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建物概要
工事名称：下通GATEプロジェクト
建 築 主：三陽株式会社
設計施工：株式会社竹中工務店
建 築 地：熊本県熊本市中央区手取本町5番 1号
建物構造：地下1階～地上 11階建て
商　　業：地下1階～地上 2階
ホ テ ル：地上3階～地上 11階

熊本の街の記憶の原点として、地域に長く愛され、
街づくりを担ってきた地に、これまでの記憶を受け継ぎ、
新たな街の記憶の背景となるアイコンを目指す。
商業、ホテルという新たなプログラムを挿入し、にぎ

わいを詰め込んだ次世代の都市開発を目指す。2つの
機能をつなぐ3階に緑化テラスを設けて、熊本城と呼応
し、緑をつなぎ、都市環境を向上する。
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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。9
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原 光生牛深商店街振興組合  理事長

このたび鶴田理事長の後任として牛深商店街振興組合の理事長を

務めます原光生と申します。

商店街には大変厳しく先が見えない状況が続いておりますが今一度

お客様に商店街の良さを知って頂き足を運んで頂けるよう今までの活動の掘り起こしや

現在の状況に合った取り組みが出来ないかと進めております。幸いにも商店街内に若手

後継者が多く活動の中心を担って頂いておりますので、先輩方の築いて来られた歴史と

若手のアイデアを融合させた時代に合った事業が出来ればと思います。

毎年開催されております牛深最大のイベント「牛深ハイヤ祭り」の総踊りも商店街を使って

行われており、2022年4月には50周年を迎えますので商店街でも祭りを盛り上げていけ

たらと思っております。

まだまだ行動制限がかかる状況ですが少しずつでも商店街にプラスになる事に取り組んで

参りますので宜しくお願い致します。

就任のあいさつ就任のあいさつ

昨年に続き「くまもと商店街の日」を担当することになりました総務委員長

の布田と申します。

今回は、第10回の節目ということで、「第10回記念賞　ありが10（とう！）

コース」というネーミングで、2名様に10万円相当の旅行をご招待いたします。

また、例年と同じく1万円相当のお食事券などが当たる「お楽しみ満喫コース」

（30本）や、各商店街のお買物券や特産物が当たる「お得だね！美味しいね！コース」（240本）また

人吉復興応援企画として人吉地域産品（20本）もご用意しております。前回より応募ハガキに加えて、

QRコードからネットで応募ができるようにいたしましたが、今回も同じ形で掲載することになりました。

より幅広い層の方に、より気軽に応募していただきたいと思います。

今回も残念ながらコロナ禍の中での開催となりそうですが、本イベントで少しでも各商店街に

にぎわいが戻ることを心より願っております。皆さまどうぞお買い物をされたお客様へのイベント

案内のお声がけをよろしくお願いいたします。

第10回 くまもと商店街の日くまもと商店街の日くまもと商店街の日くまもと商店街の日
についてについてについてについて県振連 総務委員長 布田 善久

　2020年7月の豪雨から1年が過ぎました。私たちは、JR人吉駅前の駐車場スペース

を利用し、プレハブの集合型仮設店舗を昨年12月に設立しました。飲食店や小売店、

歯科医院、建設事務所など26事業所が出店しています。

　私たちの商店街「モゾカタウン」の「もぞか」とは、人吉球磨の方言で「小さくてかわい

らしい」の意味です。2年後、このモゾカタウンのお店が元の商売に戻るために頑張る

姿をモゾカの名前に託しました。

　そして、われわれのモゾカタウンを賑やかにしたいという思いで、5月に鯉のぼりを飾りました。その後、

「次、なに吊るそうか」と話し合いをしていた時に持ち上がったアイデアが、全国の商店街から提灯を提供して

いただけないかという全国提灯企画でした。被災から1年という節目に、「人吉のことをまだ忘れないで欲しい」

「提灯という”想い”で応援していただけたら。」そんな気持ちで始めた企画でした。

早速、熊本県商店街振興組合連合会へ連絡して、お願いしてみました。そしたら、「何個集まるかわかりませんが、

全国の商店街へ声をかけてみます！」と快く引き受けてくださいました。しかし「本当に集まるのだろうか」

「被災1年目の7月4日に間に合うだろうか」といった不安もありました。

　蓋を開けてびっくり！！約200個の提灯が集まりました。励ましのお手紙もたくさんいただきました。静岡県

富士市吉原商店街からは提灯とお茶が送ってきました。また、滋賀県長浜商店街からは、応援の気持ちを目一杯

詰め込んで、わざわざ提灯を新しく制作して送ってくださいました。また、東京都北区商店街は、広重の浮世絵に

ちなんだ「狐の行列」の提灯を！東京都日暮里マルシン銀座の商店街からは、高齢化して提灯の取り付けが困難

になってきたので、喜んでくれるならと50個の提灯を送ってくださいました。

　こうして全国から応援を募ることで、「まだまだ応援してくださっている方がいる！」ということを人吉の方達にも

お伝えして、少しでも元気になってもらえれば！そんな想いもあったのですが、提灯を目の前にして、何より元気付け

られたのは私たちでした。本当に有難うございました。

中村 真悟モゾカタウン 会長

❶❶

❷❷

❸❸ ❹❹

❶静岡県富士市吉原商店街振興組合連合会より ／ ❷東京都日暮里マルシン銀座実業会より
❸滋賀県よりエール提灯 ／ ❹東京都北区商店街連合会より

賑わい賑わい あふれるあふれる「モゾカタウン」「モゾカタウン」
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　2016年4月の熊本地震により、熊本城内13棟ある国重要文化財全てが被災し、石垣は

約3割が被害を受けました。熊本市が「復興のシンボル」として最優先に工事を進めた天守閣

は復興が完了し、令和3年4月26日に熊本城天守閣内部の一般観覧がスタートとなる予定

でした。（新型コロナウイルス感染拡大を受け、6月28日へ変更となりました）

　熊本市中心商店街等連合協議会そして、くまもと城下町として、震災からの復興を祝福

すると共に、熊本城一般観覧者が、中心商店街へ来街することを目的とし、本イベント

「熊本城大天守小天守（商店主）復興記念祭」を令和3年4月24日～令和3年5月5日迄開催致しました。

　熊本市熊本城総合事務所様から、被災から復興までの貴重な写真を頂き、上通・下通・サンロード新市街のアーケード

内で熊本城復興パネル展を行い、通常見る事の出来ない熊本城内部や、基礎の部分や、修復作業に使う珍しい機器、

復興作業風景など合計100枚以上の写真を展示致しました。

　また、中心市街地の回遊性を高めるために、熊本城に関するクイズラリー（三択問題）を出題しました。結果500を

こえる応募を頂きました。イベント当日は、パネル前で立ち止まり見入る人や、クイズラリー用紙を持って回遊される方

が多く見られました。

　熊本城復興パネルは、躯体補強や屋根石垣など現状復旧にとどまらず、未来を見据えた復元の様々な技術を見る事

が出来た為、ファンにはたまらない写真が多く展示されておりました。展示イベントという形で、コロナ禍で出来る方法

を企画でき、参加された皆様には楽しんで頂けたのではないかと思います。

　今後も皆様に楽しんでいただけるイベントを企画・提供して行きますので、たくさんの参加をお待ちしております。

冨永 裕二上通商栄会 事業委員長
　まずお礼を申し上げます。昨年の7月豪雨で被害を受けた人吉市の中心
商店街に対し、県振連の皆様からの温かいご支援に改めて厚く御礼を申し
上げます。
　当市街地では、公費解体が進み、空き地が増えた一方で、新築や店舗の
改修も進み復興、復活に向けての動きがでて来ました。

　被災直後は皆さん、自分のこと（事業・家庭）で精いっぱいでしたので、今年3月から今後の街つくり
についての協議をはじめました。これには九日町だけでなく、これまで100円商店街やイベントを
一緒に実施してきた、隣接の紺屋町の方々にも参加をしてもらい、九日町・紺屋町再生会議として、
自分たちで今後の街つくりの協議を重ね、人吉市へ要望を出していこうというものです。
　現在は、人吉市と共に空地の地権者のご意向を確認し、今秋に示される復興計画に、私たち事業者
の計画・要望が反映されるよう協議を進めています。
　これまでの要望内容としては、公営住宅の建設、市立図書館・偉人記念館・避難所兼集会所の要素
を持った施設の建設、テナント型の商業施設（住居兼）の建設などです。復旧にはなお数年かかる
ものと予想されますが、この機に新しい街を作る意気込みで取り組みます。
　そのような中、熊本県太鼓連盟・熊本県太鼓連合から被災1周年に鎮魂のイベントを中心市街地で
行いたいとの申し入れがあり、7月4日に実施しました。コロナ禍でしたが、感染防止への配慮を十分
にして行い、鎮魂の黙祷の後、元気あふれる太鼓の演奏や
地元中学校のブラスバンドの演奏で、人吉・球磨郡市民は
元気をいただきました。被災後初めての中心市街地での
久々の大きなイベントであり、たくさんの人々の笑顔で溢れ
ました。なお、このイベント費用には、県振連の皆様からの
義援金を当てさせていただきました。

岡本 光雄人吉東九日町商店街振興組合 理事長

復興記念祭
令和3年

4月24日（土）～
　5月5日（水）

上通・下通・サンロード新市街
など中心商店街アーケード内
で開催

上 

通

下 

通

新
市
街

豪雨被災 1年後の
復興への取り組みと、鎮魂イベント

日時：令和3年7月4日（日）　場所：九日町・紺屋町一帯
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の日フェスタ2021   上通の日フェスタ2021   上通inin

　第37回子飼100円笑店街は、7月3日（土）に新型コロナ
ウイルス感染対策を万全に行い開催いたしました。本来は
6月5日（土）に開催予定でしたが、新型コロナウイルスまん
延防止等重点措置の適用のため、１カ月延期した開催と
なりました。午前8時30分までは大雨で一瞬不安もよぎり
ましたが、開催時刻の10時になると晴天となり、お客様も

それに伴い一気に増え大盛況となりました。
　コロナ禍において毎日厳しい状況の中、この日だけは異次元の集客力があります。全店
が力を結集して、子飼100円笑店街を継続していくことの重要性を再認識いたしました。
子飼100円笑店街の本質は、商店街の活性化と個店の活性化、即ち新規顧客の創造で
あります。それはコインの表裏の関係であり、100円商品をきっかけとしてこれをやり
続けることで、諸々の学びがあり明日からの商売に即実行し日々の繁栄につなげること
です。また、新しい気付きを次回にチャレンジすることも可能です。販売イベントであると
同時に、参加店に諸々の学びの機会を提供してくれるイベントでもあります。9月4日（土）
開催の第38回目は、新型コロナウイルス感染増で中止になりまし
たが、12月4日（土）はこの鬱憤を晴らすことができるよう、全店力を
結集して取り組みます。
　また、新たに誕生した子飼商店街のPRキャラクター「白川こよみさ
んとましゅまろ」も非常に好評で、人気も浸透しつつあります。キャラ
クターグッズも開発し、ネット販売で予定数販売できました。
「Reborn　kokai！」白川こよみさんのポスターのキャッチコピーで
すが、こよみさんの不思議なパワーをお借りして、子飼商店街再生へ
の道のりを一歩一歩進んで行きたいと思います。

笑店街笑店街子飼子飼 円 についてについて第28回

七夕まつり笹飾り七夕まつり笹飾り
ピアクレスピアクレス

健軍商店街　令和3年6月23日（水）～7月7日（水）

令和3年7月3日（土）・4日（日）

　健軍商店街では毎年6月後半に行われる恒例のイベントがあります。それ
は地域の幼稚園、保育園児による「七夕祭り笹飾りコンクール」です。
　これは、用意した竹に園児たちが趣向を凝らせた短冊や飾りを取り付けて、
それをアーケードの柱にくくり付けて出来栄えを競い合うものです。例年
19園程度の参加があり、可愛いわが子や孫の作品を見ようと、親御さん達

やおじいちゃん、おばあちゃんが商店街に来られます。特筆すべきはこのイベントの継続年数で、
全蓋アーケード完成の翌年から始まり、今年で第28回になりました。　
　昨年はコロナウイルス感染の影響で残念ながら中止となってしまいました。今年も開催を危ぶまれた
のですが、次の点を踏まえて、注意を払いながら実行いたしました。（6月時点では感染者数も少ない
状況でした）
●アーケード内は密閉された空間ではない（風も通り、ほぼ屋外と見なす）
●今年は園児たち本人の参加は見送り、園の先生たち数名に飾り付けをしてもらう。
●マスク等当然の感染対策は徹底する。
　例年ですと、この後7月上旬に「健軍文化ホール」で各賞の授賞式と子供たちに向けた人形劇
上演を行うのですが、今年はそれについては中止しました。
　この行事の大変な所は長さ4～5mの飾りの付いた竹を柱にくくり付ける作業なのですが、それ
がタイミング的に何本も同時に要請が来ますと人手が結構必要になってきます。その為、各店から
人手を応援してもらうのですが、最近は若手の人たちが手伝いに積極的に参加していただいて
助かっています。
　今回はコロナ等の影響で規模を縮小しましたが、地域の皆さんが楽しみにされるイベントに
育っていることを実感しながら、これからも継続して開催したいと考えています。

有働 栄一健軍商店街振興組合 理事長

　新型コロナウイルス感染の収束が見通せない中、商店街

として厳しい状況が変わらない上通ですが、この状況下でも

十分な感染予防を講じて、イベントを開催しております。

　7月3日・4日は今年で26回目となります「竹の日フェスタ

2021in上通」を開催しました。このイベントは7月7日が

「七夕」であり、「竹の日」でもあることから、熊本県竹産業振興会との共催で、熊本県の豊富

な竹資源や、その産業実態を県民多数に知らしめることを目的に、アーケード内に5mの

大笹竹を設置して「短冊願いごとコーナー」を実施、さらに県特産の竹と竹産業のPRの

一環として七夕用の笹を無料配布するなど、アーケード内を短冊や笹竹で彩ります。コロナ

禍の中であることから例年行っている「竹製品の展示」などは自粛しましたが、多くの皆様に

お立ち寄りいただきました。

　今後もコロナ禍の状況は続きますが、上通ではプレミアム商品券販売や、上通まちなか

ゼミナールなど感染予防対策を万全に安全・安心なイベントを提供していきますので、

皆様のお越しをお待ちしております。

冨永 裕二上通商栄会 事業委員長

子飼商店街
新着情報発信

下川 弘
子飼繁栄会商店街振興組合 理事長
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12kVAのご契約で、ひと月あたり1,000kWh使用するお店が九州電力の

「従量電灯 C」　から　　　　　　　　　　　  へ切り替えた場合

50Aのご契約で、ひと月あたり450kWh使用するご家庭が九州電力の

「従量電灯 B」から　　　　　　　　　　　  へ切り替えた場合

商店街も！おうちも！
ナンワエナジーに切り替えて、毎月の電気代を
おトクにしませんか？

【九州電力】従量電灯 C 【ナンワエナジー】スタンダードL 【九州電力】従量電灯 B 【ナンワエナジー】スタンダードM
※2020年 6月 1 日時点での九州電力とナンワエナジーの電気料金の概算の差額です ※2020年 6月 1 日時点での九州電力とナンワエナジーの電気料金の概算の差額です

〒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〉



URL https://www.sohgo-k.co.jp
本　　　社／〒860-0863　熊本市中央区坪井1丁目2-27　TEL 096-346-1711（代表）［営業本部］FAX096-346-1716　［企画本部/グローバルソリューション事業部］FAX096-346-1718　［総務本部］FAX096-346-1721
ADKパートナーズネットワーク協議会事務局／〒105-6312　東京都港区虎ノ門1-23-1　虎ノ門ヒルズ森タワー

全国テレビ、ラジオ、新聞、WEB全般、屋外広告、交通広告、セールスプロモーション、イベント、
映像制作マーケティング調査分析、広告計画、CI計画、環境デザイン、広告デザイン、店舗装飾、サイン、展示装飾
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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



くま袋★小ロットからOK!
紙袋・手提袋の専門店【熊本本社】

くま袋
TEL.096-368-8100
ご注文方法等の詳細はホームページをご覧ください。
また、お電話でのお見積りも承っております。

【営業時間】 8：30～17：00　【定休日】 日曜･祝日
※その他当社カレンダーによる

お問い合わせはコチラまで

小ロットでもご注文可能
手提袋の製造は工程も多く小ロットでは受付けていない店舗も多いの
ですが、当店では100枚から受付けをいたしております。

初めての方でも安心サポート
初めてのご利用でもデザインや負担コストの削減など、お客様により良く
製品をご使用してもらうためのご提案を行っております。

〒860-0806 熊本市中央区花畑町1-10 長塀前

TEL096-356-1146

公式HP LINEInstagram

肥後銀行は、お客さまや地域の皆様とともに、

お客さまの資産や事業、地域の産業や自然・文化を育て、

守り、引き継ぐことで、地域の未来を創造していきます。

■ 水道町支店
　 熊本市中央区上通町3-31　 TEL.096-352-3111
■ 上通支店
　 熊本市中央区上通町１０-１　 TEL.096-353-0531
■ 銀座通支店
　 熊本市中央区下通町１-９-９   TEL.096-353-1171
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プレミアム付商品券発行事業について
まちなかまちなか

KIDS PASSPOR
TKIDS PASSPOR
T
についてについて

　現在、中心市街地はイベント中止や延期等、
新型コロナウイルスの打撃を大きく受けており、
特に中心部は危ないといった不評被害もある為、
飲食店他、様々な業種の店舗に影響を及ぼして
います。

　このまま廃業や移転が続くと、まちなかは空洞化すると危惧されており、そんな
中、少しでもまちなかを盛り上げようと「くまもと・まち魅力向上協議会」のメンバー
を中心に「まちなかKIDS　PASSPORT事業」を始めました。
　事業のきっかけは、コロナ以前からまちなかで子ども達を見かける頻度が少なくなったことやまちなかが大人の街に
なってしまい、我々が子どもの頃に楽しでいた街ではなくなっているのではないかと改めて自分たちを見つめ直していた
ことが始まりです。
　また、尚絅大学との事業連携を行う中で、若者の街離れを直接肌で感じるようになり、子ども達に楽しんでもらう街に
しなければと、今お子様ランチを提供する店舗がほとんどない為、お子様ランチ事業（まちなかKIDS　PASSPORT事業）
を本格化しました。
　事業内容は、飲食店21店舗にお子様ランチを開発してもらい、未来のお客様にもなる子ども達に提供するもの。その
お子様ランチを食べるためにはチケットの購入（1枚500円）が必要でそのチケットを持っていると何回でも来店が可能に
なります。またチケット購入の特典としては、「ゲームセンターの景品ゲームが１日１回無料」や「駐車料金の割引」等、
子どもだけでなく大人も楽しめるものになっています。
　販売実績については現在1,000枚と、多くの方にご購入頂き楽しんでもらっています。
　その中でも「こんなお子様ランチは今まで食べたことがない。また違うお店も食べたい。」と既に何回もご利用されていた
り、大人からも「街に来るきっかけになった。またこのような楽しいイベントをやってほしい」と嬉しい声も頂いています。
　最後に、このようなコロナ禍で大変な中にも関わらず、快くご協力頂いた飲食店さまをはじめ、関係者の皆様、この場を
お借りして御礼申し上げます。そして今後も、より楽しいイベントを実施し、商店街活性化の一助になればと思っております。

■ 上通商栄会
13,000 円分の商品券を10,000円で販売、商品券1,000円が 13枚で 1セット
一人あたり5セットまで
4,000セット
40,000,000 円
9月 10日（金）まで
事前応募による抽選販売
応募方法は「ハガキ」もしくは「ホームページ」、抽選で当選者を決定し、当選者に販売日の案内を郵送
9月 18日（土）～令和4年 1月 31日（月）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【 販 売 日 】
【販売場所】
【販売方法】
【使用期間】

■ 下通繫栄会
6,500 円分の商品券を5,000円で販売、商品券500円が 13枚で 1冊
一人あたり6冊まで
8,500冊
42,500,000 円
10月 2日（土）、10月 3日（日）、10月 9日（土）、10月 10日（日）
下通COCOSA前交換ブース
9月 17日～ネット予約開始※先着順
10月 2日（土）～1月 31日（月）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【 販 売 日 】
【販売場所】
【販売方法】
【使用期間】

■ 熊本市新市街商店街振興組合
13,000 円分の商品券を10,000円で販売、商品券500円が 26枚で 1冊
一人あたり5冊まで
834冊
8,340,000 円
9月 4日（土）
新市街電気館前
事前にハガキで申し込み後抽選
9月 4日（土）～1月 31日（月）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【 販 売 日 】
【販売場所】
【販売方法】
【使用期間】

■ 熊本市駕町通り商店街振興組合
13,000 円分の商品券を10,000円で販売、商品券1,000円が 13枚で 1冊
一人あたり3冊まで
500冊
5,000,000 円
10月 9日（土）、9：00～12：00
鶴屋ウイング館前
インターネット又は FAX
10月 9日（土）～12月 31日（金）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【 販 売 日 】
【販売場所】
【販売方法】
【使用期間】

■ 健軍商店街振興組合
6,500 円分の商品券を5,000円で販売、商品券500円が 13枚で 1冊
一世帯あたり4冊まで
2,700冊
13,500,000 円
9月 30日（木）、10月 1日（金）、10月 2日（土）
健軍商店街アーケード内、井川電気商会前にて販売
葉書による予約販売（応募多数の場合は抽選）
令和3年 9月 30日（木）～令和4年 1月 31日（月）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【 販 売 日 】
【販売場所】
【販売方法】
【使用期間】

■ 子飼商店街
6,000 円分の商品券を5,000円で販売、商品券500円が 12枚で 1冊
一人あたり4冊まで
4,500冊
22,500,000 円
当選はがき到着後～9月 30日（木）
①（有）大潮　　10：00～ 17：00（店休日 /日・祝日）　②下川衣料店　10：00～ 17：00
③徳光屋茶舗　10：00～ 17：00
商店街各店舗にある応募用紙に必要事項を明記し、商店街内の応募箱に投函してください。
抽選後、当選者に当選はがきを郵送しますので、当選はがきと引き換えに販売所（3カ所）でご購入ください。
応募期間　9月 1日（水）～9月 10日（金）
9月 13日（月）～12月 31日（金）

【販売形式】
【購入限度額】
【販売冊数】
【販売総額】
【 販 売 日 】
【販売場所】

【販売方法】

【使用期間】

松永 哲典

くまもと・まち魅力向上協議会 会長
下通繁栄会 理事
下通二番街 事業部長
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い

下通に店を構えて73年、馬刺しが主軸の精肉店
です。中心市街地にお店があるおかげで周辺及び
県外の飲食店への卸、県内外のお客様向けにご家庭
用からお土産用まで様々なお肉をご用意しており
ます。下通へお立ち寄りの際には是非！

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

肉のムラヤマ
熊本市中央区新市街3-23
◆電話番号／096-324-4129
◆営業時間／9:30～19:00
　　　　　　日曜は9:30～17:00
■定 休 日／月曜日

★次号は銀座通りの山本さんが紹介します。

村山 公一下通四番街事業部長
肉のムラヤマ

熊本パルコ跡地 下通GATEプロジェクト

　7月7日の起工式を無事に終え、1つの山場を越えることが出来ました。
私にとって、この「下通GATEプロジェクト」は一大事業であり、一大事業である
からこそ遠慮なしの小言も言えるのかもしれません。私たちがプレスリリース
をする1年以上前から、ホテル名の噂が一部で広まり、もどかしく思ったこと
でしょうか。
　私たちは、熊本地震より1カ月が過ぎた2016年5月に初めて建て替えの

対談を行いました。熊本の人口減を鑑みますと、商業は低層階でしか成り立ちません。私たちは上層階
においてホテルに絞り、星野リゾートに決定致しました。
　事業はオーナーの希望と出店者の希望が合致するところから始まります。立地条件や事業性、近隣
商店街の組織力や、経済団体のビジョン、政策提言にも助けられました。その間、想定もしない新型コロナ
に見舞われましたが、互いの職業を尊重し合いながら協議を続けました。ここには企業と同様、日頃から
の信頼関係も大切です。嘘をつかない、話しを洩らさない、人を敬愛する、リベラルさ等も大事な局面に
おいて活かされました。
　これもひとえに、祖父木下嵩が残した経営哲学があったからこそだと思うことがあります。“三陽は世の
中に愛される事業になりたい”から始まる私たちの社是。これは1976年1月に社内で発表されました。
経営哲学は今のような有事の時代にこそ必要ではないでしょうか。走り出したら止まらず、悩んだ時は、
この経営理念が心の支えとなりました。
　起工式の30分前に、概要説明会を開かせて頂きました。ご臨席頂きました皆様へ、建築主として
挨拶し、続いてパルコ・星野リゾートの挨拶が続きました。会場内には建物パースと模型を展示し装い
を紹介しました。経営者としての醍醐味を体験できることは有り難い幸せであると同時に創業守成、
これからは開業後のビルマネジメントに力を入れていかなくてはなりません。まだまだ予断を許さない
日々が続きますが、皆様のお役に立てるよう精一杯努めて参ります。

木下 修下通新天街商店街振興組合 理事長 て
み

せ

っ

っ

！
西部商店街にあるオシャレカフェで美
容室も併設しているお店。
高級エスプレッソマシーンを使った

コーヒーをはじめ様々なドリンク類が
楽しめます。
ワッフル、玉名初糸かき氷･スイート
ポテトパイなども大好評！
YouTube「西部商店街チャンネル」で

も紹介しています！ぜひチェックしてみて
ください！

Coeur a Coeur
クーラクー紹介

店舗

★次号は人吉の宮山さんが紹介します。

な
前中 梨乃
代表

紹介者

中山 大和

住　　所：熊本県玉名市中1821-1
電話番号：080-2793-3394
営業時間：11:00～19:00
定 休 日：月曜日

ご予約いただければパーティー用に皿盛りも承っております。

4種類の味が楽しめる馬刺しセット。
お土産にも最適！

人気の馬肉コロッケ。ご注文後に
揚げるのでアツアツをどうぞ！

ACCESS

西部商店街チャンネル

くまもと県振連だよりタミアス Vol.75 くまもと県振連だよりタミアス Vol.75
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い
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着工日  2021 年 7月 1日
起工式  2021 年 7月 7日
竣工日  2023 年 1月（予定）
開業日  2023 年春（予定）

建物概要
工事名称：下通GATEプロジェクト
建 築 主：三陽株式会社
設計施工：株式会社竹中工務店
建 築 地：熊本県熊本市中央区手取本町5番 1号
建物構造：地下1階～地上 11階建て
商　　業：地下1階～地上 2階
ホ テ ル：地上3階～地上 11階

熊本の街の記憶の原点として、地域に長く愛され、
街づくりを担ってきた地に、これまでの記憶を受け継ぎ、
新たな街の記憶の背景となるアイコンを目指す。
商業、ホテルという新たなプログラムを挿入し、にぎ

わいを詰め込んだ次世代の都市開発を目指す。2つの
機能をつなぐ3階に緑化テラスを設けて、熊本城と呼応
し、緑をつなぎ、都市環境を向上する。

SPEC

コンセプト

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/

「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。9
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