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コロナ禍で商店街に打撃
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緊急事態宣言下の外出自粛で人通り激減

6

「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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就任のあいさつ
熊本県商店街振興組合連合会 会長

釼羽 逸朗
この度、第51回通常総会において会長に再任することになりました。引き続き会
員皆様のご理解ご支援を宜しくお願い申し上げます
さて、昨年度を振り返ってみますと
「平成」から
「令和」
と元号が変わり新たな時代
を迎えるなか、第50回通常総会を期として
「創立50周年記念式典」を開催し、参議
院議員馬場成志様・九州経済産業局塩田康一局長様・熊本市長大西一史様はじめ
ご来賓多数のご出席を賜り盛大に開催する事が出来ました。
また、同時に一昨年より取り組んできた任意商店街と一体となった「熊本県商店
街活性化協議会」
も設立する事ができ前半は充実した事業活動が出来たのではな
いかと思っています。
後半に入り、消費税軽減税率対策窓口相談等事業及び商店主活動支援事業を実
施したものの、消費税増税により個人消費は低迷し、中国武漢を発生とした新型コ
ロナウイルス拡大影響は計り知れなく、世界経済は大打撃を受けています。日本経
済においても未曾有の出来事となっており、私たち商店街も国の「緊急事態宣言」発
令による自粛要請等により売上が大きく減少し大変厳しい状況にあります。
これに対し国も巨額の財政を出動させ緊急経済対策として、各種資金繰り支援・
持続化給付金・家賃支援給付金等の支援策を決定し実施していただいています。
しかしながら、新型コロナウイルスの収束が見えないなか人口減少問題も重なり
景気低迷は長期化するのではないかとの見方が大半です。
今後、新しい生活様式に対応した感染予防対策と並行しながらの営業活動・商店
街活性化は、難易度が高く、頭の痛い問題だと思っています。
この状況下において、AI・ITの技術を駆使した勉強会を開催し、
これに対応すべく
方法を導きだすことが商店街活性化には不可欠となっており、県振連の果たす役割
は更に重要になっていると考えています。
本年度も組織強化を図り、皆様の意見・要望等を踏まえ役員一同知恵を絞り一丸
となって乗り越えて行きたいと考えていますのでより一層のご協力を宜しくお願い
致します。
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就任のあいさつ
熊本県商店街振興組合連合会 副会長

河島 一夫

この度、副会長に就任しました上通商栄会相談役の河島一夫です。来年古希を迎えるような
歳で、
この様な役職から身を引くような年齢ですが引き受けることになりました。
商店街を取り巻く社会情勢は、一段と厳しい時代と思っています。昨年度、熊本県商店街振
興組合連合会は50周年を迎えて、祝賀会を行っていますが、50年を経過して一段と厳しい環
境になっています。
これは、大型商業施設が郊外に乱立したことによる影響も大きいでしょうが、それは理由の一端です。
熊本市の中心商店街は、東西南北の郊外に大型商業施設がありますが、そんなに衰退してません。
それは、店に魅力が点
在しているからだと思っています。
そして、街の中心地に核となる鶴屋百貨店があることも大きな要因です。
消費者は、
ファッション性の高い店に行きます。
これは洋服ばかりでなく、私どもの古書店の世界においても言えること
で、全ての業種に当てはまります。冒頭に述べましたが、連合会は昭和の時代に発足しています。連合会は、各商店街の集
まりです。細かく見れば、各商店の連合体です。
この各商店が、
この50年を経て、50年のままでは、そのお店は過去のお店
でしかありません。現在、令和の時代となりました。
この時代に即した店造りをしていかなければなりません。郊外に大きな
ショッピングセンターが出来たり、
インターネットでの販売が盛んになっています。
このような環境を、
自分の店に如何に取
り入れて売り上げを伸ばすかを考えていかなければなりません。時代の変革とともに、店も街も変化し続けることが一番
大事だと思っています。
この連合会は、そのような店造りを助けることで、商店街も繁栄続けることと思っています。厳しい商環境ですが、店主
は、
自分のお店の中から外を見るのではなく、外から自分の店を見ていかなければ、発展はないものと思います。皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。

就任のあいさつ
熊本県商店街振興組合連合会 副会長

橋本 和久

この度、熊本県商店街振興組合連合会副会長のご指名を頂きました、本町2丁目商店街
振興組合代表理事の橋本和久です。県振連副会長は4名担当していますが、1名は熊本市
外の商店街から引き継ぐとの事で、人吉の岡本光雄理事長からバトンタッチという形で拝命
致しました。本町2丁目商店街振興組合代表理事1期2年が終了し2期目で不慣れではござ
いますが、
よろしくお願い致します。
さて、キャピタル商店街に比べて地方の商店街は経済的な基盤が脆弱でまた、情報に疎いところがあります。幸い八
代には八代市・八代商工会議所とアーケード商店街、通町商店街でまちなか活性化協議会を構成していますので皆さ
んの協力を頂きながら、八代の文化伝統を発信して県振連活動に協力・参画していきたいと思っています。
ところで、本年に入り新型コロナウイルスの感染拡大のために各地のイベントが中止や延期となっており、熊本県全
体の行事等も自粛しています。そのような努力の結果、緊急事態宣言は解除されましたが大規模なイベントの開催や
接客を伴う飲食店や外出等は控える事を求められています。
これからは、ＷＩＴＨコロナの社会となってしまいました。
アーケード商店街として三密を避けて、安心安全豊かで穏
やかな商店街を皆さんと一緒に目指し、創造して参りたいと思いますので、
これまで以上のご支援・ご協力をよろしくお
願い致します。
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就任のあいさつ
田原 誠也

熊本県商店街振興組合連合会 専務理事

お世話になります。
この度、県振連の専務理事を仰せつかりました田原
誠也です。上通商栄会より出向しております。
２０２０年の年明けすぐに新型コロナウイルスの蔓延の脅威というリーマン
ショックを超える未曽有の危機が全世界を襲いました。
国内では緊急事態宣言
が発令され、外出自粛要請により、県内においても様々な業態に売上激減という影響を及ぼしました。
新型コロナウイルスはだいぶん落ち着いてきて、
まちなかはだいぶ人が戻ってきたように感じます。
しかし、第二波への警戒なのか、未だに不要不急な外出、特に夜の外出はまだ控えていらっしゃる
方が多いと思います。
このまま街に人が戻ってこないのではないかという不安もぬぐいきれません。
釼羽会長を筆頭に、行政への依頼も進めながら、新しい生活様式への柔軟な対応も必要になって
くるでしょう。
県振連は、
これからITの勉強も始められます。
それらを進めながら、人と人との商売も進めていく、
新たな形を構築しなければなりません。みんなで知恵を出し合い、自分たちが出来る範囲で、やれ
ることをやっていく、そして未来につなげていくことが大事だと思います。
微力ではありますが、専務理事としての役割を全うしたいと考えております。
どうぞ宜しくお願い
いたします。

表彰おめでとうございます！

令和2年度商店街功労者表彰
全国商店街振興組合連合会理事長賞 商店街功労者（5名）
氏

名

所属組合名

（順不同・敬称略）

役職名

秋吉健一郎

熊本市下通新天街商店街振興組合

理

事

小田

健正

熊本市下通二番街商店街振興組合

理

事

今村

愼吾

熊本市下通三番街商店街振興組合

理 事 長

城後

文代

熊本市下通四番街商店街振興組合

副理事長

井形

尚

熊本市下通四番街商店街振興組合

理

事

熊本県中小企業団体中央会 優良役職員の表彰
（順不同・敬称略）

氏
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名

山中

禪

松永

和典

所属組合名

役職名

上通一番街商店街振興組合

理 事 長

熊本市下通二番街商店街振興組合
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〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

下通新天街商店街振興組合
株式会社 シモカワ薬局下通店 店長

井上

修

全ては1月24日から始まった気がします。1月24日〜1月30日、中国の春節がスター
トし、25日頃から、中国・台湾からの来客が増えました。今ではインバウンド客は「0」
だ
が当時は大型連休だけあって普段より訪日外国人で下通りは賑わっていました。
その頃すでに中国では新型コロナウイルスが流行っていて、訪日した中国の方はメ
イドインジャパンのマスクを目当てに、多数来店されどんどんマスクが売れていまし
た。当時、日本の方はマスクは風邪予防でのお買い上げのみで、例年通りの売れ行き
でした。1月27日に中国が新型コロナを理由に渡航禁止を決めましたが、団体客に対しての規制であり、個人旅
行者は規制の対象外で、
また春節が2月2日までの延長（地域によっては2月10日まで）が決まり、規制されたとは
いえまだ訪日客は減っている印象は受けていませんでした。
2月3日頃からクルーズ船での新型コロナの情報が各局で放送され始め、新型コロナが段々と身近に迫ってい
る感覚もあったのでしょうか。
このあたりからマスクの需用が全国的に高まり、供給が追い付かなくなり、
とうとう2
月中旬にはマスクパニックが始まり入荷するマスクは片っ端から売れ、それが除
菌シート、アルコール消毒液、精製水、
ガーゼ、体温計、石鹸、
うがい薬など多岐
にわたって品切れがどんどん波及していき、
さらに2月22日に熊本市で初感染
の発表がありその波はとんでもないことになり、マスクをお買い求める方が押し
寄せ、その日から毎日何百人もの方にお詫びする日々が続きました。時にはお叱
りや罵声を受ける時も。
スタッフの顔にも疲労が色濃く見えてきていました。
緊急事態宣言が出されても、病院や薬局はその対象外なのでコロナに恐怖感
を感じつつも、使命感を持って営業を続け、毎日、街の状況を見守っていました
が、
まわりの店舗さんはどんどん営業を停止され、常連さんもお顔を見ることが
なくなり、寂しい思いで営業を続けていました。
5月上旬、緊急事態宣言の解除で街に少しずつ活気が戻ってきています。ＧＷ
明け頃からマスクも入荷しだしております。少しずつ、ほんの少しずつですが日
常に近づ いていっているのでは
ないかと思います。
これからは新
型コロナの第2波・第3波にドラッ
グストアとしてお客様に注意喚起
しつつ、健康を守るお手伝いを、
商店街の皆様やそこに集まるお
客様のお役にたてるように地域の
健康ステーションを目指して日々
精進してまいります。

天草の妖怪アマビエを採用した
厚生労働省の啓蒙ポスターのコ
ピーを張って啓蒙活動。
シールドは当時、ホームセンター
に行っても塩化ビニールが売り
切れで手に入らない状況だった
ので苦肉の策で、大きめのゴミ袋
を切って開いて作った。

株式会社 シモカワ薬局下通店
〒860-0801 熊本市中央区安政町1-27

TEL.096-322-2651
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〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

下通二番街商店街振興組合
株式会社 帯屋 代表取締役

宮崎 雅士

【現状について】
2月より各学校の卒業式中止や春の婚礼シーズンの延期や中止に伴う卒業式貸衣裳や
婚礼貸衣装のキャンセルと返金が発生しました。令和3年の成人式衣裳の成約ピーク時期
にも拘わらず、来店数の減少と消費者意識による次年成人式開催有無の不安感による成約
控えも目立ってます。行政による不要不急の外出控え広報に従い、本来主軸の趣味性の高
い呉服販売催事は開催を自粛、一方で併設するフォトスタジオは営業自粛要請業種になり
4月下旬より5月末日まで臨時休業をしました。2分野とも前年対比売上は0％、来
街者の減少に伴う店頭一般販売も前年対比91％減を記録しました。販売ピークを
これから向かえる浴衣も、熊本市の花火大会中止発表により例年通りの売上は全
く見込めないものと思われます。
【今後の取り組みについて】
現在、弊社の主たる生業は呉服販売と和装貸衣裳であり、それらは不要不急の
消費材であることは否めない状態です。結婚式、成人式、卒業式をはじめとする各
種行事に着物着用は慣習的に欠かせないものであるものの、実際には我慢をすれ

通常時店舗全景

ば着物無しでも行えるものでもあります。各種行事イベントが延期、
自粛、中止が発
生すればそれに連動し販売減を避けることができません。
これは市中の旅行業界、
飲食店、ホテルや旅館業界などの観光業界とそれらを取巻く関連業界と同じと言
えるでしょう。
しかしながら、翌年2月には創業155年を迎える熊本を代表する老舗の弊社は地
域の代表として、
ここが踏ん張り所だと耐え忍ぶ根性論を忘れずに、新しい生活様
式に順応できる商材の取り扱いを増やしていけるか否かが生きる道になるでしょ
う。
この20年来、僅かではありますが、生活関連商材も増やして参りました。例えば、

GW休業中

一般家庭用浄水器の自社製造販売などがその一つであり日本を含めアメリカやシ
ンガポールに300件を超えるお客様を作って参りました。155年前には現在のよう
な正絹着物の販売が主であったわけではなく、生活衣料の全般が取扱い品でその
一部として正絹着物が有り、時代の流れとともに変わるライフスタイルに応じながら
の変化をしつつ現在の店作りに至ってます。要は時代の流れに順応する、いわば
ダーウィンの進化論ではありませんが、環境に応じての店作りがこれからの最大課
題となり、
これまでの然るべく呉服専門店としてとの定義を否定せずに固執もせず、
社是にもある
『帯のように細く長く』
をモットーに創意工夫のあるお店にします。
先般、今期の花火大会中止が発表になりましたが、
これから販売すべく浴衣が
過剰在庫になる前に、浴衣の生地を潰し、早速浴衣地マスクを製造いたしました。
好評であり、日産30枚ほどのマスクは毎日完売状態です。ほんの僅かな売上です
が、
こういった発想から生まれるヒントが次の創業160年の節目に向けた取り組み
浴衣生地マスク製作

の第一歩になる氣がして止みません。

よそほひの帯屋（株式会社 帯屋）
〒860-0807 熊本市中央区下通1-4-12

05 ／

TEL.096-354-6221

KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS

従来の電力会社

従来の電力会社

しんまちグループ
代表取締役

十時 義七郎

〈しんまちグループ〉
株式会社 しんまち
株式会社 十 字 堂
株式会社 和
敬
〒860-0004 熊本市中央区新町2丁目4番22号
TEL.096ｰ352ｰ9626 FAX.096ｰ322ｰ7156
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おかげさまで今年、電気館は110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
新市街

熊本市中央区新市街8-2 ☎096・352・2121
URL www.denkikan.com E-mail info@denkikan.com

DSISインソール作成
足のサイズ計測・靴の提案を致します
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！

shose-shop

シャワー通り

下通り

MIWA

熊本市東区若葉1丁目35-19
TEL.368-2348 FAX.368-2646

熊本ニュース会館とニュース茶房
デッサン

木下

嵩

昭和13年3月10日創業

〒862-0976 熊本市中央区九品寺3丁目9-16
TEL.096-234-8933 FAX.096-234-8336

日専連カード

「くまモン」デザイン日専連JCBード

日専連ファイナンス公式キャラクター
熊本城応援カード

ロアッソ熊本カード

株式会社 日専連ファイナンス
本社 ／ 熊本市中央区安政町6-5
TEL 096-324-6611（平日9：00〜17：00）
http://www.nissenren.co.jp

日専連ファイナンス

検索

手に取る人を元気にする
「お薬袋」の専門サイト

薬袋マート.comはデザイン薬袋の専門サイトです。
年間平袋製造約500万枚！
！
創業59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！
！
検索

薬袋マート
⬆デザインの一例です⬆
⬆デザインの一例です⬆
http://www.yakutai-mart.com
詳しくはWebをご覧下さい
詳しくはWebをご覧下さい

〒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
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〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

健軍商店街振興組合
マルショク健軍店 店長

足立 誠二

【現状】
マルショク健軍店従業員は、
このような状況下の中、地域のライフライン
としての指名を果たすべくそれぞれの役割で奮闘しています。お客様のご
協力を得ながら、おかげ様で店舗の閉鎖・入場制限・時間短縮など行わず
に営業する事が出来ています。一部食材に欠品・品薄状態はありますが、
その他商材は十分ありストックも有りますので、余裕を持って混雑時を避
けてのご来店をお待ち致してます。
【取組み】
当社は新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、お客様と従業員の健康と安全を確保する
ため、
レジにお並びの際に間隔確保のお願いを行い、飛沫防止策としてレジ、サッカー台に間仕
切りを設置しています。又店内出入口・サッカー台には消毒液を設置し、お客様のご利用になるカ
ゴ・カート等、定期的に消毒を実施しています。特に従業員には、手洗い・手指の励行、消毒のマス
ク・手袋を着用、
日々の健康管理（体温と体調の確認）
を行い注意を払っています。

店舗入り口

産直コーナー

店内売場

レジ飛沫防止対応

サッカー台飛沫防止対応

各消毒液設置

マルショク健軍店
〒862-0903 熊本市東区若葉1-34-1

TEL.096-368-3101

〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

人吉東九日町商店街振興組合
株式会社 宮山時計店 代表取締役

宮山

賢

世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス。1月に国内において初感
染が確認され、2月に入ると熊本でも感染が確認されました。幸いここ人吉で
は感染者は出てはいないですがその影響は大きく、ホテル・旅館や飲食店等
の休業や自粛が続いております(5月10日現在)。
私どものお店は時計・宝石・メガネ・補聴器と4業種の取り扱いですが、時短
という形で営業は続けております。ただ売り上げに関しては4月、5月とかなり
の落ち込みとなり、
さてどのように乗り切るべきかと憂いているところです。対面販売で直接接客を行
う小売業においては非常に厄介な状況です。
とりあえず当初予定していたイベントは延期して開催す
るよう計画を変更して、自粛要請解除となった時にスムーズにスタートが切れるよう準備し、本望では
ないですが運転資金確保のため借り入れも視野に入れております。自粛要請解除後も第2波、第3波
が予想されますが、何とか乗り切れるよう総力戦でやっていきたいと思います。
最後になりますが、川上哲治生誕100年にちなみ、記念の腕時計(直接巨人軍よりロゴ使用の許可
も得ました)をクラウドファンディングにて作成予定しております。もしご興味のある方はこちら
https://camp-ﬁre.jp/projects/view/243170 (募集期間は6月29日まで)をご覧ください。

腕時計の
デザイン

店頭写真

店内風景。眼鏡コーナーの一部。 店内風景。入口より。

補聴器コーナー

株式会社 宮山時計店
〒868-0004 人吉市九日町76

TEL.0966-22-5222

くまもと県振連だよりタミアス Vol.70

〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

下通四番街商店街振興組合
株式会社 みやはら 下通店店長

東

真志

【現状】
緊急事態宣言が出てからは街の中も人が少なくなり、客数減に伴う売上減少になり
ました。商品の発注数量もわからなくなり、足らなくてお客様にご不便をおかけするこ
とや反対に捌けなくて残してしまうことが多くなってしまいました。
また一部の報道により特定の商品が入荷しなくなって、一時お客様の食糧パニック
状態を引き起こす事態になりました。私共は人間の生命を司る食に係る仕事ですの
で、最後まで店を開け続けよう！と心に決めスタッフ一同コロナに立ち向かいました。
「働いていただいてありがとうございます」
と書かれた手紙を頂いたり、
「頑張って下さいね」
と声掛けして差入
れを頂いたりで、人々の温かさを励みに店を開け続けることができました。本当に感謝しかないです。
【取組み】
レジには飛沫感染を防ぐために透明のシートを取
り付け、
スタッフはマスクとフェイスシールドを着用し
て対応をさせていただいています。3密をさけるため
にお客様との間隔をあけてレジに並んで頂いたり、特
売の自粛をしてきました。バラ売りもなるだけ袋につ
めて売ったり、取扱い商品の内容も変えて販売し、
徐々に客足も戻ってきはじめた感じです。
これからも
お客様のお役に少しでも立てるよう頑張っていきた
いと思います。

株式会社 みやはら 代表取締役 宮原 るみ
〒869-2301 熊本県阿蘇市内牧966番地

TEL.0967-32-0787

みやはら下通店
〒860-0807 熊本市中央区下通2-2-30

TEL.096-342-6470

KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS
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〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

本町一丁目商店街振興組合
合資会社 ラジオクロネコ 役員

森

浩喜
私の店は普通の家電販売店ですが、それ
に加えて真空管アンプの製作や修理、また
メーカーや他店で断られた古いオーディオ製
品(30〜60年前)の修理を行うと言うちょっ
と変わったお店です。今の時代は古くなった
製品は買い替える事が当たり前なので、
こう
いうあまり儲からない仕事をするお店は全国
的にも稀で、お店ブログを書いている事もあって多くの問い合わせやご
依頼を頂いています。
しかしお客様の生活に密着している家電の仕事の方をどうしても優先

せざるを得ず、オーディオの修理はその合間に行うという後回しになりがちで、いつも数か月待ちの状態が続いていま
す。古い機器の修理と言うのは一台一台に時間がかかる割に利益は少なく、成功報酬方式でやっているため出来な
かった場合は例え何日かかっていようと1円も頂けません。そのためどんなに依頼が多くても利益が出るものではあり
ませんが、お客様のお役に立てる、喜んで頂ける事が唯一のモチベーションになっています。
仕事自体は就業時間の9割をオーディオ修理に割いているものの、売り上げベースでは逆に家電が9割を占めるとい
うのが実情です。そこにこの新型コロナウイルスの感染騒ぎで、お客様宅へ訪問したり相対で商売する事が難しくなっ
たため家電の仕事が一気に減り、売り上げは格段に落ちてしまいました。現状では家電は依頼があった事のみに絞っ
て、あとは溜まっている修理依頼品を黙々と直していく毎日です。
もっともうちに来るような修理には前例やセオリーは
無く毎回初めての事例ばかりです。
そのため技術と経験はもちろん、それに加えてアイデアや閃き、
さらには想像力や集
中力と言ったものが必要になるので、時間があっても集中できなければ仕事は捗りません。
しかし皮肉にも今の自粛の世の中は邪魔が入らない事で仕事に専念できると言う、ある意味絶好の機会となってい
ます。
それでも店全体の売り上げ減少は避けられないので、節電等で無駄を最小限に抑えつつ、終息後に備えて少しで
も体力を温存する事に努めています。
まだこれから第2波、第3波が来ると言われているので、
この戦いは長く続くものと覚悟しなければいけません。
さらに
終息後には世の中がリセットされて、本当に必要とされるお店だけに淘汰される可能性もあります。
そうなってもお客様
から支持を得るためには何をすべきかを基本に立ち返って考えながらも、
こうなってしまった今だからこそ逆に思い
切った事が出来る千載一遇のチャンスだという思いもあり、今は今後を見据えて色々と考えを巡らせているところです。

合資会社 ラジオクロネコ
〒866-0861 熊本県八代市本町1丁目6-15
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〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

下通四番街商店街振興組合
セブンｰイレブン松永商店グループ 代表取締役

中村 光彦

23年前にセブンイレブンに加盟し、それから8年後に閉店を経験しました。
見えない不安と恐怖。
自暴自棄になりかけたこともありました。支えてくれたの
が家族です。
その事から、今回のコロナ、勿論最初は唖然となりましたが、収束はありま
す。それを思えば経営自体厳しくはなりましたけど、
これもチャンスに変え次の
ステージに進んでいこうと決意しました。
グループ11店舗となる手取本町をオープンさせます。
現在、下通アーケード店、1丁目店、2丁目店と下通では3
店舗展開中です。機会があればもう1店舗出店を考えて
おります。
今一度商売の基本を考え直し、忘れかけていた何かを
思い出し、夢を目標に変えていきます。
まだ自粛が続き、第
2波を想定しながら今できることを全うしていきましょう。

〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

新市街商店街振興組合
株式会社 くませれ 代表取締役

山本 和季

南国食堂 ヤシの樹／熊本個室焼肉 誠実一心 褐火／熊本個室 ほるもん処 一心

外食を中心にした事業はコロナの影響を受けて、売り上げは昨年対比の2割〜3割になりまし
た。私たち株式会社くませれが守らないといけないのは雇用と人間が生きていく上で絶対必要
な食事を提供することと位置付けました。
私は熊本を飲食から盛り上げる会の副理事長を承っており、社会保険労務士さんにお願いし
て雇用調整助成金の講習をネットZOOMで行いました。私だけの情報でなく業界全体の雇用を
少しでも守れればと考えています。
また、食事においてはテイクアウトを導入し、
スープ以外の全メニューや567円コロナをぶっ飛
ばせ企画において手羽先を1キロ17〜19本販売、
また、ネットを使ったお食事券の販売など売
り上げの施策も行っております。
とはいえ厳しい現状には変わりありませんが、
これを笑顔で突破するのかそうでないのかはオーナーである私にかかってい
ると思っています。明けない闇は無いと信じて現状や不安と戦います。

KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS
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〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

上通五丁目商店街振興組合
株式会社 メガネの大宝堂 代表取締役社長

布田 善久

【現状】
2月下旬に熊本県内に感染者が発生してから年配のお客様を中心に徐々に来店者数が減少し、4月に緊急
事態宣言・不要不急の外出自粛が要請されてより一層厳しくなりました。営業時間は4月上旬から1時間短縮
しています。GW期間は下通のVisio店とサクラマチ店は臨時休業しましたが、上通本店は通常通り営業しまし
た。期間中は例年と比較にならないくらい程人出が少なく、売上もかなり低水準でした。GW明けから少しずつ
増えてきています。
【取組み】
感染予防対策として、全店舗でマスク着用・こまめな消毒、出入口の消毒液の設置、毎
朝の検温による体調チェック・店内換気を徹底しています。通常よりも空いている時間を
活かして技術・知識面の社内教育や今まで出来ていなかった業務の効率化について取り
組んでいます。今後は対面販売に加えて、ネット販売などにも力を入れていきたいと考え
ています。
また、4月より
「雇用調整助成金」
を活用し、出勤シフトの調整も行っています。

店頭サイネージでも営業時間短縮や対策等について告知

店頭に消毒液を設置

メガネの大宝堂 上通本店
〒860-0845 熊本市中央区上通町5-6
TEL.096-354-2155

店頭自動ドアを開けて店内換気

〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

上通五丁目商店街振興組合
有限会社 サン・エンタープライズ 代表取締役
紅蘭亭グループ

葉山 栄司

コロナは災厄である。
これは間違いない。3.11の震災以降、数々のマサ
カがあったがコロナに関しては全く予想してなかったし、被害の規模も想
像外。大変な時代を経験しているのだなと痛感する。
しかし、たくさんの光明もあった。
アフターコロナの到来と言われるであ
ろう多くの事柄の分岐点となり、
リモート勤務、ネット関連の更なる普及、金
融制度、危機管理、公衆衛生などたくさんの変革がやってくる。
個人的に一番嬉しかったことは環境問題の劇的な改善である。
ガンジス河が驚くほどの清流に
戻り、ベニスの運河が魚影が透けて見える程に改善した。世界中の大気汚染レベルが、20世紀前
半のレベルまで下がったのは驚嘆する。
自然の回復力は我々の想像を超えていたのだ。
経済の回復力も実はそうではないか。本来の流れを理解し阻害しない正しい金融システムが
必要だ。
お金とはなんぞや。
それによって生活し生きていくとはなんぞや。
コロナで原点回帰して、
世紀の奇貨としたい。
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くまもと県振連だよりタミアス Vol.70

〜コロナに負けるな特集〜各店の対応を職場の代表者に聞く!

上通１、
２丁目商店街振興組合
有限会社 不動産のレイドバック 代表取締役

森岡 大志

今年の2月後半から感染拡大が始まった新型コロナウイルス感染症ですが、世界
の経済を壊滅させる勢いでパンデミックになりました。私の不動産会社も当初より賃
貸のテナントさんからの家賃交渉がありましたが、日に日に要請が強くなり、業界的
にも世論的にもその風潮になっていきました。日本の経済も一つの分野で血流が止
まるとその下流に大きな影響があると、つくづく感じています。
熊本県は各自治体の首長が機敏に対処し、早期に収まりつつありますが、
この恐
怖感は数か月から一年単位で残りそうです。商店街も少しずつ客足が徐々に戻りつ
つありますが、
まだ復活には程遠く手の打ちようがない状況です。県振連青年部としては何か今の雰囲気を変
えたいと思っていまして、女性部と連携し連絡協議会に加盟している県内の商店街との懇親を深める意味合
いで年に数回の親睦会を開催しています。
3月11日には玉名市で玉名の３商店街との懇親会を行いました。
コロナの影響も出始めていましたが非常
に盛り上がりました。次回は八代でと考えていて楽しく地域活性ができるように続けていきたいと思っていま
す。
この雰囲気を少しでも変えたいと思っていますが、まだ手探りの状況です。
しかし商店街として、不動業界
としても何とか打開できる何かを見つけられるよう、動いていきたいと思っています。

商店街青年部・女性部
活性化推進事業交流会in玉名
玉高通り商店会 会長

大西 康裕
先日の玉名での研修を担当させていただきました大西です。当日は玉名の
西部商店街の現状やイベント、取り組みなどをご紹介し、実際に通りも回って
みていただきました。なによりも来ていただき、
これだけ玉名に注目し応援い
ただいているという想いが嬉しく思いました。
その後の交流会も、今までにはなかったエリアを越えての他組合の方々と
の意見交換の場とし
てメンバー一同有意
義 なものとなり意 識

も上がったと思います。全ての方々にコメン
トをもらってあっという間の楽しい時間でし
た。
また開催したいものですね。
現状、商店街のコロナ対策としては情報共
有の仕組み作りと、通りの全店舗に除菌・消
毒液を無料配布設置し安心・安全な商店街
を目指し対応しています。
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紹介
店舗
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洋風居酒屋きりん
◆店主 ： 森 亜希夫

住
所：菊池市隈府940-2
電話番号：0968-25-5085
営業時間：[月〜金] 17:00〜25:00(L.O.24:00）
[日] 17:00〜24:00
定 休 日：不定休
【紹介者】菊池市商店会事務局
こちらの手羽唐揚げが絶品で美味しいタレとほど良い塩加減が
絶妙で、ビールが進みます。地元の素材を活かしたアイス(水田ごぼう)
や菊池川という日本酒があり、一度来店あれ。

※新型コロナウイルス感染拡大により、営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。
ご来店時は事前に店舗にご確認ください。

！

★次回は上通一番街商店街（振）
内田靖男さんが紹介いたします。

これよかばい！

今回のお店

そば処 はま屋
代表者名

濱本 明（二代目店主）

麺打ち一筋35年。店を支えて下さったお
客様に恩返しが出来るよう初心を忘れず
一緒に踏ん張って困難を乗り越えて精進
して行きたいと思います。

そば処 はま屋

熊本市中央区安政町5-9
サンセリテシモカワビル１Ｆ
◆電話番号／096-326-4385
◆営業時間／11：00〜22：00
■定休日／日曜日
★次回は上通1、2丁目商店街（振）
クニバさんが紹介いたします。
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