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共に創業100年を超えた老舗の地場企業
同士である大宝堂とソフィ・タカヤナギ
がタッグを組んで、共同ビルを再建中！
ビルの完成は10月末予定、11月に店舗
オープンを目指している。
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就任のごあいさつ

岡本 光雄
熊本県商店街振興組合連合会 副会長

　このたび、県振連の副会長を拝命しました人吉東九日町商店街(振)の岡本

でございます。どの地域でも中心商店街活性化は、重要課題として首長の選

挙公約に必ず盛り込まれていますが、熊本市のような県庁所在地や中心都市

を除けば、中小都市には成功例は少ないのではないでしょうか。それほどの難

題です。私も挑戦しましたが結果的には結実しませんでした。

　その挑戦とは、私の店舗（食品スーパー）が、耐震工事のため建て替えをす

ることになり、この際、人吉市の郊外にある市立図書館を店舗内に移設しても

らおうと市に働きかけました。普段からその狭さと、市の中心から離れたところ

にあって、不便さで不評を買っていた図書館なので、この話には、市は大いに

乗り気でした。中心市街地の活性化と、広い図書スペースが同時に実願する

からです。1年ほどかけて、市の企画部を交え検討を重ねてきました。

しかしながら、2階部分なので床の強化で建設コストが膨らみ、テナント料が高くなることや、新築予定の市庁舎本

体に費用がかさむこともあって、この計画は断念せざるを得なくなりました。でも今回、中心地の活性化は市の命題

であることが改めてわかり、今後別の物件をこちらから市に提案していこうと思います。私自身、これまで街作りには

ほとんど何らかの形で参加しております。

熊本市以外の商店街は疲弊しており、今までの経験が、何らかのお役に立つことができればと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

県振連新副会長に岡本氏就任

就任のごあいさつ

櫻井 貴浩
熊本県商店街振興組合連合会 副会長

この度、副会長を拝命することとなりました、櫻井　貴浩でございま

す。昨年より下通繁栄会会長の任を務めておりますが、新天街商店街

振興組合理事長は8年目となり、「全振連理事長表彰」を戴きましたこ

とに、深く感謝いたします。

一昨年の震災復興半ばではありますが、熊本の中心商店街の一員と

して、お陰様で、下通は通行量が増加傾向にありインバウンドの旅行

客も多く来街されてます。

来年の桜町開業及び二つの国際大会のお客様に向けて、HPの充

実や、QRコード決済店の拡大、街内放送の外国語対応や、委託型免

税店の増加等、特需を取り込むための準備を進めております。また、

ぼったくり被害撲滅のため、客引き防止条例制定も推進しており、安心安全な下通を目指しております。

復興中の熊本城を中心に熊本の文化に触れて広く回遊していただき、再熊して頂くための魅力づくりの

大事な年であると思いますので、これから県振連を通じて他の商店街と連携し、魅力ある熊本に寄与して

参る所存ですので、宜しくお願い申し上げます。

県振連新副会長に櫻井氏就任

就任のごあいさつ

荒木 一之
熊本県商店街振興組合連合会 監事

　この度熊本県商店街振興組合連合会総会に参加させていた

だき、監事の役割を仰せつかりました荒木一之と申します。駕町

商店街で専務理事の任をいただいております。

　駕町通りで戦後より時計店を営み、セコンド時計店として父よ

り受け継ぎまして３０年になります。駕町商店街の役員としては

平成２０年より１０年ほど活動させていただいております。

　熊本県商店街振興組合連合会に参加する事も初めてで更に

は監事と言う大任を仰せつかりました。このような仕事は初めて

の事なのでなにぶん不慣れでご迷惑をおかけするかもしれませ

んが微力ながら商店街振興組合の手助けにでもなればと参加させていただく事にしました。今後

ともよろしくお願いいたします。

県振連新監事に荒木氏就任

就任のごあいさつ

森岡 大志
熊本県商店街振興組合連合会 青年部部長

先日の県振連総会にて青年部部長に就任しました上通青年会の森

岡です。もう長く県振連青年部に所属していますので、ご存知の方も

多いと思いますが、よろしくお願いします。

前青年部長の井川さんは長く部長をしていただき、全振連の青年部

長までなられご活躍をされました。私では力不足でありますが、２年間

頑張りたいと思います。

いま上通ではまちゼミ・ラジオ番組等、体験型と告知方式で盛り上

げ、各組合店にも積極的に参加を要請し、メリットを享受してもらおうと

しています。今後の商店街は買い物の体験、時間の消費になっていく

と思い、青年部で考え、楽しくイベントを進められています。

他にも青年部ならではの考え、イベントももっとあると思います。各青年部も積極的に楽しく商店街活動

を行うために顔を合わせて話す事は非常に大事です。その中で思いつくことも、ひらめく事も多いです。

今の商店街の置かれた立場は非常に厳しいですが、各青年部は連携を取り、何をすれば商店街の役に

立つかを楽しい事も考えながら話し合い、前向きに進んでいきたいと思っています。

県振連新青年部部長に森岡氏就任
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就任のごあいさつ

有働 栄一
健軍商店街振興組合 理事長

　このたび健軍商店街振興組合理事長を仰せつかりました有働です。

当商店街は戦後、熊本市東部地域の発展と共に形成された商店街

で、戦後早い時期から地域商業をリードし堅実な成長を遂げてきまし

た。それは商店街の先達の方々の先見性とリーダーシップによるもの

と考えています。その中で、近年の商店街を取り巻く商業環境や人口

動態の変化などにより、かつてのような多くの集客を集めるということ

が難しくなっているのも事実です。

　私共長年商店街で経営してきた者の目には欠けたるものや不足し

ているものについ目が行きがちになり、行動を委縮させてしまうことが

往々にしてありますが、外部から見る目やお客様から見る目の中には、

我々が気が付きにくい部分を魅力として捉えている場合もあるようで

す。これは「・・しかない」と考えるのと、「・・もある」と考えることが行動結果としてずいぶんと違いが出るの

と似ています。考えてみれば我々の先輩たちは、何もないところから出発して商店街の繁栄を作り上げて

きました。それに比べると私たちはまだ商業環境に恵まれています。

これからは新しい視点を持つ人達を守り育てて一緒に行動し、次世代に繋げていくことが私たちに課せ

られた使命と考え、努めてまいりたいと思います。

健軍商店街振興組合新理事長に有働氏就任

就任のごあいさつ

森 浩喜
本町一丁目商店街振興組合 理事長

商店街を取り巻く環境は相変わらず厳しいものがあります。プラス要因とな
り得る案件も少なくは無いものの、それを実際に商売に活用する事は個人店
では容易ではありません。そんな中で商店街として何が出来るのか？その方
法の一つとしてこれまで“活性化”が言われてきましたが、本当の意味での“活
性化”はイベントのような一時的なものではなく、もっと長期的視野の下に持
続的に積み重ねていかなければならないものと考えます。
では具体的に何をするのかと言うと、これまで行ってきた各事業を継続す

る事はもちろん、さらに各個店の“人間力”を前面に出した街全体のイメージ・
アップを図っていきたいと考えています。ただ同様の事はこれまでもやってき
てますので簡単に出来る事とは思いませんが、時間をかけて良いイメージを
築き上げる事が出来ればそうそう崩れる事は少なく、逆に今後あらゆる場面
で利用価値の高いメリットとなり得ます。
そして商店街は明るく笑顔に溢れていないといけません。それには商店街にいる私たち自身が心から楽しめてい

る事が重要で、どうすれば自分たちが楽しめるかを皆で考える必要があります。私たちが楽しめていれば、それは必
ず外へと伝わり、やがて街の賑わいに貢献してくれるはずです。また、街を明るくする事の一環で、商売の基本であ
る「笑顔と挨拶」が本当に励行出来てるかをもう一度見つめ直す事も大事です。それらの事がうまく噛み合い、回り
出してこそ“活性化“と言えるのだと思います。
今年度は幸い八代市の「まちなか活性化協議会（旧中心市街地活性化協議会）」の会長も兼任させて頂いてます

ので、外からと内からの両面から街が明るく楽しく、そして面白くなるように尽力したいと思います。

本町一丁目商店街振興組合新理事長に森氏就任

就任のごあいさつ

橋本 和久
八代本町2丁目商店街振興組合 理事長

●本町2丁目商店街振興組合の目的

組合委員の相互扶助の精神に基づき、組合委員のために必要な共

同事業を行う。

環境の整備改善を図るための事業を行うことにより、組合員の事業

の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進を進める。

●基本方針

①本町2丁目商店街振興組合の透明性を確保し「見える化」の

推進。

②組合員相互のネットワークを拡充･強化することにより、組合

員相互の親睦を深める。

③組合員と本町2丁目商店街振興組合の関係を密にするととも

に、本町2丁目商店街振興組合の事業を支援し本町2丁目商店

街振興組合のブランド力向上に貢献する。

本町2丁目商店街振興組合新理事長に橋本氏就任

●事業活動の概要

①「見える化」の推進

1.四半期会計監査の実施

2.一般組合員の理事会参画

3.立体駐車場解体に伴う協力金の精算

4.協力金精算による定款の変更

5.アーケード維持管理費管理

②「ネットワーク」拡充･強化

1.タウンマネージャーの協力

   本町マルシェの協力参加

2.組合員一人一役の協力依頼

3.インバウンド消費対応

   Wi-Fiの環境整備

   ウイチャットペイの手続き

   飲食店対応依頼

   トイレの表示

③事業支援並びに「ブランド化」の向上

1.七夕飾りの実施

2.土曜市の実施

3.彦一商店街の実施

4.ちびっ子妙見際・御夜の実施

5.お雛祭りの実施

6.いちごの日の実施

7.学生向けイベントの実施

8.街中歴史探索やランチスタンプラリーなどの実施

9.業種から業態そしてライフスタイル提案型商店街への

   レベルアップ

10.時間消費型（2時間滞在）商店街の形成

11.地域文化資源活用空間創出事業の申請並びに実施

④彦一駐車場

駐車場会計管理・運営管理
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就任のごあいさつ

有働 栄一
健軍商店街振興組合 理事長

　このたび健軍商店街振興組合理事長を仰せつかりました有働です。

当商店街は戦後、熊本市東部地域の発展と共に形成された商店街

で、戦後早い時期から地域商業をリードし堅実な成長を遂げてきまし

た。それは商店街の先達の方々の先見性とリーダーシップによるもの

と考えています。その中で、近年の商店街を取り巻く商業環境や人口

動態の変化などにより、かつてのような多くの集客を集めるということ

が難しくなっているのも事実です。

　私共長年商店街で経営してきた者の目には欠けたるものや不足し

ているものについ目が行きがちになり、行動を委縮させてしまうことが

往々にしてありますが、外部から見る目やお客様から見る目の中には、
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す。これは「・・しかない」と考えるのと、「・・もある」と考えることが行動結果としてずいぶんと違いが出るの

と似ています。考えてみれば我々の先輩たちは、何もないところから出発して商店街の繁栄を作り上げて
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これからは新しい視点を持つ人達を守り育てて一緒に行動し、次世代に繋げていくことが私たちに課せ

られた使命と考え、努めてまいりたいと思います。

健軍商店街振興組合新理事長に有働氏就任

就任のごあいさつ

森 浩喜
本町一丁目商店街振興組合 理事長
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今年度は幸い八代市の「まちなか活性化協議会（旧中心市街地活性化協議会）」の会長も兼任させて頂いてます

ので、外からと内からの両面から街が明るく楽しく、そして面白くなるように尽力したいと思います。

本町一丁目商店街振興組合新理事長に森氏就任

就任のごあいさつ

橋本 和久
八代本町2丁目商店街振興組合 理事長
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③組合員と本町2丁目商店街振興組合の関係を密にするととも

に、本町2丁目商店街振興組合の事業を支援し本町2丁目商店

街振興組合のブランド力向上に貢献する。

本町2丁目商店街振興組合新理事長に橋本氏就任

●事業活動の概要

①「見える化」の推進

1.四半期会計監査の実施

2.一般組合員の理事会参画

3.立体駐車場解体に伴う協力金の精算

4.協力金精算による定款の変更

5.アーケード維持管理費管理

②「ネットワーク」拡充･強化

1.タウンマネージャーの協力

   本町マルシェの協力参加

2.組合員一人一役の協力依頼

3.インバウンド消費対応

   Wi-Fiの環境整備

   ウイチャットペイの手続き

   飲食店対応依頼

   トイレの表示

③事業支援並びに「ブランド化」の向上

1.七夕飾りの実施

2.土曜市の実施

3.彦一商店街の実施

4.ちびっ子妙見際・御夜の実施

5.お雛祭りの実施

6.いちごの日の実施

7.学生向けイベントの実施

8.街中歴史探索やランチスタンプラリーなどの実施

9.業種から業態そしてライフスタイル提案型商店街への

   レベルアップ

10.時間消費型（2時間滞在）商店街の形成

11.地域文化資源活用空間創出事業の申請並びに実施

④彦一駐車場

駐車場会計管理・運営管理
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熊本地震が起こり早や2年の歳月が過ぎた。グループ補助金のお陰で最近では鉄骨も

立ち上がり景気のいい音が聞こえるようになってきた。中心市街地の建設ラッシュは昭

和40年代のこと。私のビルもこの時期に建てられたが、祖父木下嵩はビルを新築するに

あたり世界一周をして建築の策を練った。まだ長崎屋を誘致するなど具体的な構想がある訳でなく、老朽化し

たビルを如何に再建するか。都心にオアシスを作りたいと研究したようである。この設計は長崎屋地階に新

世界地下食堂街を形成し川を流してその夢が実現した。

中商協では高度化委員会が立ち上がり、容積率緩和を目指していく方向である。経営者の想いと官民が一

体となってより良い熊本を築いていきたいと願うのである。今回、熊本地震で引っくり返った三陽の資料の1

つに、木下嵩がビルの建築を決断するに至る前に世界から何を学ぼうとしたのか、どのような夢を描き世界一

周をしたのかの渡航目的の綴りが見つかった。その想いを紹介してみたい。

世界一周の視察目的
三陽社長 木下嵩（故人）

１　新世界劇場の改築は当面の問題である。ここ1～2年内には改築しなくてはならない。新世界は昭和22

年まで物資の不足の時代に、空襲のあと再建したので、今日では老朽化し、陳腐して、このままでは危

険をさえ感じる。しかも大資本の映画会社は新館を新築して次々と進出してくる。もう東京に学んでは

追い付かない時代である。新世界も大資本に互角で営業するためには自ら欧米に直接学ぶことが絶対

に必要である。

2　映画は欧米から来たものである。高層ビルの中で映画館も営業している。日本もこれから欧米並みにな

ると思われるが、実際に見ねば見当もつかない。是非、改築する前に見たい。

3　アメリカの映画は最も早くテレビの影響をうけたと云われるが、日本には断片的な情報しか伝わらない。

この目で実際を見たい。

4　自動車時代のアメリカはドライブ・イン・シアターが成績がよいと云われるが、実際にはどのように経営さ

れているか見たい。

5　アメリカの映画はニューヨークの各劇場で封切りされて、世界の評価ができるが、その各映画館がどのくらい

其々吸引力のある館か見たい。

6　九州の代表場所での大作の封切りの条件は最終的には、ニューヨークの本社で決まるので本社を知

り、幹部も知りたい。又三陽も知ってもらっておきたい。

7　日本はもとより、熊本も自動車時代を迎えている。生活の高度化と共に、都市にも企業にも計り知れぬ

変化をもたらそうとしている。三陽の経営する大衆を相手とするサービス業は一にも立地、二にも立地

条件である。自動車の激増によって都市はどう変わるか、立地条件はどう動くか、立地条件をよくするの

にはどうすれば良いのか。既に自動車時代を迎えている欧米に学びたい。特にアメリカの最新鋭で最

大なショッピングセンターアラモアを是非見学したい。

商店人語商店人語 木下 修県振連 広報委員長
下通繁栄会 事業部長

8　自動車時代を迎えて大胆な都市開発が進められている。ストックホルムの中心街の再開発、ローマの南

郊の新都市造成、パリ西郊の新都市造成、スウェーデンの世界三大団地の1つと云われ新都市造成の

モデルと云われるフオルスタ団地を見たい。それは都市の変化と共に立地条件は変化するからである。

どのように変化するか先進地のモデルに学びたいのである。

9　大量生産・大量販売は各企業が大なり小なりに志向するものであるが、レストランの世界的巨大チェー

ンで科学的経営を目指すハワードジョンソンの副社長に直接質問出来ることは日本コンサルタントが組

織した今度の飲食関係者の一行であってこそ出来ることである。ヨーロッパホテル、ロイヤルホテル等

の大ホテルの支配人がホテルのレストランの経営について質問に答え、調理場、製菓場等くまなく案内

してくれるのも、この機会なればこそである。

10　洋菓子も、レストランも欧米から来たものである。本場の味、演出設備、経営を知りたい。熊本にも福岡

県や在京の洋菓子店やレストランの進出のうわさが高い。彼等は欧米出張で仕入れた知識で進出して

くる。三陽も直接欧米で学んでいかなくては先進地の企業と互角の競争は出来ない。出来れば今まで

東京・大阪に見学に行っていた程まではいかなくても2～3年に一度は研究に行きたいものである。

11　日本人の生活は急速に欧米化しつつある。殊に若年層は急速に欧風化し、間もなく其の人たちの時代

になる。欧米の生活・考え方を自分の目で確かめたい。欧米のサービス業にはホステスはいなくて、家族

連れでレストランに行き、レストランでダンスをお互いに楽しむ。映画では見るが、実際の生活はどうな

のか、カフテリアはまだ日本人の生活にはなじまないが、欧米では実際の生活にどのように入っている

のか。日本人の生活が変わればサービス業のあり方も変わらねばならない。欧米の生活の原型を見たい

のである。以上が今回の海外出張の主たる11の目的である。

世界一周 昭和42年6月25日～8月3日

【追伸】

　木下嵩がジュネーブ滞在中の7月15日に、九地建が手取本町に「歩道橋9月着工」を発表。報せを受けた

嵩は帰国後の翌日に大洋デパートの山口亀鶴社長と会い歩道橋反対を了承。このあと半年かけて青空討論

会や阻止同盟、壁新聞、ロータリー卓話を通して反対運動を展開していった。

　環境の変化はいつの時代にも付き物だが、1つ言えることは立地条件の優位性が崩れ始めているのでは

なかろうか。スマートフォンさえあれば、いつでも何処でも自由にモノが買える時代となった。ビルのあり様も

商売のあり様も業態転換の時期にきている。創造的復興を後押しするためにも容積率緩和を通してビルの自

由度、持続的発展に繋げてもらいたいものである。

（木下 修）

6ページへ続く➡
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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10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10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10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10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10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10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10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10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
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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10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。
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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10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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熊本地震が起こり早や2年の歳月が過ぎた。グループ補助金のお陰で最近では鉄骨も

立ち上がり景気のいい音が聞こえるようになってきた。中心市街地の建設ラッシュは昭

和40年代のこと。私のビルもこの時期に建てられたが、祖父木下嵩はビルを新築するに

あたり世界一周をして建築の策を練った。まだ長崎屋を誘致するなど具体的な構想がある訳でなく、老朽化し

たビルを如何に再建するか。都心にオアシスを作りたいと研究したようである。この設計は長崎屋地階に新

世界地下食堂街を形成し川を流してその夢が実現した。

中商協では高度化委員会が立ち上がり、容積率緩和を目指していく方向である。経営者の想いと官民が一

体となってより良い熊本を築いていきたいと願うのである。今回、熊本地震で引っくり返った三陽の資料の1

つに、木下嵩がビルの建築を決断するに至る前に世界から何を学ぼうとしたのか、どのような夢を描き世界一

周をしたのかの渡航目的の綴りが見つかった。その想いを紹介してみたい。

世界一周の視察目的
三陽社長 木下嵩（故人）

１　新世界劇場の改築は当面の問題である。ここ1～2年内には改築しなくてはならない。新世界は昭和22

年まで物資の不足の時代に、空襲のあと再建したので、今日では老朽化し、陳腐して、このままでは危

険をさえ感じる。しかも大資本の映画会社は新館を新築して次々と進出してくる。もう東京に学んでは

追い付かない時代である。新世界も大資本に互角で営業するためには自ら欧米に直接学ぶことが絶対

に必要である。

2　映画は欧米から来たものである。高層ビルの中で映画館も営業している。日本もこれから欧米並みにな

ると思われるが、実際に見ねば見当もつかない。是非、改築する前に見たい。

3　アメリカの映画は最も早くテレビの影響をうけたと云われるが、日本には断片的な情報しか伝わらない。

この目で実際を見たい。

4　自動車時代のアメリカはドライブ・イン・シアターが成績がよいと云われるが、実際にはどのように経営さ

れているか見たい。

5　アメリカの映画はニューヨークの各劇場で封切りされて、世界の評価ができるが、その各映画館がどのくらい

其々吸引力のある館か見たい。

6　九州の代表場所での大作の封切りの条件は最終的には、ニューヨークの本社で決まるので本社を知

り、幹部も知りたい。又三陽も知ってもらっておきたい。

7　日本はもとより、熊本も自動車時代を迎えている。生活の高度化と共に、都市にも企業にも計り知れぬ

変化をもたらそうとしている。三陽の経営する大衆を相手とするサービス業は一にも立地、二にも立地

条件である。自動車の激増によって都市はどう変わるか、立地条件はどう動くか、立地条件をよくするの

にはどうすれば良いのか。既に自動車時代を迎えている欧米に学びたい。特にアメリカの最新鋭で最

大なショッピングセンターアラモアを是非見学したい。

商店人語商店人語 木下 修県振連 広報委員長
下通繁栄会 事業部長

8　自動車時代を迎えて大胆な都市開発が進められている。ストックホルムの中心街の再開発、ローマの南

郊の新都市造成、パリ西郊の新都市造成、スウェーデンの世界三大団地の1つと云われ新都市造成の

モデルと云われるフオルスタ団地を見たい。それは都市の変化と共に立地条件は変化するからである。

どのように変化するか先進地のモデルに学びたいのである。

9　大量生産・大量販売は各企業が大なり小なりに志向するものであるが、レストランの世界的巨大チェー

ンで科学的経営を目指すハワードジョンソンの副社長に直接質問出来ることは日本コンサルタントが組

織した今度の飲食関係者の一行であってこそ出来ることである。ヨーロッパホテル、ロイヤルホテル等

の大ホテルの支配人がホテルのレストランの経営について質問に答え、調理場、製菓場等くまなく案内

してくれるのも、この機会なればこそである。

10　洋菓子も、レストランも欧米から来たものである。本場の味、演出設備、経営を知りたい。熊本にも福岡

県や在京の洋菓子店やレストランの進出のうわさが高い。彼等は欧米出張で仕入れた知識で進出して

くる。三陽も直接欧米で学んでいかなくては先進地の企業と互角の競争は出来ない。出来れば今まで

東京・大阪に見学に行っていた程まではいかなくても2～3年に一度は研究に行きたいものである。

11　日本人の生活は急速に欧米化しつつある。殊に若年層は急速に欧風化し、間もなく其の人たちの時代

になる。欧米の生活・考え方を自分の目で確かめたい。欧米のサービス業にはホステスはいなくて、家族

連れでレストランに行き、レストランでダンスをお互いに楽しむ。映画では見るが、実際の生活はどうな

のか、カフテリアはまだ日本人の生活にはなじまないが、欧米では実際の生活にどのように入っている

のか。日本人の生活が変わればサービス業のあり方も変わらねばならない。欧米の生活の原型を見たい

のである。以上が今回の海外出張の主たる11の目的である。

世界一周 昭和42年6月25日～8月3日

【追伸】

　木下嵩がジュネーブ滞在中の7月15日に、九地建が手取本町に「歩道橋9月着工」を発表。報せを受けた

嵩は帰国後の翌日に大洋デパートの山口亀鶴社長と会い歩道橋反対を了承。このあと半年かけて青空討論

会や阻止同盟、壁新聞、ロータリー卓話を通して反対運動を展開していった。

　環境の変化はいつの時代にも付き物だが、1つ言えることは立地条件の優位性が崩れ始めているのでは

なかろうか。スマートフォンさえあれば、いつでも何処でも自由にモノが買える時代となった。ビルのあり様も

商売のあり様も業態転換の時期にきている。創造的復興を後押しするためにも容積率緩和を通してビルの自

由度、持続的発展に繋げてもらいたいものである。

（木下 修）

6ページへ続く➡
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「はばたく商店街30選」に選定
斉藤 勝利熊本市新市街商店街振興組合 青年会会長

　この度は「はばたく商店街30選」に選定頂き、誠に有難うございました。一つの目標でもあり、頂けたこと
に新市街商店街振興組合一同光栄に思います。
　私たち新市街商店街は来年の桜町再開発に伴った意識改革として３年前から月に一度の「新市街まちな
か会議」開催することにしました。その中で事業部・青年部・商店街組合員・外部団体で検討し、コンセプト・
ターゲットを明確にしたうえで今までにないイベント事業を実施すると結論を出しました。「時間をあそぶ」

（滞在時間を増やす）をコンセプトに「子ども」を対象とした学びの場や遊びの空間を提供すと考え、年間3つの分野に分け理系・
文系・体育系イベントを実施しています。

夏は「子ども夜市」
民間学童（クランポンスクール）・保育施設と連携したイベントで、夏休み中の週末土曜日・日曜日の2週間にわたって
開催。ものづくりや実験が楽しめる自由研究コーナーを商店街に作り多くの子どもたちが参加しました。スライム作り
や指紋認証・ＶＲ体験など。

秋は「子ども商店街」
子どもたちが自ら店の店主となり、この日の為に作成した商品などをイベント仮想通貨「ルド」を使って来街者へ販売
し、日頃経験できない商い活動を通して、商品が売れた時の達成感を感じていました。

春は「子ども運動会」
商店街内を運動場と想定して、赤・白のチームに分け勝敗を競い合ってもらいました。綱引き・玉入れ・借り物競争など。
借り物競争では各お店から商品をお借りし、そのお店の店主さんも参加。また、東部地域総合型スポーツクラブさまや
スラックライン協会さま、地域の松本外科内科医院さまにも協力を頂き、来街した子どもたちがバレー・サッカー・ス
ラックライン・ＡＥＤ講習などを体験。また各イベントには必ずステージコーナーを設置し、子どもたちのダンス・バンド・
落語などの発表の場としています。

　このように「サンロード新市街=子ども」のイメージをつくことで、新市街のブランディング化も進んでいます。その結果各方面・
各団体から「ぜひ新市街でイベント開催したい」との声も沢山いただき地元信用金庫と連携したお仕事体験イベントや、高校生・
大学生とのチャリティコンサートなども開催しました。現在も子どもや若者向きイベントへの取り組み継続中です。
　これらのイベントには私たち新市街商店街だけではなく、熊本県立大学学生さま、熊本中央高校学生さま、熊本シティエフエム
さま、ＳＣＢ復興期支援プラットフォーム親子キャラバンさま、ボイスアクションさまからボランティア協力を受けています。この各
団体のみなさんも「新市街まちなか会議」に参加をいただいています。
　各イベントの効果検証として、来街者、参加者へのアンケート調査を毎回実施しています。イベントにより異なりますが、約
2000～2800人程度の親子が参加しており、「また参加したい」などの声が80～90％あり好評のほか、各店舗の認知度なども
少しずつ向上していますし、組合員からの評価も高く、各店舗の協力も増えています。またテレビや新聞でも取り上げて頂くこと
で新市街商店街のＰＲにもなっています。
　来年桜町再開発の完成により、新市街周辺の通行量は大幅に増加が予想されます。それに伴い私たち新市街商店街では、来
街した子どもたちが商店街に親しみを持てるよう、また将来アーケード内にお店を出したいと思ってもらえるような、そして安心・
安全の環境で過ごせる街づくりを目指しています。
　今後も、来街者・組合員の声を大事にしながら、お店を知るきっかけ作りや商店主とのコミュニケーション、新市街商店街へ再び
来たくなるような仕組みづくり、各お店の売り上げ増加につながる活動を続けていきます。
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スラックライン協会さま、地域の松本外科内科医院さまにも協力を頂き、来街した子どもたちがバレー・サッカー・ス
ラックライン・ＡＥＤ講習などを体験。また各イベントには必ずステージコーナーを設置し、子どもたちのダンス・バンド・
落語などの発表の場としています。

　このように「サンロード新市街=子ども」のイメージをつくことで、新市街のブランディング化も進んでいます。その結果各方面・
各団体から「ぜひ新市街でイベント開催したい」との声も沢山いただき地元信用金庫と連携したお仕事体験イベントや、高校生・
大学生とのチャリティコンサートなども開催しました。現在も子どもや若者向きイベントへの取り組み継続中です。
　これらのイベントには私たち新市街商店街だけではなく、熊本県立大学学生さま、熊本中央高校学生さま、熊本シティエフエム
さま、ＳＣＢ復興期支援プラットフォーム親子キャラバンさま、ボイスアクションさまからボランティア協力を受けています。この各
団体のみなさんも「新市街まちなか会議」に参加をいただいています。
　各イベントの効果検証として、来街者、参加者へのアンケート調査を毎回実施しています。イベントにより異なりますが、約
2000～2800人程度の親子が参加しており、「また参加したい」などの声が80～90％あり好評のほか、各店舗の認知度なども
少しずつ向上していますし、組合員からの評価も高く、各店舗の協力も増えています。またテレビや新聞でも取り上げて頂くこと
で新市街商店街のＰＲにもなっています。
　来年桜町再開発の完成により、新市街周辺の通行量は大幅に増加が予想されます。それに伴い私たち新市街商店街では、来
街した子どもたちが商店街に親しみを持てるよう、また将来アーケード内にお店を出したいと思ってもらえるような、そして安心・
安全の環境で過ごせる街づくりを目指しています。
　今後も、来街者・組合員の声を大事にしながら、お店を知るきっかけ作りや商店主とのコミュニケーション、新市街商店街へ再び
来たくなるような仕組みづくり、各お店の売り上げ増加につながる活動を続けていきます。
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昨年6月にオープンしてから1年が経ち、
日々試行錯誤しながら営業しております。
8月のランチは予約なしでもご来店できる

ように営業しておりますので、熊本では目新
しい『わら焼き料理』をご堪能しにぜひ牛深ま
でお越し下さい。

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

新市街にある、南国風なお店で多種
多様な料理があります。飲み物も豊富
で200種以上！サプライズに特化したお
店らしく年間500件を超えるとか、お誕
生日を祝われる方や、歓送迎会をお考
えの方は是非オススメです。

場　　所：熊本市中央区新市街9-4
　　　　　熊本第一ファームビルBF1
電話番号：096-356-8884
営業時間：【月～木、日、祝日】18:00～翌1:00 
　　　　　【金、土、祝前日】18:00～翌3:00 
定 休 日：なし

南国食堂ヤシの樹
◆店主：山口 和季

紹介
店舗

★次回は県振連事務局 山田 由美子さんが紹介します

★次回は健軍商店街（振） 田中 裕子さんが紹介します

グランプリ受賞!!

骨なし豚足
えんとんやき

な

「天草わら焼 徳」
店長：筧 孝徳

個室のように楽しめるロフト席。プ
ライベート感たっぷり！合コンや女子
会に人気の空間です。

階段を下りればスタッフ一同の暖か
い笑顔が待っています！

牧野 充宏
熊本市下通新天街
商店街振興組合

天草わら焼 徳
〒863-1901
熊本県天草市牛深町１３０-１
◆電話／0969-72-4710
◆定休日／不定休
◆営業時間／ランチ 11：30～14：00
　　　　　　　　　 ※前日までの完全予約制です。
　　　　　　ディナー 18：00～21：30

熊本県商店街振興組合連合会 副会長

松永 和典
熊本県商店街振興組合連合会 副会長
人吉東九日町商店街振興組合 理事長

岡本 光雄

熊本市新市街商店街振興組合 理事長

安田 二郎
子飼繁栄会商店街振興組合 理事長

下川 弘

牛深商店街振興組合 理事長

鶴田 修三
熊本市下通新天街商店街振興組合 理事

山田 哲大
熊本市下通四番街商店街振興組合 監事

土師 衡三
熊本市上通町三・四丁目商店街振興組合 監事

大橋 善治

中小企業庁長官表彰

熊本県商店街振興組合連合会 会長

釼羽 逸朗

経済産業大臣表彰

下通繁栄会 会長
熊本市下通新天街商店街振興組合 理事長

櫻井 貴浩

熊本市上通町三・四丁目商店街振興組合 理事

鳥生 博
熊本市上通町三・四丁目商店街振興組合 理事

東 春彦
熊本市上通五丁目商店街振興組合 副理事長

山下 紀一郎

全国商店街振興組合連合会理事長表彰 商店街功労者

全国商店街振興組合連合会
創立50周年記念式典における表彰
全国商店街振興組合連合会

創立50周年記念式典における表彰
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くまもと県振連だより

KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS

熊本県商店街振興組合連合会  熊本市中央区練兵町62 第2ロータリービル3F
TEL.096ｰ353ｰ4666　FAX.096ｰ353ｰ4577
E-mail info@kumanet.jp　URL http://www.kumanet.jp/

共に創業100年を超えた老舗の地場企業
同士である大宝堂とソフィ・タカヤナギ
がタッグを組んで、共同ビルを再建中！
ビルの完成は10月末予定、11月に店舗
オープンを目指している。
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