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河島　一夫 
熊本県商店街振興組合連合会 副会長

今年は、新型コロナで世界中の人々が萎縮した生活になり、経済にも大きなダメージを与えてい

ます。熊本の繁華街では、殆どの人達がマスクをして歩いている光景に、異常さを感ぜずにはおられ

ません。この光景を写真に収めておくことが、後世の人達に令和2年のコロナ大流行を知らしめる一

番の方法と思っています。このウイルスのために、聞き慣れない言葉も耳にするようになりました。

「ソーシャルディスタンス」「三密」「テレワーク」「リモート」等です。一日も早く、これらの言葉が聞こえ

なくなり、マスクの社会がなくなることを願わざるをえません。

大きな災害もおきました。県南の人吉、球磨、芦北の大洪水で、今までにない大きな被害となっ

て、亡くなられた方もおられ、未だに元の生活に戻れない方々がいらっしゃることに胸が痛む思い

です。四年前の熊本地震で熊本市内も大きな被害が生じましたが、水害も復興に時間がかかり、

財産を一夜のうちに無くしてしまう深刻な災害です。被害に遭われた方々に改めてお見舞い申し

上げます。

商いを生活の糧としている私共は、その地域に一つの街を形成し寄り添い、自らの商いの隆盛と

共に街の繁栄にも努めているものです。そのようにして、戦後の昭和時代は、街は賑わい各店も繁栄

してきました。平成の時代に入って郊外に大型ショッピングセンターが乱立するようになりました。ま

た、お酒やタバコや米などの免許制も緩和され、コンビニも街中に乱立しています。郊外のショッピ

ングセンターでは、生鮮食料品が豊富に並び、街の八百屋や魚屋もいつの間にか消えていってしま

いました。時代は、大きな川の流れのように留まることもなく進み、地域の商店街は、昔の賑わいが

なくなりました。

昨年は、熊本市の中心部の花畑、桜町に交通センターがリニューアルし、中心部に新たな賑わい

を創出しました。中心商店街にとっても、隣接していることにより、街にも歩いて行ってみようという

人が増えて、中心商店街と一体となって街の賑わいを創出していると感じています。

来年の四月には、熊本駅に約200店舗が入る駅ビルがオープンします。私は、この駅ビルには、脅

威を感じています。一番の理由は、東西南北の鉄路が熊本駅に集中していることです。電車に乗って

駅まで行けば、食事や買い物ができ、映画館もあると聞いています。そこに行った人たちは、再び電

車に乗って帰るだけで、中心商店街に立ち寄ることはないと思うからです。それに、駐車場も完備さ

れています。今や、地域のデパートが閉店するように、物販業は以前に比べると厳しい状況にあると

思っています。そのような中に、より多くの店舗がこれ以上必要かと考えてしまいます。行政も県内、

市内を俯瞰して商業施設の整備を行っていくべきと思います。

どこの市町村でも、その地域の発展を感じるのは、その街の賑わいです。寂れた街を見た人達は、

その地域は寂れていると感じるはずです。小さな店の集合体の街の賑わいこそが、その地域の繁栄

を映し取っているのです。

今年を振り返って今年を振り返って
人吉元気に営業再開！

令和２年豪雨災害から約４か月後の11月2日(月)にこれまでの約

1/10の規模ではありますが仮店舗で営業再開することができました。

人吉中心市街地唯一の食品スーパーということで、近隣の住民の

方々には日常の「食」の面で大変ご不便をお掛けしておりましたので非

常にうれしく思います。又お客様からも「ありがとう」「やっぱイスミがな

からんばいかん」といったお声も頂戴し、これからもお客様に商品はもち

ろんですが、「笑顔」「元気」「明るさ」をお届けできるよう頑張っていきたいと考えます。

今後は、来秋に被災場所にて“新店舗”を計画予定しております。そちらに向けても合わせ

て頑張っていきます。

笠原 泰弘イスミ商事株式会社 イスミ本店

皆さんこんにちは。ハヤカワスポーツオリンピア店永岡と申します。

７月の豪雨被害により店の1階部分が浸かり商品も全損となりました。それから1カ月程ほと

んど営業出来ない状況でした。

夜になると商店街も真っ暗で街全体も暗い感じでした。地域のスポーツに携わる皆様にもご

迷惑おかけしたと思います。

3カ月が経ち少しずつ復興が進む中、店も11月にオープンすることが出来ましたが何よりも

温泉・観光の街として戻る事を願っています。

永岡 昭二ハヤカワスポーツオリンピア店
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いつもお世話になっております。上通商店街でまちゼミを開催してお
ります橋本です。日頃商店街でご活躍されている方であれば、一度は耳
にしたことがあると思います「まちゼミ」ですが、現在、全国374の商店
街や地域で開催されている地域活性化事業です。

　まちゼミの歴史は2003年
（平成15年）に愛知県岡崎市
で始めて開催されました。まち
ゼミとは、どのような事業かと申しますと、「お店の人が
講師になって、プロならではの専門的な知識や情報、コ
ツを無料で受講者（お客様）にお伝えする少人数制のゼ
ミ」です。地域の人にお店を知ってもらえる、お店のス
タッフを知ってもらえる、お店にどのような商品が売って
あるのかを知ってもらえる、講座を通して受講者である
お客様と講師である店舗スタッフとのコミュニケーショ

ンを図り、信頼関係を構築することを目的としています。
まちゼミ実施のメリットとしてはいくつか挙げることが出来ます。まずはお店として、①新規顧客
の獲得と売上アップ、②店舗の知名度アップ、③お客様と
の信頼関係の構築、④講師となる店舗スタッフのスキル
向上、⑤新規ビジネスへのマーケティング。次にお客様と
して、①新しい店の発見、②無料で知識を得られる、③自
分にとって信頼できる店が見つかる、④まちゼミで得た
知識による買い物力の向上、最後に街（まち）として、①エ
リア内のお店が紹介できる、②まちゼミ実施店間のつな
がりが強くなる、③エリア全体のイメージアップにつなが
る、④安心と信頼できる街をＰＲできる。まちゼミは「人よ
し・店よし・世間よし」の三方よしの事業と言えます。
その他、数年に一度、全国のまちゼミ仲間（商業者や支援者）が集う「全国まちゼミサミット（昨

年で5回目）」や各地域で実施されている「まちゼミフォーラム」も開催され、まちゼミを活用した地
域活性化の情報交換の場となっています。
今年はコロナ禍で商業に携わる者としても大変な時期を

過ごしています。このような中でも、様々な感染対策を行い、リモート
まちゼミなど工夫を凝らしたまちゼミを実施して地域を盛り上げて行
こうという動きが全国各地で見られているようです。私ども上通まちゼ
ミ実行委員会でも、感染対策を行い、今年度も11月に上通まちなか
ゼミナールを開催させていただきました。今年で8回目の開催になり
ますが、実施後のお客様アンケート調査では、お客様満足度95％以
上（大満足と満足の割合）を毎年達成し、お店と商店街のファン作りを
推進しています。まちゼミ実施店では、受講者に対して、それぞれが独
自に考えた、クーポン券の発行やお礼状の発送などのアフターフォ

ローを実施して、新規顧客の
獲得と受講者の再来店につ
なげ、売上アップを達成して
います。
　一見地味な事業ですが、店舗や商店街に様々な相乗
効果をもたらしてくれるのが「まちゼミ」です。現在、熊本
県では水俣市、荒尾市、天草市、熊本市の4地域でまちゼ
ミを実施しています。皆様のまちでも「人よし、店よし、世
間よし（三方よし）のまちゼミ」を開催してみませんか？今
後ともどうぞよろしくお願いいたします。

お店の人が教えてくれるお店の人が教えてくれるお店の人が教えてくれるお店の人が教えてくれる

得する街のゼミナール　　　　　得する街のゼミナール　　　　　得する街のゼミナール　　　　　得する街のゼミナール　　　　　

橋本 幸二上通まちゼミ実行委員会 代表

　今年のえびす祭りはコロナ禍の中で開催するか悩みましたが、直前まで会議
を行い並木坂の２つの振興組合両理事長の応援もあり開催を決断しました。
　結果的にはイベントとして大成功でした。私がかかわってから過去25年の
中でも一番の来客数だったと思います。その分、対応にもとても気を使い、代
理店担当者は消毒液の準備やマスク着用、来客の方への対応にも清掃担当を
つけ客席配置もソーシャルディスタンスを取り最大限の配慮をしました。

物販ブースや飲食ブースも出店を募集しましたが出店希望が多数あり、地元振興組合を優先させまし
たが担当者も調整にはとても苦労したようです。
開催日は初日の土曜日こそ午前中雨天でしたが、お昼前には雨も上がり、そこからの人出は大変なも

ので物販ブース・飲食ブースも大忙しです。日曜日は朝早くから来客が多く、準備中でしたがお店によっ
ては多少時間を早めて対応していたようです。
飲食部門は事前に用意していた材料が足りなくなったお店も多く、嬉しい悲鳴を挙げていました。子
供向けのブースも子供連れのご家族がとても多くバルーンパフォーマーは休む暇もなく対応し、ガラポ
ン抽選会も早いうちに景品がなくなり、景品を追加しました。
来客者の声を聞くと、屋外イベントだしもっと開催してほしいとの意見も多く、楽しいイベントは求めら
れているという実感がしました。
過去に経験のないコロナ禍ではありますが、商店街として最大限の対応をして来客者をもてなし、楽し
い街と思ってもらう事も必要だと思います。守りを徹底し攻める事によりこのコロナ禍を乗り切りたいと思
います。

県振連レポート

令和２年度
上通えびす祭り

森岡 大志えびす祭り実行委員長 県振連青年部 部長

開催期間：令和 2年 10月 17日（土）～ 18日（日）
開催場所：上通並木坂　

次ページへ続きます

まちゼミ

大谷楽器
「はじめての癒しのオカリーナレッスン」

上通写真館
「写真の撮られ方講座」
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いつもお世話になっております。上通商店街でまちゼミを開催してお
ります橋本です。日頃商店街でご活躍されている方であれば、一度は耳
にしたことがあると思います「まちゼミ」ですが、現在、全国374の商店
街や地域で開催されている地域活性化事業です。

　まちゼミの歴史は2003年
（平成15年）に愛知県岡崎市
で始めて開催されました。まち
ゼミとは、どのような事業かと申しますと、「お店の人が
講師になって、プロならではの専門的な知識や情報、コ
ツを無料で受講者（お客様）にお伝えする少人数制のゼ
ミ」です。地域の人にお店を知ってもらえる、お店のス
タッフを知ってもらえる、お店にどのような商品が売って
あるのかを知ってもらえる、講座を通して受講者である
お客様と講師である店舗スタッフとのコミュニケーショ

ンを図り、信頼関係を構築することを目的としています。
まちゼミ実施のメリットとしてはいくつか挙げることが出来ます。まずはお店として、①新規顧客
の獲得と売上アップ、②店舗の知名度アップ、③お客様と
の信頼関係の構築、④講師となる店舗スタッフのスキル
向上、⑤新規ビジネスへのマーケティング。次にお客様と
して、①新しい店の発見、②無料で知識を得られる、③自
分にとって信頼できる店が見つかる、④まちゼミで得た
知識による買い物力の向上、最後に街（まち）として、①エ
リア内のお店が紹介できる、②まちゼミ実施店間のつな
がりが強くなる、③エリア全体のイメージアップにつなが
る、④安心と信頼できる街をＰＲできる。まちゼミは「人よ
し・店よし・世間よし」の三方よしの事業と言えます。
その他、数年に一度、全国のまちゼミ仲間（商業者や支援者）が集う「全国まちゼミサミット（昨

年で5回目）」や各地域で実施されている「まちゼミフォーラム」も開催され、まちゼミを活用した地
域活性化の情報交換の場となっています。
今年はコロナ禍で商業に携わる者としても大変な時期を

過ごしています。このような中でも、様々な感染対策を行い、リモート
まちゼミなど工夫を凝らしたまちゼミを実施して地域を盛り上げて行
こうという動きが全国各地で見られているようです。私ども上通まちゼ
ミ実行委員会でも、感染対策を行い、今年度も11月に上通まちなか
ゼミナールを開催させていただきました。今年で8回目の開催になり
ますが、実施後のお客様アンケート調査では、お客様満足度95％以
上（大満足と満足の割合）を毎年達成し、お店と商店街のファン作りを
推進しています。まちゼミ実施店では、受講者に対して、それぞれが独
自に考えた、クーポン券の発行やお礼状の発送などのアフターフォ

ローを実施して、新規顧客の
獲得と受講者の再来店につ
なげ、売上アップを達成して
います。
　一見地味な事業ですが、店舗や商店街に様々な相乗
効果をもたらしてくれるのが「まちゼミ」です。現在、熊本
県では水俣市、荒尾市、天草市、熊本市の4地域でまちゼ
ミを実施しています。皆様のまちでも「人よし、店よし、世
間よし（三方よし）のまちゼミ」を開催してみませんか？今
後ともどうぞよろしくお願いいたします。

お店の人が教えてくれるお店の人が教えてくれるお店の人が教えてくれるお店の人が教えてくれる
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飲食部門は事前に用意していた材料が足りなくなったお店も多く、嬉しい悲鳴を挙げていました。子
供向けのブースも子供連れのご家族がとても多くバルーンパフォーマーは休む暇もなく対応し、ガラポ
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まちゼミなど工夫を凝らしたまちゼミを実施して地域を盛り上げて行
こうという動きが全国各地で見られているようです。私ども上通まちゼ
ミ実行委員会でも、感染対策を行い、今年度も11月に上通まちなか
ゼミナールを開催させていただきました。今年で8回目の開催になり
ますが、実施後のお客様アンケート調査では、お客様満足度95％以
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後ともどうぞよろしくお願いいたします。

橋元屋洋傘店
「アンブレラマスターの傘修理相談会」

Suite hair & make
「子供にも使える

前髪カットorヘアアレンジ」

第14回“肥後のつりてまり”は中止“肥後のつりてまり”は中止

毎年絵柄を変えて肥後てまり文化を継承する“肥後のつりてまり”。今年
も組み立てを検討している最中、またたく間のコロナ感染拡大。日に日に拡

大し、最後は時間単位で状況が変わる慌ただ
しさでした。第1波のときと較べますと緊迫感
はいくぶん和らぎましたが、依然として厳しい
状況が続いています。
今年11月の櫓展示“肥後のつりてまり”は残
念ながら中止となりました。この“肥後のつりてまり”は、てまり作りを継承
する「制作」と、商店街の催事としての「櫓展示」、という大きく2つの事業
で運営されております。
今年は「カトレア」の制作予定でした。名物“くまモンピンバッジ”は既

に完成しており、年内には完売御礼を出す予定でしたが、これも頓挫して
しまいました。
毎年、てまりを作ってくださる協力企業様には、泣く泣く中止のお知ら
せをお伝えした次第です。来年こそはコロナが収束し、安心して催事がで
きる日本になって欲しいと思っております。

木下 修肥後のつりてまり 世話人

肥後のつりてまり
×

くまモンピンバッジ2020
カトレア

プレミアム付商品券発行事業について

森山 正規まちなか活性化協議会 会長

1冊あたり500円券12枚を5,000円で販売
1人あたり10冊まで
10,000冊
50,000,000円
10月12日（月）～10月16日（金）  10時～14時
令和3年1月31日（日）まで

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【販売日時】
【使用期間】

販売状況・感想
八代市中心市街地の本町1丁目商店街振興組合、本町2丁目商店街振興組合、本町3丁

目商店街振興組合、通町商店街振興組合で組織する「まちなか活性化協議会」が10月12
日（月）より20％プレミアム付の商品券を販売した。
「八代まちなかプレミアム商品券」事業に業種業態さまざまな95店舗の参加があった。
販売にあたりソーシャルディスタンスを鑑みて本町の2ヶ所で販売し1販売所の購入上
限を5冊とした。
12日（月）～16（金）の5日間で10,000冊を完売し八代市民の皆様の関心の高さが伺

えた。このコロナ禍の中、例年行っていた事業や祭りやイベントが中止となる中この「八代
まちなかプレミアム商品券」事業が購買の引き金となり早く元の商店街に戻っていく事を
切に願っています。
最後にご購入頂いたお客様に感謝すると共にこの事業にお手伝い頂いた皆様に御礼申

し上げます。

県内商店街巡回視察県内商店街巡回視察
今年度の巡回視察は、新型コロナウイルス感染症拡

大のため、自粛を強いられておりましたが、少し落ち着い

た10月に6商店街を巡回することができました。

10月1日（木）に釼羽会長、河島副会長、山田事務局員

の3人で牛深商店街、本渡中央商店街（銀天街）、10月2

日（金）に釼羽会長、松永副会長、田原専務理事、山田事

務局員の4人で菊池市商店会、玉名商店会、10月9日

（金）に釼羽会長、松永副会長、山田事務局員の3人で人

吉九日町商店街、八代本町商店街を訪問いたしました。

釼羽会長の挨拶の後、事務局より、オンライン会議対

応のお願い、10月開催の商店街の日イベントの協力お

願い、県からの委託事業ステップアップ事業とチャレン

ジサポート事業の説明とお願い、GoToEat、GoToトラ

ベル、GoTo商店街の対応等について説明をしました。

その後、商店街からの要望等を聞き、有意義な意見交換

会となりました。

人吉九日町商店街

本渡中央商店街

牛深商店街

玉名商店会

八代本町商店街

菊池商店会
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〒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

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

〈しんまちグループ〉







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111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

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）

日専連ファイナンス 検 索http://www.nissenren.co.jp

「くまモン」デザイン日専連JCBード

ロアッソ熊本カード

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

日専連カード



新しいサービスの形へ



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！！

⬆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

COCOSAの公式SNSをチェック!
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橋元屋洋傘店
「アンブレラマスターの傘修理相談会」

Suite hair & make
「子供にも使える

前髪カットorヘアアレンジ」
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木下 修肥後のつりてまり 世話人

肥後のつりてまり
×

くまモンピンバッジ2020
カトレア

プレミアム付商品券発行事業について

森山 正規まちなか活性化協議会 会長
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10,000冊
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【販売形式】
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【販売総額】
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【使用期間】
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人吉九日町商店街

本渡中央商店街

牛深商店街

玉名商店会

八代本町商店街

菊池商店会
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コロナ禍の中での消費者ニーズの変化
台風10号特別警報級の勢力で接近。85メートルの記録的な暴風の恐れ。

　「くまもと商店街の日」事業ですが、今年で9回目を迎えました。今回は同じ上通五丁目
商店街振興組合の田原専務理事から引き継ぎ、私が総務委員長を務めさせていただき
ました。本事業に携わった経験がなく不安でしたが、田原前委員長はじめ委員会メンバー
の皆さまのご協力により、無事終了することができました。誠にありがとうございました。
　今回は初めての試みとして、ハガキにQRコードを載せてネットでの応募も行い若い
世代を中心により手軽に応募ができるようにしました。告知については、今回も予算の

範囲内で、熊日新聞・朝刊での広告掲載やポスター掲示・SNSでの発信のほか、TKUの朝の人気番組「かたらんね！」
にて有働委員と大西委員に生出演していただくなど、様々な形で実施いたしました。
最終的な応募数は、コロナ禍や7月豪雨の影響もあり、合計11,611名（ハガキでの応募；10,648名、WEBでの応
募：963名）と前年より約1000枚ほど減少しましたが、WEBでの応募が予想以上にあり、今後につなげることができた
と思います。商店街エリア別では玉名が最も多く、次いで八代でした。
次回は節目の「第10回」ということで、さらに多くのお客様に参加していただけるよう、今回の成果と課題をもとに委
員会の皆さんとしっかりと検討してまいりたいと思います。
最後に、開催にあたりまして、6月の準備開始時から多大なご協力を賜りました各商店街の皆さま、委員会・事務局

の皆さま、関連業者の皆さまに心より御礼申し上げます。

実施報告

第9回

布田 善久熊本県商店街振興組合連合会 総務委員長
　9月6日熊本最接近。数日前よりマスコミ各社の報道が過熱していましたが、
9月5日時点では進路予想が東にそれ、熊本市内の直撃は避けられたと少しば
かり安堵していました。台風時の宿泊予約は通常キャンセルになります。今回
は全く逆の現象が起きました。
　9月5日地元テレビ局が天草地方のホテルの予約が殺到し、予約が取れない
とのニュースを流していました。熊本市内の予約状況は、各ホテルも避難客の
予約を受けていましたが、予約サイトではコロナ禍の中まだまだ空室が目立っ
ていました。

しかし、9月6日早朝より予約が殺到し、市内のホテルは午前中にすべて満室になりました。“避難所ではコ
ロナ感染が怖いのでホテル予約しました。”“高齢者がいるので一家で自主避難してきました。”との声を多く
聞きました。あるホテルでは介護が必要な方の予約があり、医療機器を専門業者が設置されたと聞きました。
当時、近隣の商店街は臨時休業が多く閑散としていまし

た。ほとんどのお客様は食料品持参で来られました。不安な
一夜を過ごしましたが今回は難を逃れました。明朝、一様に
「無事で良かったね」と帰られました。
受け入れ側としては、災害時に多くのお客様がお見えにな

るのは有難いことですが、宿泊客・従業員の安全確保、感染
症対策、停電等不測の事態に万全な体制がとれるのだろうか
など不安な気持ちになることもあります。コロナ禍のホテル避
難を官民一体となって協議検討する必要性を感じました。

長尾 謙昌ビジネスホテルシャトル 支配人

本来なら今年で５回目となる「下通deハロウィーン」は、コロナの状況の中で、従
来通りイベントを行うか否かを話し合う事から始まりました。今年の10月31日は土
曜日だったので、いつも以上の盛り上がりを予想しておりましたが、人を集める事業
を商店街で行うのは危険と判断し、密にならない形で、ハロウィーンを体験してもら
う何かを考えました。
そこで、提案があったのが、下通

アーケード内にある釣り看板の空き
スペースを利用して、バルーンの装

飾を施すという事でした。これだと非接触でハロウィーンの演出が
できます。夜にはそのバルーンをLEDライトを点灯する事で更に
目立つオブジェになります。
このバルーンアートは、10月22日～10月31日の間に下通四番
街に展示致しました。デザインの中には、「疫病退散」の願いを込
めて仮装をしたアマビエ様を装飾しました。2021年には、コロナ
も落ち着き日常の日々が戻ってくる事を期待し、次の「下通deハロ
ウィーン」に準備して参りたいと思います。

コロナ禍における駐車場需要の変化

　新型コロナウイルス感染拡大の影響は駐車場事業者にも直撃しています。特
に緊急事態宣言が出された4月に売上が通常時の半分以下になり、その後も感
染状況に合わせ上下を繰り返しています。客単価も下がっており、街に出てきて
も用事を済ませてすぐに帰るという傾向が見て取れます。
　そんな中で、9月6日～7日の台風10号の接近時には、普段とは全く異なる
利用をされました。4日（金）夜から避難の車が入り、5日（土）の夕方には満車、
6日（日）も満車状態のままでした。周辺にはほとんど車も走っていないにも関
わらず、入庫待ちの列を作って
いました。

台風の通過後、7日（月）夕方にはそのほとんどが出庫、2日
以上駐車をされていたため、単価が通常時の4倍になりまし
た。今回のこの現象は事前にコロナ禍の中で「最大級」の警戒
とマスコミから情報があったことなどが影響したかと思いま
す。震災を経験した私達にとって、感染リスクを回避し、車中
泊もできる自家用車はとても大切な存在となっていることを
痛感した出来事でした。

増永 創株式会社パスート24 代表取締役社長

令和2年10月22日（木）～31日（土）開催

土師 英嗣下通四番街商店街振興組合 事業部長
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【外観】 JR玉名駅から徒歩5分

【1階】 少人数で楽しめる空間

【2階】 団体貸切もできる広々空間

て
み

せ

っ

っ

！
地域No.1を誇る100種以上の飲

み放題などが人気で、お酒に合う料
理も揃うお店！
コースも豊富で安くて、マスターと
の会話や歌も楽しめると人気です♪
一棟建てで1階2階と様々な空間

があるため、少人数～団体まで色々
利用できます。
最近は商店街の会議にも使用しています♪★コロナ対策

もバッチリです！

Marutama 【マルタマ】
ダイニングバー

◆店主 ： 森川 博之

紹介
店舗

★次回は健軍商店街（振） 有働 貴さんが紹介いたします。

な大西 康裕
玉高通り商店会

住　　所：熊本県玉名市中1836-3
電話番号：0968-51-3112
営業時間：17：00～26：00【日曜営業】
定 休 日：不定休

2020年5月より桜十字八代リハビリテーション
病院前に移転いたしました。熊本総合病院をはじ
め全国どの医療機関の処方箋も受付いたします。
血圧計・血糖測定器やスキンケア化粧品なども
多数都市扱っております。
是非、お持ちの方はアプリで処方箋を事前送
信！薬の準備ができたら薬局からお知らせします。

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

日本調剤 八代薬局
八代市本町2丁目3-21
◆電話番号／0965-39-4321
◆営業時間／9：00～18：00
■定休日／土･日･祝日

★次回は子飼繁栄会商店街（振）の
　石井商店さんが紹介いたします。

吉田 美紀管理薬剤師・店舗責任者

日本調剤 八代薬局

商店人語商店人語
例年の秋ならば、各商店街はイベントの目白押しであり、我々広報委

員会もネタ不足に悩まされる事はありませんでした。しかし今年はコロナ

禍のなか、全てのイベントは中止です。紙面の都合で私自身が執筆する

こととなり、今の想いを述べたいと思います。

私はいま、三陽の9階建て自社ビルを解体中であり、11月下旬では4階の躯体を解体している最

中でいます。現在1ヵ月で2フロアのスピードで解体が進んでいます。この建て替え計画は、熊本地

震が起きた翌月からスタートしていました。

建て替えを決断するのに相当な勇気が要りました。築50年を迎えようとしているとは云え、耐震

工事が済んだばかり。熊本地震では無数の傷を受けましたが、躯体は丈夫で地震の翌日からエレ

ベーターは使え、トイレも使え、電気も灯りました。壁面の補修はほぼ10年おきに行っており、屋上

の防水タイルは健在。地震保険も全額入金され再生は可能で、まだまだ使える状態でありました。

しかし、私自身が50歳を迎えるなか、タイミングも重要でした。祖父木下嵩が新世界グリルを建

設したのは51歳。父木下康が熊本パルコを開店させたのは50歳。50歳という節目は人生の転機

なのかもしれない。決断はいまなのかと自問自答を繰り返しました。

この計画はコロナ禍とは関係なく進んでいます。環境の変化はますます激しく、3年先の商業は

誰も見通せません。我々事業者が考えなくてはならない次世代型ビルとは、変化に対応できるビル

であります。商業ビルが1棟で成り立つ時代は終わり、今後のビルは多様性と変化に対応できる機

能をビルに持たせる可変性が重要だと言われています。

華々しくオープンした施設も、消費者にはすぐに飽きられ、テナントにはソッポを向かれる時代で

す。延床面積に比例した売上増の時代は終わり、テナントに好かれ、筋肉質なビルのあり様を求め

られるようになりました。

私は複合ビルを研究するにあたり、ホテル・マンション・オフィス等を検証し、ホテルを選ぶことに

しました。この決断が正しかったかどうかは分かりません。地域性や事業性、そして“馴染み”も考慮

しました。あとは経営者の務めとして何事

もブレないことであります。

熊本は「表」といわれる処で顔が変わり

つつあります。昨年2019年は「バス」の表

という桜町熊本の開業。2021年春には

「陸」の表、アミュプラザが開業します。

2023年には「空」の熊本国際空港の開

港。そして同じ2023年には「下通」の弊社

が竣工予定です。熊本が大きく変わるチャ

ンスです。皆さまと共に繁栄できたらと

願っております。

木下 修県振連広報委員会
委員長

撮影日：2020年11月28日
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