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「タミアス」はギリシャ語で「商店主」の意味。
「くまもと県振連＝熊本県商店街振興連合会」
は商店主の元気をつくる組織です。
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今年も2月1日～3月24日まで人吉球磨は、ひなまつりが盛大に開催
されました。
3月3日には最大のイベント「きものぶらり歩き」は今年も「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ました。

2丁目に隣接する春日神社
を初のお雛会場にしました。

おかみさんが一年がかりで作りあげた作品

あでやかな色合いと実りが縁起も
のの『布瑠綴（フルーツ）』は会場の
目玉となりました。

会場を雛人形や手作りの千代紙人形で飾り、
来場者をお茶とお菓子でおもてなししました

次号からイベント告知コーナーを設けたいと思います。お知らせ

通町商店街

下通繁栄会

本町一丁目商店街

本町二丁目商店街通町商店街

人吉九日町商店街

発行
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商店主活動支援事業“商人図鑑” この度、八代本町2丁目商店街

振興組合は、商店主活動支援事業を活用させていただき、“商人図

鑑”なる観光マップを作成いたしました。

現在八代市では港の整備による大型クルーズ船の入港が盛んに

なっており、外国人観光客の受入体制の強化が急務となっておりますが、目玉となる観

光資源に乏しい中心市街地では苦戦が続いておりました。

そんな中、今回作成した“商人図鑑”は、商売や商品ではなく「商店主そのものを観

光の目玉とする」という今までにない目線で、昔ながらの商店街の極めて強いクセを持

つ人々の魅力を前面に押し出したものが完成いたしました。 

商店街そのものの存在意義や需要が急激に変化しつつある昨今、本来あるべき古き

良き商店街の温かさを取り戻す上で、組合員の意識改革が必須であると考える我々本

町2丁目商店街振興組合にとって、言うなれば古い殻を破るような今回の取り組みは、

完成した今振り返ると非常に貴重な機会ではなかったかと思います。様々な困難はあ

りましたが、最終的には無事組合員全員参加を達成することが出来、文字通り組合員

一同が一丸となり、新たな本町2丁目の道を歩み始める最初の一歩になりました。

現在、月平均三回入港するクルーズ船の乗客に対して配布を実施しており、当初の

目的通り《モノではなく人を求めての来街》が増加傾向にあり、確実な手応えを感じて

いるところです。合わせて、Wi-fiの整備をはじめとする電子マネー決済の全店導入や

多言語表記の案内看板設置など、日本人はもとより外国人観光客にとっても魅力のあ

る商店街創りを模索してまいります。

櫻井 力助
本町２丁目商店街振興組合 プロジェクトチームリーダー

子飼商店街では、全店統一の売出し・イベント等は「子飼100円笑店街」年4回（3月・6月・9
月・12月の第1土曜日）、中元大売出し（7月）、歳末大売出し（12月）、月1回第1土曜の土曜得
得セールにプラスして、特別な支援があった場合は「子飼満腹王国」や「子飼やるバイ市」とい
うイベントを開催しております。
こういう売出し・イベントをしても、その日は賑わうがその後が続かないというもどかしい状況
が続いております。これを打開するためにどうするか？そこが出発点となりました。「そのためには拠点＝たまり場＝休憩所
を作ろう。」「運営費もかかるからレンタルスペース＝多世代交流の場の機能を持たせないといけない。」ということにな
り、この2つの目的（休憩所兼レンタルスペース）を果たすために具体的にどういう設計で、どういう運営をするかというこ
とがまず問題となりました。限られた予算内で2つの目的を成就するために検討会を開きました。
第1回目の検討会では、「最小の家賃で貸してくれる場があるからここに休憩所を作る。」「この場から各個店への誘導

を図る仕掛けを作る。」「ここで生じる運営費もこの場で回収する。」旨の提案をし、熊本大学の学生が全面的に協力する
旨が可決されました。
第2回目の検討会では、専門家の熊本大学工学部教授の田中智之先生も参加していただき、チャレンジショップとして

の機能を持たせるための内装や家具作りの提案があり、子飼商店街の本気度を試す発言もありました。それにより、田中
ゼミのプロジェクトのひとつとして熊本大学も関わっていくということになりました。
第3回目の検討会では、専門家よりどういう特徴があるのか、この店舗ならではの面白さ、話題性を発信するような店舗

（休憩所）作りという提案がありました。
11月26日の中間プラン発表会では、はじめに私が概略を説明、プランの詳細と途中経過を熊本大学院生2人より発表

がありました。最後に専門家の田中先生より3つのポイントを指摘されました。
（1）共有しやすさ…どういう特徴があるのか、この店舗（休憩所）ならではの面白さ話題性を発信する。
（2）入りやすさ…通りからの見え方、入りたいと思うファサードにする。
（3）使いやすさ…管理運営のしやすさを商店街でどう共有するか。
これを踏まえて、若者が商店街に訪れるきっかけになり、若者・高齢者・商店街の人々が交流することができる居場所を
作るために、実現可能な方法で提案するとなりました。
その後、2月上旬に内装、家具が完成し、クーポン券も商店街内に居住する青年ボランティアによりデザインが完成しま

した。3月2日(土)の子飼100円笑店街の日に休憩所としてオープンします。レンタルスペースとしての機能も準備が整い
次第開始します。
このプロジェクトは、一過性のものではないので、現時点においての実績報告というものは、拠点ができたということで、
その内容は今から実績を積み、子飼商店街にとってあの拠点（休憩所兼レンタルスペース＝多世代交流の場）があってよ
かったと消費者からも組合員からも喜んでいただき、子飼商店街の宝となるよう組合員一同と熊本大学と協力して創りあ
げたいと思います。
最後に、このプロジェクトに貴重なアドバイスをいただいた田中智之先生、就活で忙しいときにもかかわらず献身的に尽
力していただいた澤田拓巳さん、河口ひかりさん他5名の学生さん、クーポン券の提案からデザインまで作ってくださった
安田亮治さん、内装の一部を非常に良心的価格で施工していただいたありえの家様、またこの機会を提供していただいた
県振連、熊本県に対しましても深く感謝申し上げます。

下川 弘
子飼繁栄会商店街振興組合 代表理事

商店街再生のきっかけとなる多世代交流の場を目指して
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今回『商店主活動支援事業』の採択をして頂き、ありがとうございまし
た。おかげさまで私たちの事業であります【小さな図書館】をスタートする
ことができました。
この事業をスタートするにあたり、今まであまり交流のなかった若い方、
女性の方の意見を尊重したいということで、オン・ストレングス代表　丸本昭氏を専門家として
お招きし、約１０名でプロジェクトを立ち上げましました。
若い人にとっての商店街は、買い物をする場所であるという認識が遠のいている現状があり

ます。【小さな図書館】を通じて商店街が街と若い人そして子ども達との交流の場となり、商店
街を身近に感じてもらえる場所にしたい、そしてそれを利用する子ども達や保護者の姿を商店
街で日常的に見かけ、商店街を買物の場所として認知してもらう事を目標にしました。
【小さな図書館】の実施決定後は、長崎県大村市へ視察に行きスタートに向けて会議を重ね
てまいりました。
また【小さな図書館】をスタートしてからは子ども会へのワークショップの呼びかけや、オープ
ニングでは副市長をはじめたくさんのご来賓にお越しいただき、熊日新聞・人吉新聞・広報ひと
よし・どぅぎゃん・ＲＫＫテレビ・ラジオ等の色々なメディアにも取り上げて頂きました。
ルールとしては貸出カードや貸し出し期間等の決まりはなく、返したい時に返してもらい、気
軽に商店街に足を運んでもらえたらと思っているところです。
今後は保育園や小学校へのＰＲも行っていき、息の長い事業として活動していきたいと思っ

ております。
最後に今回このような事業を提供して頂いた熊本県と熊本県商店街振興組合連合会の皆
様へ感謝申し上げます。

宮山 賢
人吉東九日町商店街振興組合 プロジェクトチームリーダー

ワークショップ オープニング

大村市視察 設置後 設置後

札幌市での開催が、１０年ぶりということで北海道内各地を始め全国から沢山の女性部の皆様の参
加で全国商店街女性部セミナーが開催されました。
一日目は、「商店街から発信！つながる安心のまちづくり」と題して麻生（あさぶ）商店街副理事長・女
性部長の佐藤典子氏よりお話しを伺いました。商店街の空き店舗を活用して、ひとり親家庭の子どもへ
の学習支援と健康的な食事の提供を行う「子どもの居場所づくり」事業が、大学やＮＰＯ法人・地域住
民の協力で、地域づくり・人と人との絆づくりにまで拡がりをみせているそうです。この取り組みは、商
店街が「商いの場」から「地域交流の場」、「頼れる商店街」へと変わっていくための取り組みだそうで
す。その後、麻生商店街で、安全・安心なまちづくりのための災害備品倉庫などを視察しました。
二日目は、早朝より札幌市場外市場商店街を視察し、三上副理事長から「来街者増対策とニーズにこたえる環境整備」について

のお話を伺いました。その後、グループディスカッションがあり、それぞれの商店街の活動内容や問題点・お店の経営や営業に関す
る課題などを話し合いました。結構、踏み込んだ話し合いができたように思いました。
今回のセミナーで、お会いした皆様の商店街活動に対するパワーと、北海道女性部の皆様のおもてなしに今後の活力をいただ

きました。

城後 文代県振連女性部長

「平成30年度 全国商店街女性部セミナー」に参加して
開催日：平成３０年１１月１日（木）～２日（金）　場所：センチュリーロイヤルホテル

佐藤典子氏の講演 グループディスカッション 麻生キッチンりあん視察 災害備品倉庫視察

　健軍商店街で3月10日（日）に「健軍村まつり」というイベントが「健軍に賑わいを取
り戻す会」という地域おこしの会と健軍商店街との共催で行われました。昨年は「つな
GOランド」という名で２回行い盛況でしたが、今回は健軍地域は昔「健軍村」だった
（それも江津湖のほとりから日赤あたりまでの広範な地域です）といういわれから、より

広い集客を得たいとネーミングしました。
　内容はスポーツ体験コーナー（スラックラインやパルクール、ヴォルターズのフリースローコーナーなど）多彩
なステージイベント、手作り工芸のワークショップや販売会、飲食ブース展開など非常に盛り沢山でした。当日
は雨にもかかわらず多くのお客様で賑わいました。

有働 栄一
健軍商店街振興組合 理事長

健軍商店街で
健軍村まつり
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県振連青年部･女性部研修会県振連青年部･女性部研修会

まちなか工房研究員の増山氏により、「復興応援　キリン

絆プロジェクト」を例にとり、まちなかの魅力向上にについて

講習を行っていただきました。

くまもとの現状から、今後まちづくりについてどのようなア

プローチが必要かを昨年実施したキリン絆プロジェクトでの

経緯、実施内容、結果とともに、今後の課題を含め、ご説明していただきました。

ひとのつながりをWebで発信する「ひとそだて」、誰もが安心して過ごせる

“まち”を目指す「とこづくり」、未利用地である屋上を利用する「ことおこし」を

事例を踏まえ説明していただきましたが、一番心に残ったのは、プロジェクトの

課題で挙げられていた「熊本らしさの希薄化」でした。

私は県外に行くときは、そこでしか見れない場所、食べれないもの、つまり「～

らしさ」を探しに行きます。「～らしさ」があれば満足しますし、逆になければ残念

な思いをします。では、熊本の商店街らしさとは聞かれると、つい考えてしまいま

す。自分なりの考えの「～らしさ」は、商店街を訪れる人の求めている「～らしさ」

と同じなのかなと思います。その「～らしさ」を世代間で分かち合い、多様な人々

が交流する場としての魅力を発信していくことがまちの魅力向上につながると

のことです。

今後、桜町再開発ビルの開業、ＪＲ熊本駅ビル開業と、まちなかの状況が一変

します。そのなかで「～らしさ」たる地域ブランド力を強化することが、まちなか

の魅力を向上させる要因の一つであると思いますし、また多様化する顧客ニー

ズを的確にとらえ、賑わいを創出し、その情報を積極的にアウトプットすることが

大事であると思います。

今回の講演を聞いて、まちなかが直面する問題を再確認するとともに、まちな

かの魅力を向上するためには、何をするべきなのかを認識することができ、とて

も良い機会を得ることができましたことを県振連青年部様に感謝いたします。

金城 博之上通青年会

青年部長となり初めての商店街創生セミナーが愛知県名古屋市栄
であり参加してきました。
愛知県の大村知事をはじめ、錚々たる方の挨拶で始まり、「愛知あ
つた老舗若手経営者の連携」、名古屋学院大学教授や名古屋県連
のメンバーによるパネルディスカッションがありました。パネルディス
カッションで刈谷市が平成19年からグルメ街宣言をして飲食に特化
した街づくりを推進し、翌20年から居酒屋はしご事業としてカリビアンナイトというイベント
を行っています。熊本でもはしご酒大会が前から行われていますが、自治体を挙げてのイベ
ントでパワーを感じました。
他にも金山酒バル、半田市の農業、熱田神宮そばの「あつた宮宿会」や豊川市のいなり
等の話が　その後、夕方から二手に分かれての街歩きを行いました。私は大須商店街を案
内してもらい、大須は活気がある印象で大道芸や食べ歩きを認めて結構な集客効果を感じ
ました。2年前に青年部研修に行った際に知り合った大須商店街の方とも話せ、大変有意
義な街歩きになりました。
二日目は函館BAL-GAL実行委員長の深谷氏のスペインで学んだバルイベント、その後
は経済産業省・中小商業支援策等の講義でした。
私も青年部長として全国セミナーを受けましたが、非常に刺激になりました。この経験は
熊本県の商店街活動とイベントに役に立てたいと思います。

森岡 大志県振連青年部 部長

平成30年度 第2回全国商店街青年部指導者研修会・
第2回都道府県振連職員講習会合同開催

商店街創生セミナー

開催日：平成31年2月19日（火）～20日（水）　研修先：愛知県名古屋市
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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！
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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







県振連青年部･女性部研修会県振連青年部･女性部研修会

まちなか工房研究員の増山氏により、「復興応援　キリン

絆プロジェクト」を例にとり、まちなかの魅力向上にについて

講習を行っていただきました。

くまもとの現状から、今後まちづくりについてどのようなア

プローチが必要かを昨年実施したキリン絆プロジェクトでの

経緯、実施内容、結果とともに、今後の課題を含め、ご説明していただきました。

ひとのつながりをWebで発信する「ひとそだて」、誰もが安心して過ごせる

“まち”を目指す「とこづくり」、未利用地である屋上を利用する「ことおこし」を

事例を踏まえ説明していただきましたが、一番心に残ったのは、プロジェクトの

課題で挙げられていた「熊本らしさの希薄化」でした。

私は県外に行くときは、そこでしか見れない場所、食べれないもの、つまり「～

らしさ」を探しに行きます。「～らしさ」があれば満足しますし、逆になければ残念

な思いをします。では、熊本の商店街らしさとは聞かれると、つい考えてしまいま

す。自分なりの考えの「～らしさ」は、商店街を訪れる人の求めている「～らしさ」

と同じなのかなと思います。その「～らしさ」を世代間で分かち合い、多様な人々

が交流する場としての魅力を発信していくことがまちの魅力向上につながると

のことです。

今後、桜町再開発ビルの開業、ＪＲ熊本駅ビル開業と、まちなかの状況が一変

します。そのなかで「～らしさ」たる地域ブランド力を強化することが、まちなか

の魅力を向上させる要因の一つであると思いますし、また多様化する顧客ニー

ズを的確にとらえ、賑わいを創出し、その情報を積極的にアウトプットすることが

大事であると思います。

今回の講演を聞いて、まちなかが直面する問題を再確認するとともに、まちな

かの魅力を向上するためには、何をするべきなのかを認識することができ、とて

も良い機会を得ることができましたことを県振連青年部様に感謝いたします。

金城 博之上通青年会

青年部長となり初めての商店街創生セミナーが愛知県名古屋市栄
であり参加してきました。
愛知県の大村知事をはじめ、錚々たる方の挨拶で始まり、「愛知あ
つた老舗若手経営者の連携」、名古屋学院大学教授や名古屋県連
のメンバーによるパネルディスカッションがありました。パネルディス
カッションで刈谷市が平成19年からグルメ街宣言をして飲食に特化
した街づくりを推進し、翌20年から居酒屋はしご事業としてカリビアンナイトというイベント
を行っています。熊本でもはしご酒大会が前から行われていますが、自治体を挙げてのイベ
ントでパワーを感じました。
他にも金山酒バル、半田市の農業、熱田神宮そばの「あつた宮宿会」や豊川市のいなり
等の話が　その後、夕方から二手に分かれての街歩きを行いました。私は大須商店街を案
内してもらい、大須は活気がある印象で大道芸や食べ歩きを認めて結構な集客効果を感じ
ました。2年前に青年部研修に行った際に知り合った大須商店街の方とも話せ、大変有意
義な街歩きになりました。
二日目は函館BAL-GAL実行委員長の深谷氏のスペインで学んだバルイベント、その後
は経済産業省・中小商業支援策等の講義でした。
私も青年部長として全国セミナーを受けましたが、非常に刺激になりました。この経験は
熊本県の商店街活動とイベントに役に立てたいと思います。

森岡 大志県振連青年部 部長

平成30年度 第2回全国商店街青年部指導者研修会・
第2回都道府県振連職員講習会合同開催

商店街創生セミナー

開催日：平成31年2月19日（火）～20日（水）　研修先：愛知県名古屋市

くまもと県振連だよりタミアス Vol.65 くまもと県振連だよりタミアス Vol.65

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



「平成29年度地域文化資源活用空間創出事業」について

まず、はじめに当原稿依頼の〆切が２月２８日ということで大変驚いた。理事長
には当補助事業完了報告終了後に原稿をお受けしますと約束し依頼を受けてい
たので安心しきっていた。２月１０日現在、補助事業の交付決定を受けた事業につ
いては完了し、３月初旬に行われる確認検査にむけて必要書類の準備・確認作業
中である。確認検査を経て完了報告書を提出し問題がなければ晴れて事業完了で
ある。タミアス６５号が配布されるころには燃え尽きているものと思われる。
当補助事業の申請に当たっては当初から波乱含みであった。まず時間である、昨
年４月初旬に当補助金の存在を知り理事会の許可を経たのが４月１１日、事業採択の〆切日が５月２日〆切日
を入れても３週間しか時間がなかった。さらに追い打ちをかけたのが内容についての制約であった。申請にあた
り〆切１週間前に、受付担当者との内容についてのヒアリングがあったのだがそこで、柱にしていた事業内容
について問題ありとご指摘を受けたのだ。家業と並行しての作業であったので、睡眠時間を削り内容がようや
く形になってきた矢先の事で自分も引き下がれない。事業にかける思いを４人の担当者にぶつけなんとか折り
合えたのが今回の補助事業の内容だった。
補助事業の内容としては【お祭り・文化事業・商店街店舗の情報発信】【外国人観光客対応案内ボード・決済機
器導入（モバイル決済）】【防犯力の強化事業】の３つの事業を柱とし、事業名を『春日神社を活かした街づくり
事業』とした。名称からもわかる通り神社と商店街の動線を活かして街づくりを行う事を目的とした事業であ
る。当補助事業はインバウンドに対応する事を目的としたもので、名称そのままに地域の文化資源をどう商店
街の活性化と結びつけるかというものであった。
６月１５日に事業の採択を受け、本格的に内容についての金額の試算を行い７月２０日に申請、最終的に交付
決定通知書（許可が下りた）が届いたのは８月１５日過ぎであった。その後、業者の選定から事業の実施まで行
うのは大変骨の折れる作業でした。１０月末に【防犯力の強化事業】である防犯カメラを設置・運営体制を整え
たのが１１月末、１月１８日から貸出をおこなった【外国人観光客対応案内ボード・決済機器導入（モバイル決
済）】端末の配布が終了し本格的に運用開始したのも１月末か
らである。その間、タウン誌やつしろプレス１１・１２・１・２月号
【お祭り・文化事業・商店街店舗の情報発信】への出稿。
一段落できるかと思いきや、２月９日から３月３日まで開催さ
れるやつしろお雛祭りで神社と商店街の動線をつなぎ外国人
観光客に来街してもらうべくイベントの準備を現在行っていま
す。毎回これが終わったら商店街事業から引退すると言い続け
て幾数年、街づくりに終わりはないと実感する日々です。最後
までご精読ありがとうございました。

弓削 雅義八代本町２丁目商店街振興組合 副理事長

iPad

防犯カメラ
春日神社を
使ったお雛祭り書道体験お茶会

客引き防止条例について

下通繁栄会の田尻と申します。県振連でも会計を担当させてもらっております。
皆様には、日頃から繁栄会業務等に御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、誌
上をお借りしまして感謝申し上げます。
さて、早いもので、熊本地震から約3年がたとうとしております。震災直後は熊本の中心商
店街の中も人通りが少ない時期もありましたが、商店街の皆様が、熊本の復興は中心商店街
の賑わいからとの一致団結した意気込みのもとに、多くのお店に早く営業をはじめてもらえた
ことや、また復興需要の後押しもあって、予想以上に早い時期に客足を取り戻したばかりか、
ともすれば震災前以上に賑やかな街へと活気づくことが出来たのでした。
しかし、震災から半年から１年がたった頃から、その復興需要を当てにした県外資本の飲食
店の出店も多く見られるようになりました。それに伴い、悪質な客引きなどが横行するように
なり、最初は客引き同士での喧嘩が下通アーケードの通りであったり、パトカーがきたりと客引き同士の問題でしたが、途
中からいやがるお客様に付きまとったりするだけではなく、ボッタクリ等の事件が多くなるなど、街中に暗い影を落とし始
めたのです。噂では、悪質な客引きに連れて行かれたお店で、１００万円を超える金額を請求されるなど信じられない事
件が発生したり、また、客引きに端を発した殺人まがいの事件までも発生するなど、賑やかな中にも素朴さがみられた地
方都市の顔がますます曇って行ったのでした。
この客引きには背後に暴力団と繋がっているとの話もあり、そこで、私たち地元商店街などは、街の安心安全のために
も取締りを強化してもらえないかと熊本中央警察署にもお願いしたのですが、実際、現状では、風俗営業者や執拗な客
引きは取り締まり法令があるものの、居酒屋やガールズバーなど接待を伴わない飲食店の客引き・客待ち自体を取り締ま
る法律がない状態で、このようなお店は条例や禁止する規制がないところを狙って出店してきているとのことでした。
このような状況の中、私たち商店街では、２０１９年に迫ったラグビーのワールドカップや女子ハンドボールの世界大会
などの熊本開催に向けて、熊本のイメージダウンを防ぐためにも、市の条例で取り締まることができないかとの声が上が
りました。
そこで、中心商店街や関係各社の皆様に集まり検討いただいた結果、市に客引き行為等の禁止に関する要望書を提
出するに至り、大西市長を始め市議会の皆様や関係各位の皆様のご協力をいただいてき、２０１９年４月より、条例が罰
則を含み全面的に施行されることになったのです。
この、熊本市客引き行為に関する条例は、
①客引き行為・客待ち行為の禁止（すべての業種）
②勧誘（スカウト）行為・勧誘待ち行為の禁止
③客引き行為・勧誘行為を用いた営業の禁止
からなっており、客引きを行っているものだけでなく、客引きをさせているお店も取り締まるような条例になっております。
また、道路使用許可を得て、不特定多数の人に対してティッシュ・チラシ配りをすることは宣伝行為として規制の対象
外になっております。しかしこれらの行為であっても客となるよう誘う取引や交渉に発展すれば、客引き行為になります。
また店舗から、不特定多数の人に対して「いらっしゃい、いらっしゃい」等と呼び掛ける行為も規制の対象外になってお

ります。
この条例の本旨は、客引き・スカウト行為を「しない、させない、利用しない」ということです。条例ができたから大丈夫
ではなくこの条例を生かしていくためにも、中心商店街をあげてこれからも街のなかのパトロール等を行い、安心安全に
お客様に来ていただけるような街にしていきたいと思っております。

田尻 恭久下通繁栄会
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新市街商店街のベスト電器側にある、第一ファームビル2Ｆに去年4月にオープン
したイタリアンのお店【CONA熊本店】さん。
お洒落な店内でのランチや女子会、職場の飲み会にピッタリのお店です。種類も

豊富なビックサイズのピザ（全種類￥500）は食べごたえあり。インスタ映え間違い
無しの店内で、美味しいイタリアンはいかがですか。

CONA熊本店
◆店長：岡山 芳浩

紹介
店舗

★次回は上通五丁目商店街（振） 布田 善久さんが紹介します

な
田中 由美子新市街商店街振興組合事務局

場　　所：熊本市中央区新市街8-4 2Ｆ
電話番号：096-273-7857
営業時間：【ランチ】11：30～15：30  【ディナー】17：00～翌1：30
定休日：不定休

ビックリサイズのピザ ピザを焼く店長さん

入口に置いてあるランチメニュー看板

店内の様子

天草市牛深町のハイヤ通りにて営業させて頂いて
おります。『フルーツセンターいとう』です。天草の美味
しい果物や新鮮な野菜を販売しております。天草は１
年を通して美味しい柑橘類があり、地方発送も行って
おります。また、お見舞や仏事用の、かご盛り等も承っ
ております。贈る人、贈られる人、それぞれに喜んで頂
ける様に努力し、皆様に愛されるお店であり続けたい
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！
フルーツセンターいとう

〈牛深商店街組合 理事〉
店長：伊藤 博之

フルーツセンターいとう
〒863-1901 熊本県天草市牛深町1641-1
◆電話／0969-73-3982
◆定休日／第1・第3日曜日
◆営業時間／７：30～18：00★次回は下通二番街商店街（振） 前原 孝志郎さんが紹介します

情報
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ております。贈る人、贈られる人、それぞれに喜んで頂
ける様に努力し、皆様に愛されるお店であり続けたい
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！
フルーツセンターいとう

〈牛深商店街組合 理事〉
店長：伊藤 博之

フルーツセンターいとう
〒863-1901 熊本県天草市牛深町1641-1
◆電話／0969-73-3982
◆定休日／第1・第3日曜日
◆営業時間／７：30～18：00★次回は下通二番街商店街（振） 前原 孝志郎さんが紹介します
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今回の1枚
ひなまつり
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「タミアス」はギリシャ語で「商店主」の意味。
「くまもと県振連＝熊本県商店街振興連合会」
は商店主の元気をつくる組織です。
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●商店主活動支援事業実践発表会

●全国商店街女性部セミナー
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●全振連青年部創生セミナー

●平成29年度地域文化資源活用空間創出

　事業について

●客引き防止条例について
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今年も2月1日～3月24日まで人吉球磨は、ひなまつりが盛大に開催
されました。
3月3日には最大のイベント「きものぶらり歩き」は今年も「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ました。

2丁目に隣接する春日神社
を初のお雛会場にしました。

おかみさんが一年がかりで作りあげた作品

あでやかな色合いと実りが縁起も
のの『布瑠綴（フルーツ）』は会場の
目玉となりました。

会場を雛人形や手作りの千代紙人形で飾り、
来場者をお茶とお菓子でおもてなししました

次号からイベント告知コーナーを設けたいと思います。お知らせ

通町商店街

下通繁栄会

本町一丁目商店街

本町二丁目商店街通町商店街

人吉九日町商店街

発行


