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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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令和4年度 熊本県商店街振興組合連合会 新メンバー紹介
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新年度にあたって
熊本県商店街振興組合連合会 会長

河島 一夫
去る6月6日に第53回通常総会が行われ、役員改選で、再び会長に就任いたしました河島です。再びといっ
ても、前回は釼羽さんから残り一年で引き継ぎましたので、前回の一年は、県振連の内情を知る一年でした。
今年度から、実情を踏まえて、県振連をいかに運営して行くべきか、模索しながら、皆さんのお力添えを頂き二
年間会長職を務めて参りますのでご指導のほどお願いいたします。
昨年一年間言い続けていたことがあります。連合会が発足して50年の月日を重ねて参りました。発足当時
は、地方の商店街も地元の人達の買い物の場として賑わっていました。
それから半世紀が経った今、郊外の大
型ショッピングセンターの乱立、交通の便が良くなったことで、熊本市内に来て買い物をする方も増えたもの
と思っています。
それにより、地方の中心商店街が疲弊し始め、徐々に小売店の閉店が生じて、現在では、空き
店舗の多い中で営業している店があると言っても過言ではありません。組合員数が少なくなったことで、本部
に支払う毎月の賦課金が重くなり、連合会を離れざるを得ない商店街が出てきました。
それは、連合会の目的
の一つであります相互扶助とは反対の行動となってしまっています。
私は、疲弊している商店街に目を向け手を差し伸べて、少しでも手助けして行くのが組織としてあるべき姿
と思っています。県内には、23の振興組合の商店街があります。その内、6商店街が、賦課金の壁で連合会を
離脱しています。何とかこれらの商店街が、連合会に復帰していけるシステムの改革を行わなければと、思っ
ている次第です。
まずは、副会長達との協議を重ね理事会にかけて、私の任期中に実現したいものです。
県振連の組織は各県にありますが、九州の会長さんたちと話す機会があり、少しですが他県の実情も垣間
見ることができました。熊本は、九州のなかでは、良く活動をしているように思いました。季刊誌でタミヤスを
発行していますが、九州内ではそのような業界誌を発行している県はないようで、
ましてや「商店街の日」
とい
うようなイベントを県振連の組織でやっているような県は九州内ではないようです。
このようなイベントをやる
ことで、横のつながりが強固となり、
より良い組織となることでしょうが、資金面の問題も大きい課題です。良く
考えて行動していく必要があります。
ロシアのウクライナへの軍事侵攻により、思わぬ事態が生じました。天然ガスや石油価格の暴騰により、電
気代が一気に値上がり、私どもがナンワエナジーと業務提携契約していましたが、
ナンワエナジーが電気部門
を撤退することとなり、事務委託費が入らなくなりました。
この委託費は、困っている商店街に還付していまし
が、今年度からできなくなりました。
また、
ナンワエナジーと契約していた各個店には、大変ご迷惑をおかけし
ました。
このことは、本部としましても痛手で、年間の収支をよく考えて行動しないといけないと思っています。
最後に、創立50周年の時に発足しました「商店街活性化協議会」
ですが、お陰様で少しずつ加入する商店
街が増えてきました。総会時点では、七商店街(銀座通繁栄会・ワシントン通り商店街・玉高通り商店街・西部
中央商店街・高瀬商店会・菊池市商店会連合会・モゾカタウン)が加盟されています。加盟されることにより、県
の補助金も受け入れやすくなっていると思っています。今年度は、
「託麻西南繁栄会」
と山鹿の八千代座の通
り
「豊前街道北部商店会」が加入されました。
「本渡中央商店街振興組合」は活性化協議会に移行されました。
今後、
これらの任意の商店街も熊本県内の商店街発展のために手を差し伸べて、共に繁栄していけるように
微力ながら応援していきたいと思います。
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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

猪毛尾 彰宏

この度、県振連副会長を拝命致しました、熊本市下通四番街から出ています、下通繁栄会会
長の猪毛尾彰宏です。広報委員会に所属しております。
令和3年度は「熊本県まちなかにぎわい回復支援事業」
を使わせて戴き、下通では「HEART
project by SHIMOTOORI -LIVE ART-」
を実施し、4人の地元アーティストによるアートパ
フォーマンスを行い、それを大型看板に掲出し、にぎわいをつくらせて戴きました。
コロナ禍においては、
プレミアムお買い物券の販売か、展示型イベントでしか賑わいを創出できませんでした。
それは、
これからも続くでしょう。
しかし、それだけでは限界があります。皆さんは以前の賑やかさを経験した人ばかりですから、頭
ではテレワークがいいと思っていても、賑やかなお祭を忘れられない。
今、行ってみたい外国は日本が1位だそうです。
日本は商品もサービスもいい。今は円安だということもあり、人気なよう
です。
これからは日本の人口減少が進むので、外需に頼らなくてはならない。観光での入国が次第に緩和され、台湾との往
来が増えれば、更に、経済は回復していくでしょう。その流れをしっかりと捉えた対応を商店街も行っていくべきです。
さら
に、組合員の為になり、商店街の秩序を保つ為であれば、
「ほこみち制度」
も導入する価値があるでしょう。
最後になりましたが、中商協では2年間河島会長を支えて参りましたが、今度は県振連の河島会長を支えて参りますの
で、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

就任のあいさつ
駕町通り商店街振興組合 理事長

荒木 一之

この度駕町通り商店街振興組合第49回総会において理事長に就任いたしました荒木一之です。
前任の谷口
理事長の後を継がせていただき身が引き締まる思いです。
私はセコンド時計店の長男として駕町商店街で生まれ育ち、高校を卒業したのち東京の大学に進学しました
がその頃、時計業界はクオーツデジタル時計が隆盛でメンテナンスがいらない時計は家電と一緒になりディス
カウントショップやスーパーの安売り店が街中や郊外に多数オープンし、小規模な時計店は次々に無くなって
いきました。
その流れの中、時計店としての経営は難しくなるとの思いから卒業後、
メガネの学校に入り関東のメガネ専門店で仕事をしていま
した。
しばらくして父より、
もういい加減地元に帰れとの命令により、健軍商店街にメガネハウスセコンドという名前で店舗を出店いたしました。
しかしその父も病気で突然倒れた為、健軍の店を人に任せて駕町（その頃は中央街と呼ばれていました）に戻り、セコンド時計店を受け継
ぎ現在に至っております。先代から数えると70年になります。前谷口理事長の元、私は駕町通りの理事になり駕町は熊本県商店街振興組合
連合会に加わり7商協の一員となりました。
その活動の中でお祭り、
イベントなどをお手伝いさせていただきましたが、そこで気付かされまし
た事は町の商店街とその運営に関わる人（官公庁の方々）の努力があって、人の行き来があり個店の繁栄があるという事です。
昨年、一昨年度に続きコロナの影響で商業活動は大いに疎外されましたがワクチン接種も進み、今年は少しずつ人の流れが増えてきてい
ることを感じます。活動は制限されましたが個々の収入や購買意欲は落ちていないと思います。
この苦難をバネに今後商店街の方々の意見
を聞きながら街の魅力を発信していきたいと思っております。駕町の入り口には大型デイスプレーも完成し、新しく青年部も誕生しました。秋
には駕町通りプレミアム商品券の発行も予定しております。今年は10商協の組合になり商店街の更なる結束連帯を感じます。
来年度は駕町通りが出来て50年が経ちます。
この50年目にあたり駕町通りとして記念事業が出来たらと考えておりますので皆様のお力
添えがいただけましたら幸いです。
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就任のあいさつ
熊本県商店街振興組合連合会 新理事 総務委員長

布田 善久

このたび、新しい理事に就任することになりました布田善久と申します。地元の上通商栄会
ではIT委員長と青年部組織（上通青年会）にて副会長を務めております。
どうぞよろしくお願い
いたします。
私は令和2年度・3年度と2年間総務委員長として、毎年10月に開催されている
「商店街の
日」イベントの担当をさせていただきました。2年間ともコロナ禍の中での開催となりましたが、QRコードでの応募も開始
したこともあり、多くの方に応募していただきました。
まだまだ課題もありますが、
コロナ禍の中でも熊本の皆様に
「商店街」
を意識していただくきっかけになったかと思います。
令和4年度は残念ながら開催されない予定ですが、次回へ向けて準備をすすめるとともに、各商店街にプラスになるよ
うな別の企画等も考えていけたらと思います。
長引くコロナ禍は感染者が依然として高止まりをしていますが、少しずつ出口が見えてきているような気がいたします。
ネットでの買い物がより広がっている現状ですが、
リアルな買い物の面白さを改めて感じていただくチャンスでもあると思
います。
コロナ禍で足が遠のいたお客様にまた来ていただき、
また、
これまで利用されていなかった方に来ていただくため
の様々な施策を県振連として実施していくと思いますので、私も理事の一人として微力ながら尽力いたす所存です。
若輩者でございますが、
ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

就任のあいさつ
熊本県商店街振興組合連合会 女性部長

堀口 幸子

皆様こんにちは。前城後女性部長の後任で八代通町商店街の堀口と申
します。
私は八代市で亡両親から受け継いだ陶器店を営んでいます。今年で丁度
創業60年になります。業務用食器、厨房用品一式・ギフト一般・引菓子等取り
扱っております。8年前までは2店舗で営業していましたが、現在ではそれぞれの店舗はIC関連会社
とクラシックバレエ教室に貸しており、私は倉庫の一角で商品を置いて営業しています。
令和3年度を振り返ってみますと、
コロナの影響でギフト用品も業務用食器も注文が激減して本
当に厳しい年でもありました。今は徐々に戻って来てますが、
まだまだです…。
このような状況の中で女性部長という大役を引き受けてしまい少々後悔しています。
しかし、受け
たからには諸先輩方や理事の皆さんのご意見を聞きながら街の活性化のために色々な行事に前向
きに取り組んで行きたいと思います。
わからない事沢山ありますがよろしくお願いします。
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活性化協議会 新規加入
豊前街道北部商店会
豊前街道北部商店会 会長

山本 博

山鹿市で25年ぶりに出来た商店会、
それもコロナ禍に船出した変わった商店会。
その変わった商店会は店主だけでなく、町内も一緒に元気になって欲しいと近隣の3区長さんも会員に
なり 令和3年10月に誕生しました。名前の由来も当地日吉町の区長さんが知名度の高い「豊前街道」
を冠
に付けた商店街が以前からの夢だったとのことで、以前あった「日吉町商店街」
でなく
「豊前街道北部商店
会」
と命名しました。
商店街や町内が賑わうように
「わ!太鼓の街」豊前街道北部商店街と銘打って和太鼓が鳴りやまない、
非日常的な和太鼓演奏を楽しみ散策ができる商店街を目指します。そのイベ
ント
「わ!太鼓街道 音楽祭り」
を年に1〜2回八千代座で開催し町内も一緒に元
気になる戦略的な企画を行って行きます。来客者の多い福岡に山鹿市や熊本
県福岡事務所と連携し八千代座や散策が楽しめる商店街をPRし福岡からの
観光客増を図っていきます。
また山鹿市全体の観光を八千代座を核とした魅力ある山鹿の発信で盛上
げます。八千代座に来られる多くの観光客が商店街散策も楽しみ、落語カフェ
「七七屋山本堂」で落語の観光案内で山鹿を回遊したくなる他にはない特徴
ある観光地とします。
「商店街散策も観光になる」
をキーワードに我々個性ある11名の店主と3人
豊前街道に
「わ！太鼓の街」
の区長さんと一緒に多くのお客さんが喜んで頂きリピーター客になってもらう
豊前街道北部商店街のフラッグでイメージ戦略！
「八千代座を核とした賑わい創出商店街」
を目指していきます。

託麻西南繁栄会
託麻西南繁栄会 会長

松村 寿浩

この度、活性化協議会に入会した託麻西南繁栄会と申します。当会は、主に熊本市東区託麻西、南小学
校区内に属する商工業者72事業者(一般会員66、賛助会員6事業者)の集う
「相互扶助の精神で、地区の
明るい生活環境、
まちづくりを行い、会員事業の健全な発展と公共福祉の増進に資すること」を目的とし
て、昭和52年11月に設立され45年目を迎えます。
主な活動は、毎年3月末に行う
「桜まつり」を手作りで過去12回実施し、
ステージの催しやマルシェや出
店等、地域周辺の1,000名を超える老若男女の方々に集っていただき、日頃お世話になっている地域の
方々への還元行事として親しまれています。
また、
ご高齢者向けの「グラウンドゴルフ大会」
も毎年ご好評い
ただいております。
会内の親睦増進を図る上での行事では、
ご家族で参加いただけるレクレーション事業を毎年主に夏休み期間中に開催し、親子間及び
会員相互の親睦を持てる場を設けております。
そんな中、世界的に蔓延したコロナ禍により、一昨年度に於いては上記恒例行事を全て中止し還元行事や親睦行事が行えず、会内の
士気が景気同様に停滞している状況にあります。
今後においては、会員事業所や地域住民の沈んだ士気を取り戻し活気ある地域として、8年前に掲げた「10年ビジョン」に近づける様
に、会員同士が手と手を取り合い地域住民のお力添えをいただきながら邁進して参ります。
今後は県振連や協議会メンバーの皆様と情報交換等させていただき、有益な情報は独自性を踏まえ真似させていただき発展に繋げ
て参ります。今後とも宜しくお願い申し上げます。

10年ビジョン

桜まつり

グラウンドゴルフ大会

KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS
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熊本県商店街振興組合連合青年部レポート
日時

令和４年４月2６日

場所

人吉市東九日町商店街 人吉駅モゾカタウン

熊本県商店街振興組合連合会 青年部長

森岡 大志

4月26日に青年部の有志4名で人吉に向かいました。熊本出発時
に天気が悪かったので人吉までの高速道路が心配でしたが、八代で
桜井君と合流した際に小雨だったので何とか行けると判断して行き
ました。
午後3時過ぎに東九日町の組合事務所に到着しました。私は2年前の人吉豪雨直後に青年
部有志2名で被災した組合事務所の片づけを手伝い、それ以来の視察でしたが街中はずいぶ
ん綺麗になっていました。
ただし建物の解体後の基礎等がむき出しになっている場所もところ
どころあり、爪痕は残っていて復興の途中です。
組合事務所から視察場所のリストをいただいたので、モゾカタウン、人吉復興コンテナマル
シェほかを視察に行きました。双方とも火曜日の午後3時という事もあり人の流れはあまりあり
ませんでしたが、老舗ラーメン店や居酒屋等が入居してきれいな店舗になっており営業されて
いました。
東九日町の組合事務局で案内されたモルトL&Aで夕食を嗜み、二次会まで予定していまし
たが、球磨村に豪雨警報が出たので帰路を急ぎ、八代まで戻り解散しました。
執行部や女性部も何度か行かれていましたが、聞いていた通りまだまだ復興途中だと感じ
ます。青年部でも災害と復興を間近に見て今後の役割を考えていきたいと思いました。

「平和を願う」

サンロード新市街 ピース・メッセージ
新市街商店街振興組合 青年会長

斉藤 勝利

サンロード新市街では令和4年4月27日（水）〜5月23日（月）ま
で、
くまもと花とみどりの博覧会と並行し、縦2m40cm、横3mボー
ドに青色と黄色の造花で制作したピース・メッセージボードを7月
10日（日）オープン予定のカンデオホテル熊本新市街店前に設置し
ました。
くまもと花博と相まって沢山の来街者の皆さんにご覧いただ
き平和への発信がサンロード新市街からできたことだと思います。
家族・カップル・友達同志で写真を撮る方もいらっしゃったり、色の鮮やかさに感心されたり、
造花を手で触ってみたりとさまざまで、ボードを見て思うところは皆さん気持ちは一緒!ピース・
メッセージボード周辺には、
くまもと花博の沢山の花壇や造花で出来た巨大くまモンが見守り平
和を願っているような情景でした。
今回、老若男女問わず、平和の尊さ、世界の平和を願うことの意味を改めて考えさせられた事
は良かったのではないかと思います。今後も子どもたちの未来の為、中心商店街の役割として情
報発信を果たして行かなくてはならないと感じました。
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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

ANNIVERSARY

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

くまもと県推進だより
くま袋

096-368-8100

TEL.
2022 年【営業時間】
6 月号タミアス
掲載サイズ
8：30〜17：00 【定休日】
日曜･祝日90×90mm
※その他当社カレンダーによる

https://cocosa.jp/
COCOSAの公式SNSをチェック!
〒860-0807 熊本市中央区下通 1-3-8

〒860-0806 熊本市中央区花畑町1-10 長塀前

TEL096-356-1146

公式HP

Instagram

LINE

TEL.096-352-0553

令和4年度（2022年度）
熊本県ポストコロナ商店街機能再構築支援事業費補助金
交付申請受付中
௧㸲ᖺᗘ㸦㸰㸮㸰㸰ᖺᗘ㸧
交付申請
令和5年1月13日（金）
まで延長となりました
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事業完了




令和5年2月15日（水）
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上通五丁目商店街振興組合、上通町三・四丁目商店街振興組合

ストリートピアノフェスティバルin上通
令和4年5月21日（土）〜22日（日）

上通事業委員会 委員長／熊本市上通町三･四丁目商店街振興組合 副理事長

冨永 裕二

今回のイベントは2月に引き続き熊本県が商店街向けに売上やにぎわい回復のためにかかる経費の一部を
助成する
「熊本県まちなかにぎわい回復支援事業」を活用して五丁目と三・四丁目の二つの振興組合が共同で
申請を行い実施しました。
全国的に話題の「ストリートピアノ」。上通でも昨年9月から毎月第2・第4の土曜と日曜にアーケード内にピアノ
1台を設置して開催しています。今回はピアノを3台にして、YouTubeで話題の人気ピアニスト3組を呼んで開催
しました。
ピアニストがアーケード内に設置した3台のピアノを交替で演奏するたびに多くの人が周りを囲んで、
素晴らしい演奏に聴き入っていました。
ピアニストの演奏以外の時間はどなたでもご自由に弾いていただき、普段では体験することのできな
い場所での演奏を楽しんでました。夜はピアニスト3組によるピアノコンサートを実施して事前に応募した100名が来場して、
ピアニストの圧
倒される演奏に聞き惚れていました。
今後も毎月第2・第4の土曜と日曜に
「上通ストリートピアノ」を開催しますので、
ソナタでもご自由に演奏していただきたいと思います。
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。

街なかワークショップ

「生花フラワーアレンジメント体験」
令和4年5月14日（土）

上通商栄会女性部会 会長

長野 成美

上通商栄会女性部会では令和4年5月14日
（土）に街なかワークショップ「生花フラワーアレンジメン
ト体験」
を開催致しました。
コロナ禍ではございましたが、
くまもと花博開催中でもありましたので生花を通じで街なかの活性化
につなげる活動をと考え、上通商栄会の協力も得て実施に至りました。
当日は、各回20名の5回開催で計100名の参加を募集したしましたところ、定員以上に事前及び当日の申込も多く、家族、
カップル、友人同士などで体験され大盛況でした。講師「花番地」の萩野厚子先生のご協力・ご指導もあり、参加者からの評判も
よく熊本市内はもちろん、遠くは福岡からの参加者もいらっしゃいました。
また完成したアレンジメントと共に記念撮影をして頂
くためのオリジナルバックパネルを設置
し、多くの方が笑顔でカメラにおさまり喜
んでいただく事ができました。
昨今はインスタグラムに載せて配信す
る方も多く、
これからのイベントではSNS
の利用促進をはかり、参加していただくだ
けでなく、多くの方にSNSを見ていただく
事で上通のファンを増やしていきたいと
思います。
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上通並木坂

えびすフェスティバル

開催期間：令和4年5月28日
（土）
〜29日
（日） 開催場所：上通並木坂
上通１･２丁目商店街振興組合 代表理事

内田 靖男

上通並木坂にある坪井恵比寿神社は、熊本でいちばん古い細川
藩主から奉納された神社で、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日に行われています。
その恵比寿さまに感謝の気持ちを込めて、例年大祭前後の土日に
「えびす祭」
というイベントを開催しています。並木坂を歩行者天国とし、地元の方々の音楽ス
テージやキッチンカーの出店、マルシェや抽選会など様々な催しで来街者の方々を楽しませ
ています。
今年はそのえびす祭りをモデルにした
「えびすフェスティバル」
を5月28日(土)、29日(日)に
開催しました。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
びすフェスティバルはえびす祭の認知度から今回もとても楽しみにしていたというお声をいた
だきました。縁日やバルーンパフォーマンスでは子供たちが食い入るように見て楽しみ、目を
キラキラさせ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
ブースにほろ酔いの来場者が集まり各々が楽しんでいるようでした。
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繋げていきたいと思います。

KENGreeNフェア 2022
令和4年5月22日（日）

健軍商店街振興組合 青年部／有限会社 いでた屋 代表取締役

出田 陽介

今回実施されました
「KENGreeNフェア 2022」は、多くのお客様に来場して頂くことができました。通常の健軍商店
街の来場者数の2倍弱、5,000人程のお客様に来場頂き。沢山の地域の皆様の笑顔を結びつけることが出来ました。
何より、子供達の 笑顔 が主催した私たちの一番の宝で、次のイベント開催に向けて課題も明確になり、貴重な経験と
なりました。
実施した内容は、既存の商店街店舗様を中心として、一部ワゴンセールを実施し、青年部による くじ引き付きお
もちゃの販売 、 焼きそば・フランクフルト その他、各店舗人気の商品販売。健軍アーケードパーク・バルーンパフォーマンス・フラワー
アーチの撮影スポットなど。大人だけではなく子供達が中心に喜ぶ内容を揃えました。開催にあたり、
これまでの「安心安全な街づくり」
に加えて、今後の健軍商店街の在り方をイメージした第一歩となりました。
今後は、時間帯分煙・エリア分煙なども視野に入れつつ、出来る事からコツコツと。日々のゴミ拾いの実施、イベント開催時のゴミのお
持ち帰り。様々な観点から皆様に喜んでいただける街を目指して取り組んで行きたいと思います。
これまでの健軍商店街の良さ・歴史を
大切にしつつ、多くの皆様のご意見を取り入れた時代の変化に寄り添ったワクワクする企画を開催して参ります。
ご来場頂きました皆様
ありがとうございました。
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熊本県まちなかにぎわい回復支援事業
通町商店街振興組合
通町商店街振興組合 理事長

三由 康裕
通町商店街では、
「まちなかにぎわい回復支援事業」
でプレミアム商品券事業を行っ
た。プレミアム率は20％で1,000円券×6枚を5,000円で総額は3,300万円分
5,500冊を販売した。販売方法は、各店舗のお得意さまに向けより深い関係を築いて
もらうため、
また新規開拓を目的に、各店舗での直接販売をする形式をとった。
期間は、令和4年4月23日〜5月22日まで。各組合店舗への説明会を行い各店舗の希望冊数を募った。4月
20日、
プレミアム商品券の販売開始、代金徴収。5月23日、各店舗より券を回収。5月30日店舗への換金を行い
終了した。
非常にタイトなスケジュールで事業を行ったが各店舗の理解と協力があり、販売総数を完売することができ
た。
ゴールデンウィークの前後だったためお客様の購買意欲も高く、販売はスムーズにいった。物価高騰の影響
もありプレミアム商品券への意識は、
コロナ禍以前よりも強くなっているように感じた。
今回の事業では、各店舗で直接販売してもらうことで既存のお客様への還元効果と個店の売上向上に繋げる
ことが出来た。各組合員、
またお客様双方から次回の開催を期待する声が上がった。

就任のあいさつ
駕町通り商店街振興組合 青年部長

坂田 光顕

この度、新たに発会した駕町通り商店街振興組合青年部会の部会長を務めます坂田光顕で
す。
コロナ禍において商店街は全国的に大変な苦境にあり、駕町通り商店街も例外ではなく辛
い日々が続いております。
このような時期に会を発足させていただき、青年部会のメンバーに
とって大変な励みとなり力となっています。今こそ、諸先輩方の知恵をお借りしながら我々若手
の力を集め、発想力と行動力で商店街の助けとなる時です。
現在駕町通り商店街は大きな転換期を迎えております。通りの人の流れが変わり、テナントの業種は変化を続け、営業
時間の短縮等を実施する店も多く、人手不足も解消されていません。課題は山積しておりますが、新しいまちづくりの第一
歩として、広告物の追加設置や照明の点灯時間の試験的な延長を提案しました。街の雰囲気をより明るくすると同時に防
犯上の安心感にもつながるよう、今後の実施効果や反響次第で更なる変更・改善を提案していきたいと思います。
来春には新世界会館ビル跡地に熊本パルコと星野リゾートが開業します。駕町通り商店街にとって近年最大級の明る
いニュースであり、我々にとっても、若い人たちに街の魅力を再発見してもらうための大切なチャンスです。残された時間
は限られていますが、それまでにできることをやってしっかり準備してまいります。
最後に熊本県の商店街の皆様の益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。
ありがとう
ございました。
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熊本大学大学院
社会文化科学教育部 １年

カフェ

学生

黒木 美沙
執筆者

市民の台所と称され 愛され続けている子飼商店街。通り内
ではサルサ・ミュージックやビートルズが流れる中、今日も地
元の人や大学生で賑わい、生活を送る基盤となっている。
そん
な中5月初旬に密かにオープンした陽月堂は、子飼商店街に
寄り添うため、街の人の交流の場としてひとつながりの空間を
提供している。陽月堂は、昼はコーヒー、夜はお酒を提供し、嗜
好品を通して人と人が繋がり合える場所である。
そんな小粋でシックな空間は、子飼商店街の一角にある臨
機というラーメン屋でアイデアが生まれた。陽月堂デザイナー
の和泉さん(27)は、
「子飼商店街にカフェタイムもいつか準備
したい」
という旨を、臨機の店主に話した。すると、常連の子で

マッチし、拓けた空間と交流しやすい場所を作り上げている。

珈琲に精通してる熊大生が同席しており、お店伝いで紹介して

商店街の文脈を引き継ぐとともに、街の交流場として地域の人

もらうことに。我らが熊大珈琲研究会に携わる高橋さん(22)で

から不足しているものを補っていくフォロースペースなのだ。

ある。当初、お店への参加は高橋さんのみだったが、珈琲研究

また、陽月堂はお店そのものだけでなく、熊本大学珈琲研究

会のコロナ禍によるブレンドやドリップの練習をする機会が無

会の活動の場としてのコンセプトも持ち合わせている。珈琲研

いという状況とも相まって、陽月堂に携わらせて頂いている。
こ

究会は、毎週末 陽月堂にスタッフとして参加し、1オーダーに

のように、陽月堂1つ目のコンセプトでもある
「公民館のような

付き1杯立てのコーヒーを淹れている。実際に店頭に出て、お

コミュニケーションの場」
というのは、
オープン経緯の出逢いの

客様と交流することにより
「学生が活躍出来て、地域との交流

連鎖にも、その志が根ざしているのだ。

が深まる場」
としての機能も果たしている。部員が焙煎に自ら

商店街に根ざしたコンセプトは、陽月堂の外装・内装にも現
れている。大きな間口を構え、
ガラス張りで店内を見渡しやす

行き、自らドリップすることで珈琲に対する知識も深まり、お客
様と珈琲の楽しさや美味しさを共有出来ているのだ。加えて、

い構造が目を引く外装。
また、店内に入ると、等間隔に彩られ

珈琲研究会の会長である中尾さん(20)は珈琲の面だけでな

た電球がカウンター上にあり、席は木枠に囲まれたグレー基

く、
カフェタイムのスイーツ開発、
また作成にも関わっている。

調のシンプルなデザインの内装である。実は、
これらは商店街

昭和っぽいレトロで優しい味わいのお菓子を基調に出してい

の「箱」
をイメージした設計だと和泉さんは語っている。昔なが

るが、今後は商店街のフルーツを用いた地域に根ざした美味

らの青果店を思い出すと分かるように、商店街の商品は、その

しいスイーツ提供の展望も目指している。

どれもが木箱の上に乗せられて販売されている。陽月堂の縦

「一繋がり(ひとつながり)」のスペースで、
「人と繋がる」
こと

に吹き抜けられた柱の無い構造と、木枠の素朴なカウンター、

の出来る陽月堂で、是非あなたもカフェ・バータイムを楽しん

またテイクアウトコーナーの話し掛けやすい窓口。その全てが

でみませんか？

珈琲研究会
左

熊本大学理学部理学科物理学コース
３年 中尾 慎太郎
右 熊本大学工学部情報電気学科
４年 高橋 悠二
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紹介
店舗

ブランカ

Berangkat
住
所：八代市本町1丁目10-30
電話番号：0965-34-1717
営業時間：12:00〜19:00
定 休 日：火曜日･水曜日
店主

岩本 佳子
平成８年、西原村で開業。令和元年、地
元八代に移転。
東南アジアを中心に旅し集めた雑貨、
洋服、手作りアクセサリーを扱ってます。
海外に行けない今だからこそ覗いてみ
たくなる「ブランカ」です。
※西原村のseeds jam+のパン、
プリンを
第３木曜のみ販売してます。
※ジャム・焼き菓子は常時あります。

紹介者
本町2丁目商店街振興組合
女性部

櫻井 友美恵

い
っ
て
み
な
っ
せ

！

★次号は下通女性部の東 悦子さんが紹介します。

これよかばい！
店長

吉村 祐亮

今回のお店

なるとキッチン
熊本下通店

伝統のスパイスで丁寧に下味を付けた国
産若鳥の半身を高温で一気に素揚げしてま
す。50年以上の歴史をもつ弊店名物「若鳥
半身揚げ」
ジューシーなもも、手羽先、
さっぱ
りとしたむね、
ささみなど揃っております。
全体を覆うパリパリに揚がった鶏皮。鶏の
すべてが味わえる泣く子も黙る小樽のソウル
フードです。

なるとキッチン 熊本下通店
若鳥半身揚げ

ザンギ

★次号は下通繁栄会の星乃珈琲さんが紹介します。

熊本市中央区下通1丁目9-12 三信ビル1F
◆電話番号／096-326-0888

※お持ち帰り、電話予約できます。
◆営業時間／月曜〜土曜…11:00〜24:00
日曜…11:00〜23:00
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通常総会・懇親会
各種表彰

第19回熊本県商店街振興組合
女性部 通常総会
第53回熊本県商店街振興組合連合会
第3回活性化協議会通常総会

懇親会
熊本県商工会議所連合会
会長 久我 彰登 様の乾杯の御発声

熊本市上通五丁目商店街振興組合 理事長

全国商店街振興組合連合会
理事長賞 商店街功労者

熊本県中小企業団体中央会
優良役職員

表彰

大森 健弘

桑本 知明

矢野 美也子

熊本市下通
新天街商店街振興組合
副理事長

熊本市下通
二番街商店街振興組合
理事

発行

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/

