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商店主活動支援事業実践発表会

いつもお世話になっております。上通1・2丁目商店街振興組合の橋本です。今回、商店主活動支
援事業を活用し、上通商店街において「街中の公共の休憩場所不足」という長年の上通の課題解
決へ向けた実証実験「いすフェスin上通」を開催させて頂きました。
商店主6名、専門家1名の合計7名で実行委員会を立ち上げ、熊本大学の学生2名と熊本で活躍
中の若手アーティスト1名をオブザーバーとして迎え、検討会（3回）と打ち合わせ（1回）を行いまし
た。
具体的な事業の内容としては、「いす・ベンチ」を一般・上通の商店から借り受け、通りに並べて通
行人に座って頂き、利用状況のアンケート調査を行うというものです。今回のアンケート調査結果で
分かったことは、91％の方が「上通にベンチ・いすが必要」と回答、明らかに街中の公共休憩の場所
が不足しており、来街者の利便性を損ねていました。「いす・ベンチ」を街中に設置することはとても
重要なことだと思います。座って見まわす商店街の風景から、歩いていては分からなかった「物や
事」の発見、近くに座っている人との会話から生まれる新しいコミュニケーション。
私の店の前にもベンチを置いていますが、座った方が前を見ると私の店のディスプレーが目に入

るようにしており、実際に売り上げに貢献したりもします。単に休憩場所としての「ベンチ・いす」では
なく、その他に様々な効果があります。
今回の実証実験の結果は上通内でも共有されておりますので、今後は「ベンチ・いす」を少しずつ
増やしていくことが必要です。今回のサブテーマでもある「くつろぎの散歩道」を実現するために。
最後に、今回このような事業を提供して頂いた、熊本県と県振連の皆様へ感謝致します。

橋本 幸二上通1・2丁目商店街振興組合 理事長

開催日：平成30年2月9日（金）　場所：くまもと県民交流館パレア９Ｆ

商店主活動支援事業を終えて。
「城下町やつしろ通町散策マップ」の作成

商店主活動支援事業実践発表会

まず今回の「商店主活動支援事業」を採択して頂きありがとうございまし
た。商店主活動支援事業を進めていくうえで通町商店街を取り巻く環境を
説明すると
●熊本県の重要港湾都市となった、八代港へ到着するクルーズ船が来年度は200隻となる。
●地元の祭りである「妙見祭」が昨年ユネスコ無形文化遺産に登録された。
●2020年には新庁舎が完成する。
通町商店街振興組合の従来イベント＆事業の成長
●今年で16回目を迎える雛祭りイベントが年々盛り上がってきている。
●昨年度よりスタートした「通町とれたて軽トラ市」を今後も充実させていきたい。
●各店舗のＱＲコードを作成し、Googleストアビューの整備がほぼ出来ている。

のことを踏まえてアドバイザーを交え平成29年10月15日、11月12日、26日で会議を重ね当初7
つの事業案の中から絞り込み「城下町やつしろ通町散策マップ」に決定した。
マップに盛り込んだ内容は
●通町の歴史・通町界隈の見どころ（歴史的史跡、建築物）
●通町の取り組み（イベントカレンダー）・各商店の紹介（QRコード入り）
これを日本語と英語表記で紹介するマップを制作しました。マップの利用方法は「観光」という視
点で通町をPRすることが今後重要と考え、熊本県内・県外にも目に触れる場所に設置したり今後イ
ンバウンドで来航する観光客やクルーへいきわたる仕組みが必要となる。
今回の「商店主活動支援事業」により生まれたものは
①組合員さんとの協力体制・絆が生まれた。
②街づくりに対する機運が高まってきた。
③通町の歴史や各商店の魅力を再発見することが出来た。
私達はマップを作製することが最終目的で

はなく、マップというツールを使って各店舗が
売り上げに繋げて行くことが最終目的なので
どんどん活用して行きたいと思う。

森山 正規通町商店街振興組合 理事長
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商店主活動支援事業実践発表会

この事業で私達の応援者が数多くいらっしゃることが分かりま
した。これが一番の収穫でした。
アンケートを行う上で一番大切にしたのは、個人及び団体に直
接かたりかけ、何を私達がしたいのかをお話し、そこでみなさまのお話を聞けたこと
です。そのことで協力したいと思ってくださる方々の顔が実際に確認できるようにな
りました。アンケートの総数は２千数百になりました。このアンケートの結果を私達全
員で共有することはもちろんの事ですが、アンケートの結果を生かして私達の商店
街を盛り立てて頑張ってほしい、又活気を取り戻してほしいとおっしゃる方々が数多
くおられたことに、私達は背筋の伸びる思いと私達の使命を強く意識しました。
ビジョンをつくることはとても大切です。そしてその過程で実際に動くことによ

りその方々の思いを受け取る事が、大変嬉しく感じるとともにとても勇気づけられ
ました。
これからがより一層の努力が必要となると思います。一店一店が頑張ることで商
店街が魅力的になるというお話をいろんな人々からおうかがいしました。進むべき道
は間違いない、まだまだ応援してくれている方々がいっぱいいらっしゃると感じてい
ます。そしてより具体的な活動をとうして、前に進んでまいります。これから皆様と協
力連携していきます。
最後にこの事業に協力していただいた皆様、実際に動いてくれたメンバーそして
関係者の皆様に心からの感謝の言葉を申し述べるとともに私達の商店街はこれから
さらに努力してゆくことをお約束するこ
とでお礼の言葉にかえたいと思いま
す。ありがとうございました。

板垣 利英本渡中央商店街振興組合 理事長

平成30年2月22日～23日に東京ベイ有明ワシントンホテルにて、全振連青年
部指導者研修会と職員研修会を合同で開催され参加してきました。今回は初めて
の試みが色々有り、題目にもあるように商店街創生セミナーと題して、職員研修会
と合同での開催をすることでコスト削減を図るなど内容も今までとは違う観点から
のセミナーになっていました。初めに、【地域にための商店街】と題して、埼玉県秩
父市・みやのかわ商店街振興組合前理事長の島田憲一さんより話をして頂きまし
た。私自身二度目かとは思いますがお話を聞いたことが有ります。こちらではナイトバザールをまちづくりの
起爆剤として今でも開催されています。昭和61年頃から商店街の将来を考える若者グループから何かやら
ないとから始まり、月1回失敗してもいいから継続してイベントをしていこうとみんなで汗をかきと言うとこ
ろからナイトバザーをはじめました。そのうち月イチのイベントが定着して今では歩道を歩けないほどの賑
わいになっているそうです。
資金は自前が基本補助金はあとから付いてきたもので、頑張ればいろんなものがついてくるとおっしゃっ

ておられました。二人目は【観光・もてなし・まちづくり～観光から見た地域振興のあり方を考える～】と題し
て立教大学観光学部教授東徹さんに話して頂きました。話としては何か難しい感じがしましたが、なるほど
というポイントが有りました。観光ポイントには意味があって人が集まる、その場所へは行かなければ体験
できない、見れない、だからこそそこに地域振興のポイントが有る。観光需要に伴いイベントや商品開発な
どに手がけることが重要、人が集まることに指を加えて待つのではなく一緒になって取り組むことが重要で
す。3人目は【キャッシュレス決済への対応】と題して株式会社マネーフォワード取締役滝俊雄さんに話して
頂きました。本当に新時代の流れについてキャッシュレス時代に突入するためにどうしていかなければとい
うよりこんな時代がすでに始まっています。皆様も対応できてますか？と問いかけられた気がしました。お買
い物も宅配も、水から高級品までお金を払うことなくお買い物、店頭でも端末での決済、インバウンドでも
おわかりの通り現金のやり取りは少なくなっています。新しい対応が必要になるようです。
二日目は、青年部・職員一緒になってのディスカッションが有り、これからの商店街のあり方、商店街振興
組合とは何なのか？について色んな意見が出ました、研修会に参加して何をえるのか、研修内容に関しても
実例はもちろん新しい取り組みや情報がほしい、参加者が話を聞きたくなる内容にして欲しい、親会への意
見も出ていました。青年部の意見も反映できるような体制づくりをお願いしたい。また、補助金の内容につ
いても全振連会員の意見をきいてお願
いして欲しいなどいろいろな意見が出
て非常に参考になりいいディスカッショ
ンでした。今回は色々と新しい取り組み
をして頂きました。これからも意見交換
の場であったり話がきちんと上まで通り
体制づくりをされるようですので熊本か
らも色んな意見を出していきたいと思っ
ています。

井川 正宏熊本県振連 青年部長

商店主活動支援事業によせて

商店街創生セミナー参加
（平成29年度第二回全国商店街青年部指導者研修会・第二回都道府県連職員研修会合同開催）

開催日：平成30年2月22日（木）～23日（金）　場所：東京ベイ有明ワシントンホテル
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商商 店店 街街 のの
ひひ なな まま つつ りり

商商 店店 街街 のの
ひひ なな まま つつ りり

本町一丁目商店街 鍬崎 葉子

本町二丁目商店街

高岡 薫子

通町商店街

堀口 幸子

毎年恒例の1000体の千代紙人形をはじめ沢
山のおひなさまと手作り作品、お茶とお菓子の
おもてなしでお客様をお迎えしました。

本町三丁目商店街 山園 司
本町三丁目のひな会場はひな山がメインでひな
七段飾りを中心に、パッチワーク、打掛け等を展
示しました。

下通繁栄会女性部 城後 文代
七段雛飾りや御殿雛飾り、ちびっ子創
作ひな人形の展示の他に、インスタ映え
するパネル展示やデザイナーとコラボし
た世界に一つだけの「オリジナル缶バッ
ジ」ワークショップを実施しました。
また毎年大好評の十二単体験試着会
もあり見るだけではない体験型のイベン
トで下通アーケード一帯が賑わいました。

趣向を凝らした飾り付け
や、手作り作品の展示、
お茶の接待等心のこもっ
たおもてなしで来街者の
皆様をお迎えしました。

通町商店街では、一年が
かりで作りあげた華手毬
のさげもんや雛人形を展
示。手作りの雛人形や小
物・パッチワークの作品
などの販売、お抹茶の接
待など華やかな会場でお
客様に癒しの空間を味
わっていただきました。

八代商店街のひなまつり八代商店街のひなまつり
期間：平成30年2月10日（土）～3月4日（日）

下通商店街下通商店街第１０回城下町くまもと肥後の
ひなまつり２０１８
第１０回城下町くまもと肥後の
ひなまつり２０１８ 期間：平成30年2月28日（水）～3月4日（日）

人吉九日町商店街 宮山 まゆみ
今年で21回目を迎えた『人吉球磨はひ

なまつり』も会員総出で、飾りつけやお休み
処の設営、そして50日間のお客様への接
待、最大のイベント「きものぶらり歩き」は
「よさこい祭り」と同時開催ということもあ
り大変盛り上がり、今年も滞りなく無事終わ
りました。

人吉九日町
商店街
人吉九日町
商店街

人吉球磨はひなまつり人吉球磨はひなまつり
期間：平成30年2月1日（木）～3月21日（水）
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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



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6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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）井川電気商会
熊本市東区若葉1丁目13-10　TEL.096-369-2000

有効期限：平成30年6月30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6月30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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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



商商 店店 街街 のの
ひひ なな まま つつ りり

商商 店店 街街 のの
ひひ なな まま つつ りり

本町一丁目商店街 鍬崎 葉子

本町二丁目商店街

高岡 薫子

通町商店街

堀口 幸子

毎年恒例の1000体の千代紙人形をはじめ沢
山のおひなさまと手作り作品、お茶とお菓子の
おもてなしでお客様をお迎えしました。

本町三丁目商店街 山園 司
本町三丁目のひな会場はひな山がメインでひな
七段飾りを中心に、パッチワーク、打掛け等を展
示しました。

下通繁栄会女性部 城後 文代
七段雛飾りや御殿雛飾り、ちびっ子創
作ひな人形の展示の他に、インスタ映え
するパネル展示やデザイナーとコラボし
た世界に一つだけの「オリジナル缶バッ
ジ」ワークショップを実施しました。
また毎年大好評の十二単体験試着会
もあり見るだけではない体験型のイベン
トで下通アーケード一帯が賑わいました。

趣向を凝らした飾り付け
や、手作り作品の展示、
お茶の接待等心のこもっ
たおもてなしで来街者の
皆様をお迎えしました。

通町商店街では、一年が
かりで作りあげた華手毬
のさげもんや雛人形を展
示。手作りの雛人形や小
物・パッチワークの作品
などの販売、お抹茶の接
待など華やかな会場でお
客様に癒しの空間を味
わっていただきました。

八代商店街のひなまつり八代商店街のひなまつり
期間：平成30年2月10日（土）～3月4日（日）

下通商店街下通商店街第１０回城下町くまもと肥後の
ひなまつり２０１８
第１０回城下町くまもと肥後の
ひなまつり２０１８ 期間：平成30年2月28日（水）～3月4日（日）

人吉九日町商店街 宮山 まゆみ
今年で21回目を迎えた『人吉球磨はひ

なまつり』も会員総出で、飾りつけやお休み
処の設営、そして50日間のお客様への接
待、最大のイベント「きものぶらり歩き」は
「よさこい祭り」と同時開催ということもあ
り大変盛り上がり、今年も滞りなく無事終わ
りました。

人吉九日町
商店街
人吉九日町
商店街

人吉球磨はひなまつり人吉球磨はひなまつり
期間：平成30年2月1日（木）～3月21日（水）

くまもと県振連だよりタミアス Vol.61 くまもと県振連だよりタミアス Vol.61

05 ／ KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS ／ 06

注意事項
★有効期間：平成30年6月30日まで

★本券1枚に付き1回限りのご利用となります
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★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。
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★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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2月25日（日）県振連事務所にて宮城県の女川町青年部5名と意
見交流会が開催されました。女川町は東日本大震災時に町の７割の
建物が倒壊、人口が１万人から5千人に減少、そして人口減少率も県
内ワースト１という町です。今月で震災から丸７年たちますが、まだま
だ復興復旧にむけて町づくりに取り組んでおられます。県振連では、
これまで銀杏祭での女川汁の販売や女川町でのくまもんピンバッチ
販売促進など女川町との連携を強化してきました。
今回は、人吉より球磨焼酎酒造組合の田中専務さんに来所頂き、
500年の歴史を誇る球磨焼酎の文化や歴史、また球磨焼酎の楽しみ
方等の説明を受け、個性豊かな焼酎を皆様に試飲していただきまし
た。女川の方々にも高評価を頂き、いつの間にか試飲用の焼酎が空っ
ぽに。（笑）今後は、女川町でも焼酎が楽しめるイベントを開催してい
ただけると幸いです。
今後も人と人とのつながりを大事にして互いの街の活性化につな

がる活動をしていきたいと思います。

安田 征司熊本県振連 復興委員

平成２９年１２月4日健軍商店街「まちな
か図書室よって館ね」において陶芸体験
が行われました。この催しは健軍商店街が
協力し、熊本県伝統工芸産業復興グルー
プが復興事業の一環として開催したもの
です。
当日は桃崎陶房「桃崎孝美」先生を講
師として、16名の参加がありました。陶芸
体験は参加者全員が初めてで最初は不安
そうな様子でしたが、和気合い合いとした
雰囲気の中で、思い思いの作品作りが出
来たようです。“大変楽しかった”“また参
加したい”という声が多く聞かれ、盛況の
うちに終えることが出来ました。参加者か
らの要望もあり、今後も継続して行う予定
となっております。

健軍商店街振興組合

｢委託型免税店｣について今できることプロジェクトⅢ

陶芸教室 平成29年12月4日（月）開催

　3月９日から熊本市の中心商店街4商店街(10振興組
合)で消費税の手続委託型免税店の運用を17事業者
21店舗(別表参照)で開始しました。これで熊本の中
心商店街も全国に約20箇所ある免税商店街の仲
間入りです。来年のラグビーと女子ハンドボール
のワールドカップ開催に向けてのインバウンド対
策の一つでもあります。
　一般型免税店に比べて手間がかからずコスト

も抑えられます。鶴屋百貨店さんの一括カウン
ターを使わせていただくため中心部の回遊性の
向上にも繋がっています。
今回の事業は熊本市中心商店街等連合協議
会(安田二郎会長)が県と市から補助金を戴きま
た商工会議所の助言を得ながら実現することが
できました。これからは手続委託型免税店が一店
でも多く増えていけば賑やかな街づくりを担える
のではないかと思っております。

松永 和典熊本県振連 副会長
熊本市中心商店街等連合協議会 免税活用委員長

熊本免税店
マップ

鶴屋2階一括カウンター

免税店ポスター

店舗数 振興組合名 店舗名 店舗住所 店舗電話番号

ブランドショップ　さかえ屋 熊本市中央区南坪井町１－６ 096-325-1144
舒文堂河島書店 熊本市中央区上通町１１－２ 096-352-1701
JEWELER KIYOTA 熊本市中央区上通町７－３ 096-324-1010
学生服　タケモト上通店 熊本市中央区上通町６－１５　２Ｆ 096-355-2241
ＶＩＶＡＬＹ 熊本市中央区上通町６－１５　２Ｆ 096-356-2490
時計の大橋 熊本市中央区上通町９－５ 096-353-0084
ジュエリーオーハシ 熊本市中央区上通町１－１３ 096-355-2967
洋装のタバラ 熊本市中央区上通町４－１６ 096-352-2857
ハビタ上通店 熊本市中央区上通町２－７　同仁堂上通ビルＢ１ 096-325-5811
岡田珈琲　本店 熊本市中央区上通町１－２０ 096-356-2755
ﾘｰｶﾞﾙｼｭｰｽﾞ熊本下通店 熊本市中央区下通１－６－１　マエハラビル２Ｆ 096-325-9313
三国屋本店 熊本市中央区下通１－８－２９ 096-353-4101
よそほひの帯屋 熊本市中央区下通１－４－１２ 096-354-6221
MEN'S FASHION HOUSE TAJIRI 熊本市中央区下通１－７－１５ 096-352-6811
アクセサリーＪОＹ 熊本市中央区下通１ー８－３０ 096-354-1300

熊本市下通三番街商店街振興組合 Decoration 熊本市中央区下通１－１０－２５ 096-352-6927
熊本市下通四番街商店街振興組合 CARINO SECOND 熊本市中央区新市街６－７ 096-324-0345

1 熊本市新市街商店街振興組合 宝石　時計　斉藤時計店 熊本市中央区新市街５－１０ 096-352-6514
1 熊本市駕町通り商店街振興組合 セコンド 熊本市中央区安政町６－２９ 096-353-5428
19

鶴屋百貨店を一括カウンターとする消費税免税手続き委託型免税店　参加店名

10

7
熊本市下通二番街商店街振興組合

熊本市上通町三・四丁目商店街振興組合

熊本市上通五丁目商店街振興組合

上通１,２丁目商店街振興組合
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まるきん
〒863‐0023
熊本県天草市中央新町11‐10
◆電話／0969‐22‐2727
◆定休日／水曜日
◆営業時間／10:00～18:00

昨年５月に閉店した店舗を
保育園からの幼馴染みで、放
送作家の小山薫堂氏より
シャッター通りとなりつつあ
る商店街を何とかしたいと相
談があり、12月17日に再び
オープンし、たい焼きの生地
と中身を一新いたしました。
餡子と日本茶を練り込んだ

カスタードクリームのミックス
した新しいたい焼きを是非、
ご賞味下さい。

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

新市街にある、落ち着いた雰囲
気の焼肉店は、七輪で焼くお肉の
美味しさはもちろんのこと、煙で匂
いが付きにくいよう、洋服カバーも用意されており、サー
ビスも満点です。
全室個室なので、大切な商談や、恋人と、ゆっくりとし

た時間を過ごすのにオススメです。

場　　所：熊本県熊本市中央区新市街6-4
　　　　　セカンドアレイビル4F 
電話番号：050-3312-6616
営業時間：18:00～27:00
定 休 日：不定休

褐火（かっか） ◆店主：山本 和季紹介
店舗

新市街青年会
太田 康文

★次回は下通繁栄会
　牧野 充宏さんが紹介します

★次回は牛深商店街に新しく
　できた飲食店を紹介します

全室個室

七輪でじっくりと

牛タンははみ出すサイズ!!

な

「まるきん」
店長：高松 聖司

八代本町アーケード街の昔と今
そして未来

那須  一八代市本町１丁目商店街振興組合 陶器の店 泉屋

八代は江戸時代から明治維新にかけて八代城の城下町として栄
え、城の周囲に町家と共に多くの商人が存在した。

■城下町としての八代

明治中期から昭和初期にかけ四大工場が進出し、九州でも屈指
の企業城下町として繁栄し、多くの商店が軒を連ねる商店街が形
成される。

■企業城下町下の本町商店街

昭和３０年代、八代は特産のイ草生産が盛んで農家所得が高く、
昭和３１年本町に八代大洋デパートが開店した事により、商店街は
県南一の規模として繁栄した。

■イ草生産とデパート進出

デパートがある本町商店街には天草・芦北・球磨などから多くの
買い物客が訪れ、昭和４８年アーケードが出来、アーケード街には
約１８０の店が軒を連ね多いに賑わった。

■本町商店街にアーケード出来る

アーケード街にあった八代大洋は増床の計画もあったが奇しくも
熊本大洋本店の火災により八代大洋もデパートの機能が無くなり
昭和５６年頃解体される。

■デパート商店街の神話が崩れる

アーケードが出来た以後近くに大型ＳＰ二軒開店する。立体駐車
場を整備するも商店街は次第と空き店舗が目立つようになり通行
量も減少。平成１５年アーケードリニューアルにより通行量が増え
つつあった直後の郊外型ＳＣの出店によりアーケード街はシャッ
ター商店街化し、平成１９年認定を受けた中活では商店街周囲の
整備は進んだがその目的の成果は上がらなかった。

■大型ＳＰと郊外型ＳＣの開店

平成２年、立体駐に鶴屋生活彩館を誘致したが熊本地震の影響
で店舗が使えなくなり地震後閉店、空き店舗増加に伴い通行量減
少に歯止めがかからない状況が続いている。

■熊本地震と鶴屋生活彩館

平成２７年頃からクルーズ船が入港するようになり商店街も外国
人が多く見られるようになった。平成３２年以降は入港回数も年間
１５０回以上予想されており、通行量だけは増加が見込まれる。

■クルーズ船寄港増に期待

昭和48年11月アーケード完成時の妙見祭
行列、写真右に八代大洋が有りアーケード
落成記念売り出しを行っていた。手前のイ
ズミヤは現泉屋の前身。

まだアーケードが無かったころの土曜市風
景（昭和47年）。当時八代郵便局があった。

アーケードリニューアル工事（平成15年
6月～11月）

平成2年～平成28年まで鶴屋生活彩館が
あった場所、熊本地震後閉店し、平成29年
12月解体される。

八代港のクルーズ船。平成30年ターミナ
ルビルが建設され年間150回以上寄港が
予定されている。

昭和60年頃の
２丁目商店街。
写真左側３店
舗の裏に立体
駐車場がある。
後に鶴屋生活
彩館となる。

元八代大洋が
あった場所に平
成28年、マン
ションが建設さ
れる。

昭和40年頃の八代大洋、現在
はここに平成28年マンションが
建設された。通りにまだアー
ケードは無い。手前の洋館風二
階建ては旧安田銀行、白い横壁
は元の八代郵便局。

30年経った旧
アーケードをリ
ニューアルし、
平成15年11月
完成した現在の
アーケード。

商店人語商店人語
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