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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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この度、モゾカタウンの会長を仰せつかりました中村真悟と申します。令和3年1月1日よ
り熊本県商店街活性化協議会に加入させていただいております。
令和2年豪雨から約7か月、令和3年2月27日(土)にモゾカタウン人吉駅前（中青井町）・

くまりば（相良町）がグランドオープンしました。モゾカタウンでは人吉駅前に23店舗、くまり
ばに3店舗、全26もの事業所が順次営業を再開しております。
またモゾカタウンには飲食店以外にも寝具店や理髪店などが入居し、人吉駅から人吉駅
前の仮設商店街、MOZOCAステーション、街中を通って球磨川沿いのくまりばの仮設商店
街へとつながります。ここには商店が集まるだけの「商店街」ではなく、街がつながって「タウン」へ発展したいという気持
ちも盛り込まれています。
自店“京だる”におきましては、2月8日(月)に無事オープンいたしました。元の営業形態と同じようにとはいきません
が、現在はランチタイムを中心に従業員一同元気に営業再開しており、約半年ぶりに『働く』事ができる喜びを毎日感じ
ています。それもこのモゾカタウンに携わっていただいたすべての方々のご協力のおかげだと感謝しており、このような
場を設けていただき本当にありがとうございます。これから人吉球磨の復興に向け頑張ってまいりますので、引き続き宜
しくお願い致します。

中村 真悟モゾカタウン 会長

JR人吉駅前駐車場スペース

仮設商店街のオープニングセレモニー
2021年2月27日

発行



河島 康之
上通青年会 会長

就任のごあいさつ

古川 尚德
上通一番街商店街振興組合 理事長

このたび山中禪理事長の後任として、理事会のご推挙により理事長に就任いた
しました。
理事を10年余り勤めさせていただきましたが、責任の重さは全く違います。浅
学非才ではありますが、全力を挙げて職務に邁進する所存でありますので、皆様
方のご指導、ご支援を心からお願い申し上げます。
商店街が活性化するためには、まず商店街が元気で楽しく賑わっていなければ

なりません。そのために商店街では行政の協力を得ながら、永年にわたり様々な
取り組みを行ってきました。商店街は地域に密着している場所です。その街の顔で
ある商店街に元気と賑わい活力が湧けば必ず街の活性化に繋がるでしょう。
上通一番街商店街振興組合には、卓越した個性と確固たる歴史があります。私

は商店街の一層の発展を念頭に置き、各理事のお力をお借りして運営を図ってま
いりたいと存じます。今後も各種イベントを企画開催し、これを後押しして商店街
発展の一助として行きたいと考えます。
今後とも、地域の皆様のご愛顧をお願い申し上げご挨拶といたします。

上通一番街商店街振興組合新理事長に就任

就任のごあいさつ
上通青年会は上通の商店街に携わる若手メンバーによって構成された団体

です。現在４５歳までの上通関係者が会員として約３０名ほど所属し、活動し
ています。
上通青年会は会員の修練及び相互の親睦を図るためとして設立され、会員は
老舗店舗の後継者や各店の店員、また不動産業の方、駐車場経営、銀行関係、そ
して外部会員としてテレビ・ラジオ局員の方などにも参加していただいています。
主な活動は例会として近隣の飲食店にて懇親会を行っており、また上通ボウリ

ング大会として商店街の方々との親睦を深めたり、藤崎宮秋の例大祭に参加した
り城東小学校の夏祭りや手取天満宮の鷽替えで焼きそばの出店をお手伝いする
など地域行事にも貢献しています。戦後だけでも２７代の会長が受け継いでいま
すが近年、戦前にも上通青年会が救護団を結成したという写真も発見されまし
た。歴史ある上通青年会の新しい会長として、頑張ってまいります！

上通青年会新会長に就任

就任のごあいさつ

松下 滋德
本渡中央商店街振興組合 理事長

この度、本渡中央商店街振興組合の理事長に就任いたしました松下
滋德です。
全国コロナ禍の中、「商い」は滞っています。当地域も同様に停滞し

た状態です。昨年来、メインの地域イベント等が、すべて中止となり、集
客もなかなか望めません。消費者も自粛規制の中、それぞれの生活ス
タイルを確立しているのではないでしょうか？
当組合も、ここ数年で6店舗が閉店いたしました。財務、人員等不足
がちです。
今後は、若手のアイデア、実行力を期待し、将来の青写真創りを目指

し、アシストしていきたいと思います。
先輩諸氏、県振連のご指導を宜しくお願いいたします。

本渡中央商店街振興組合新理事長に就任

今回商店街ステップアップ事業の採択をいただき誠にありがとうございました。
昨年の令和２年7月豪雨により甚大な被害を受けました当人吉東九日町商
店街は氾濫した球磨川のたもとにあり被災直後はすべてが泥に覆われ、どの
商店も復興には途方もない時間が必要と感じておりました。
被災直後は事業者ごとに復興・復旧の速度に時間差がありましたが、現在は
復興に向けた動きは加速しております。
被災当初　組合員の皆さんに同じ場所での再建について聞くと皆さんの意
欲は高く70％以上の事業者が「今の場所で再建する」との決意を聞き、商店街
の灯を消さぬよう復興・復旧意欲を内外に示すためにも九日町として統一したキャッチフレーズの看板・
幟等の必要があり、このような背景から、今回県振連の事業補助金を活用して、タペストリーを作成する
運びに至りました。
設置後は、地元マスコミにも取り上げられこれからの商店街の復興の目印になったのではと思ってお

ります。
最後に、これからも人吉・球磨は復興へ向け一丸となり頑張って参りますので引き継ぎご支援いただ

きますようよろしくお願いいたします。

村上 隆人吉東九日町商店街振興組合 副理事長

人吉東九日町商店街振興組合
商店街ステップアップ事業（県委託事業）成果発表
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八代市全体がコロナ禍による消費縮小に喘ぐ中、桜十字八代リハビリテーショ
ン病院の開院を契機に、当商店街は今年度〝商業の集積地としての商店街〟から
〝暮らしに寄り添う商店街〟へと舵を切りました。
また、当該地域は周辺地域と比較し高齢化率が加速度的（令和3年2月現在
36％）であり、来街者もまた高齢者が多くを占めています。
このような現状の中、今回、商店街ステップアップ事業を活用させていただき、

【医商連携による新たな街の形づくり】と題し、桜十字病院との連携を軸に、
１）日頃より散歩コースの一つとなっているアーケードを更にご利用いただき、健
康への関心も深めてもらいたいとの思いから、アーケード躯体備え付けの昇降バーに“健康な歩き方”
をテーマにした大型タペストリーを１８枚設置。

２）病院患者様向けのリハビリの場として商店街をご利用いただけるよう、組合店舗を絡めた買い物リハビ
リの実施。

３）住民のタイムリーなニーズを把握するためのアンケートの実施。
の３つの事業に取り組みました。
医療機関との連携ということもあり一部事業は未実施ではあるものの、事業全体を通し、〝暮らしに寄り添

う商店街〟への一歩をようやく踏
み出せたように思います。コロナ
の影響から通行量などの数字と
しての実績はまだまだですが、
商店主や地域住民の“商店街に
対する意識の変化”は確かなも
のがあり、これから益々変化が
求められる時代にスムーズに対
応するための基礎となるよう、さ
らに事業の充実・展開に邁進し
てまいります。

櫻井 力助本町2丁目商店街振興組合 専務理事

本町2丁目商店街振興組合
商店街ステップアップ事業（県委託事業）成果発表

大型タペストリー全18枚大型タペストリー（病院前）

西部中央商店会は、商店街ステップアップ事業といたしまして、ハートフルパークという
商店街にある広場のイルミネーション設置と・クリスタルライブ・クリスタルシアターの2つ
のイベントを開催いたしました。商店街の現況は新型コロナウイルスの影響もあり、来街
者の大きな減少により疲弊した状態。そこでなんとか商店街に目を向けていただけるよ
う、「街を元気に」そして「お客様や地域の方々に楽しんで頂けるような事業」を青年部メン
バーを中心に会議を重ね、準備を進めていきました。
広場のイルミネーションは、12月から2ヶ月間点灯し、雰囲気もよく、広場周辺もいっき

に明るくなりました。入り口には、商店街の木製アルファベットオブジェも設置。いろんな方
に商店街を少しでも知って頂いて、あたたかい気持ちになっていただけたと思います。
・クリスタルライブは、日頃音楽の練習を頑張っているのに、コロナの影響で発表会もできない、披露する場のない玉
名の学生さん（小学生から大学生）、やアーティスト、商店街関係者等計16組に日頃の練習の成果を披露していただく
場を設けました。玉名の音楽スタジオをお借りして、無観客状態で収録し、後日、地元のケーブルテレビで2日間その模
様を放送、また、今回の事業をきっかけに開設した“西部商店街youtubeチャンネル”でも放送し、おうち時間が増える
なか、音楽を通して楽しんでみていただきながら西部商店街を知ってもらう仕組みにしました。みなさんの思い出として
も映像が残ります。参加された方々からは、「こういう場で演奏できて楽しめました」「貴重な経験ができてありがとうござ
いました」「第2回もお願いします」等、皆さんから感謝の言葉をいただきました。
・クリスタルシアターは、普段なかなか体験できないドライブインシアターを玉名で初開催。12月中に商店街でお買
い物をされたお客様のみが応募ができるようにし、そのなかから抽選で限定30台をご招待いたしました。映画を観な
がら飲食を楽しんでもらおうと、当選チケットDMの中には商店街飲食店のシアター特別メニュー表も同封。注文を受け
た飲食店は上映前にお客様の車まで配達するようにし、かなりの数の注文を受けました。みなさん夢中で非日常を楽し
んでる姿がみられましたし、開始前のわくわくされた表情や終わったあとの喜びの声を聞いたときには本当に開催でき
てよかったと思いました。
今回はやはり新型コロナ感染防止対策をしっかりとったうえで、参加される方々を安心安全に。といった点が難しい

ところではありましたが、検温、消毒、マスク、接触アプリお願いといった感染防止対策を徹底し、非接触型のイベントが
無事にできました。お客様や地域の皆さんに喜んでいただき、しっかりと商店街のアピールも出来たと思います。そして
今回開設した商店街のYoutubeチャ
ンネルも商店街情報ツールとして活用
し、お店の情報やイベント情報なども
発信していけたらと思っております。
今回このようなステップアップ事業

に参加させて頂き、今後の商店街に繋
がる意味のある事業ができたと思いま
す。誠にありがとうございました。

吉田 舟邦西部中央商店会 会長

西部中央商店会
商店街ステップアップ事業（県委託事業）成果発表

クリスタルライブの模様（ビデオカメラ越し） クリスタルシアターの模様 シアター後のメンバー集合写真

広場のツリーイルミネーション シアター当選者へのDM発送準備
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本町2丁目商店街振興組合
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事業概要

《開催の様子》

　商店街エリアとしての新たな価値創出、新たな顧客層の獲得のため、子育て世代向けのイベントを開催。天草には遊園地がなく、子ど
もが楽しめる場がないので、商店街は遊園地みたいに楽しい場所と思ってもらうため、移動動物園、芝生広場・木製遊具等を設置、シャッ
ターお絵描き、子育て相談、お仕事体験等の体験型の遊びを提供。また、子育て世代向けの商店街マップを制作し設置するとともに、マッ
プを使いおさんぽラリーを開催。
【成果】
■来場者数：
19日（土）1,000人、20日（日）1,800人。合計2,800人（目標2,000人を達成）。
狙いどおり、子育て世代の来場者がほとんどで、ターゲット層にしっかり商店街の楽しさをPRすることができた。
■波及効果：
①商店街内にある飲食店、近隣飲食店では開業以来の売上を更新するお店や売切れになるお店が続出した。
②子育て世代には、コロナで遊ぶことが難しい中で、遊びを提供していただき嬉しかったとすごく良い反響があった。満足度は94％。
③子どもたちにいい思い出を提供でき、商店街のファンが増えた。
④再来店に繋がった店もあった。
⑤SNSで拡散され、商店街の認知度、魅力が広く発信できた。
⑥今後の活性化活動のヒントを多く得ることができた。
⑦高校生ボランティアに参加してもらった事で、次の展開の提案が地元高校生から自発的にあり、連携して今後活動することになった。
⑧シャッターお絵かきについては、若者の写真スポットとなり、イベント後も多くの若者が訪れている。
　商店街エリアとしての新たな価値創出、新たな顧客層の獲得のため、子育て世代向けのイベントを開催。天草には遊園地がなく、子ど
もが楽しめる場がないので、商店街は遊園地みたいに楽しい場所と思ってもらうため、移動動物園、芝生広場・木製遊具等を設置、シャッ
ターお絵描き、子育て相談、お仕事体験等の体験型の遊びを提供。また、子育て世代向けの商店街マップを制作し設置するとともに、マッ
プを使いおさんぽラリーを開催。

商店街実施状況

本渡中央商店街振興組合
高松 聖司本渡中央商店街振興組合 副理事長

【事業名】
【開催日】 

まちはみんなの遊園地in銀天街
２０２０年１２月１９日（土）、２０日（日）

スマイルパーク シャッター絵描き ポニー乗馬体験 お仕事なりきり体験

お仕事なりきり体験

お仕事なりきり体験 お仕事なりきり体験 お仕事なりきり体験ガラポン抽選会

子育て相談・情報コーナー なりきりフォト撮影会クリスマスワークショップ
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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60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!





コロナウィルス感染により、医療

従事者及び、関係者の皆様にご

苦労頂いた事に感謝とお礼を申

し上げます。緊急事態宣言は解

除されましたが、まだまだ油断を

許せない状況と察し、自分たちが

できる限りの感染予防に徹し、熊本県民が健康で暮ら

せる様に配慮して行きたいと思います。

そんな状況の中、国からGOTO事業の1つに

「GOTO商店街」補助金が発令されました。早速、上通

は三・四丁目と五丁目の二つの振興組合で申請を行

い、受理されました。内容は、ホームページリニューア

ルと上通プレミアム商品券がつかえるお店MAPの発

行です。

調査、デザイン、構築、撮影、調整、作文など全てが

同時進行で進む状況に、Messageでグループを作り

その中でやりとりを行い、尚且つZOOMを使い一週

間ごとに目標設定し進捗状況を確認、重要案件の決

定を行いました。ZOOMとMessage、そして関連デー

タを集約するのにクラウドサーバーの利用、その３つ

がなければ、成し遂げられなかったと思います。

それ以上にWEBの構築が大変な作業で、通常、半

年ぐらいかけてジックリと腰を据えてホームページ作

成作業を行うが、今回はそれが出来ない。ただ、いつ

か大幅に更新する予定で、ある程度の構想は出来て

いたので、目標を早急に立てることが出来たのは良

かったです。

そんな中、緊急事態宣言が出て、１月半ばにGOTO

商店街が延期になるという通知が来ました。結果、集

客を伴うイベントではないという事で進めてと言う返

事を貰いましたが、その間、作業がストップするという

事態に陥りました。

※ホームページリニューアルの大きな変更点は３つ。

１つは、従来のサイトはPC用のサイトでスマホで

は非常に使いづらい。それを時代にあったスマホやタ

ブレットに適かしたサイトに再構築。街内でも、スマホ

で簡単に検索できたり、お店情報を閲覧出来る環境

を整えました。また、動画広告でお店がアピール出来

ます。この事で、上通やお店、人を前に押し出すことで

街来者に親近感を持って上通に来て頂ける環境が整

います。

２つめは、お店情報の更新が各組合店側で出来る

ようにしました。更新情報やイベント情報がTOPペー

ジで即座に表示される事で新鮮な情報が発信されま

す。また、独自のクーポン発行が出来る用にしました。

また、貸しビル業の組合員でも、空き店舗情報など

が発信出来る事にしました。オーナー自ら、写真や空

き店舗の情報を発信する事ができます。不動産に頼ら

ず自ら旬な情報を発信して頂き、空き店舗対策の１

つになればと思っております。

３つめは、いろんな事がわかる、優しいHPです。ア

クセスが特に多い、上通ネットワーク駐車場の情報を

集約する事で、検索が従来よりも使いやすくなり、

Googleマップとの連携で道筋をナビゲートしてくれ

ます。また、商栄会の歴史含めて上通の魅力を発信

し、それと関連しながら、行きたい街、住みたい街、安

心安全な街での出店や組合員のメリットなど、出店し

たい業者やイベントを行いたい会社などに上通の魅

力を届けます。

「GOTO商店街」のもう一つ、上通商品券MAPの発

行です。街の商品券は上通が歴史が長く、人気もあり

ます。が、今まで使えるお店がイマイチ分かりづらい所

がありました。そこを網羅するために、MAPの作成を

行いました。手に取りやすく、カバンに入れて邪魔に

上通町三・四丁目商店街振興組合 上通五丁目商店街 振興組合
原田 辰之熊本市上通五丁目商店街振興組合 専務理事

なりません。写真とイラストでわかりやすく作成してあ

り、注意事項等もあり充実したMAPになっています。

ただこれも、ホームページと一緒で更新して成長して

いく媒体です。これからの内容の充実やスマホやAIと

の連携も必要となってくるかもしれません。

広報として「さくらフォトコン」開催。インスタグラム

を解説し、さくらフォトを募集しホームページリニュー

アルと関連した施策を実行しました。現在、上通をさく

らで華やかに飾ってくれています。

大事なのは、アクセス状況です。２月１４日に、リ

ニューアルOPENを果たしました。一週間後には、従

来の４０％UPでアクセスされているという状況です。

３月４日の段階で、ユーザー数は２０％アップ、ペー

ジビューについても６４％上昇すると言う結果になっ

ています。今後、お店情報やクーポンの発行、動画配

信の追加などで情報発信が増えるとそこからのアクセ

ス流入が見込めるので、まだ、数字は良くなると思わ

れます。目標は３ヶ月後、前ホームページの倍増を目

指しています。新しい情報をより早くお届けする事で

アクセスは伸びるので、その為には上通商栄会組合

員の皆さんの力が必要です。SNSの連携等も出来ま

すので、上通ホームページを上手にご利用頂き、一緒

に上通を盛り上げて頂きたく思います。最後にMAPの

作成を行ってくれた青年会長の河島くん、そして、いろ

んなアドバイスをくれた広報担当の布田くん、２人に

は上通の実働部隊として動いてくれました。それに、

休む事もなく色んな事案に対応して動いてくれた綜

合企画の細名くん、そして、WEB構築に尽力してくれ

たフルスケールの尾方くんに感謝申し上げます。皆さ

んのお陰で、コンプリート出来た事業と思います。あり

がとうございました。

ACCESS

商店街実施状況
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新型コロナウイルスと時短要請における影響と取り組み①

株式会社センターリバー（下通四番街商店街振興組合）

　今年に入り、「新型コロナウイルス爆発的感染」
の記事と並行して熊本県全域の飲食店に時短要
請が宣言されました。コロナ禍の中、当社としては
①衛生管理の徹底（お客様が入れ替るたびテーブ
ル・椅子・メニュー・調味料にいたるまで消毒液で
払拭）②飛沫感染予防のパーテーションの設置③

換気のための空気清浄機の新設などで、感染予防に取り組んでおります。
今回の時短要請は20時でお店を閉めることになっているため18時には

お客様の来店はなくなります。感染者が増えるのと同じくして下通は閑散と
した状態になり売り上げにも大きく影響を及ぼしました。この状態がいつま
で続くかもわからない不安の中、お客様からの「ここまで感染対策してある
から安心して食事ができます。頑張って」との励ましの言葉で今自分達に出
来ること。衛生管理の徹底と安心安全で美味しい料理を提供する事でお客
様を笑顔に出来るよう邁進いたします。

中川 佳良子株式会社センターリバー 取締役常務

新型コロナウイルスと時短要請における影響と取り組み②

新型コロナウイルスと時短要請における影響と取り組み③

株式会社 加茂川元舗（上通五丁目商店街振興組合）

　現在、熊本県独自の緊急事態宣言による飲食店
への午後８時までの営業時短要請により、夜の営
業がままならない状態になり休業を余儀なくされて
いる店舗もあります。
　弊社は上通アーケード内で飲食店を営業してお
りますが、売上は前年の半分以下になっており、大
きく影響を受けております。

上通りアーケード自体の人の往来が減少しているのもありますが、お店がい
かに感染対策をし、お客様に協力をしていただいても現在の状況では来店し
ていただけるかは難しいところです。
その為、店舗の前でテイクアウトの商品を販売し、来店しなくてもお店の味

を家で食べてもらえるようにしております。
また、テイクアウト商品を購入していただいたお客様や食事にきていただけ
るお客様からの応援や励ましの言葉がお店の励みになっております。テイクア
ウトに限らず、ウーバーイーツなどのデリバリーにも出店に取り組む予定です。
今回の新型コロナウイルスは、新しい生活様式の提唱のみならず、我々飲食
業界にとってもテイクアウトや通販、デリバリーなどの新たな販路拡大への革
新的な要素もあると思っており、時代の変化に対応していく必要があると感じ
ております。

山下 礼央株式会社 加茂川元舗 代表取締役

ビアレストラン オーデン（銀座通繁栄会）

　当たり前が当たり前でなくなった２０２０年から続く新型コロナウイルスの感
染拡大による影響は、日常を一変させるものでした。
　感染の一つの要因として、大きく取りざたされている飲食時における飛沫感染。
報道による影響、行政による時短要請を受け、中心市街地はまるでゴーストタウ
ンのように今までに見たことがないほど閑散としていました。感染拡大防止の観
点から、多くの皆様は、楽しみの一つであろう「外食」や「外出」を我慢して自粛さ
れていらっしゃったのではないかと

思い、とても素晴らしいことだと感じていました。
ただ前年対比１割ほどしか売り上げがない月もあったり、
飲食業としてはかなり厳しい一年となりましたが、テイクアウト
やデリバリーなどでご家庭での飲食需要を見込んだ取り組み
を行い、営業スタイルを見直す良いきっかけにもなりました。
緊急事態宣言、時短営業が解除されましたが、まだまだ「外
出」、「外食」を控えられている皆様も多く、なかなか平常には
戻ってはおりませんが、感染拡大防止を意識しながら、少しず
つ安心して楽しめる世の中に戻ることを祈るばかりです。

村山 二郎ビアレストラン オーデン 店主

子飼商店街におきましては、漫画によるPRキャラクター製作と
SNSによる情報発信の２本柱で計画しました。漫画は熊本市在住
の人気漫画家、鹿子木灯（かなこぎともり）さんにお願いし、主人公
の「白川こよみ」が子飼商店街を訪れる人々をハッピーにするほん
わか漫画です。SNS（ホームページ・ツイッター・インスタグラム・
フェースブック・ユーチューブ）では、子飼商店街の店舗紹介、イベン
ト紹介、空き店舗情報等を発信し、新規客増を目指しております。
特に漫画は、eブックに公開して２週間で24,000ページ読まれて

おり非常に好評です。この漫画とPRキャラクター（白川こよみとましゅ
まろ）とSNSとの連動により、子飼商店街のイメージアップ、認知度向
上、新規客増へとつなげていきたいと思います。
また、SNSによる発信においては、外部の若い人たちの協力もあり、
今後の可能性に希望を抱かせてくれます。
老・壮・青の融合、新旧の融合が上記の動きによ

り始まり、子飼商店街の再生に向けての第一歩と
なりました。さらに協力しあって、近未来にあの
GoTo商店街事業がきっかけとなったといえるよう
内容を深めていきたいと思います。

商店街実施状況

子飼繁栄会商店街振興組合
下川 弘子飼繫栄会商店街振興組合 理事長

鹿子木灯

青年たちが考え
た新ネーミング。
今から充実して
いきます。

鹿子木灯さんに描いていただい
たオリジナルキャラクター「白川
こよみ」とお供の「ましゅまろ」で
す。ほうきには不思議なパワーが
あります。eブック掲載中の表紙

くまもと県振連だよりタミアス Vol.73 くまもと県振連だよりタミアス Vol.73

07 ／ KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS ／ 08



新型コロナウイルスと時短要請における影響と取り組み①

株式会社センターリバー（下通四番街商店街振興組合）

　今年に入り、「新型コロナウイルス爆発的感染」
の記事と並行して熊本県全域の飲食店に時短要
請が宣言されました。コロナ禍の中、当社としては
①衛生管理の徹底（お客様が入れ替るたびテーブ
ル・椅子・メニュー・調味料にいたるまで消毒液で
払拭）②飛沫感染予防のパーテーションの設置③

換気のための空気清浄機の新設などで、感染予防に取り組んでおります。
今回の時短要請は20時でお店を閉めることになっているため18時には

お客様の来店はなくなります。感染者が増えるのと同じくして下通は閑散と
した状態になり売り上げにも大きく影響を及ぼしました。この状態がいつま
で続くかもわからない不安の中、お客様からの「ここまで感染対策してある
から安心して食事ができます。頑張って」との励ましの言葉で今自分達に出
来ること。衛生管理の徹底と安心安全で美味しい料理を提供する事でお客
様を笑顔に出来るよう邁進いたします。

中川 佳良子株式会社センターリバー 取締役常務

新型コロナウイルスと時短要請における影響と取り組み②

新型コロナウイルスと時短要請における影響と取り組み③

株式会社 加茂川元舗（上通五丁目商店街振興組合）

　現在、熊本県独自の緊急事態宣言による飲食店
への午後８時までの営業時短要請により、夜の営
業がままならない状態になり休業を余儀なくされて
いる店舗もあります。
　弊社は上通アーケード内で飲食店を営業してお
りますが、売上は前年の半分以下になっており、大
きく影響を受けております。

上通りアーケード自体の人の往来が減少しているのもありますが、お店がい
かに感染対策をし、お客様に協力をしていただいても現在の状況では来店し
ていただけるかは難しいところです。
その為、店舗の前でテイクアウトの商品を販売し、来店しなくてもお店の味

を家で食べてもらえるようにしております。
また、テイクアウト商品を購入していただいたお客様や食事にきていただけ
るお客様からの応援や励ましの言葉がお店の励みになっております。テイクア
ウトに限らず、ウーバーイーツなどのデリバリーにも出店に取り組む予定です。
今回の新型コロナウイルスは、新しい生活様式の提唱のみならず、我々飲食
業界にとってもテイクアウトや通販、デリバリーなどの新たな販路拡大への革
新的な要素もあると思っており、時代の変化に対応していく必要があると感じ
ております。

山下 礼央株式会社 加茂川元舗 代表取締役

ビアレストラン オーデン（銀座通繁栄会）

　当たり前が当たり前でなくなった２０２０年から続く新型コロナウイルスの感
染拡大による影響は、日常を一変させるものでした。
　感染の一つの要因として、大きく取りざたされている飲食時における飛沫感染。
報道による影響、行政による時短要請を受け、中心市街地はまるでゴーストタウ
ンのように今までに見たことがないほど閑散としていました。感染拡大防止の観
点から、多くの皆様は、楽しみの一つであろう「外食」や「外出」を我慢して自粛さ
れていらっしゃったのではないかと
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たオリジナルキャラクター「白川
こよみ」とお供の「ましゅまろ」で
す。ほうきには不思議なパワーが
あります。eブック掲載中の表紙

くまもと県振連だよりタミアス Vol.73 くまもと県振連だよりタミアス Vol.73

07 ／ KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS ／ 08



い

て
み

せ

っ

っ

！
健軍商店街内に昨年12月、ニューオープンした「sarpa 

studio grit(サルパスタジオグリット）」。店内は２坪半で、魅せ
られるかっこいい心地よい空間になっています。まるでちっ
ちゃなドリームBOX！ここには世界各地のビールや酒類を取り
扱っており、約40種類用意されて
おり、仲のいい人とちょっとお酒を
楽しむには最適な場所になってい
ます。近隣店舗の紹介や健軍界隈
のイベント情報をInstagram等で
発信されており、共に健軍を盛り上
げようと一緒に活動しています。

sarpa studio grit
サルパスタジオグリット紹介

店舗

★次回は、モゾカタウンの深水さんが紹介します。

な
有働 貴
健軍商店街振興組合 おちゃいち 山陽堂

住　　所：熊本市東区若葉1-13-2
電話番号：090-9564-1588
営業時間：18：00～0：00
定 休 日：不定休

子飼で創業69年目の二代目です。乾物、雑
穀、食料品を扱っています。
健康的な食生活を送るために、役立つ栄養
バランスの合言葉“まごわやさしい”といわれ
ている食材を用いて食卓に一品添えられては
いかがですか？
お待ちしております。

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

石井商店
熊本市中央区東子飼町3-6
◆電話番号／096-343-2439
◆営業時間／9：00～18：00
■定休日／日曜日

★次回は本町2 丁目商店街（振）の
　えびす薬局さんが紹介します。

石井 宏文店主

石井商店

株式会社うしじま酒店（駕町通り商店街振興組合）

【影響】
　我々はホテル、旅館、結婚式場、焼き肉、居酒
屋、クラブ、スナック、キャバクラ、バーなど様々な
業態の顧客に飲料・酒類製品を販売している。新
型コロナの影響で2020年3月売上は前年比
60％を始めとして、通年では50％程度で推移し

た。緊急事態宣言が出されると影響は顕著に出ており、2020年4月売上は
前年比18％、21年1月売上も前年比25％と経営に甚大な影響を及ぼした。
【取組】
　飲食店では時短営業による売上減少をカバーしようとテイクアウトやデリバ
リー事業に取り組むが、事業単独で見れば赤字であることが大半。我々も顧客
のメニュー再作成やイベント応援などに取り組むが数字的な貢献は難しい。
　時短要請や自粛要請は飲食店を中心に旅行・宿泊・観光業・飲食業を非常
に厳しい経営環境にさらし続けている。その結果、卸業者への連鎖的影響も看
過できない段階に来たと捉えている。これはひいては製造業への影響も意味
しており、負の影響の裾野は広い。直接コロナの向かい風が直撃している業界
への手厚い支援が長期的に必要と、痛切に感じている。

牛嶋 崇株式会社うしじま酒店
代表取締役

有限会社 黒亭（下通二番街商店街振興組合） 

　熊本県から令和2年12月30日熊本市中心部の酒
類を提供する飲食店対象に営業時間の時短要請があ
りました。熊本ラーメン黒亭下通店はそのエリアの対
象になります。元々23時迄の営業ですが、年末年始
22時迄、その後は15時迄の時短営業をしました。
当社は熊本県内4店舗運営しており、街中の店舗はコ
ロナ禍で特に厳しい状況で、2021年1月度は前年

25％の売上でした。郊外店舗については60％程度になります。
Gotoキャンペーンの時期は大幅に来店客数が回復していましたので、地元

のお客様の外食自粛に加え県外の観光自粛の影響も大きかったのだなと改め
て痛感しています。
現在は『出前』『通販』『商品開発』の3つを軸として取り組んでいます。

『UberEats』『おうちごはん』に代表する宅配サービス導入と共に、郊外店舗は
自社配達のデリバリーを開始しています。また店舗でのお食事をもっと楽しんで
いただけるような新メニューやラーメンメニューのブラッシュアップに取り組ん
でいるところです。

平林 京子有限会社 黒亭 代表取締役

セントラルビル外観

セントラルビル内観

近見倉庫外観

近見倉庫内観

新型コロナウイルスと時短要請における影響と取り組み④

新型コロナウイルスと時短要請における影響と取り組み⑤
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熊本県商店街活性化協議会に新規加入

モゾカタウン～人吉仮設商店街～
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この度、モゾカタウンの会長を仰せつかりました中村真悟と申します。令和3年1月1日よ
り熊本県商店街活性化協議会に加入させていただいております。
令和2年豪雨から約7か月、令和3年2月27日(土)にモゾカタウン人吉駅前（中青井町）・

くまりば（相良町）がグランドオープンしました。モゾカタウンでは人吉駅前に23店舗、くまり
ばに3店舗、全26もの事業所が順次営業を再開しております。
またモゾカタウンには飲食店以外にも寝具店や理髪店などが入居し、人吉駅から人吉駅
前の仮設商店街、MOZOCAステーション、街中を通って球磨川沿いのくまりばの仮設商店
街へとつながります。ここには商店が集まるだけの「商店街」ではなく、街がつながって「タウン」へ発展したいという気持
ちも盛り込まれています。
自店“京だる”におきましては、2月8日(月)に無事オープンいたしました。元の営業形態と同じようにとはいきません
が、現在はランチタイムを中心に従業員一同元気に営業再開しており、約半年ぶりに『働く』事ができる喜びを毎日感じ
ています。それもこのモゾカタウンに携わっていただいたすべての方々のご協力のおかげだと感謝しており、このような
場を設けていただき本当にありがとうございます。これから人吉球磨の復興に向け頑張ってまいりますので、引き続き宜
しくお願い致します。

中村 真悟モゾカタウン 会長

JR人吉駅前駐車場スペース

仮設商店街のオープニングセレモニー
2021年2月27日

発行


