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駕町通り商店街振興組合 プレミアム付き商品券販売会
開催日：平成30年10月6日（土）

開催日：平成30年8月3日（金）
場所：下通アーケード内
主催：一般社団法人すきたい熊本協議会

熊本城復興チャリティ 一斉乾杯！
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今回の1枚
一斉乾杯
駕町通り

プレミアム商品券

発行



　毎年、夏真っ盛りの8月（１カ月間）に開催しています。今年は「カフェふとりねこ」
激辛ナポリタン「遊食館」激辛ちゃんぽん、「から王の唐揚げ」激辛唐揚げ弁当「らぁ
めん臨機」激辛ラーメンの4店舗が参加！リピーターのマニアの要望で、年々辛さが増
している模様です。
　食べる前には、誓約書に署名捺印が必須です！皆さんも来年挑戦されてはいかが！

　今回は秋刀魚収穫祭に合わせて女川へ
出向き、熊本名物（球磨焼酎、黒糖ドー
ナツ棒、高菜）を販売させていただきま
した。秋刀魚収穫祭はシーパルピアの直
線部分に側溝用のコンクリートを繋ぎ上

に網を張り、炭火で秋刀魚を焼くイベントです。雨対策でテ
ントが張ってありましたが、けむり等がどうなるか心配。翌
日は朝からあいにくの雨でシーパルピアの屋外から、女川町
まちなか交流館に場所が変更になりましたが熊本物産展の準
備をし、9時30分頃には少しずつ来客も増え、横の愛媛物産
展や北海道物産展との相乗効果もあり熊本名物にも興味を示
すお客さんも多くなってきました。
　しかし室内のためお酒の試飲が不可となり、熊本の焼酎は
展示販売のみでした。そのため販売が苦戦。やむなく高菜と
黒糖ドーナツ棒を試食用に出し、熊本物産に興味を持っても

　毎月第一土曜日を基本に開催中！熊大のアカ
ペラサークルがやってきて、自慢の歌声を商店
街に響かせます。同時開催は土曜得得セール！

ラッパーのラーメン屋さんによる売り出し商品の紹介が街内放送
で流れます。お聞き逃しなく！

　第14回目を迎えました今年の“ゆかた祭”は晴天のもと7月28日（土）～29日（日）の2日間
に亘って開催されました。今年度は“～想う～”を基本テーマとし、“子供達みんなが楽しめる
「ゆかた祭」、子供たちや外国人旅行者の記録・記憶に残そう！”をサブテーマと致しました。
　今年の夏は“命にかかわる危険な暑さ”と言われ、運営委員会ではその配慮が重要でござい
ました。例年12時のオープニングも、今年は15時の夕刻に遅らせ、それでも暑さ相まっての

開催。三年坂の“そうめん流し”に、新市街の“肥後華灯籠”も彩りを加え、各商店街の単独催事では“上通縁日”。
下通では“親子で作ろう！手作りうちわワークショップ”、サンロード新市街の“カラオケ大会”も好評でした。外国人
対応では通訳を配置しましたが利用者が少なくまだ認知不足もあったようです。今年は新たに水道町親和会も加
入し9商店街となった中商協。東京ガールズコレクションを意識し媒体広告物はピンク色を採用致しました。この
たびは、びぷれす部会の布田善久部会長、ストリートステージ部会の斉藤勝利部会長、そうめん部会の松藤太門
部会長には大変お世話になりました。

子飼うたごえ通り
        土曜得得セール

渡辺 正宏
子飼繁栄会振興組合 副理事長

木下 修ゆかた祭実行委員長

「赤の子飼激辛祭り」

第14回

城下町くまもと

ゆかた祭り

赤の子飼激辛祭り赤の子飼激辛祭り～The hell's gate～～The hell's gate～

宮城県女川町研修レポート

森岡 大志県振連青年部長 日時：平成30年9月29日～10月1日
場所：宮城県女川町 女川町秋刀魚収穫祭 熊本物産展販売ブース

らう事に重点を置きました。おかげで高菜と黒糖ドーナツ棒
の試食を中心に販売が伸びていきました。秋刀魚ブースには
数百人の列が並び、最高1時間待ちとの事です。予定では1
万匹以上の秋刀魚を用意してありましたが結果的には午後3
時過ぎに12000匹が完売。人気の高さを感じました。イベ
ント終了し、結果は売り上げが約5万円。女川町青年部の鈴
木部長に全額を復興支援で寄付しました。
　女川の青年部はまちづくりに対する意気込みがあり、若手
も多くとても元気です。私も青年部長としてもっと役に立て
るよう努力が必要です。女川町青年部のモットーは、「60
代は口を出さず、50代は口を出してもいいけど手は出さず
支援のみ」です。この言葉は重いです。
　今回の女川町との交流は熊本県振連青年部にも刺激にな
り、フィードバックできる部分を取り入れたいと思います。
女性部との連携も含め、元気を出していきたいと思います。

熊本城復興応援体操教室in下通り

　熊本県人吉出身で体操の元日本代表選手
である桑原俊さん（36才）。2007年のＮＨＫ
杯（全日本）個人総合で優勝し、世界選手権

団体銀メダリスト。昨年、JOCからの派遣でスタンフォード大学
コーチとして１年間カリフォルニアに滞在していたが、この度帰
省。在住の千葉でマルベリー・フィールド体操教室を開かれてい
ます。Ｈ３０年９月９日（日）下通四番街で、幼児と小学生を対象
に、ミニトランポリン・ミニ鉄棒やマットなどを使って、駆け付けた
体操仲間と共に、熊本城復興応援のために教室を開催した。子
供たちは宙返り・前転・逆上がりなどを体験。賑やかに元気よく遊
んでいました。本物と触れ合うことが何よりも大事、教え方も上
手だと思いました。１０月７日には、ご縁がある上通でも開催が決
定。教室に参加したい子供さんはワンコイン500円で参加。そ
の一部を熊本市へ寄付します。

猪毛尾 彰宏
熊本市下通四番街商店街振興組合 理事長
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　毎年、夏真っ盛りの8月（１カ月間）に開催しています。今年は「カフェふとりねこ」
激辛ナポリタン「遊食館」激辛ちゃんぽん、「から王の唐揚げ」激辛唐揚げ弁当「らぁ
めん臨機」激辛ラーメンの4店舗が参加！リピーターのマニアの要望で、年々辛さが増
している模様です。
　食べる前には、誓約書に署名捺印が必須です！皆さんも来年挑戦されてはいかが！

　今回は秋刀魚収穫祭に合わせて女川へ
出向き、熊本名物（球磨焼酎、黒糖ドー
ナツ棒、高菜）を販売させていただきま
した。秋刀魚収穫祭はシーパルピアの直
線部分に側溝用のコンクリートを繋ぎ上

に網を張り、炭火で秋刀魚を焼くイベントです。雨対策でテ
ントが張ってありましたが、けむり等がどうなるか心配。翌
日は朝からあいにくの雨でシーパルピアの屋外から、女川町
まちなか交流館に場所が変更になりましたが熊本物産展の準
備をし、9時30分頃には少しずつ来客も増え、横の愛媛物産
展や北海道物産展との相乗効果もあり熊本名物にも興味を示
すお客さんも多くなってきました。
　しかし室内のためお酒の試飲が不可となり、熊本の焼酎は
展示販売のみでした。そのため販売が苦戦。やむなく高菜と
黒糖ドーナツ棒を試食用に出し、熊本物産に興味を持っても

　毎月第一土曜日を基本に開催中！熊大のアカ
ペラサークルがやってきて、自慢の歌声を商店
街に響かせます。同時開催は土曜得得セール！

ラッパーのラーメン屋さんによる売り出し商品の紹介が街内放送
で流れます。お聞き逃しなく！

　第14回目を迎えました今年の“ゆかた祭”は晴天のもと7月28日（土）～29日（日）の2日間
に亘って開催されました。今年度は“～想う～”を基本テーマとし、“子供達みんなが楽しめる
「ゆかた祭」、子供たちや外国人旅行者の記録・記憶に残そう！”をサブテーマと致しました。
　今年の夏は“命にかかわる危険な暑さ”と言われ、運営委員会ではその配慮が重要でござい
ました。例年12時のオープニングも、今年は15時の夕刻に遅らせ、それでも暑さ相まっての

開催。三年坂の“そうめん流し”に、新市街の“肥後華灯籠”も彩りを加え、各商店街の単独催事では“上通縁日”。
下通では“親子で作ろう！手作りうちわワークショップ”、サンロード新市街の“カラオケ大会”も好評でした。外国人
対応では通訳を配置しましたが利用者が少なくまだ認知不足もあったようです。今年は新たに水道町親和会も加
入し9商店街となった中商協。東京ガールズコレクションを意識し媒体広告物はピンク色を採用致しました。この
たびは、びぷれす部会の布田善久部会長、ストリートステージ部会の斉藤勝利部会長、そうめん部会の松藤太門
部会長には大変お世話になりました。

子飼うたごえ通り
        土曜得得セール

渡辺 正宏
子飼繁栄会振興組合 副理事長

木下 修ゆかた祭実行委員長

「赤の子飼激辛祭り」

第14回

城下町くまもと

ゆかた祭り

赤の子飼激辛祭り赤の子飼激辛祭り～The hell's gate～～The hell's gate～

宮城県女川町研修レポート

森岡 大志県振連青年部長 日時：平成30年9月29日～10月1日
場所：宮城県女川町 女川町秋刀魚収穫祭 熊本物産展販売ブース

らう事に重点を置きました。おかげで高菜と黒糖ドーナツ棒
の試食を中心に販売が伸びていきました。秋刀魚ブースには
数百人の列が並び、最高1時間待ちとの事です。予定では1
万匹以上の秋刀魚を用意してありましたが結果的には午後3
時過ぎに12000匹が完売。人気の高さを感じました。イベ
ント終了し、結果は売り上げが約5万円。女川町青年部の鈴
木部長に全額を復興支援で寄付しました。
　女川の青年部はまちづくりに対する意気込みがあり、若手
も多くとても元気です。私も青年部長としてもっと役に立て
るよう努力が必要です。女川町青年部のモットーは、「60
代は口を出さず、50代は口を出してもいいけど手は出さず
支援のみ」です。この言葉は重いです。
　今回の女川町との交流は熊本県振連青年部にも刺激にな
り、フィードバックできる部分を取り入れたいと思います。
女性部との連携も含め、元気を出していきたいと思います。

熊本城復興応援体操教室in下通り

　熊本県人吉出身で体操の元日本代表選手
である桑原俊さん（36才）。2007年のＮＨＫ
杯（全日本）個人総合で優勝し、世界選手権

団体銀メダリスト。昨年、JOCからの派遣でスタンフォード大学
コーチとして１年間カリフォルニアに滞在していたが、この度帰
省。在住の千葉でマルベリー・フィールド体操教室を開かれてい
ます。Ｈ３０年９月９日（日）下通四番街で、幼児と小学生を対象
に、ミニトランポリン・ミニ鉄棒やマットなどを使って、駆け付けた
体操仲間と共に、熊本城復興応援のために教室を開催した。子
供たちは宙返り・前転・逆上がりなどを体験。賑やかに元気よく遊
んでいました。本物と触れ合うことが何よりも大事、教え方も上
手だと思いました。１０月７日には、ご縁がある上通でも開催が決
定。教室に参加したい子供さんはワンコイン500円で参加。そ
の一部を熊本市へ寄付します。

猪毛尾 彰宏
熊本市下通四番街商店街振興組合 理事長
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中心市街地のにぎわいを創出

夜市牛深商店街
活動報告

　8月25日（土）に商店街の振興と市民の皆様とのふれあいの場として夜市を開催いたし

ました。毎年、組合員の皆様のご協力の中で実施している事業ですが、本年度は他団体の

イベントと共同で事業を行いました。

　商店街は飲食を中心にした夜市、地元活性化を行う団体は音楽を主にした

事業。2つの違う団体が得意とする活動を同じ空間で行う事で新たな賑わいあ

る場を創ることが出来ました。また、近年では、一番の売上結果となりました。

江崎 航牛深商店街振興組合 専務理事

 平成30年7月1日、八代本町アーケードで、「くま
ナンステーション＆くまモンストリートファニチャー

　グランドオープン」記念式典が開催されました。これは、海外からの旅
行者などを本町アーケード街に誘導し、にぎわいを創出することを目的と
したものです。くまモンストリートファニチャーは、本町アーケードから八
代城址公園の沿道に１２体設置されています。
　また、8月21日には、梶山内閣府特命担当大臣が来代され、クルーズ
船専用岸壁や旅客ターミナルの整備が進められている八代港や、クルー
ズ船による旅行客を商店街に誘導するくまナンステーションを視察し、八
代市長や地元ＤＭＯの代表者らとの意見交換を行いました。
　くまナンステーションでは、くまモングッズ販売の他、「晩白柚スカッ
シュ」・東陽の「ジンジャーエール」・泉の「恋抹茶」等のオリジナル飲料を
飲むことが出来ます。
≪営業時間：10：30～18:30　定休日：木曜日≫

　町内にある坪井恵比須神社は、熊本で一
番古い細川藩主からの奉納の恵比須神社で、
商売繁盛・家内安全の神様として長い間信仰

され、その大祭が毎年10月20日に行われます。その恵比須さま
に感謝の気持ちを込めまして毎年「えびす祭」として、その大祭前
後の土曜にと日曜日にイベントを開催しています。
　今年は10月6日（土）・7日（日）で開催。6日は台風の影響で中
心商店街のほとんどのイベントが中止で、「えびす祭」も残念なが
ら中止を余儀なくされましたが、7日（日）は前日までの天気が嘘の
ように好天となり、例年以上の多くの来場者で賑わいました。
　並木坂は終日通行止めで歩行者天国となり様々な催しを実施、ステージを２ヶ所に設けて、アーケード側の
ステージでは「並木坂フェスティバル」と題して、大道芸やバンド、弾き語りや女性コーラス、高校生姉妹デュ
オなどジャンルを問わない楽しいステージ、広町側のステージでは「並木坂ストリートセッション」と題して、落
ち着いた雰囲気のジャズのステージを行いました。
　通りでは組合店によるワゴンセール、県内各地から出店を募ってのマルシェブース、通り沿いの飲食
店が軒を連ねる飲食ブース、さらには美術系の学生が無料で似顔絵を描いてくれるブースなどアラカル
トなイベントを同時開催。
　縁日お遊びコーナーではお子様の楽しい声で終始賑わいました。その横ではバルーンアートのお兄
ちゃんがミッキーマウスやマリオなどを風船で作ってプレゼントするパフォーマンスに終始行列が途切れ
ない感じで大盛況でした。
　ガラポン抽選会では並木坂商品券を中心に空くじなしで賞品
を準備、当選した賞品に一喜一憂する姿が楽しい光景でした。
　夜は照明を施し、ジャズステージ前での飲食にほろ酔い気分
の来場者が思い思いに楽しんでいました。
　初秋のひととき、毎年多くのお客様にご来場いただき感謝
の気持ちでいっぱいです。並木坂では上通の一員としてこれ
からも「えびす祭」を中心に様々なイベントを企画し、熊本県
内外にアピールして、より一層街の活性化へつなげて行きた
いと思います。

櫻井 力助

まちなか活性化協議会
タウンマネージャー

森岡 大志

上通並木坂「えびす祭」実行委員長
上通１・２丁目商店街振興組合 理事

「くまナンステーション」
グランドオープン

上通並木坂「えびす祭」
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新市街アーケードで新市街アーケードで

「まちなかキッズバレーボールフェスティバル」「まちなかキッズバレーボールフェスティバル」
開催!!開催!!

　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一度商店街

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、10月7日（日）新市街アーケードにて、商店街のにぎわい創出事業制度を活用し、

「子ども商店街」というフリマイベントを開催しました。子どもたちが店の店

主となり、自ら持ち寄った商品を仮想通貨「ルド」を利用して売買をします。

実際に商品を売って得られた「ルド」は、食べ物に変えたり、体験コーナーで

遊べたり福引き所で景品に変えたりすることができるシステムです。当日の

子どもたちは、日ごろなかなか経験することができない商いの楽しさやもの

が売れた時の達成感を感じながら生き生きと活動していました。

安田 征司新市街商店街振興組合

　お世話になります。総務委員長の田原です。8月12日、22名でバスを貸し切って

人吉視察に行ってきました。

　熊本市の街中を出発。途中、健軍、八代で合流して八代物産館で昼食。次に、焼

酎繊月の蔵元を見学。美味しい焼酎に舌鼓。その後、８月に出来たばかりの人吉秘密基地ミュージア

ムを見学。防空壕、資料館を見学。ふと目にした一本道が昔の滑走路であると説明を受け驚嘆しまし

た。結構、歩いたので温泉で休憩をして、夕方、いよいよメインの１００円焼酎フェスへ。

　人吉の28の焼酎の蔵元が一斉に集い、それぞれの味を堪能できるイベントです。まず１００円で

コップを買い、自分が飲みたい焼酎のブースに行き、１００円払って注いでもらうシステムです。自分流

に水割り、お湯割り、ソーダ割などにも対応してくれます。私は誉の露、豊永蔵、武者返し、鳥飼をいた

だきました。どれもそれぞれに味わいがあり、美味でした。ステージには湯前町出身で俳優の中原丈

雄氏がトーク、その後、気分がよくなったのか歌もお歌いになり、一緒に行った女性部の猛烈なアン

コールの声援にお応えになり、数曲お歌いになりました。

　帰りのバスでは、釼羽会長のご提案で各自が自己紹介して懇親を全員で深めながら帰路につきまし

た。感じたことは人吉の潜在能力の高さ、財産。焼酎の蔵が28もあること。温泉もいい。それを生かし

てのイベント。人吉にまた行きたいと思いました。それとやはり、それを生かす個の力、団結力だと感じ

ました。物販が厳しい折ですが、時代に適応しながら、どこの商店街も自分たちの強み、弱みを分析し、

企画し、団結して行動に移すことが重要だと感じました。

田原 誠也県振連総務委員長

焼酎フェス焼酎フェス人吉人吉 円円
サンロード新市街子ども夜市

　平成30年8月19日（日）に新市街アーケードに
てまちなかキッズバレーボールフェスティバルが開
催されました。「熊本地震」の復興途中のなか、熊
本で創作されたキッズバレーボールフェスティバ
ルを熊本市の中心商店街である「新市街商店街
アーケード」で開催することができました。
　明日を担う子どもたちの「心づくり」・「身体づく
り」・「仲間づくり」が出来、またキッズバレーボー
ルの普及に向けて全国発信できたのではないかと
思います。
　当日は、沢山の子供たちに参加いただき、沢
山の笑顔を見ることができました。子供たちは、
新市街商店街のアーケードでキッズバレーボー
ルで遊んだことを一生忘れないでしょう。また商
店街が大好きになってくれたことでしょう。有難
うございました。

平成30年8月12日（日）開催
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商店街でもゾクゾク切り替え中！ナンワエナジーでお店の電気代が下がる！
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DSISインソール作成
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今年度の巡回視察は、9月18日（火）に釼羽会長、大
森副会長、山田事務局員の3人で本渡中央商店街（銀
天街）と牛深商店街を訪問しました。
まず、本渡中央商店街では、去年、「商店主活動支援

事業」により、銀天街での賑わいを復活させ、次世代への生業を受け継いで
いくため、新たな付加価値を創造することが必要不可欠だということで、
2,800名からのアンケートにより、ビジョン策定をされました。それを踏まえ
て今年度の事業の一つとして各個店の専門性を活かしたまちゼミを立ち上
げる準備をされていました。個店のファンを増やし、新規顧客獲得により売上
アップを目指していらっしゃいます。
牛深商店街では、熊本県全体で実施する「商店街の日」の賞品について

の意見を頂きました。牛深は、特産品を賞品として提供されていますが、他の
商店街も商品券だけではなくて、選択の幅が広がるためにその土地の名産
品等を賞品として提供されたらどうかという意見でした。来年度に向けて話
し合っていきたいと思います。また、牛深商店街は、小売業が大変厳しい状
況下にあるということでしたが、若い後継者の頑張りもあり、勢いを感じまし
た。今後の可能性に期待できるのではないでしょうか。
そのほか、熊本県商店街活性化協議会の立ち上げ等について説明させて
いただき、帰りは世界遺産に登録された崎津カトリック教会集落を見学し、下
田の西海岸を見ながら帰路につきました。

県振連事務局 山田 由美子

県振連女性部意見交換・交流会in八代 ツアープラザ KAMITORI 7月30日
open

　今回で４回目になる女性部の意見交換・交流会を８月２１日（火）八代にて、１３名の女性部の皆様
と八代まちなか活性化協議会の１名の方を交えて行いました。
　各商店街の活動報告では、毎年同じイベントでも新しいアイディアや方法を取り入れてあり、新
規の企画を実施して大好評だったなど活発な意見交換会ができました。
　その中でもイベント内容に対しての質問が多かったのが、八代通町商店街の新企画として開催
された婚活イベント「恋旅バスツアー」です。日帰りで神社参拝とパワースポットを巡って手作り体
験もありで、何組ものカップルができたそうです。商店街が人の交流の機会を作り、うまくいけば交
流で出会った人が商店街に来てくれるという中々面白い企画だと思いました。好評につき第２回目
も開催されたそうです。
　また、年４回開催されている「通町とれたて軽トラ市」では、新鮮な生鮮食品や惣菜・スイーツ・雑
貨等の販売の他に、千円以上お買い上げで１回チャレンジできる「ビー玉つかみで玉子をゲット！！」
では、つかんだビー玉と同じ数の玉子（３千個限定）がもらえるということで毎回沢山のお客様で賑
わっているそうです。
　他に「本町マルシェ」（毎月第３日曜日）では、八代市内外から食・人・物が本町アーケードに大集
結して、約５０店舗が出店し毎回２千人程の集客があり、同時開催の空き店舗のシャッターを利用し
た今昔物語写真展やまちなかゆうえんち・ハロウィン等趣向を凝らしたイベントを行っていて、出店
者が空きテナントに入る事もあるそうです。
　最後に、女性部の皆様も日々の忙しさに追われる毎日だと思いますが、このような交流の場を、
年に一度は作って情報交換をできるように継続できればと願っています。

城後 文代県振連女性部長

県振連本渡・牛深巡回視察県振連本渡・牛深巡回視察

この夏、上通アーケードに訪日外国人にも対応可能な「ツアープラザ　KAMITORI」がオープ
ンしました。
近年、海外からの観光客が急増し、受け入れ環境の充実として言語対応が可能なスタッフの
常駐により熊本での旅の途中で立ち寄っていただき、地域の魅力をもっと知ってもらい、体感し
てもらえるような体験プログラム、オプショナルツアーの企画・販売など、直接、お客様のご相談

に応じる事が可能です。
タクシーやガイドの手配から手荷物預かりなどはもちろんですが、店内には、熊本で一番？ビッグなくまモン（ぬいぐ
るみ）※１がお出迎えしてます。一緒に記念写真を撮ることができますし、オリジナルのくまモングッズがありますの
で、ここでしか買えないお土産品は一見の価値あり！です。県内外の方へのお土産に喜ばれています。
これからのおすすめツアーは、菊鹿にオープンする菊鹿ワイナリーでワインに酔いしれ、米米惣門ツアーなど、風
情ある山鹿を満喫できるバスたびや、熊本の上質な食と文化に触れる企画商品「プレミアムテーブル」などいつでも
ツアープラザにて承っております。
もちろん、市街地散策は夜でも雨でも楽しめる旅のコンテンツとして、アーケード街等の「まち歩き」に関する問い
合わせも多くありますので、買い物のお店をご紹介したり、食事からお酒を楽しめるお店を巡る食べ歩きなど、ツアー
プラザのスタッフが直接「たびのあらゆる相談」の窓口として対応させていただきます。
来年は、ラグビーワールドカップや女子ハンドボール世界大会・・・とたくさんの欧米豪州の方々に来ていただく機会

に恵まれます。商店街みんなで大会を盛り上げていけるよう、ツアープラザとしての役目を果たし、いろんな国々から
来られた方々に、熊本ならではの商店街の「おもてなし」を体感していただけるよう、そしてファンやリピーターを増
やしていけるよう・・・今から一緒に準備していきたいと思っています。

①ラグビーWCのチケット購入にあたりID登録の
サポートを実施しています。

②オリジナルの特産品を使ったポップコーンなど
店頭でしか買えない品が並んでいます。

③着物の着付けや日本文化体験のオプショナル
ツアーは女性に好評です。

④泰勝寺での文化体験は特別な方々へのおもて
なしにアレンジが可能です。

株式会社くまもとＤＭＣ常務取締役
ツアープラザKAMITORI総支配人 外山 由惠

平成30年9月18日（火）開催

くまもとDMCの会社概要はコチラ➡http://k-dmc.co.jp/

平成30年8月21日（火）開催

本渡中央商店街との意見交換

牛深商店街との意見交換

くまもと県振連だよりタミアス Vol.63 くまもと県振連だよりタミアス Vol.63
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熊本地震によりテナントが被災し建て直しが完了し、

今年の2月12日に心機一転オープンいたしました。熊

本ラーメンを中心に、各種定食を取り揃えお昼のお腹を

満たすべき頑張っております。名物の具だくさんチャン

ポンも大人気です！健軍にお越しの際はお立ち寄りくだ

さい。お待ちしてます！

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

見た目で楽しませてく
れ、味で感動させられるお
勧めのお店です。芸術作
品が並ぶ感じで感動しま

すよ。初めてお店を訪れたのは店先の看板に書
いてあった「生かき」に引き寄せられたからです。
それから「とら」さんの大ファンになりました！！
店長も気さくで親しみやすい方です。忘年会や
新年会で使われてはいかがですか。

場　　所：熊本市中央区花畑町13-3-102
　　　　　ジャスマック熊本館1階
電話番号：096-352-8872
営業時間：【ランチ】12:00～14:30 
　　　　　【ディナー】 日～木／18:00～0:00、金・土・祝前日／18:00～翌3:00
定 休 日：不定休（主に日曜日）

熊本の創作居酒屋 ◆店主：石川 孝三

紹介
店舗

★次回は子飼商店街（振）事務局
　井上 紀代美さんが紹介します

な

「健軍いずもラーメン」
店主：田中 裕子

お刺身盛り合わせ

和牛ロースのたたき！サラダ仕立て

フレンチトーストとフォアグラ！
季節の白和え添え！

特選馬刺し&辛子蓮根

焼き白子の豆乳スープ仕立て

山田 由美子
県振連事務局

健軍いずもラーメン
〒862-0903
熊本市東区若葉1-14-5
◆TEL.096-368-4024
◆定休日 水曜日
◆営業時間 11：00～18：00

八代妙見祭と商店街の関わり商店人語商店人語

異国情緒豊かな獅子舞 勢揃いした9基の笠鉾 妙見祭の人気者亀蛇

　平成28年にユネスコ無形文化遺産に登録された八代妙見祭（以下妙見祭）は、

毎年1１月２２日に神輿を中心とした行列が本町アーケード街を通り、御旅所の塩屋

八幡宮に向かう「お下り」と、翌２３日に八代神社に戻る「お上り」がメイン行事で

す。お上りには様々な出し物が加わり、行列の長さは約１キロメートルにもなります。

　妙見祭は、長崎くんちの影響を受けた異国情緒豊かな獅子、江戸から習い覚えた奴、一人持ちの

傘から大型化した笠鉾、妙見渡来伝説に由来する亀蛇など出し物の多彩さが大きな特徴です。古く

から港町として栄えた八代には多くの人やモノ、情報が入ってきましたが、その中で取捨選択し、アレ

ンジを加えたのがそれらの出し物です。

　出し物の多くは、旧城下の町々から出されます。城下から遠く離れた八代神社の祭りに出し物を出

す背景には、八代神社のある宮地地域（かつて八代城があった）に住んでいた人たちの一部が、八代

城の移転に伴い、移転してきたこともあったと思われます。

　商店街からの出し物は9基の笠鉾です。笠鉾は、不老長寿や商売繁盛、天下泰平への願いが込め

られた飾りに二重の屋根、刺繍が施された水引幕で構成されていますが、それぞれの笠鉾は、屋根

の形や装飾どれをとっても同じものはありません。各町が財を尽くし、よその町とは違う笠鉾にしよう

と競った結果と言えます。江戸時代の町割りのまま現在も町内会が運営されているのは、自分たちの

町の笠鉾に対する思いと誇りがあるからと言っても過言ではありません。

　余談ですが、お下りの行列が塩屋八幡宮まで来るようになったのは、大正11年（1922）からで

す。大正5年（1916）の八代神社千二百五十年祭の折、神輿の行列が塩屋八幡宮に来て一泊し、翌

日八代神社に戻りましたが、その時に商店街は大変賑わったと言い、今で言う中心市街地活性化の

一環として町からの要請でお下りが実現したようです。祭りを町おこしの起爆剤とする先駆けだった

のかもしれません。

早瀬 輝美八代市立博物館未来の森ミュージアム 学芸員

みこし

かさぼこ

ししゅう

し　し

き　だ

やっこ

Modern Japanese Styleとら

★次回は本町1丁目商店街（振）
　中島 裕美子さんが紹介します

くまもと県振連だよりタミアス Vol.63 くまもと県振連だよりタミアス Vol.63
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　井上 紀代美さんが紹介します

な

「健軍いずもラーメン」
店主：田中 裕子

お刺身盛り合わせ

和牛ロースのたたき！サラダ仕立て

フレンチトーストとフォアグラ！
季節の白和え添え！

特選馬刺し&辛子蓮根

焼き白子の豆乳スープ仕立て

山田 由美子
県振連事務局

健軍いずもラーメン
〒862-0903
熊本市東区若葉1-14-5
◆TEL.096-368-4024
◆定休日 水曜日
◆営業時間 11：00～18：00

八代妙見祭と商店街の関わり商店人語商店人語

異国情緒豊かな獅子舞 勢揃いした9基の笠鉾 妙見祭の人気者亀蛇

　平成28年にユネスコ無形文化遺産に登録された八代妙見祭（以下妙見祭）は、

毎年1１月２２日に神輿を中心とした行列が本町アーケード街を通り、御旅所の塩屋

八幡宮に向かう「お下り」と、翌２３日に八代神社に戻る「お上り」がメイン行事で

す。お上りには様々な出し物が加わり、行列の長さは約１キロメートルにもなります。

　妙見祭は、長崎くんちの影響を受けた異国情緒豊かな獅子、江戸から習い覚えた奴、一人持ちの

傘から大型化した笠鉾、妙見渡来伝説に由来する亀蛇など出し物の多彩さが大きな特徴です。古く

から港町として栄えた八代には多くの人やモノ、情報が入ってきましたが、その中で取捨選択し、アレ

ンジを加えたのがそれらの出し物です。

　出し物の多くは、旧城下の町々から出されます。城下から遠く離れた八代神社の祭りに出し物を出

す背景には、八代神社のある宮地地域（かつて八代城があった）に住んでいた人たちの一部が、八代

城の移転に伴い、移転してきたこともあったと思われます。

　商店街からの出し物は9基の笠鉾です。笠鉾は、不老長寿や商売繁盛、天下泰平への願いが込め

られた飾りに二重の屋根、刺繍が施された水引幕で構成されていますが、それぞれの笠鉾は、屋根

の形や装飾どれをとっても同じものはありません。各町が財を尽くし、よその町とは違う笠鉾にしよう

と競った結果と言えます。江戸時代の町割りのまま現在も町内会が運営されているのは、自分たちの

町の笠鉾に対する思いと誇りがあるからと言っても過言ではありません。

　余談ですが、お下りの行列が塩屋八幡宮まで来るようになったのは、大正11年（1922）からで

す。大正5年（1916）の八代神社千二百五十年祭の折、神輿の行列が塩屋八幡宮に来て一泊し、翌

日八代神社に戻りましたが、その時に商店街は大変賑わったと言い、今で言う中心市街地活性化の

一環として町からの要請でお下りが実現したようです。祭りを町おこしの起爆剤とする先駆けだった

のかもしれません。

早瀬 輝美八代市立博物館未来の森ミュージアム 学芸員

みこし

かさぼこ

ししゅう

し　し

き　だ

やっこ

Modern Japanese Styleとら

★次回は本町1丁目商店街（振）
　中島 裕美子さんが紹介します

くまもと県振連だよりタミアス Vol.63 くまもと県振連だよりタミアス Vol.63
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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/

お元気ですか
商商 店店 街街商商 店店 街街
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駕町通り商店街振興組合 プレミアム付き商品券販売会
開催日：平成30年10月6日（土）

開催日：平成30年8月3日（金）
場所：下通アーケード内
主催：一般社団法人すきたい熊本協議会

熊本城復興チャリティ 一斉乾杯！

●宮城県女川町研修レポート
●子飼うたごえ通り 土曜得得セール
●子飼商店街 赤の子飼激辛祭り
●第14回城下町くまもとゆかた祭り
●熊本城復興応援体操教室in下通り
●上通並木坂 えびす祭り
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●牛深商店街 夜市
●くまナンステーション オープン
●サンロード新市街 子ども夜市
●日本初!!商店街でキッズバレー
●100円焼酎フェス人吉
●県振連女性部意見交換・交流会in八代
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●牛深･本渡巡回視察
●ツアープラザKAMITORI
●商店人語
●いってみなっせ!
●これよかばい!
●お元気ですか商店街
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