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　熊本城と庭つづき、すべ
てをつなぐ「おもてなしの
庭」。ファッション・雑貨・コス
メ・飲食など１４９店の商業、

バスターミナル、熊本城ホール、ホテル、シネコン、マ
ンション、結婚式場、駐車場を擁す複合施設の新ラン
ドマークとして熊本桜町に「サクラマチクマモト」を9
月１４日に開業致しました。商店街の皆様とともに、熊
本の発展に貢献してまいりたいと思っております。こ
れからもよろしくお願いいたします。

九州産業交通
ホールディングス株式会社
代表取締役社長

矢田 素史様

「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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サクラマチクマモト
今回の1枚

商店街へのメッセージ

熊本城天守閣
特別公開スタート

震災から３年半たち、復旧が進む熊本城天守閣の
大天守外観復旧を記念して、特別公開が２０１９年
１０月５日（土）からスタートしました。
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令和元年9月14日桜町ビルが5年ぶりに開業いたました。

桜町地区は15年2月末に県民百貨店が閉店するまでは鶴屋百貨店を核とする上

通、下通、新市街の３モールによる２核３モールを形成し、中心街における商業集積の

１核を担ってきました。郊外では大型商業施設の新・増築が相次ぎ中心商店街の通行

が減少傾向になりました。桜町再開発ビルの開業は中心商店街の起爆剤として２核３

モールの復活が出来たのではないでしょうか。開業当日昼過ぎのサンロード新市街。

当日、25万人が訪れた桜町くまもとから続々と歩いてくる買い物客らでアーケードは

賑わいました。うどん店・ラーメン店・クレープ店では年配客や子供連れのお客様が列

を作る程の賑わいでした。人出は通常の土日の約３倍はあったと思います。昼の飲食

店はどこも満席状態だったと聞いています。開業後は平日の人出も増えたと実感して

おり、この桜町効果をいかして中心商店街への回遊牲向上に生かしたいと今後の街中

への集客に期待を寄せております。又、桜町からアーケードへの入口に位置するサン

ロード新市街では入口のリニューアルを計画、わかりやすい、インパクトのあるエントラ

ンスにして誘導を図りたいと賑わいの取り組みを計画しております。

桜町再開発
ビル開業に
伴う商店街

安田 二郎熊本市新市街商店街（振） 理事長

私たち新市街商店街も熊本での2試合ワール
ドカップラグビー期間大変貴重な体験をさせて頂
きました。新市街アーケード内でのビール、ジビエ
販売ブース・まちなかインフォメーション・スタンプ
ラリー・お茶会、バンコ設置などを開催し外国の方
をはじめ観光客をお出迎えしました。最初はどう

なるのか不安でしたが結果はみんなん「おもてなし活動をして良かった」との声が沢
山聞かれました。
私個人的にも外国人の方と触れ合うことは普段ありませんが今回は積極的に自
分からと思いましたが日本人の悪いところでしょうか？一歩が踏み出せなく、結局外
国人の方から声をかけられたしだいでした（笑）
試合が有った2日間1日4～5時間ですが　ビール28樽、ジビエも約200本販
売。三益式のメンバーと下通メンバー、新市街メンバーでの販売でした！外国人専用
の高さのあるテーブルも準備。そこで飲んでる姿がさすが様になってましたね。でも
数時間もビール・コンビニで買った缶チューハイ飲みながらそれも立ったままよくお
しゃべりが続くなと感心。お国柄でしょうか？
熊本でのフランスXトンガ・ウェールズXウルグアイ試合後の屈強なサポーター

の新市街での盛り上がりは想像以上！ニュースなどでは観ていましたが実際圧倒
されましたが、楽しく飲んで歌ってお互いのチームを称え最高の「4年に一度じゃ
ない。一生に一度」の盛り上がりでした。見てて思ったのですが本当にラグビーが
好きで自国を誇りに思っているところは見習わないといけませんね。
その他インフォメーションブース4日間約2000人、そのうち外国人の方約1400
人、スタンプラリー参加者約500人、各通りの中ではもちろん各商店街の中では1
番多かったブースでした。これは想定外の利用者でした。ここで多かった問い合わ
せは会場アクセス、RWCグッズ販売、日本の鉢巻、テレビ観戦できる飲食店、飲食
店の案内（馬刺し、ラーメン、刺身など）スタンプラリーではくまモンデザインポスト
カードが出来るようになっていましたので、くまモングッズの問い合わせもありまし
た。そのカードでハガキを送りたいと言う外国人の方も！お茶会は1日のみでしたが
3時間程度で500杯があっという間！お客様の50％が外国人の方でした。大変忙し
かったのではと思います。上通婦人部の皆さんご協力ありがとうございました。
おもてなし事業を終えて感じたことは想定以上の来街でしたが、私たちが今まで
外国人の方との接触がどれだけなかったか、壁を作ってきたかがよくわかりました。
外国の方はフレンドリーに話しかけてくるのにですね！本当に語学力の無さそれに尽
きますね。でも多少ジェスチャー身振り手振りや、ボイストラアプリで繋がりました。
通訳の方には大変お世話になりました。
日本チームがベスト8に入り国内・熊本もラグビー　一色に染まり、ラグビーファ

ンも増え、日本中が一つになった期間でしたね！「ワンフォーオール、オールフォーワ
ン」「ひとりはみんなのために、みんなはひとつ（目標・勝利・希望・夢）のために、そし
てノーサイド！」良い言葉です！私たち商店街も力を合わせこれから10年・20年後の
未来の為に頑張って行きたいと思います！

おもてなし・ウェルカム活動
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還暦祝い御礼
この度は、還暦祝いのお祝いの会を開いていただきありがとうございます。
私は熊本県商店街振興組合連合会に監事としてお誘いいただきまだ2年程しか経

ちませんが盛大にお祝いいただき大変感謝いたしております。
次に自分の人生60年を振り返ってみると時間の進みを意識せず、目の前の出来事

やしたいことに向かって走って来たと思います。干支が
猪年なので猪突猛進スタイルなので尚更かも知れませ
ん。改めて還暦の歳に来てみると残り人生をお店の事、
後継者の事、今まで支えてきてくれた人たちの事、早く
やらなければならない手続きや今やらなくて後悔する事
など、いろいろと思いいたってしまいます。
いままで大過なくこの年を迎えることができましたの

も、ひとえに皆様の温かいご支援ご厚情の賜物と、深く
感謝しております。還暦のお祝いをしていただき、まだま
だ現役という思いを強くしております。
今後共引き続きご高配を賜りますよう、お願い申し上

げます。

荒木 一之駕町通り商店街（振）専務理事 セコンド代表

７月2日から青年部指導者研修会に向けて新潟へ向かいました。
私は初の新潟のため新潟へ行った事がある副部長の木下修君を誘
い、一緒に行きました。今回は交通機関に直通がないため前日から
熊本空港より大阪伊丹空港～新潟空港と２回の飛行機移動にて新
潟入りをしました。
まずは新潟市内を歩きました。新潟空港より市内中心部まで移動

して中心市街地を散策。百貨店もあり地下街がありかつては賑やかだったであろう雰囲気は
ありますが人通りは少し寂しい。熊本はまだ元気な気がする。軽く晩飯を済ませ長岡に向けて
移動。新潟から長岡市まで新幹線で約３０分。長岡駅に程近く研修会会場近くのホテルに宿
泊ですが、移動だけで結構な疲れが出ます。
到着後、木下君と長岡市内中心部を歩きました。街自体は割りと大きくアーケードもありま
すが、人口約２７万人との事だがここも人通りはとても少なく寂しい。
さて研修会当日、１３時３０分より開会、主催者・歓迎挨拶等があり、研修会が始まり「沼垂
テラス商店街　再生プロジェクト」、「商店街をエンターテイメントする話題の提供とは？」、
「新潟アルビレックスBBのチャレン
ジ」等がありました。私は２番目のエ
ンターテイメントの講習がとても面
白く感じました。タブーにあえて挑
戦する意気込み、逆転の発想が趣
旨でしたが講習の中身も楽しく聞け
て退屈しないよう工夫した内容で、
私も吸収したいと思いました。
夜は懇親会があり、全国の商店
街の方々と楽しく交流ができまし
た。２日目は新潟県北の村上市より
地域活性化の講習でした。

熊本県振連 青年部長 森岡 大志

全国商店街青年部
指導者研修会レポート

◆日時：令和元年7月2日～3日　◆場所：新潟県長岡市 アオーレ長岡 市民交流ホール
お世話になります。総務委員長の田原です。
「商店街の日」事業は今年回目を迎えました。私は４回目の担当でしたが、委員会メンバーはじめ皆様の
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。
今回は協議会より、銀座通り、ワシントン通り、菊池、玉名もご参加、ご協力いただいたお陰で、商品の幅

も増えました。ありがとうございます。告知は、今年も予算範囲内で新聞掲載、SNS、ポスターで告知を行
いました。今回は約１２，６６５枚の応募の中から４７２名弱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、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。特に、仕分け、抽選時は釼羽会長はじめ、１１名の方にお手伝い頂いたお陰で、
食事を挟んで４時間という速さで終了することができました。本当にありがとうございます。感謝です。
協議会からもご参加いただいたのですが、申し込みは微増という結果になってしまいました。今後、告知

は検討の余地ありと感じました。
来年は「商店街の日」事業も９回目を迎えます。より多くのお客様に浸透するように委員会の皆さんと共

に話し合いながら進め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、協議会の皆様、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。

実施報告
県振連 総務委員長 田原 誠也

第８回

左から
城後文代・荒木一之・田尻恭久・野口伸三・今村愼吾
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など、いろいろと思いいたってしまいます。
いままで大過なくこの年を迎えることができましたの
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いました。今回は約１２，６６５枚の応募の中から４７２名弱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、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。特に、仕分け、抽選時は釼羽会長はじめ、１１名の方にお手伝い頂いたお陰で、
食事を挟んで４時間という速さで終了することができました。本当にありがとうございます。感謝です。
協議会からもご参加いただいたのですが、申し込みは微増という結果になってしまいました。今後、告知

は検討の余地ありと感じました。
来年は「商店街の日」事業も９回目を迎えます。より多くのお客様に浸透するように委員会の皆さんと共

に話し合いながら進め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、協議会の皆様、事務局の皆様、多数の皆
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第13回 下通繁栄会 肥後のつりてまり下通繁栄会 肥後のつりてまり

私が下通繁栄会青年部長だった時分に“肥
後のつりてまり”を立ち上げてもうかれこれ13
回目となります。始めた頃はホント小さな櫓の

展示会といった装いでしたが、今では手毬の個数も3,431個とな
り、会場も下通COCOSA前から手取本町寄りの区画まで延長し壮
観になって参りました。名義後援も官公庁5団体・媒体各社10社様から頂きました。行政の広報紙にも載せて頂き、
本当に嬉しく思っております。
今年度の催事は、女子世界ハンドボール世界選手権大会の開幕に合わせて、例年より1ヶ月ほど時期を遅らせて
開催することに致しました。お陰さまで多くの外国人の方々にも、熊本の良質で壮観な作品群を見てもらい、官民一
体となった熊本のおもてなしの一翼を担えたのではないかと秘かに自負しております。
現在では、通行量の増加が、そのまま売上増につながる時代ではなくなりましたが、街の魅力と役割の中に、“地
域文化の担い手”という言葉があります。私たち商店街は少しでも文化の発信を欠かせないよう、また不足している
のであれば文芸復興をして、ルネスサンスを興し取り組まなくてはならないのだろうと思っております。
今年度は「牡丹」の絵柄で思い思いに作りましたが、次年度は「カトレア」を予定しております。どうぞご期待

ください。

肥後のつりてまり実行委員会 実行委員長

木下 修

令和元年11月29日（金）～12月1日(日)開催

今回で５回目になる女性部の意見交換・交流会を８月２３日（金）鹿児島にて２１名の女
性部の皆様と鹿児島一番街商店街おかみさん会３名の方に鹿児島県振連河井理事長を
交えて実施しました。
行きは、「おれんじ鉄道」に乗車して坂井シェフ監修の美味しい料理を堪能しながら３
時間半の列車の旅を楽しみました。鹿児島に到着後の、意見交換会では各商店街の活動
報告や、今後の課題など活発な意見が出ました。その中でも鹿児島一番街商店街では、
以前はおかみさん会で色々とイベントをしていたそうですが、今では「いっど太鼓」を中
心に定期的に演奏をしたり、イベント等に呼ばれて和太鼓を叩いて活動されています。こ
の「いっど」とは、「行くぞ」という意味の鹿児島弁で一番街商店街の愛称になっている
そうです。
また２０２１年には、現在工事中の２４階建の再開発ビルが完成予定です。このビルは、
商業施設に加えて住宅も併用していて、人が住めば消費が生まれます。人と人の繋がり
を大切にして大型店にはない専門店の良さを出して頑張っていきたいと意気込みを語ら
れました。
その後の懇親会では、黒豚料理を食べながら親交を深めました。今回は、日帰りのハー

ドなスケジュールでしたが、とても充実した一日でした。

城後 文代県振連女性部長

県振連女性部意見交換・交流会ｉｎ鹿児島

　令和元年11月７、８日の両日、都内で催された女性部セミナーは、20都道府県から25名の参加。
　初日は『安全で楽しくお買い物ができる自由が丘商店街』について原武理事長、『原宿表参道憲章
に基づく街づくり』について松井誠一理事長のお話を伺いました。
　自由が丘商店街は、地元の大学が授業の一環として多数の学生がイベントにコラボして参加。原
宿表参道商店街は、インバウンドで街の雰囲気が変化し、昔からの住民が出て行き、ゴミなど様々
な問題から環境が悪化、環境整備に重点を置きイベント等は行っていない旨の説明がありました。

両商店街は来街人口が多く、我が街とは比較できないですが、参考になる点
が多数ありました。
2日目はグループディスカッションと中小企業診断士川崎朋子氏のセミナー。
地域は違えど各商店街が抱える問題が共通している為、大変活発な意見交換
があり、セミナー後は時間の都合がつく数名とランチ、其々の現状や問題につ
いて和気あいあいと語りあいました。
他県商店街の方々と知遇を得る事もでき、大変有意義な2日間でした。今回

のセミナーに参加させて頂きありがとうございました。

橋本 京子本町２丁目商店街振興組合 女性部

『全国商店街女性部セミナー』に参加して

今年で４回目となる「下通deハロウィーン」は、下通繁

栄会の独自事業としてではなく、「くまもと２０１９フェス

タ」の事業の一環として、実施させていただきました。日

程は、例年通り10月の最終週末で今年は10月26日(土)

の開催でした。

下通四番街の青年部が主体となり、約３ヶ月間をかけ会議を重ねイベントの運営をし

て参りました。事業内容としては、下通加盟店でお買い物をしてくれた方へのハロ

ウィーンのワンポイントメイク、バルーンやオブジェを使ったインスタ映えするフォトパ

ネルやキッズダンスなど、昨年も人気だった企画に加え、ベルェベル美容専門学校と

ビースタッフメイクアップユニバーサルの二校の協力の下ハロウィーンをテーマにした

ファッションショーを行いました。通行人の中から突然ダンサーが現れて踊り出すフ

ラッシュモブなど演出もあり、会場の一体感も生まれました。その他にもホームページ

から参加を募って仮装コンテストも初めて行いました。そして今回の一番の目玉は、最

後のパレードでしょう。下通三番街から新天街に向かって約30分をかけ総勢100人の

一般参加者と下通を練り歩きました。先頭には台車に乗ったDJが音楽をかけ、歩行者達からも注目を浴びていました。

来年の10月最終土曜日は、31日です！更に盛り上がる事が予想されますので、下通繁栄会としても面白い企画をしていきたいと思います。

下通四番街商店街振興組合 事業部長

土師 英嗣

令和元年10月26日（土）開催
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第13回 下通繁栄会 肥後のつりてまり下通繁栄会 肥後のつりてまり

私が下通繁栄会青年部長だった時分に“肥
後のつりてまり”を立ち上げてもうかれこれ13
回目となります。始めた頃はホント小さな櫓の

展示会といった装いでしたが、今では手毬の個数も3,431個とな
り、会場も下通COCOSA前から手取本町寄りの区画まで延長し壮
観になって参りました。名義後援も官公庁5団体・媒体各社10社様から頂きました。行政の広報紙にも載せて頂き、
本当に嬉しく思っております。
今年度の催事は、女子世界ハンドボール世界選手権大会の開幕に合わせて、例年より1ヶ月ほど時期を遅らせて
開催することに致しました。お陰さまで多くの外国人の方々にも、熊本の良質で壮観な作品群を見てもらい、官民一
体となった熊本のおもてなしの一翼を担えたのではないかと秘かに自負しております。
現在では、通行量の増加が、そのまま売上増につながる時代ではなくなりましたが、街の魅力と役割の中に、“地
域文化の担い手”という言葉があります。私たち商店街は少しでも文化の発信を欠かせないよう、また不足している
のであれば文芸復興をして、ルネスサンスを興し取り組まなくてはならないのだろうと思っております。
今年度は「牡丹」の絵柄で思い思いに作りましたが、次年度は「カトレア」を予定しております。どうぞご期待

ください。

肥後のつりてまり実行委員会 実行委員長

木下 修

令和元年11月29日（金）～12月1日(日)開催

今回で５回目になる女性部の意見交換・交流会を８月２３日（金）鹿児島にて２１名の女
性部の皆様と鹿児島一番街商店街おかみさん会３名の方に鹿児島県振連河井理事長を
交えて実施しました。
行きは、「おれんじ鉄道」に乗車して坂井シェフ監修の美味しい料理を堪能しながら３
時間半の列車の旅を楽しみました。鹿児島に到着後の、意見交換会では各商店街の活動
報告や、今後の課題など活発な意見が出ました。その中でも鹿児島一番街商店街では、
以前はおかみさん会で色々とイベントをしていたそうですが、今では「いっど太鼓」を中
心に定期的に演奏をしたり、イベント等に呼ばれて和太鼓を叩いて活動されています。こ
の「いっど」とは、「行くぞ」という意味の鹿児島弁で一番街商店街の愛称になっている
そうです。
また２０２１年には、現在工事中の２４階建の再開発ビルが完成予定です。このビルは、
商業施設に加えて住宅も併用していて、人が住めば消費が生まれます。人と人の繋がり
を大切にして大型店にはない専門店の良さを出して頑張っていきたいと意気込みを語ら
れました。
その後の懇親会では、黒豚料理を食べながら親交を深めました。今回は、日帰りのハー

ドなスケジュールでしたが、とても充実した一日でした。

城後 文代県振連女性部長

県振連女性部意見交換・交流会ｉｎ鹿児島
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令和元年度全国商店街振興組合連合 会九州・沖縄ブロック会議　意見交換
　令和元年11月18日（月）ホテル日航福岡にて、全国商

店街振興組合連合会九州・沖縄ブロック会議が開催されま

した。福岡県振連梯理事長、九州・沖縄ブロック河井会長・

全振連辰野理事長の挨拶の後、来賓として、中小企業庁経

営支援部青木商業課長・福岡県商工部初田次長の挨拶、そ

の後講習会と意見交換会が執り行われました。

　意見交換ではファシリテーターを日本商工会議所地域振

興部鵜殿調査役が務められ、下記の2つのテーマで討論が

繰り広げられましたのでご紹介させていただきます。

①「複数税率が導入されて商店街で何が起きているか」
喜多島理事長（佐賀県）
　私が知る限り混乱はなかった。不動産関係も含め

9月は駆け込みがあったが10月になり増税後はピタッ

とやんだ。増税前と同じ額で販売する店もあれば、税

金をしっかり取る店と、二分化しているように感じる。

石丸理事長（長崎県）
　増税後の混乱はない。レジの切り替えができていない店は振興組合や県振連等に何も入っていない方々で情報の共有というとこ

ろで非常に難しかったと感じている。キャッシュレスに関しては、お客様の目が消費税のことよりキャッシュレスのほうに目が向いた。

決済事業者と事業者とのトラブルが多い。

釼羽会長（熊本県）
　国から委託され、臨時職員を雇って講習会を11回、事務局巡回が57件、専門家の派遣事業218件、合計286事業所を回った。レ

ジ補助の混乱はあまり感じない。品薄。キャッシュレスは5％還元が終了する6月までに駆け込み需要を予想される経営者もいる。ま

た、政府主導でキャッシュレスを進めていただけるのであれば適正な手数料を設けてほしいという声を多く聞いた。

林理事長（大分県）
　複数税率に関しては混乱している。消費者の駆け込み需要があった。10月にはコンビニが、税金の掛け方を戸惑っていた。キャッ

シュレスに関しては、個人経営の事業所が、進んでいない。なかには、キャッシュオンリーの方がいいという声も聞こえてきた。別府大

分はラグビーでそれどころではなかった。

日高理事長（宮崎県）
　複数税率に関しましては、事業所も無関心だった。宮崎県振連も決済事業をやっている。会員208名。支払時期が15日と月末。

9月30日の実績は前年対比141･9％、10月1日から10月15日までの支払いは101％、10月16日から月末まで133％ということ

で数値は変動している。キャッシュレスと5％還元で消費税の改正は曖昧になった。

滝川事務局（沖縄県）
　軽減税率に関しては特に混乱はなかった。ポイント還元事業に関しては、説明会を開催しても個店まで行き届かない。決済事業者

から各個店に周知が出来ないのかと感じた。10月1日からポイント還元できたのは、大企業や会社が組織化されているところだった。

河井理事長（鹿児島）
　軽減税率対象店舗が少なかった。レジの交換については10月にすべて完了している。キャッシュレスは自己責任。あるスーパーが

すべてPayPayをいれたら10月から売り上げが急増した。しかし10代の人がクレジットカードを持っていないので、売り上げが減っ

たという声もあった。

梯理事長（福岡県）
　軽減税率に関して混乱はなかった。キャッシュレスに関しては、総務省がやっているJPQRコードのモデルの県として展開したので

複雑になり混乱した。小倉の商店街では7割PayPayに参加している。参加店舗を増やす活動をしている。また、韓国人の旅行客が

激減している。

②商店街の経営環境が厳しさを増す中で何をすべきか～10年後を見据えた具体的な取り組みを討論～」
喜多島理事長（佐賀県）
　地域と一緒に。商店街が主催して、地域を巻き込んで、将来のお客様を確保しておく。

石丸理事長（長崎県）
　個店の努力。県市に企業誘致をしている。JR長崎の方に人が移っていることを大変危惧している。商店街にゆとりがない、休憩ス

ペースが欲しいとの声が出ている。

健康フェア＆よかもん市開催健康フェア＆よかもん市開催
健軍商店街で毎年秋の恒例行事として定着しているイベントで、今年は11月16日（土）17日（日）

の2日間行いました。
このイベントでは当商店街の掲げる「医商連携」の取り組みの一環として、市医師会や歯科医師
会、薬剤師会、看護協会その他多くの皆さんのご協力の下、無料の健康相談コーナーやブースを設けました。
今年の目玉としては熊大病院のご協力により、一日「検査カフェ」を設置しました。これは血液検査を通して各種項目の数
値検査（23項目）を簡便に測るというものです。
その他に、熊本ファッション協会共催の「商店主ポスター展」これは熊本デザイン専門学校の生徒さんたちがそれぞれの
個店の特色を捉えたポスターを2枚ずつ製作したもので、全部で54枚の素晴らしいポスターを一堂に展示いたしました。その
他地域校区の「子供みこし」やステージイベント、ワゴンセールなどを催しました。

有働 栄一健軍商店街振興組合 理事長

釼羽会長（熊本県）
　はっきり言って10年先はわからない。とはいっても、地域全体（大学の先生、地域住民、銀行、行政、医療機関、商店街等）でテー

マを絞り込んで、同じ目標をもって突き進んでいくことで街が活性化するのではないか。

林理事長（大分県）
　空き店舗に高校生を中心としたお店が入り、売り上げをあげ、周りの店舗に刺激を与えている。商業調査等をツイッターで発信し

て顧客増。やる気のない店舗は落ちていく。

日高理事長（宮崎県）

　コミュニティーが重要。各地域の商店街の理念を確定させ、それを維持するためにリーダー的存在の人を作り、継続して話し合っ

ていく「リーダー成長支援事業」そして若者を町に定着させるための「高校生商店街」を履行している。

滝川事務局（沖縄県）

　今後の高齢化社会へ向けて、賃貸住宅等に高齢者の入居を積極的に行い、地元商店街を利用、ご用聞きサービス、医療との連携

など、連帯した商店街になること。

河井理事長（鹿児島）

　PDCAサイクルを活用した商店街活動に取り組んでいる。地域住民の理解が深まり、安心安全・環境保全・高齢者見守り・子育て

支援など各事業への協力も得られるようになった。

梯理事長（福岡県）

　リノベーションまちづくりを行い、遊休不動産に新業態の店舗を入れる試みを行っている。インキュベーション施設を運営し、新規

起業者を呼び込んでいる。店舗の新陳代謝を行なうことで顧客の新陳代謝を同時に行う。大学の学外キャンパスを誘致し、学生と一

緒に活動している。
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人吉市九日町通りにあるコート93ビルの2階

にある『BETTY012』さん。
かわいい店長が今ブームのタピオカとかわい
いハンドメイド雑貨を販売しています。タピオカ
の他にコーヒー・軽食もあります。店内での飲食
も可能です。
また、夜はbarとしてアルコールを提供してい
ます。人吉に来られた際にはぜひ一度お立ち寄
り下さい。

BETTY012
◆店長：山口 いづみ

紹介
店舗

★次回は下通四番街商店街の
　猪毛尾さんが紹介いたします。

な今井 詩織人吉東九日町商店街振興組合 事務局長

場　　所：熊本県人吉市九日町93-2
電話番号：0966-24-6377
営業時間：（平日）12：00～15：00
　　　　　（土・日）12：00～18：00
　　　　　（夜）21：00～
定 休 日：月・水
◆Instagram：be.tty6315

■週末（金・土） １７：３０～２１：００
　晩酌セット営業（1,200円）

■毎週金曜日
　煮込みハンバーグランチ（800円）
　コーヒー付、お味噌は手作り使用

■モーニング ７：００～１１：００
　トーストセット・ごはんセット（480円）

　平成30年12月1日より営業

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

coquette（コケット）
八代市本町２丁目２-４-２
◆電話／０７０-１９４６-５４３７
◆定休日／毎週水曜日
◆営業時間／７：００～１４：００

★次回は本町一丁目商店街の
　（株）MARUKUさんが紹介
　いたします。

中山 美加店主

coquette コケット

「ザ・夜市」
第30回記念

　JR玉名駅から徒歩圏内約300m
北に位置する玉高通り商店会（商店
街）★熊本県玉名市の中心市街地として、玉名高校前に位置する商店街です。
　周辺には学校や病院・会社も多く、若い学生さんからお年寄りまで幅広い年齢層の方々に日々利用されてい
ます。商店街として安心安全な「まちづくり」に特化し、街路灯、スピーカー、防犯カメラの設置、ポケットパーク
の運営活用、各種イベントなど様々な活動・取り組みを行っています。
　その玉高通り商店会（商店街）と隣の西部中央商店会（商店街）合同となる西部地区繁栄会（西部商店街）
主催で毎年恒例のイベントを大々的に行なっています。それが8月終わりに行われる《ザ・夜市》。
　今年30回目となるそのイベントは玉名では夏の風物詩となり、市民ならず市外の方々からも毎年楽しみにさ
れ多くの人出をよんでいます！
　夜市を始めたのは1990年。当時は玉名市内各地で夜市が開かれていましたが次第に減少。その中でも西部
商店街のお店同士の交流を深め、街を盛り上げようと毎年続けています。当日は、玉高通りが17時～22時まで
歩行者天国となりメインステージでの催し物が続き、その周りにグルメコーナーやゲームコーナーなど約20も
のブースが並びます。「街を盛り上げるために」その運営も業者さんを入れるのではなく全て商店街のお店の
方々がスタッフとなり行います。
　今年は玉名市ゆかりの五輪マラソン選手「金栗四三」氏にちなんで１分間の歩数計の数値を競うランニング
大会（子供のみ）やコンサートも行いました。
　特筆すべきは中枢を担っているのが30、40代若手中心の実行委員会だということです。５月から準備を始
め、それぞれが役割を持ち責任を持って遂行していく。もちろん自分のお店の仕事がある中での会議・準備なの
で＋αでこなしていかないといけなく本当に大変です。この商店街はそんな「街を元気にしたい」という熱い気持
ちを持ったお店の人達が集まっているというのも大きな魅力の一つですね！
　これからも街を元気にするためにがんばっていきます！

大西 康裕
玉高通り商店会 会長
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くまもと県振連だより ータミアスー

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

　熊本城と庭つづき、すべ
てをつなぐ「おもてなしの
庭」。ファッション・雑貨・コス
メ・飲食など１４９店の商業、

バスターミナル、熊本城ホール、ホテル、シネコン、マ
ンション、結婚式場、駐車場を擁す複合施設の新ラン
ドマークとして熊本桜町に「サクラマチクマモト」を9
月１４日に開業致しました。商店街の皆様とともに、熊
本の発展に貢献してまいりたいと思っております。こ
れからもよろしくお願いいたします。

九州産業交通
ホールディングス株式会社
代表取締役社長

矢田 素史様

「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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サクラマチクマモト
今回の1枚

商店街へのメッセージ

熊本城天守閣
特別公開スタート

震災から３年半たち、復旧が進む熊本城天守閣の
大天守外観復旧を記念して、特別公開が２０１９年
１０月５日（土）からスタートしました。
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