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全国商店街振興組合連合会
九州・沖縄ブロック会議

「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。

令和3年12月9日
（木）熊本ホテルキャッスル２Ｆキャッスルホールで開催
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〈後列左から〉
〈前列左から〉
全国商店街支援センター 久保田センター長 福岡県振連 梯理事長
沖縄県振連 真喜屋理事長
（株）
日本経済研究所 鵜殿副本部長
佐賀県振連 喜多島理事長
熊本県振連 河島会長
熊本県商工振興金融課 増田課長
全振連 阿部理事長
全振連 長島次長
九州・沖縄ブロック 河井会長
長崎県振連 石丸理事長
宮崎県振連 日髙理事長
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九州･沖縄ブロック連絡会議
会長挨拶
全国商店街振興組合連合会 九州・沖縄ブロック長

河井 達志
九州・沖縄ブロック長の鹿児島の河井でございます。
昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、
リモート開催と致しましたが、今年は感染者が減
少に転じたことで、来賓の皆様、各県代表の皆様がこのように一堂に会し、
ブロック会議が開催できます
こと、大変嬉しく思っております。改めて、本会議をコロナ禍の中で開催準備にご尽力いただきました、熊
本県商店街振興組合連合会の河島会長をはじめ、熊本県連の会員の皆様・事務局の皆様にならびに全
振連の職員の皆様に心から感謝申し上げます。
現状を振りかえってみますと、国内で新型コロナウイルスの感染者が確認されてから２年近くが経過
しようとしております。
この間、各地の商店街においては、地域住民の買い物控え等もあり来客数が大きく
減少し、
これまでの賑わいが大きく喪失いたしました。
私の地元鹿児島県におきましても、運営面で、多くの会員組合が賦課金の減免を余儀なくされ、その
結果、非常に厳しい運営を強いられております。
こうした厳しい情勢の中、皆様方も同様と存じますが、各
県や自治体に商店街が置かれた厳しい窮状を強く訴え、商店主等が安心して事業を継続していくため
施策の充実を繰り返し要望して参りました。
また、全振連等を通して政府の関係機関に対してもお願いを
してまいりました。その結果、
しっかりした活動をしている組合には「持続化給付金」や「家賃支援給付
金」に加え、今年度補正予算では「事業復活支援金」が閣議決定されるなど、多くの支援策が講じられる
ことになりました。
しかしながら、今年の11月に入って新たな変異株「オミクロン」が発生するなど年末・
年始に向けて心配な状況も続いております。感染防止に留意しながら昨年を上回る売上になりますよう
ご努力をお願いする次第でございます。
本日は、それぞれの地域商店街が置かれた厳しい状況を打開するために活発な意見交換をお願い
し、復活に向け大胆な施策を講じられるよう内容あるブロック会議と致したくお願い申し上げる次第でご
ざいます。
全振連の人事も皆様ご存知と思いますが、長野県の阿部理事長が全振連理事長に就任されました。
阿部理事長は若さとバイタリティで商店街のさらなる活性化に向け、我々の先頭に立ってチャレンジされ
ることと存じます。
その手始めとして私共が抱える、雇用コストの増加や人口減少・少子高齢化など、従業員や売上の確
保を筆頭に商店街が抱える構造的な課題解決に向け、全振連内に
「持続的発展に向けた商業機能等活
性化検討部会」
を設置し、精力的な活動を開始しておられます。
私たち九州・沖縄ブロックといたしましても、本日の会議を通じて阿部理事長との協力体制を一層強
固なものとし、ＤＸ時代への対応や、地域住民のための持続可能な商店街形成に向けて、一丸となって
取り組んで参りたいと考えておりますので、皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。
結びに、本日の会議が未来へ続く有意義なものになることと、
ご参集いただきましたすべての皆様の
ご健勝・ご多幸をご祈念申し上げ、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。
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第17回城下町くまもとゆかた祭

城下町くまもと楽市楽座お買い物まつり
令和3年10月1日（金）〜10月10日（日）
上通商栄会 事業委員長

冨永 裕二

今年で、17回目を迎えた
「城下町くまもとゆかた祭り」。
熊本市中心商店街連合協議会では、毎年夏に城下町くま
もとゆかた祭りを実施しておりましたが、昨年の夏に於い
てはコロナ禍もあり延期しておりました。そこで令和3年
の3月20日21日とゆかた祭りのコロナ禍版として「大正
ロマンいにしえ展」を開催する運びとなり、中心商店街各
所にて、展示イベントを開催致しました。
今年度も7月末開催予定でありましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け延期としました。
それから熊
本県は「蔓延防止措置」の適用を受けておりましたが9月30日をもって解除。中心市街地の活性化を目的とし、
10月1日から10月10日迄「第17回城下街くまもとゆかた祭 城下町くまもと楽市楽座お買い物まつり」
を開催
致しました。
開催時期は中心市街地各所にて、
プレミアム付き商品券の販売が行われていたことから 消費喚起 を目的
とした「10万円あたる！」
「スタンプラリー」
「楽市楽座ワゴンセール」の開催と、
「和」を軸としたステージイベン
ト
「ゆかたステージ」
を10月10日に開催致しました。
「10万円あたる！」
では、10月1日より中心商店街の組合店各所へ応募用紙を配布し、お買い物をした方の
中から10万円分の商品券・1万円分の商品券の当選者を抽選。
「スタンプラリー」
では、中心市街地の回遊性を高める為に、計6か所のチェックポイントを設置。各スタンプ
を集め応募した方の中から、5,000円分の商品券の当選者を抽選致しました。結果、計1,000をこえる応募を
頂きました。
各通りで開催された「楽市楽座ワゴンセール」
も賑わい、
タイトルの通り各所にて
「お買い物」する方々が多
数おられました。
「ゆかたステージ」
では、
自由律俳句コンテストの表彰式や、子ども邦楽探検隊 パレット・舞踊
団花童の演舞があり、和をベースとしたステージは盛り上がりをみせました。
当日は、蔓延防止措置明けということもあり、街中の人通りも多く、久しぶりに行われる街中でのステージに
歩行者の方々も多数喜んでおられました。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まちしております。
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について
「健軍夜市」
令和3年10月30日
（土）
健軍商店街振興組合 青年部

有働 貴

健軍商店街では令和３年10月30日に「健軍夜市」
と題し、振興組合青年部を中心に執り行いまし
た。健軍商店街ではかつて、夏場の９の付く日に夜市が開催されており、爆竹音と共に子供たちが集
まって商店街を渡り歩いていました。月日は流れ出店店舗の減少と共に規模が縮小し、いつの間にか
過去のものになっていた夜市を、健軍商店街を盛り上げる起爆剤にしたい。過去の夜市を知っている
当時小学生の商店街を渡り歩いていた若手メンバーの中ではいつもその話題になっていました。昨年から続くコロナ禍の影響
により先行きの見通しが難しい中で、構想としてずっと温め続けていた
「健軍夜市」
を今回、商店街事業としてタイミングよく開催
することが出来ました。
当日はハロウィン前日という事もあってコスプレをした子供達で大賑わいとなり、予想以上の集客で夜市ですが各店夕方頃に
は売り物が無くなる事態となりましたが、次回を期待できる
「健軍夜市」
となりました。

令和3年10月31日
（日） 会場：プリクランド前
下通繁栄会 事業部長

牧野 伸宣

平素より、下通にご愛顧いただきありがと
うございます。
去る10月31日に
「下通de ハロウィーン」
と題しまして、下通四番街にてイベントを行
いました。内容については、下通の組合店に何かしら還元できる
内容で検討しまして、組合店でご購入いただいたレシートをお
持ちいただいて、金額に応じたガラポン抽選会を行いました。
ま
た、ハロウィーンなので、当日仮装して撮ったプリクラを見せてい
ただければ、一回抽選できるサービスをいたしました。
以前に行った顔や手にハロウィーンメークをするサービスや、
ＤＪブースを設けてのイベントなどの企画は、残念ながらコロナ過の影響で断念しました。
ただ、
コロナ前の2019
年のイベント時にやった抽選会と比べ、2019年が146人（14時〜18時）抽選された人がありましたが、今年はそ
れより多く186人（13時〜17時）
となり、若干ですが人数は増えました。
また、来年の企画で何ができるか今から
楽しみです。
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子飼繁栄会商店街振興組合

小学生お買物体験
子飼繁栄会商店街振興組合 副理事長

渡辺 正弘

熊本の庶民の台所「子飼商店街」には県内各地
の小学校から毎年3,000人を超える小学生が社会
科見学にやってきます。今の子供たちは一言も発さ
ずに物を買うのが普通になっています。
そこで子飼商店街の人達は挨拶をします。子供た
ちも元気に挨拶をしてくれます。子飼商店街のモットーである
「笑顔・会話・
ふれあい」
を体感してもらうため、
自分の欲しい商品を伝え、説明を聞き、商
品を決めてお金を払うという一連の作業を子供たちにしてもらいます。
帰りも元気に挨拶をして帰って行きます。買いたい物を買えたうれしそうな笑顔を見ると笑顔になり元気をもらえ
ます。商店主は小学生の為だけの100円商品を作って子供たちが来るのを楽しみにしています。厳しい状況のなか
商店街中に笑顔があふれるひとときです。

「えびす祭り」
上通並木坂
令和3年11月13日
（土）〜14日
（日）
上通１・２丁目商店街振興組合 代表理事

内田 靖男

町内にある坪井恵比須神社は、熊本で一番古い細川藩主から
の奉納の恵比須神社で、商売繁盛・家内安全の神様として長い
間信仰され、その大祭が毎年10月20日に行われます。その恵比
須さまに感謝の気持ちを込めまして毎年「えびす祭」
として、その
大祭前後の土曜にと日曜日にイベントを開催しています。
今年は新型コロナウイルス感染の状況を加味して１ヶ月遅れの11月13日
（土）
・14日
（日）
で開催、並木坂は終日通行止めで歩行者天国となり様々な催しを実施しました。昨年もコロナ
禍での開催で多くの来場者で賑わいましたが、今年は昨年以上の来場者があり、
「音楽ステー
ジ」
「ワゴンセール」
「食のブース」
「マルシェブース」
「キッチンカー・移動販売」
「縁日」
「バルー
ンパフォーマンス」
「似顔絵コーナー」
「抽選会」など様々な催しで賑わいました。
音楽ステージ出演者はコロナ禍で各種ステージへの出演が激減している中、
えびす祭は毎
年開催ということもあり、毎回楽しみにしている出演者のアピールが印象的でした。
縁日やバルーンパフォーマンスでは子供たち食い入るように見て楽しみ、目がキラキラして
いるのがとても好感が持てました。
夜は照明を施し、音楽ステージ前での飲食にほろ酔い気分の来場者が思い思いに楽しん
でいました。
初秋のひととき、毎年多くのお客様にご来場いただき感謝の気持ちでいっぱいです。並木坂
では上通の一員としてこれからも
「えびす祭」を中心に様々なイベントを企画し、熊本県内外
にアピールして、
より一層街の活性化へつなげて行きたいと思います。
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〜次世代育成と世代間交流〜
学生団体「モラトリアムラボ」
との共催イベント
【親子で体験する写真展&廃材ワークショップ】
を開催
令和3年10月31日
（日）
本町2丁目商店街振興組合 専務理事

櫻井 力助

兼ねてより商店街で毎年開催しておりました学生イベント
【アフタース
クール】のOBである大学生が中心となり結成された学生団体「モラトリア
ムラボ」は、現在総勢20名。平均年齢18歳という若さから、様々な視点や
手法による問題解決や賑わいの創出を図る彼らは、今や我々にとっても心
強い仲間となっております。
商店街の賑わい創出〟
〝坂本町復興〟
〝周辺住民との交流〟の3つをテーマに、毎日意見の交換をし
ながら企画を進めてきた今回の事業。
【親子で体験する写真展】は、商店街の昔の写真をもとに、現在のどこに当たるのかを散策しながら
探し当てるというもので、アーケードは一日中、昭和初期の白黒写真を手にした親子で賑わいました。
すっかり様変わりしている場所もある為、昔をよく知る商店街の重鎮方と小学生が会話を弾ませてい
る場面も見受けられ、今までに無かった光景に感動さえ覚えました。
【廃材ワークショップ】では、水害に遭い公費解体が決まっている坂本の家屋から廃材を切り出し、
それらを用いてウッドボードを作るというもの。坂本町まで往復一時間の道のりを何度も行き来しなが
ら廃材を調達し、久しぶりの肉体労働に疲労困憊しましたが、当日集まった50組の親子が楽しそうに
工作をしている姿を目にし、全てとは言えないものの半分くらいは疲れが取れました。
（私もいよいよ
四十路がすぐそこに迫ってきております故）
どちらの企画も大盛況で幕を閉じ、それに達成感を得た彼らは、早速次の企画の準備を始めている
ところです。日毎メンバーも着実に増えており、最近では市内高校から授業の一環で参加させて欲し
いというありがたい提案もいただいています。
若者が輝ける街づくりと同時に、商店街関係者の高齢化や人員不足など、我々が長年抱え続けて
いる諸問題の解決のためにも、彼らとの強固な連携関係を築きながら、更なる展開を目指して楽しく
活動していければと思っております。

坂本町での切り出し作業を
終えたメンバー
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イベント当日の受付ブース

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？
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

【九州電力】従量電灯 C

【ナンワエナジー】スタンダード L

※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

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

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

【九州電力】従量電灯 B

へ切り替えた場合

【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
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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

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

日専連カード

「くまモン」デザイン日専連JCBード

熊本城応援カード

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

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

くま袋★小ロットからOK!
紙袋・手提袋の専門店
【熊本本社】

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。

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。

■ 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

初めての方でも安心サポート

お問い合わせはコチラまで
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。

TEL.096-353-0531

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。

■ 銀座通支店
熊本市中央区下通町１-９-９ TEL.096-353-1171

〒860-0806 熊本市中央区花畑町1-10 長塀前

TEL096-356-1146

公式HP

Instagram

LINE

くま袋

096-368-8100

TEL.

【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
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くまもと県振連だよりタミアス Vol.76

八代市民俗伝統芸能伝承館

「お祭りでんでん館」
について
本町二丁目笠鉾本蝶蕪保存会 代表

大岡 繁

今年7月31日にオープンした、八代市民俗伝統芸能伝承館(通称・お祭りでんでん
館)は、八代城跡西隣りの厚生会館別館跡地に大きくうねった屋根が特徴の建物で、
ユネスコ登録の八代妙見祭や、五家荘の古代踊りなど31団体の修復保存、後継者の
育成又展示などの情報発信や、県南観光としてインバウントなど国内外の観光拠点
の役割を担って居ます。お祭りでんでん館の近隣には博物館や松浜軒、中心市街地
商店街などが有り、去年八代港にくまモンポート八代がオープンしてクルーズ船観光
客の回遊を形成する予定でした。
八代の中心市街地の本町1・2・3丁目、通町それぞれ八代
妙見祭に出し物を奉納しており、10月にお祭りでんでん館に
本町1・2丁目で笠鉾「本蝶蕪」の展示をしました。11月23日
規模を縮小しての妙見祭の神事の後、お祭りでんでん館で獅
子や亀蛇(がめ)の演舞が有り、久しぶりの子供達の笑顔が印
象的でした。お祭りでんでん館が、去年の熊本豪雨災害に遭
われた坂本町・人吉市の商店街の賑わいに少しでも繋がれ
ばと思います。

第10回

実施報告
熊本県商店街振興組合連合会 総務委員長

布田 善久

今回の「くまもと商店街の日」事業ですが、10回目の節目ということで、第
10回の記念賞「ありが10（とう）
コース」
も設けて開催いたしました。
今回も前回に続きハガキにQRコードを載せて、
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、予算の関係で前回ほど幅広くは実施でき
ませんでしたが、10月1日の熊日新聞・朝刊に広告を掲載し、例年通り各店
でもポスター掲示やSNSでの発信も行いました。
最終的な応募数は、合計13,896名（ハガキでの応募；12,517名、WEBでの応募：1,379名）
で、ハ
ガキ・WEBともに増えて、前年よりも約2,300名増加しました。今回もコロナ禍の中での開催となりま
したが、感染状況が比較的落ち着いた時期に開催できて本当に良かったです。
最後に、開催にあたりまして7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。
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県と語る会
日時：令和3年11月18日
（木）15：30〜
場所：びぷれすイノベーションスタジオ 7階
＜県・三輪部長＞
半導体受託生産最大手の台湾積体電路製造
（TSMC）は、半導体の新工場を建設すると発表した。熊
本県菊陽町に建設する方向で検討している。3年後に
は工場が出来て稼働する。経済の活性化には大きな起
爆剤となる。
まちなかのにぎわい回復に向けた支援を創設する。
積極的に取り組む商店街組合を支援させていただく。予
算は1億3千万。
中央会と県振連を窓口にお願いする。
＜釼羽・健軍商店街＞
「まちなか図書室よって館ね」運営事業、健軍カード
事業、お出かけ支援サービス、
ピアクレス七夕笹飾り、ハ
ロウィンイベント、健軍夜市の開催、プレミアム付商品
券発行支援事業などを行っている。県が各市町村と一緒になって商店街を中心としてまちづくりを今後どうするのかというビジョ
ンをきちんと作ってそのビジョンに基づいていろんな支援策を講じてほしい。
イベントを一過性に終わらせないために各市町村
が本腰を入れて街づくりに取り組んでほしい。
＜谷口・駕町通り＞
鶴屋が賑わうと駕町通りも賑わう。通行量調査で行くと3割くらい落ちた。鶴屋の提携駐車が周りにある。土日は人が戻ってき
たが、平日はまだ戻ってない。駕町は空き店舗が少ない街だった。今回に関しましては、空き店舗が目立っている。駕町単独のイ
ベントはプレミアム商品券。補助金に関係なく、継続してやっている。県からも補助をいただければ有難い。
コロナに関しては、
ア
ピールポイントを明確にしてほしい。
でなければ町の賑わいの回復は長引くだろう。
＜山本・新市街＞
プレミアム商品券事業を行っている。12月18日に高校生のコンサートを予定している。個人的には飲食店を熊本から盛り上
げる会で売上げをしっかりと守っていこうとやっている。空き店舗対策にしても、補助が少ないので、
ちょっと難しい。
もし可能で
あれば、駐車場を補助してほしい。
＜櫻井・下通新天街＞
ステップアップ事業を展開している。
リテールAI研究所の力を借りて10月から6ヵ所で人流データを取って分析をしている。
12月にどういったデータが出てくるのか、
また、
どうやって商店街に活かしていくのか委員会で考えいこうと思っている。人も増え
てきて、やっとデータを取る価値がでてきたのかなと思っている。下通もプレミアム商品券の販売をやっている。熊本のイメージ
回復をやっていけたらなと思っている。
＜長江・下通2番街＞
自分たちの立ち位置を確認するため、人流データを取っている。
それをテナントさんたちに確認してもらって自分たちがどんな
ところで商売しているのかを確認してもらう。サクラマチ、
アミュプラザと共同経営は難しいので、やはり切磋琢磨してやっていか
ないといけないと思う。
＜城後・下通4番街＞
2016年からハロウィン事業を行っている。
また、昨年から県の補助金を使わせてもらって４番街にはストリートファニチャー
が５基ある。定期的に清掃して、来街者に安心して利用してもらっている。
ウイズコロナに向けて、安心安全なまちづくりは地道な
活動が必須。
そういった予算を付けてほしい。下通は紙媒体で交通券に対して補助してほしい。
＜内田・上通並木坂＞
今年もえびす祭りはコロナの状況を鑑みながら、11月13日、14日に開催できた。
1日で2万2千人の来街者があった。久しぶりに賑わった。
イベントするにも感染症対策をするので、結構費用がかかる。
それに
関する補助があればいいと思う。
＜田原・上通＞
上通に従事する方、
または家族の方へファイザー製のワクチンを接種した。春の大感謝祭、
プレミア商品券、
ガラポン抽選会、
竹の日フェスタ、
よかばいウォークラリーを開催した。
アーケードの劣化が目立つ。
塗装をやり直したい。
柱の接合の部分も錆びてきている。
そういった補助金があれば教えてほしい。
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＜橋本・本町2丁目＞
桜十字病院八代が建設された。看護師さんが400人お務め。
その方々が買い物に通じてないという状況。専門店のお得意さん
も高齢化。若いお客が取り込めない状況。
彦一駐車場を運営しているが、
ようやく八代市役所の工事関係者がようやく駐車場を利用してくれている。今昔物語、
ジャズコ
ンサート、
フォークジャンボリーを予定している。
商店街はLEDではないので来年度は是非LEDにしたい。八代もポリカーボネートが年々劣化しているのでその費用も心配し
ている。
＜中島・銀座通り＞
全国緑化が開催されるが、それに先駆けまして、
プランターを飾っている。銀座通りのアーケードは５０年経って危ないので、
来年3月から解体工事をする。解体工事に補助金があれば助かる。
＜大西・玉高通り＞
去年のステップアップ事業でYouTubeで発信を始めて、現在80本流している。撮影も計画もすべて商店街のメンバーでやっ
ている。来年度以降も続けていきたい。動画に関しての費用が掛かるので、補助が出れば助かる。
＜県・三輪部長＞
市町村に今回の内容を伝えて、戦略を考えていきたい。地方差、温度差はあるので連絡を取り合って示させていただきたい。
観光戦略部が観光連盟とタッグを組んでいろんなメニューを出していく。
まちなか回復支援事業が発表される。
この補助金を活
用して頂きたい。
街路灯のLEDとかの助成はあるんですが、
アーケードの撤去の補助は今はない。
よく耳にするので、今後考えていかないとい
けない。
若い世代はこれからはEスポーツ。空き店舗でできるのではないか。知恵を出せば、かなりの集客ができる。空き店舗対策でIT
関係を入れていくこともいいかと思う。

5年間！お疲れ様でした！
！慰労会開催
令和3年11月3日（水）壱之倉庫にて
県振連 前会長

釼羽 逸朗

始めに、熊本県商店街振興組合連合会の組合員並びに関係各位
の皆様には永年に亘り多大なるお世話になり心より感謝申し上げ
ます。また、慰労会の際はご多忙中にも関わらず多数のご参加を
頂き御礼を申し上げます。
県振連との出会いは平成４年県振連青年部総会に出席したのが
きっかけで、青年部全員元気で仲が良く、人脈も広く情報も豊富で、
地域の歴史・伝統・文化を継承しながら精力的に活動している姿に感動したのが最初でした。
以後、平成6年より青年部長を2年間、14年から副会長14年間、熊本地震の平成28年から5年
間会長を努めさせて頂きました。
この間商店街・個店を取り巻く環境は大きく変化しました、
「大店法撤廃」
・
「売り場面積・ネット通販の増大」
・
「熊本地震」
・
「新型コロナウイルス感染拡大」
等の逆風により商店街は大変厳しい状態になっております。
商店街は、買い物の場のみならず「まちの顔」
としてコミュニティの中核を担い多大なる社会
貢献活動を行っており市町村において必要不可欠な存在です。今後、商店街を持続発展させて
行く為には県振連を最大限に活用し諸団体と連携し、市町村・県・国への要望活動を行い商店
街を中心とした
「まちづくり」
を如何に図って行くかが最大の課題だと思っています。
県振連には優秀な若い方々が多数居られます、今後河島会長を中心に団結され、希望を胸に
英知を絞り汗をかき、県振連の躍進に貢献して頂くことを期待しております。
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お店の人が教えてくれる

得する街のゼミナール まちゼミ
上通まちゼミ実行委員会 代表

橋本 幸二

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

大谷楽器
「はじめてのオカリナレッスン」

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、

上通写真館
「ステキな写真の撮られ方」

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。
今年は、
コロナ禍で苦しむ全国のまちゼミ実施の商業者が会議を重ね、
ま
ちゼミを通して、店と街に元気を取り戻すために、
「全国一斉まちゼミ
（参加
165地域）」が開催され、熊本県でも、水俣市、天草市、山鹿市、熊本市の4地
域がエントリーしました。私ども上通まちゼミ実行委員会でも、感染対策を十
分に行い、10月1日から第9回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9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

甲玉堂 色鉛筆体験教室
「色鉛筆で干支を描こう」

では、お客様満足度95％以上（まちゼミを受けた時の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、
アフターフォローを徹底して行い、新規顧客
の獲得とまちゼミ受講者の再来店につなげ、売上アップを達成しています。
今回は、
まちゼミ共通クーポンを発行し、
まちゼミ受講者の街の回遊にも繋
げることが出来ました。
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、天草市、山鹿市、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。
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紹介
店舗

い
っ
て
み
な
っ
せ

しらいしうなぎ屋
住
所：人吉市紺屋町126
電話番号：0966-22-2450
営業時間：11:00〜14:00
夜は不定期営業
定 休 日：不定休

白石 圭一
創業100年以上の鰻屋さんです。

！

肉厚の鰻に代々継ぎ足してきた秘
伝のたれ。食した瞬間、口の中に広
がる旨味。食べ終わっても、
またすぐ
に食べたくなる味は絶品です。節目
の時はいつも美味しくいただいてい
ます。

紹介者

宮山 賢

★次号は下通新天街の牧野 仲宣さんが紹介します。

これよかばい！
オーナー

山本 和季

今回のお店

褐火・総本店

銀座通りに、熊本個室焼肉 褐火・総本店をオー
プン致しました！ボリューム大満足厳選国産牛ス
テーキ！焼肉用スライスの1kgパックもあります。
ご
家庭でもキャンプにも♪
焼肉屋が厳選するお肉を、ご自
宅でもお召し上がり頂けるよう、通
販サイトをご準備しております。

褐火・総本店
★次号は上通町三･四丁目（振）の面木 健さんが紹介します。

熊本市中央区下通１-10-3 銀座プレイスビル2F
◆電話番号／050-5816-2907
◆営業時間／11:00〜15:00、18:00〜翌5:00
（水曜ランチ休み）
◆定 休 日／なし
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人吉営業再開

はっ船場
ツアーデスク

森田 鉄

令和2年豪雨災害後の1年後、7月4日に球磨
川くだり株 式 会 社 発 船 場 からH A S S E E N B A
HITOYOSHI

KUMAGAWAとして、川下りだけ

では無くアクティビティ、物販、カフェ、会議室、
バーを新たに併設し観光複合施設として営業の再開をスタート致しました。
オープン後、様々なメディア様や多くのお客様にご紹介・お越し頂き、生まれ
変わったHASSENBAを見て・アクティビティ体験し頂き、災害後の人吉球磨
に多くの関心や声援を頂けました事にスタッフ一同、感謝の気持ちで一杯で
す。人吉にて、皆様のお越しをお待ちしております。

あゆの里
代表取締役社長

有村 充広

令和2年7月豪雨にあたり、改めて被災された皆様に
は哀心よりお見舞い申し上げます。災害時にボランティ
アや救援物資等のご支援、お見舞いをいただきました
皆様には改めて心より感謝申し上げます。おかげさま
で令和3年8月30日にグランドオープンする運びとな
り、
ご宿泊等のご予約も承っております。
今後も従業員一同、
より一層お客様にご満足いただ
けますよう、努力してまいる所存でございます。
どうぞ
末永くご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げ
ます。

鍋屋本館
鍋屋本館 女将

富田 峰子

昨年七月豪雨災害の被災に際し、
ご厚情あふ
れるお見舞いを賜り心より感謝申し上げます。
現在、鍋屋本館は、一泊朝食と素泊まりの営業
致しております。
皆様に喜んで頂ける旅館になる様に復興に向けて頑張ってまいります。
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