画しました。
「ハロウィーンのメイク」を体験できるブースでは顔や手など希望の場所にイラストなど

を描いてもらえます。「ワークショップ」のブースにはカボチャやコウモリなどのハロウィーンに因んだモチーフ
のアクセサリーを作る事が出来ます。他にもインスタ映えするパネルを用意し、通りがかりの人でも気軽に撮影
を行なってもらう事で、ハロウィーンを感じてもらいたいと思いました。音楽のブースでは、DJが色々なジャンル
の曲をプレイしている最中に子供達が踊り始めて、沢山のギャラリーが集まったのが印象的でした。
同日には四番街と隣接しているシャワー通りや新市街でもハロウィーンにちなんだイベント開催されており、
相乗効果も得られたのではないかと思われます。今後は、「四番街deハロウィーン」を毎年恒例の事業とし、よ
り多くの人に街に足を運んでもらえる様にしていきたいです。

下通四番街商店街振興組合 事業部長 土師 英嗣

平成29年9月14日（木）開催 平成29年11月3日（金）～5日（日）開催
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9月14日、県振連巡回視察を兼ねて交流会に行ってまいりました。釼羽
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ど、色々な補助金の活用などこれから県連としても提案をしていかなければならないと思います。情報共有が大事だと想います。県
連の事業や補助金情報などを県内全域の商店街に今まで以上に共有できるように色々な取組をして行きタイムラグのないようにし
たいと思います。

青年部長 井川 正宏

県振連女性部・青年部研修会
に参加して
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「むか～し、下通二番街にはアーケードの天蓋に届くような大きな大きなクリスマ

スツリーがあったそうな。そのツリーの下では愛を誓い合ったり、願いを祈ったり、

みんながとても幸せな気分でクリスマスを過ごしていたとさ」

私は二十数年前、このツリーを見て「下通のイベント力ってすごいな」と感じて

おりました。しかし、いつしかその巨大ツリーはなくなり、伝説だけが語り継がれて

きました。

何とかこの素敵な伝説を復活させる機会をとうかがっていたところ、当時の規模に及びませんが、熊

本地震からの復興を願うビッグクリスマスツリーとして、昨年復活させる事ができました。すると昔とは

違い、ツリーの前では老若男女がスマホを取り出して、楽しそうに写真を撮って待受画面やSNSに次々

とUPしていました。

そこで、今年は時代の進化や流行を考えて、ビッグクリスマスツリーの横に動画映えするオブジェ「人

間が入れる巨大スノードーム」を熊本の屋外で初めて設置する事に取り組みました。その結果、12月

16日(土)から17日(日)のイベント当日は、クリスマス本番一週間前の最高のタイミングで、下通二番街

がクリスマスムード最高潮に達する事に成功しました。また、こちらの狙い通りご家族連れが可愛いお

子様の動画を撮って、その動画をSNS上にUPすることにも成功し、話題を聞きつけたテレビ局の

ニュースに流す事もできました。さらに、道行く人たちから「すごいねー！下通ってこんな事やるんだー！」

と昔の私と同じ感想もチラホラ聞こえてきました。

商店街なので、商売に直結するイベントが一番重要ですが、こういった非日常的な空間を演出して、

お客様にユメとモノを買っていただく事も商店街が担う重要な役割だと改めて実感する事ができ、来年

のクリスマスはどう演出していくか、こちらもワクワクしてくる素敵な二日間でした。

今年で22回目の実施となりました「10,000歩ご利益ウォーク」。上通商栄会・水前寺観光商栄会・水

前寺参道商店会・水前寺を考える会・新屋敷を考える会の５団体が主体となり実行委員会を立ち上げ、平

成5年に熊本のウォークラリーの先駆けとしてスタートしたイベントです。（当時のタイトルは「10,000歩

ウォークラリー」）

平成5年から18年までの14回は「あなたのまちの郵便局」から特別協賛をいただき、水前寺江津湖公

園（旧水前寺体育館跡）をスタート、熊本城竹の丸広場などをゴール（途中数回はゴールが別会場）とし

て、コース途中にある郵便局や名所・旧跡などのチェックポイントを回るというウォークラリーでした。参

加者は最高で2,000人を超えた年もありました。

３年間の充電期間を経て、チェックポイントを神社にしてご利益をいただきながらコースを回るという

「10,000歩ご利益ウォーク」として平成21年に復活！　平成28年の熊本地震発生の年はチェックポイ

ントの「加藤神社」をはじめとして、加藤神社をはじめとしたチェックポイントとして回る神社の大多数が

甚大な被害に会い、開催中止を余儀なくされましたが、第22回の昨年は水前寺江津湖公園をスタート

し、出水神社、是法神社、大江神社、坪井恵比須神社、熊本大神宮、熊本城稲荷神社、山崎菅原神社、手

取天満宮を回り、びぷれす広場にゴールするという行程8km、約10,000歩のコースに500名の参加者

が集まり、ゴール後は豪華賞品が当たる抽選会を行い、好天に恵まれた秋の１日を楽しく実施することが

できました。

ファミリーで参加される方や20年前からご夫婦で参加している方など、毎年このイベントを楽しみにし

ていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。熊本市中心分においては、中心商店街を核とした多数のイ

ベントが１年を通して行われており、相乗効果で熊本市の活性化の一助となれば幸いです。今年も秋の

開催を目指し、おおくの方に楽しんでいただける様な内容にできればと思います。

第22回 よかばい！

上通商栄会 事業委員会委員長 冨永 裕二

くまもと新魅力発見くまもと新魅力発見

前原 孝志郎下通二番街商店街振興組合 事業部長

    下通二番街スノードーム

平成29年11月3日（金・祝）開催

平成29年12月16日（土）・17（日）開催

10,000歩ご利益ウォーク10,000歩ご利益ウォーク

くまもと県振連だよりタミアス Vol.60 くまもと県振連だよりタミアス Vol.60
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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107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57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2月28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2月28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2月28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2月28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。
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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
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5％OFF5％OFF5％OFF5％OFF
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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2月28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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「むか～し、下通二番街にはアーケードの天蓋に届くような大きな大きなクリスマ

スツリーがあったそうな。そのツリーの下では愛を誓い合ったり、願いを祈ったり、

みんながとても幸せな気分でクリスマスを過ごしていたとさ」

私は二十数年前、このツリーを見て「下通のイベント力ってすごいな」と感じて

おりました。しかし、いつしかその巨大ツリーはなくなり、伝説だけが語り継がれて

きました。

何とかこの素敵な伝説を復活させる機会をとうかがっていたところ、当時の規模に及びませんが、熊

本地震からの復興を願うビッグクリスマスツリーとして、昨年復活させる事ができました。すると昔とは

違い、ツリーの前では老若男女がスマホを取り出して、楽しそうに写真を撮って待受画面やSNSに次々

とUPしていました。

そこで、今年は時代の進化や流行を考えて、ビッグクリスマスツリーの横に動画映えするオブジェ「人

間が入れる巨大スノードーム」を熊本の屋外で初めて設置する事に取り組みました。その結果、12月

16日(土)から17日(日)のイベント当日は、クリスマス本番一週間前の最高のタイミングで、下通二番街

がクリスマスムード最高潮に達する事に成功しました。また、こちらの狙い通りご家族連れが可愛いお

子様の動画を撮って、その動画をSNS上にUPすることにも成功し、話題を聞きつけたテレビ局の

ニュースに流す事もできました。さらに、道行く人たちから「すごいねー！下通ってこんな事やるんだー！」

と昔の私と同じ感想もチラホラ聞こえてきました。

商店街なので、商売に直結するイベントが一番重要ですが、こういった非日常的な空間を演出して、

お客様にユメとモノを買っていただく事も商店街が担う重要な役割だと改めて実感する事ができ、来年

のクリスマスはどう演出していくか、こちらもワクワクしてくる素敵な二日間でした。

今年で22回目の実施となりました「10,000歩ご利益ウォーク」。上通商栄会・水前寺観光商栄会・水

前寺参道商店会・水前寺を考える会・新屋敷を考える会の５団体が主体となり実行委員会を立ち上げ、平

成5年に熊本のウォークラリーの先駆けとしてスタートしたイベントです。（当時のタイトルは「10,000歩

ウォークラリー」）

平成5年から18年までの14回は「あなたのまちの郵便局」から特別協賛をいただき、水前寺江津湖公

園（旧水前寺体育館跡）をスタート、熊本城竹の丸広場などをゴール（途中数回はゴールが別会場）とし

て、コース途中にある郵便局や名所・旧跡などのチェックポイントを回るというウォークラリーでした。参

加者は最高で2,000人を超えた年もありました。

３年間の充電期間を経て、チェックポイントを神社にしてご利益をいただきながらコースを回るという

「10,000歩ご利益ウォーク」として平成21年に復活！　平成28年の熊本地震発生の年はチェックポイ

ントの「加藤神社」をはじめとして、加藤神社をはじめとしたチェックポイントとして回る神社の大多数が

甚大な被害に会い、開催中止を余儀なくされましたが、第22回の昨年は水前寺江津湖公園をスタート

し、出水神社、是法神社、大江神社、坪井恵比須神社、熊本大神宮、熊本城稲荷神社、山崎菅原神社、手

取天満宮を回り、びぷれす広場にゴールするという行程8km、約10,000歩のコースに500名の参加者

が集まり、ゴール後は豪華賞品が当たる抽選会を行い、好天に恵まれた秋の１日を楽しく実施することが

できました。

ファミリーで参加される方や20年前からご夫婦で参加している方など、毎年このイベントを楽しみにし

ていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。熊本市中心分においては、中心商店街を核とした多数のイ

ベントが１年を通して行われており、相乗効果で熊本市の活性化の一助となれば幸いです。今年も秋の

開催を目指し、おおくの方に楽しんでいただける様な内容にできればと思います。

第22回 よかばい！

上通商栄会 事業委員会委員長 冨永 裕二

くまもと新魅力発見くまもと新魅力発見

前原 孝志郎下通二番街商店街振興組合 事業部長

    下通二番街スノードーム

平成29年11月3日（金・祝）開催

平成29年12月16日（土）・17（日）開催

10,000歩ご利益ウォーク10,000歩ご利益ウォーク

くまもと県振連だよりタミアス Vol.60 くまもと県振連だよりタミアス Vol.60
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通町とれたて通町とれたて

我々通町商店街振興組合の置かれている場所は、八代市の繁華街から少し距

離を置いた場所にあり、年々、売り上げや客数が減少していた。

そこで、昨年より、年４回のペースで「八代市商店街活性化事業」の一環とし

て「通町とれたて軽トラ市」を開催した。平成29年11月26日（日）の開催で４回

目となる。

全長260メートルの道路を午前8時～13時まで歩行者天国にして30台程の軽トラックに色々な商品

を積み販売している。販売している商品も様々で、とれたての活鮮魚、新鮮野菜、地域の特産物、飲食

店、ハンドメイド、陶器、醤油、味噌、できたてパン等、中には占いや刃物店まである。

イベントも地域の高校生による和太鼓の演舞などでお客様に好評いただいている。その中でも「玉

子のつかみ取り」が盛況でお客様は1,000円分購入していただくと1回「玉子のつかみ取り」がチャレ

ンジできる。お客様は玉子の代わりにビー玉をつかみ、掴んだ数だけ玉子がゲットできる。前回は

3,000個用意した玉子が1時間30分で終了する賑わいだった。

将来的には「通町でとれたて軽トラ市」を毎月開催し、現在260メートルの距離を延伸していきたい。

また、現在シャッターが閉まっている店舗を1件でも開けていけるように誘致したいと考えている。そし

て何よりご来店いただいたお客様に更に喜んで頂けるように振興組合会員一同、力を合わせ盛り上げ

ていきたいと思う。

森山 正規通町商店街振興組合 理事長

軽トラ市軽トラ市

｢熊本まちあかり｣
について

平成２８年４月に発生した熊本地震の復興に弾みを付ける想いで一昨年から始

めた『熊本まちあかり』を、昨年も１２月１５日（金）から１７日（日）まで開催いたし

ました。『熊本まちあかり』は、熊本市中心商店街等連合協議会がバックアップし、

主旨をご理解頂いた各種企業様のご協力で実施する事が出来ました。

一昨年の第一回目は、国から補助金を頂き、これから始まる熊本の復旧と復興

を願い、「ハートウォーミング～絆～」をコンセプトに、熊本市内の小学校にお声掛けを行い、ＬＥＤのラン

プが灯る灯火カップに、児童の皆さんが描いてくれた熊本への想いを貼り、上通り、下通り、サンロード

新市街を始めとした中心商店街を会場として並べさせて頂きました。また、熊本ご出身の空間演出デザ

イナーで、株式会社イルミナティの代表取締役でもある仁木洋子さんをアドバイザーにお迎えし、多く

の市民の皆様に参加・制作にご協力頂いた、ミラーフィルムに光を乱反射させて作る心のモニュメント

「光の箱」を、下通り新天街（現COCOSA前）に展開させて頂きました。

二回目となる昨年は、一昨年同様多数の市民の皆様に制作して頂いた「光の箱」のモニュメントを、

サンロード新市街に「光の箱トンネル」として設置致しました。また、ペットボトルで作った大中小のツ

リーを、並木坂、上通り、下通り、サンロード新市街、シャワー通りに展開しました。ペットボトルツリーに

ついては、飲料メーカー様をはじめ、リサイクル業者様など多くのご協力を頂き、約一万本のペットボト

ルで制作しました。

ツリーの製作に関しても、多くのボランティアの皆さんのお力をお借りして、想像以上の素晴らしい

ペットボトルツリーが完成しました。一番大きいツリーを、通町筋から下通りに入った下通新天街のパル

コ前に設置し、クリスマスの時期も相まって七色に輝くツリーの前で、記念写真をお撮りになる皆さんの

笑顔に大変癒されました。

熊本地震からの復興復旧はまだ始まったばかりです。私たち熊本まちあかり実行委員会では、この灯

火を消すことなく、熊本が更に発展し、市民の皆様にとっても明るい未来を照らす「あかり」になればと

考えております。どうぞ今後とも、皆様に愛される『熊本まちあかり』となりますよう、参加型の継続した

“にぎわい創出事業”として、応援の程宜しくお願い申し上げます。

安田 二郎熊本まちあかり実行委員会 会長

平成29年11月26日（日）開催 平成29年12月15日（金）～17日（日）開催

くまもと県振連だよりタミアス Vol.60 くまもと県振連だよりタミアス Vol.60
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て何よりご来店いただいたお客様に更に喜んで頂けるように振興組合会員一同、力を合わせ盛り上げ

ていきたいと思う。

森山 正規通町商店街振興組合 理事長

軽トラ市軽トラ市

｢熊本まちあかり｣
について

平成２８年４月に発生した熊本地震の復興に弾みを付ける想いで一昨年から始

めた『熊本まちあかり』を、昨年も１２月１５日（金）から１７日（日）まで開催いたし

ました。『熊本まちあかり』は、熊本市中心商店街等連合協議会がバックアップし、

主旨をご理解頂いた各種企業様のご協力で実施する事が出来ました。

一昨年の第一回目は、国から補助金を頂き、これから始まる熊本の復旧と復興

を願い、「ハートウォーミング～絆～」をコンセプトに、熊本市内の小学校にお声掛けを行い、ＬＥＤのラン

プが灯る灯火カップに、児童の皆さんが描いてくれた熊本への想いを貼り、上通り、下通り、サンロード

新市街を始めとした中心商店街を会場として並べさせて頂きました。また、熊本ご出身の空間演出デザ

イナーで、株式会社イルミナティの代表取締役でもある仁木洋子さんをアドバイザーにお迎えし、多く

の市民の皆様に参加・制作にご協力頂いた、ミラーフィルムに光を乱反射させて作る心のモニュメント

「光の箱」を、下通り新天街（現COCOSA前）に展開させて頂きました。

二回目となる昨年は、一昨年同様多数の市民の皆様に制作して頂いた「光の箱」のモニュメントを、

サンロード新市街に「光の箱トンネル」として設置致しました。また、ペットボトルで作った大中小のツ

リーを、並木坂、上通り、下通り、サンロード新市街、シャワー通りに展開しました。ペットボトルツリーに

ついては、飲料メーカー様をはじめ、リサイクル業者様など多くのご協力を頂き、約一万本のペットボト

ルで制作しました。

ツリーの製作に関しても、多くのボランティアの皆さんのお力をお借りして、想像以上の素晴らしい

ペットボトルツリーが完成しました。一番大きいツリーを、通町筋から下通りに入った下通新天街のパル

コ前に設置し、クリスマスの時期も相まって七色に輝くツリーの前で、記念写真をお撮りになる皆さんの

笑顔に大変癒されました。

熊本地震からの復興復旧はまだ始まったばかりです。私たち熊本まちあかり実行委員会では、この灯

火を消すことなく、熊本が更に発展し、市民の皆様にとっても明るい未来を照らす「あかり」になればと

考えております。どうぞ今後とも、皆様に愛される『熊本まちあかり』となりますよう、参加型の継続した

“にぎわい創出事業”として、応援の程宜しくお願い申し上げます。

安田 二郎熊本まちあかり実行委員会 会長

平成29年11月26日（日）開催 平成29年12月15日（金）～17日（日）開催
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子供服と大人服の通販「Champ」

Baby・kids・Ladies
服・雑貨のチャンプ
熊本県天草市中央新町2-6
◆電話／0969-24-3254
◆定休日／なし
◆営業時間／１０：0０～１９：0０
◆メール／info@champ-kids.jp
◆ホームページ／http://www.champ-kids.jp

お客様とのふれあいを大切に、親から子へ、子から孫への三世代に
渡って長いお付き合いをさせて頂いております。開店当時は子供服の
販売が中心でしたが、近年は「大人服」と題して、レディース服も充実し
ております。
大人服の人気ブランドは、生地の面白さや、センスの良いデザインの

「OIPEO/オイペオ」や、Ｓ，Ｍ，Ｌのサイズ展開が嬉しいクロップドパンツ
がヒットした「Ｒeproduction＠i/リプロダクションアットアイ」など、日
本製にこだわった商品を多く取り揃えております。
今年の3月3日に30周年を迎えます。これからも、皆様に愛される

「チャンプ」であり続けたいと思っております。

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

市役所裏に去年4月にオープンした今
話題の「Cafe&Bar STAR DUST」。
シェフ歴20年以上の店長が考え出し

た洋食料理と隠れ家カフェをコンセプトに営業しています。
昼のランチタイム、夜はコース料理など、数多くの酒類も

魅力的！会社での席や、ママ友会、女子会などに是非ご利用
ください。

場　　所：熊本市中央区手取本町3-14 MKビル3階
電話番号：096-342-4868
営業時間：【ランチ（火、水、木、金）】
　　　　　11：30～15：00（L.O.14：00）
　　　　　【ディナー】
　　　　　17：00～0：00（L.O.23：00）
　　　　　※金土のみ17：00～翌2：00（L.O.翌1：00）
定 休 日：毎週月曜日、第一火曜日

Cafe&Bar STAR DUST
Food&Bar Rough 姉妹店

◆オーナー：小山 巌　◆店長：井上 昌史

平成29年度九州・沖縄地区
消費税軽減税率対策窓口相談等事業講習会・連絡会議
　平成29年11月27日、長崎市「平安閣サンプリエール」に於いて、消費税軽減税率対策
窓口相談等事業講習会・連絡会議が開催されました。全振連の坪井理事長、中小企業庁経
営支援部の岩木商業課長、九州経済産業局産業部の土田課長、各商店街理事長など41
名が参加されました。その中で各商店街が抱える課題・要望等など発表いたしました。
【福岡県】
　消費増税を見据え、商店街組織が実施する集客促進、需要喚起、商店街の体質強化
に効果のある取組に要する経費を助成する事業（地域商店街活性化事業）を要望願い
たい。個店の魅力向上が商店街活性化に繋がることから、専門アドバイザーによるアド
バイスを経常的に受けられるよう、長期・継続的なアドバイザー派遣に対して支援を要望
願いたい。

【佐賀県】
　県振連傘下の商店街組合においては、様々な商店街の活性化策に取り組んでいるところだが、人口の減少、後継者不足や空き店舗
の増加など街全体が衰退していく中で、商店街としての機能が衰えている状況にある。また、大型店の出店やインターネット販売の影
響は大きく、今後商店街の個店が伸びていくことは、非常に難しい状況にある。このような中、地域のコミュニティの担い手としての機
能を強化し、商店街の活性化を図るためには関係機関との連携が必要であり、商店街に対するきめ細やかな各種支援策を要望する。

【大分県】
　賦課金の回収について、傘下の組合で赤字決算組合やぎりぎりのところで、運営している組合があり、その組合からは回収が難し
い。今年度、半額納入してこられた組合が2組合。27年度から未納が1組合である。
　大分市以外の組合員理事長・事務局と連携が取りにくい。又、文書を送付しても見ていない組合もあり、アンケート回収や依頼文に
反応が悪い。組合員になっているメリットをつくりたい。全振連にもイベント補助や、施設設置等に対する支援対策などを要望する。

【宮崎県】
　賦課金の問題で県振連になかなか加入してもらえない。行政の助成金があると「賦課金」を低くできるので会員数も増える。
　県の助成制度の問題。県振連に加入してない非組合員でも、県から直接助成金をもらえる。従って、県振連には加入しなくなる。

【鹿児島県】
　地方では成長戦略もほとんど効果がない。コストダウンや商品品質向上に取り組んで商店街の個人店では中々買ってくれないのが
現実。テナント店舗が85％超になっており、運営面で工夫しなければならない。商店街のコミュニティが既にない場所がある。人が住む
ことで商店街がよみがえると思う。商店街にある土地・建物は広く社会的な資産であるという認識が広まれば新規創業を含め個店の出
店がしやすくなると思う。
　免税店の設置、観光客に優しい街づくり、駐車場、リーシング機能、住居者を増やしたい。
　常連客が消費税課税に抵抗を示しており、青果店等は一包の内量を減らし対応している。
　これから再開発が相次ぐため、商店街がまとまりを持たなければ成り立たない。行政や支援団体の中心市街地活性化に対する重要
性の認識が薄い。個店の販売力が低下しており商店街に人気店が必要である。

【沖縄県】
　商店街組織への未加入の店舗が増えてきている。商店街内に出店しているが、組合に加入しない店が多く、結果、組合員の負担増
となっている。組合員が増えれば、１組合員の負担は軽減され、組合事業もより推進することが出来る。組織全体で商店街を支え、協力
することにより地域の活性化をより図ることが出来ると思われる。
　ついては、各県や各市における商店街促進条例の周知徹底並びに条例の強化を要望する。

【長崎県】
　傘下商店街では、①経営者の高齢化等による後継者難　②商圏人口の減少・来街消費者の高齢化　③商店街活動への参加意識の
希薄化傾向　④将来の商店街を担う人材不足　⑤空き店舗の増加　⑥店舗の老朽化　⑦新規創業者・集客力のある店舗の招致等、
恒常的な多くの課題を本県も抱えている。
　特に公共性の高い共同施設であるアーケード等の老朽化が進む中、組合員の減少等も相まって、現在の組合員だけではこれらの維
持管理に係る費用負担が難しい状況下にあるなど、今後の安心・安全なまちづくりに不安を抱える商店街が顕在化してきているため、
これらの施設改修等に対する補助制度の創設をお願いしたい。

【熊本県】
　商店街は、地域住民に身近な商品やサービスを提供するだけでなく、地域コミュニティの担い手として、欠かせない存在である。 しか
し、商店街を取り巻く環境は、大型商業施設の進出や消費者ニーズの多様化、インターネット販売などによる購買機会の多様化に加
え、個店経営者の高齢化による後継者の問題、業種の減少（物販が飲食業に移行）、集客力が高い話題性のある店舗が減り、また、店
舗の老朽化も深刻な問題である。
県振連が抱えている問題点は、傘下組合の減少。県の補助金に関しましては、20％約84万の減額となった。これから県振連としまして
も、任意組合の関係強化・連携、子育て支援強化、青年部・女性部の拡充、振興組合への加入促進、商店街ビジョンつくり等に力を入れて
いきたいので、やはり、国・県の補助金は不可欠である。商店街に対しての各種支援策を要望する。

紹介
店舗

原田 辰之
上通五丁目商店街（振）

★次回は新市街商店街 青年会
　太田 康文さんが紹介します

★次回は本渡中央商店街振興組合
　高松 聖司さんが紹介します

最大収容人数30名！！少人数での貸切も可。
結婚式の二次会にも人気です。

熟成肉のステーキや、自慢のフレンチトーストが含まれた
STAR DUST 一番人気のコース！

な

チャンプ  天草

店長：田中 英朋

オイペオ商品オイペオ商品

Rｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ＠i商品Rｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ＠i商品
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子供服と大人服の通販「Champ」

Baby・kids・Ladies
服・雑貨のチャンプ
熊本県天草市中央新町2-6
◆電話／0969-24-3254
◆定休日／なし
◆営業時間／１０：0０～１９：0０
◆メール／info@champ-kids.jp
◆ホームページ／http://www.champ-kids.jp

お客様とのふれあいを大切に、親から子へ、子から孫への三世代に
渡って長いお付き合いをさせて頂いております。開店当時は子供服の
販売が中心でしたが、近年は「大人服」と題して、レディース服も充実し
ております。
大人服の人気ブランドは、生地の面白さや、センスの良いデザインの

「OIPEO/オイペオ」や、Ｓ，Ｍ，Ｌのサイズ展開が嬉しいクロップドパンツ
がヒットした「Ｒeproduction＠i/リプロダクションアットアイ」など、日
本製にこだわった商品を多く取り揃えております。
今年の3月3日に30周年を迎えます。これからも、皆様に愛される

「チャンプ」であり続けたいと思っております。

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

市役所裏に去年4月にオープンした今
話題の「Cafe&Bar STAR DUST」。
シェフ歴20年以上の店長が考え出し

た洋食料理と隠れ家カフェをコンセプトに営業しています。
昼のランチタイム、夜はコース料理など、数多くの酒類も

魅力的！会社での席や、ママ友会、女子会などに是非ご利用
ください。

場　　所：熊本市中央区手取本町3-14 MKビル3階
電話番号：096-342-4868
営業時間：【ランチ（火、水、木、金）】
　　　　　11：30～15：00（L.O.14：00）
　　　　　【ディナー】
　　　　　17：00～0：00（L.O.23：00）
　　　　　※金土のみ17：00～翌2：00（L.O.翌1：00）
定 休 日：毎週月曜日、第一火曜日

Cafe&Bar STAR DUST
Food&Bar Rough 姉妹店

◆オーナー：小山 巌　◆店長：井上 昌史

平成29年度九州・沖縄地区
消費税軽減税率対策窓口相談等事業講習会・連絡会議
　平成29年11月27日、長崎市「平安閣サンプリエール」に於いて、消費税軽減税率対策
窓口相談等事業講習会・連絡会議が開催されました。全振連の坪井理事長、中小企業庁経
営支援部の岩木商業課長、九州経済産業局産業部の土田課長、各商店街理事長など41
名が参加されました。その中で各商店街が抱える課題・要望等など発表いたしました。
【福岡県】
　消費増税を見据え、商店街組織が実施する集客促進、需要喚起、商店街の体質強化
に効果のある取組に要する経費を助成する事業（地域商店街活性化事業）を要望願い
たい。個店の魅力向上が商店街活性化に繋がることから、専門アドバイザーによるアド
バイスを経常的に受けられるよう、長期・継続的なアドバイザー派遣に対して支援を要望
願いたい。

【佐賀県】
　県振連傘下の商店街組合においては、様々な商店街の活性化策に取り組んでいるところだが、人口の減少、後継者不足や空き店舗
の増加など街全体が衰退していく中で、商店街としての機能が衰えている状況にある。また、大型店の出店やインターネット販売の影
響は大きく、今後商店街の個店が伸びていくことは、非常に難しい状況にある。このような中、地域のコミュニティの担い手としての機
能を強化し、商店街の活性化を図るためには関係機関との連携が必要であり、商店街に対するきめ細やかな各種支援策を要望する。

【大分県】
　賦課金の回収について、傘下の組合で赤字決算組合やぎりぎりのところで、運営している組合があり、その組合からは回収が難し
い。今年度、半額納入してこられた組合が2組合。27年度から未納が1組合である。
　大分市以外の組合員理事長・事務局と連携が取りにくい。又、文書を送付しても見ていない組合もあり、アンケート回収や依頼文に
反応が悪い。組合員になっているメリットをつくりたい。全振連にもイベント補助や、施設設置等に対する支援対策などを要望する。

【宮崎県】
　賦課金の問題で県振連になかなか加入してもらえない。行政の助成金があると「賦課金」を低くできるので会員数も増える。
　県の助成制度の問題。県振連に加入してない非組合員でも、県から直接助成金をもらえる。従って、県振連には加入しなくなる。

【鹿児島県】
　地方では成長戦略もほとんど効果がない。コストダウンや商品品質向上に取り組んで商店街の個人店では中々買ってくれないのが
現実。テナント店舗が85％超になっており、運営面で工夫しなければならない。商店街のコミュニティが既にない場所がある。人が住む
ことで商店街がよみがえると思う。商店街にある土地・建物は広く社会的な資産であるという認識が広まれば新規創業を含め個店の出
店がしやすくなると思う。
　免税店の設置、観光客に優しい街づくり、駐車場、リーシング機能、住居者を増やしたい。
　常連客が消費税課税に抵抗を示しており、青果店等は一包の内量を減らし対応している。
　これから再開発が相次ぐため、商店街がまとまりを持たなければ成り立たない。行政や支援団体の中心市街地活性化に対する重要
性の認識が薄い。個店の販売力が低下しており商店街に人気店が必要である。

【沖縄県】
　商店街組織への未加入の店舗が増えてきている。商店街内に出店しているが、組合に加入しない店が多く、結果、組合員の負担増
となっている。組合員が増えれば、１組合員の負担は軽減され、組合事業もより推進することが出来る。組織全体で商店街を支え、協力
することにより地域の活性化をより図ることが出来ると思われる。
　ついては、各県や各市における商店街促進条例の周知徹底並びに条例の強化を要望する。

【長崎県】
　傘下商店街では、①経営者の高齢化等による後継者難　②商圏人口の減少・来街消費者の高齢化　③商店街活動への参加意識の
希薄化傾向　④将来の商店街を担う人材不足　⑤空き店舗の増加　⑥店舗の老朽化　⑦新規創業者・集客力のある店舗の招致等、
恒常的な多くの課題を本県も抱えている。
　特に公共性の高い共同施設であるアーケード等の老朽化が進む中、組合員の減少等も相まって、現在の組合員だけではこれらの維
持管理に係る費用負担が難しい状況下にあるなど、今後の安心・安全なまちづくりに不安を抱える商店街が顕在化してきているため、
これらの施設改修等に対する補助制度の創設をお願いしたい。

【熊本県】
　商店街は、地域住民に身近な商品やサービスを提供するだけでなく、地域コミュニティの担い手として、欠かせない存在である。 しか
し、商店街を取り巻く環境は、大型商業施設の進出や消費者ニーズの多様化、インターネット販売などによる購買機会の多様化に加
え、個店経営者の高齢化による後継者の問題、業種の減少（物販が飲食業に移行）、集客力が高い話題性のある店舗が減り、また、店
舗の老朽化も深刻な問題である。
県振連が抱えている問題点は、傘下組合の減少。県の補助金に関しましては、20％約84万の減額となった。これから県振連としまして
も、任意組合の関係強化・連携、子育て支援強化、青年部・女性部の拡充、振興組合への加入促進、商店街ビジョンつくり等に力を入れて
いきたいので、やはり、国・県の補助金は不可欠である。商店街に対しての各種支援策を要望する。

紹介
店舗

原田 辰之
上通五丁目商店街（振）

★次回は新市街商店街 青年会
　太田 康文さんが紹介します

★次回は本渡中央商店街振興組合
　高松 聖司さんが紹介します

最大収容人数30名！！少人数での貸切も可。
結婚式の二次会にも人気です。

熟成肉のステーキや、自慢のフレンチトーストが含まれた
STAR DUST 一番人気のコース！

な

チャンプ  天草

店長：田中 英朋

オイペオ商品オイペオ商品
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