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第11回

くまもと商店街の日
県振連 総務委員長

について

布田 善久

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。
今回も10月20日の「商店街の日」にちなみ、10月の1ヶ月間に加盟商店街でお買物を
された方に豪華賞品が抽選で当たる企画を行います。1名様に当たる
「特賞」は、10万円相
当の旅行券です。
また、今回は「加盟商店街賞」
として各商店街からご提供いただいた2万
円相当のバライティ豊かな商品を26名様にご用意しております。
とても魅力的な商品をご提供いただきまして誠に
ありがとうございました。
今回も応募ハガキとポスターにQRコードを掲載してネットからでも応募ができるようにしております。
より幅広い
層の方に、
より気軽にご応募いただきたいと思います。
コロナ禍がまだ続いていますが、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。

の日フェスタ2022

in 上通

上通商栄会 事業委員会 委員長

開催期間：令和４年７月２日
（土）
〜３日
（日）
開催場所：上通アーケード内

冨永 裕二

上通商栄会では7月7日が「七夕」
ということで、
「七夕」にちなんだ本イベントを上通の
年間事業の一環として平成8年より実施しております。
（今年で27回目）
また、7月7日は「竹の日」でもあり、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「短冊願いごとコーナー」
「竹製品の展示」、
また県特産の竹と竹産業のPRの一環として七夕用の笹を毎年配布する
など、上通アーケードの広範囲にわたり実施しています。
コロナ禍になり2020年と2021年は縮小開催でしたが、3年ぶりに通常開催に戻り、
多くのお客様にご来場いただき、特に笹竹の配布では朝採れのキレイで新鮮な笹竹という
こともあり、1時間程で配布終了となりました。人気のあるイベントなので今後も継続事業と
して実施していきます。
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。
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子飼日夜祭

&

子飼

令和４年7月２３日（土）

円

笑店街

令和４年９月３日（土）

実行委員長
（陽月堂 代表）

和泉 秀

子飼商店街では、7月23日に「子飼日
夜祭」を、9月3日に「子飼100円笑店
街」を実施いたしました。実施に際して
さまざまな支援をいただきありがとう
ございます。
今回が第2回目となった子飼日夜祭では、13時から21時半ま
での開催となりました。
日中からキッチンカーを招待して、商店街
の両端にある広場や空きスペースにお店を構えてもらっていま
す。15時ごろからマルショク前にステージを組んで、KKTのアナ
ウンサーである本橋さんに総司会として進行をしていただきな
がら、熊本大学のアコースティックギター愛好会、モダンジャズ研
究会、濟々黌の軽音同好会、熊本学園大学の歌姫、商店街で出
店して10周年を迎えたらぁめん臨機のマスターによるラップの
披露など、地域に根付いた音楽ライブを実施しました。
また、13時ごろから音楽ライブに被らないよう夜のライトアップに向けた提灯の飾りつけの作業を地域の方
や大学生にもお手伝いいただいています。音楽ライブが終了すると、本橋さんからの呼びかけで提灯を点灯する
ためのリモコンを、集まっていただいたお客さんに配り、地域の
大人から子供まで点灯に関わるきっかけを作りイベント全体とし
て随所に主体となるきっかけを設けています。
時間がたつにつれてぽつぽつと広がる提灯の灯りが、商店街
の空間全体に広がる風景は、台湾の繁華街を思わせる魅惑的な
雰囲気を纏っていました。子飼日夜祭は第2回目ということも
あって、前回以上に多くのお客さんで賑わい、写真をそれぞれの
SNSに投稿していただくなど大きな反響がありました。
100円笑店街では、商店街の多くの店舗が参加して100円商
品を準備して販売を行っています。3ヶ月に1度のこのイベントで
は長年続けてきたこともあり、多くの来街者の方を迎え入れるこ
とができました。
少しずつですが、地域の方々との連携が深まり、
この場所にし
かできない交流を生み出すためのきっかけが芽生えつつあるこ
とを有難く感じています。
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城下町くまもとゆかた祭
上通縁日
●

開催日：令和４年７月３０日（土）･３１日（日）●
上通商栄会 事業委員会 委員長

冨永 裕二

今年で17回目を数える
「城下町くまもとゆかた祭」。上通では独自イベントとして2008年
から
「上通縁日」
を開催しています。毎年の開催では前年を上回る盛況ぶりで、子供から大人
まで、特にファミリーでご来場いただきにぎわいを見せております。
コロナ禍でここ２年は中止を余儀なくされ、３年ぶりの開催となりお客様の出足を心配し
ておりましたが、2日間述べ2,000名を超える来場者となりました。
5枚綴りのお遊び券で5アイテムの縁日を利用できますが、
お遊び券の売上も過去最高となり、2日間途切れることなく
盛況でした。
この時期にコロナ感染者が急増して、熊本市内のイベントが中止になる中、上通では感染予防対策を万全
にして開催しましたが、
お子様の楽しそうな笑い声や、
ご家族で楽しむ姿をみて開催してよかったと思う２日間でした。
お客様も待ちわびていたイベントと認識できましたので、来年もさらに充実させ、
コロナ禍での感染予防対策も万全に
「上通縁日」
を開催していきます。

下通手作りうちわワークショップ
●

開催日：令和４年７月３０日（土）
・３１日（日）●
下通繁栄会事業部 部長

村山 公一

コロナ禍になって2年半以上が経ち、様々なイベント等が中止・延期になってきました。今
年こそはコロナ前のようなゆかた祭を開催出来ればと中心商店街の皆で考えて、令和4年7
月30日・31日に久しぶりに来街者の参加型イベントを開催。
7月31日には下通で独自イベントとして、白紙のうちわに好きな絵を描いて暑い夏を楽し
く涼んでもらえるように手作りうちわのワークショップを開催。用意したうちわ200個では足り
ないくらい好評でした。
またマチノミライにも協力してもらい空中移動図書館まちピチュも設置し、子供たちは色々な本・
絵本を読んで、
うちわに絵も描いて楽しく遊んでいました！
また、今回のイベントでは九州学院女子バスケ部、熊本商業高校の生徒さんたちに協力していただき明るく賑やかな雰
囲気の中、
浴衣を着て自らもイベントを楽しんで、
スタッフ側も参加者の皆さんも一緒に楽しめたイベントになりました！
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城下町くまもとゆかた祭
三年坂そうめんすくい
●

開催日：令和４年７月３０日（土）●

下通繁栄会 青年部 部長

城後 昌宜

ゆかた祭り恒例の三年坂「そうめん流し」は「そうめんすくい」
と名称を改め、
コロナ禍では実施できないという風潮でした。
コロナだからすべてできないで
はなく、何か対策を考え実施したい、子どもに街で特別な体験をしてほしいと
思い、そうめん部会一同で新型コロナ感染症対策を考え、3年振りの実施とな
りました。
今回名称を「そうめんすくい」
と改めたのは、従来のスタイルだとネックとな
るのは、
「すくう」
「食べる」
を交互に行うことだろうということになり、
これを完全に
「すくう」
と
「食べる」のエリア分
けをしたことによるものです。
「すくう」エリアを手指消毒、手袋、マスク着用、すくう専用の道具で行い、食べる分
だけすくってから移動してもらい「食べる」エリアでめんつゆ、薬味、箸を受け取り、工場扇で換気を行いつつ、食
べていただきました。
例年より1回あたりの参加人数を制限し、全8回、1回最大10組20名で行いましたが、78組150名の皆さまに
ご参加いただけました。特にお子様連れのご家族での参加者が多い様に感じられ、参加された方の「ありがと
う」の言葉や笑顔に、
コロナ禍ではありましたが、実施して良かったと思いました。末筆ながら
「そうめんすくい」に
関わったすべての方に感謝します。

新市街ゆかたキッズランド
●

開催日：令和４年７月３０日（土）●

新市街商店街振興組合 事業部長・青年会会長

斉藤 勝利

日頃より、新市街商店街へのご愛顧いただき誠にありがとうございます。
令和4年7月30日、31日で熊本市中心商店街事業第18回城下町くまもとゆかた祭の独自イベントとして「ゆかた
キッズランド」
を30日、感染症対策を充分に配慮し開催いたしました。
「時間を遊ぶ」
をコンセプトテーマに商店街の未
来のお客様、子どもたちをターゲットとして夏休みの思い出をご家族と作ってもらえるような企画を開催しました。
夏の定番オリジナルかき氷やスーパーボールすくい。かき氷は10種類のシロップかけ放題。
こちら2つはゆかた着用
の来街者は無料で！かき氷も予定していた100杯もあっと言う間に終了。続いて500個のスーパーボールもすべて子
供達の手の中へ！
また阿蘇南小国からは杉を使用した、エアーホッケー・卓球台・自転車かき氷機など展示。５月に開催された熊本市花博時にサンロード新市街で展示さ
れていたのをきっかけに繋がりを持ち今回のご参加になりました。今後も小国杉チームの方とは継続的に新市街への出店をお願いしています。
その他ゆっくりとした時間を芝生で過ごすスペース絵本の空中図書館まちピチュ、城東小学校の生徒さんがイラストを描いたうちわとくまモンうちわを
竹20本に展示等。残念ながらモルック体験を予定していましたが中止に。次回は是非。
このようなイベントをするにあたり私たち新市街メンバーだけではできません。沢山のマンパワーが必要です。新市街はワーキンググループとして高校
生と大学生そして他団体の協力を頂いています。今回は尚絅大学・中央高校・ルーテル学院の生徒さんが約25名が参加。イベント企画・準備・設置・各
コーナーでの応対・子供達とのふれあいなど様々さまざまな場所で活躍してもらいました。
今後も街づくりを応援していただける大切なパートナーとして学校の先生・学生さんその他企業他団体の力を借り、企画運営から実施まで一緒に繋がり
を大事に作り上げていきたいと思っています。
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健軍夏祭り
開催日：令和４年８月２７日（土）
健軍商店街振興組合 青年部
（株）
Logro Do Challenge Club 健軍店/VARIETY GHEF 店長

山下 元貴

今回実施されました『健軍夏祭り』
では主催側の予想を超える数のお客様
に来場して頂きました。浴衣を着たお客様や子供たちの笑顔で溢れ、記憶に
残る 夏祭り になったのではないかと思います。
実施内容として、飲食の出店・ステージイベント・体験ブースの出店など
盛り沢山のお祭りにしました。飲食の出店に関して、健軍商店街内の店舗は勿論のこと、外部のお店にも
お声かけさせて頂きました。その中で予想を上回る集客で品切れするお店も少なくありませんでした。
ステージイベントでは、ギターやサックス等の演奏、
ダンスショーやアクロバットショーを披露して頂き、
ステージ周辺はより多くのお客様で賑わっておりました。
コロナ禍に突入して以来、初のステージイベント
ということもあり楽しみにていたお客様も多かったのだと感じました。
体験ブースでは、鉄棒やとび箱等の体操体験、
メダカすくいやダーツ、
ドローン操縦体験
等、子供たちが喜ぶコンテンツを用意したこともあり、家族連れの方にも来場しやすいよう
に工夫しました。
健軍商店街はイベントを実施すると多くのお客様で賑わいますので、今後はいかにそれ
を日常に落とし込めるかが重要だと思います。その為に商店街全体、地域の皆様や行政と
共に一つずつ取り組んで行きたいと思います。

KID Sパスポート八代
まちなか活性化協議会 タウンマネージャー

櫻井 力助

忙しいセミの声、図書館で飲む水の冷たさや、サティの入り口から流れ
出る冷風。自動ドアの開閉に合わせて街に響くパチンコ屋の喧騒。麦茶が
入ったコップはほんのり汗をかき、ただただ突き刺すような夏が降り注ぐ。
ふと子どもの頃の夏休みを振り返ると、
あの日あの時、特別なものなど何もな
かったことに気付かされる。
しかし私はあの頃から、
とてつもなく八代が好きだっ
た。
それは今も変わらないし、
そうでもなければこんな仕事やってられない。
この度、八代商店街において「キッズパスポート八代」なる企画を実施し
た。少子高齢化が叫ばれる中、
「次世代育成」は目下の急務であり、様々な企画を通してその高いハードル
に立ち向かってきたが、根本的な解決には至らなかった。
凝り固まっていた頭を柔らかくしてくれたのは、先に述べた過去の記憶だった。街を心の原風景に この事
のみに焦点を絞ったこの度の企画では、 知る・学ぶ・体験する の３ステップを通じて、子どもたちと地域との
ふれあいに徹底した。
これまでの商業的な内容とは一線を画した、八代ならではの企画は、郷土料理作り体験から始まり、名所
探検、高校探検、釣り、キャンプなど、9月14日現在で50を超え、入会者も当初の予想を大きく上回り240名
を超えている。果たしてこれらを商店街がやらなければいけないことなのかとの疑問も多く頂いた。
私は、
あの輝かしい思い出を提供してくれた街に対しての恩返しだと思っている。
この思いにご賛同いただ
いた市内高校からは、50名を超える高校生のボランティアに参加していただいている。子ども、親、
スタッフ、
各々がどのような思いで参加しているかは定かではない。
しかし、間違いなく八代を楽しんでくれている。
そんな笑顔を見るたびに、
ようやく
「次世代育成」の第一歩を踏み出せた気がしている。
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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

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

法人税、所得税、資産税（相続税）に
特化した仕事をしています。

末永会計事務所
税理士

末永

利憲

〒862-0968 熊本市南区馬渡２-１-２３
Tel 096-379-9333

Fax 096-379-4814
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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。

初めての方でも安心サポート

■ 水道町支店・銀座通支店
熊本市中央区上通町3-31

TEL.096-352-3111

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。
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。

■ 上通支店
熊本市中央区上通町１０-１

TEL.096-353-0531

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

メガネ・補聴器のことなら
専門店の大宝堂へ

おかげさまで 115 周年
これからも快適な「見える」
「聴こえる」をお届けします。

メガネの大宝堂 上通本店

〒860-0845 熊本市中央区上通町 5-6

TEL 096-354-2155

http://www.taihodo.net/ ・ http://www.taihodo-kikoe.net/
大宝堂

検索

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

QR コードはこちら

TEL.096-352-0553
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ともに頑張るスタッフ募集！

։֭׃ᆀ֭ᇱ୦့Ւཐఖౌ֪֘ະཎב
ኅፍ֦ᆋ֥փֽ֘Փ։ਂ֪։ኴ֚֎֟֔փՓӨ

詳細はこちら
公式HP

Instagram

≋⊳⋞⋌⋠⊰⋅≌

※⁀⁂※⁆ ༇ஜჄჷᝠዮӳૅੲᆸӝ
〒860-0806 熊本市中央区花畑町1-10 長塀前

TEL096-356-1146
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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
⇃ᮏ┴࣏ࢫࢺࢥࣟࢼၟᗑ⾤ᶵ⬟ᵓ⠏ᨭᴗ㈝⿵ຓ㔠
⏦ㄳཷ୰

事業完了




令和5年2月15日（水）
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詳細は、http://www.kumanet.jp
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令和４年度
（2０２２年度）

熊本県まちなかにぎわい回復支援事業費補助金
交付申請受付中

交付申請 １月１３日
（金）
まで
事業完了 ２月１５日
（水）
まで
申請は事業開始の４週間前までには県振連へご提出ください。

くまもと県振連だよりタミアス Vol.79

第49回

八代本町アーケード土曜市
土曜市実行委員長／本町二丁目商店街振興組合

庭本 正康

今年で49回を迎える本町土曜市は、気軽に本町商店街に足を運んでいただける夏のイベント
として、毎年延べ2万人を超える集客をもち、昭和から続く歴史のあるイベントとして八代市民に
も広く認識されています。
また商店街で開催されるイベントの中でも、あらゆる年代層をカバーし
た数少ないイベントのひとつとなっています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2年間開催を見送って参りましたが、本年は3年ぶりの
開催ということもあり、いつも以上の来街客を見込み組合員一丸となって準備に取り組みました、、、が、開催直前になって市
中感染の拡大、連日300人前後の新規感染者数を出す状況となり、土曜市と同時開催の予定をしておりました市のイベント
「くま川祭り」の急遽中止の発表を受け、商店街もギリギリまで開催の決議に迷いました。行政をはじめ、各関係機関、出店団
体とも入念に打ち合わせをもち、主催者スタップ全員で感染防止対策に十分取り組んで開催することを決定いたしました。結
果として、3週続けての大盛況で、
コロナ禍前の土曜市と変わらずの賑わいをみせ、来街いただいた市民の皆さま、出店団体、
組合各店からも、楽しかった、好評だったとの感想を多数いただくことができました。
イベントの中身としては、組合毎の歴史のあるゲーム
（大鯛どっこい、
ダーツ、射的、輪投げ等）から、市内の学生さんたちと
いっしょに作り上げたお化け屋敷、大人の童心をくすぐるミニ四駆レース大会など、参加型の楽しいイベントが盛りだくさん
で、夜市ならではの露天が並ぶ、風情あふれるノスタルジックな雰囲気を楽しんでいただけたと自負しております。
また、土曜市開催期間中に同時併催しました
「のさったのさったレシートキャンペーン」は、昼間来街されるお客様に向けて
のイベントで、期間中のお買い物レシート合計金額で応募いただける抽選キャンペーンとなっております。景品といたしまし
ては商店街でご利用いただけるお買い物券を用意し、土曜市期間終了後も、商店街に再来街していただくための仕組みとし
て考えました。
久々に大型の商店街イベントを終え、
まずは無事に事故なく土曜市が終了したことに安堵しました。1･2･3丁目、各商店街
振興組合の執行部の皆さまお疲れさまでした。
そして、3年ぶりのほんまち土曜市にご来街いただきました市民の皆様、本当
にありがとうございました!!

【本町1丁目】ステージイベント

【本町2丁目】くじ引き

【本町3丁目】かき氷

【本町1丁目】ミニ四駆大会

【本町2丁目】メダカくじ

【本町3丁目】ミニ輪投げ

KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS
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豪雨から2年、
復興いまだ道半ばです
人吉東九日町商店街振興組合 理事長

岡本 光雄

2年前の人吉球磨の豪雨
災害の時には、県内外の商店
街の関係者の方々、商店街の
お客様方から物心両面から
ご支援を賜り、ここに改めて
厚く御礼を申し上げます。

写真①

人吉市九日町とお隣の紺屋町は、
これまで商店街の

九日町・紺屋町再生会議

イベント等を協力して進めてきました。そこで、今回の
被災に対しても復興のために行政を巻き込んで「九日町・紺屋町再生会議」
（写真①）
を立ち上げ、住民の皆
様、事業者の皆様一丸となって協議を重ねてきました。
大まかな意見集約
（写真②）
が出来た時点で、
市へ要望書を提出しました。
内容は、
中心商店街賑わいの核と
ྫ̑೧10݆12ೖʤՒʥ
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ὉᢊửૼẺỆᡫẴẇ
ί൦ܹЭờܼỉ᧓ửʴ
ầᡫẾềẟẺὸ
ὉჽᔺỊἅὅἇὊἚẆዋẆ૨҄Ẇ
ᑸᘐử᭗ỜỦئểẴỦẇ

Ὁ߷ộỂዯỉἘἻἋầ
ẝỦẇ
ὉẦỤᙱͨỊẸẹỨഩẨẲởẴẟợạỆᢊửẪഩᢊử࠼ẪẴỦẇ
ὉˊޛܫἤἽἇỶἛἘἻἋẆᔷދửɶ࣎ểẲẺᆰ᧓ỉỶἳὊἊửӋᎋỆẇ
ݱẰễࡃầٶẟ૾ầഩẟềಏẲẟẇ

写真②

Ὁᵏ᨞ỊՠࡃᘑẆᵐ᨞Ẇᵑ᨞Ị
ע˰އẇίᵳᵧᵨἑὊὅẆٳ
ʴӼẬὸ

ỉᡁᬟئעဇử౨᚛
ίဇకᾀὸἻὅἛἰὊἁᙐӳՠಅἍ
ὅἑὊᵍ̊ ՓࠊỽἻỺὸẇ
ίဇకᾁὸᇌ˳ᬟئὺἾὅἑἇỶ
ἁἽỉẲЈẲẇ

ὉბཋửბềẆሊẇ
ὉọẦụỉࣄᐻᚘဒểᡲѣẴỦẇ
Ὁᢂഩᢊỉૢͳẇ
ὉᢂഩᢊඝẟỆྶᄶ߷ỆӼẟẺλӝỉẝỦࡃᑄử౨᚛ẇ
Ὁ߷ඝẟỆఞỉౡẆɳஙử౨᚛ẇ
ὉᐯỆᡈẟếẪụỆẴỦίዯẆᐯእẆჽሁὸẇ
Ὁ̓܇ầපậỦ߷ỆẴỦίܤμࣱᄩ̬ỉἽὊἽử؏עỂếẪỦὸẇ
Ὁྶᄶ߷ộỂዯỉἘἻἋầẝỦẇ

なる
「複合施設」
の建設と街なか居住促
進のため「公営住宅」の建設です。なか
でも中核となる
「複合施設」は現在、市
街地から離れたところにあって、小規模
な図書館を移転し、
1.本格的な図書館
2.地元輩出の偉人を顕彰する偉人
記念館の新設
3.万一の時には避難所となる数百
人規模の集会所などを兼ね備え
ている建築物です。

意見集約

さらに
「公営住宅」は、仮設やみなし仮設にお住まいで、高齢や今から新築の住まいは建てられない方を
救済し、中心市街地で事業を再開する方々が、採算が採れるような足元人口の確保のためです。
今年6月に、人吉市内の中心市街地に近い住民の方
に
「賑わい創出のための複合施設」についてアンケート
を取ったところ、75%の方から賛同をいただきました。
今後はこの賛同の輪を人吉市全地区に拡大していき
ます。
一方現時点では、商店街としての陣容は整っていま
せんが、
イベント
（写真③）等を実施し、復興に向けて頑
張っています。
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写真③ イベントの様子
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活性化協議会 新規加入
新水前寺にぎわせ隊
新水前寺にぎわせ隊 会長

外村 秀夫

この度、熊本県商店街活性化協議会に加入いたしました「新水前寺にぎ
わせ隊」です。
水前寺地区の若手中心に作られた団体で、
『水前寺地区のお宝再発見』を
テーマにさまざまな活動を行っております。地区の方々と共に清掃活動を
行って、
より地区愛を深めたり、秋には『水前寺地区に住む人たちこそ本当の
宝』
を合言葉に、別名『水前寺自慢大会』
と称した水前寺賑わい祭りを開催しております。
地区学生とのコラボイベント
【水前寺マスコットキャラクター作成、水前寺テーマソング作成等】
も
充実しております。ぜひともお近くにお住まいの方お声かけください！

基本
情報

■ 所在地：〒862-0949 熊本市中央区国府1-1-2
■ TEL：090-7165-8223 ■ FAX：096-371-2320
■ 代表者：外村秀夫

■ 会員数：48名

■ 役員：10名

■ 監事：2名

■ 設立：平成26年4月1日
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「わ！太鼓街道 音楽祭り」
を行いました！
開催日：令和４年７月１６日（土）

豊前街道北部商店会 会長

山本 博

豊前街道北部商店会の誕生を記念して!
豊前街道北部商店会の誕生を記念して商店街の認知度を上げる「わ!太鼓街道音楽祭り」を7月16日
（土）開催しました。太鼓の音が豊前街道沿いの商店街を移動しながら八千代座まで観衆を誘い、八千代座
でゆっくりと音楽祭りを楽しんでもらい商店街の特徴を紹介しました。
また商店街の魅力を載せた散策マッ
プを作成し商店街散策も観光になるような工夫もしました。
7月9日熊日折込チラシを市内に8千枚配布し市民に
「来てよかった!楽しかった!また来たい!」商店街の
広報を行いました。来場者数は316名で前回188名の倍近くの来場者数になりました。来場された方からは感動したとのお言葉を頂き、今
後リピーター客も増え多くの方に楽しんでもらえるイベントになりそうで楽しみです。 また八千代座に来られた観光客に
「商店街散策も観
光になる」散策マップは有効である感触を得ることができました。

豊前街道北部商店会は「八千代座を核とした賑わい創出商店街」を目指します！
豊前街道北部商店会は商店街の店主だけでなく、町内も一緒に元気にと近隣の3区長さんも会員になり令和3年10月1日に誕生した商
店街です。名前の由来も当地日吉町の梶川区長さんが知名度の高い「豊前街道」
を冠にした商店街を作ることが以前からの夢とのことで、
以前の「日吉町商店街」
でなく
「豊前街道北部商店街」
と命名しました。
今後は「わ!太鼓の街」豊前街道北部商店街と銘打って和太鼓の音が誘う、非日常的な和太鼓演奏を楽しめる商店街としていきます。そ
のためのイベントを年に1回〜2回開催し
「わ!太鼓の街」のイメージと、町内も一緒に元気になる戦略的な企画を行っていきます。
八千代座を核とした山鹿の観光を、
「商店街散策も観光になる」
をキーワードに我々店主と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い山鹿を回遊する仕組みを構築し
「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。

山鹿中学吹奏楽部

子ども落語教室
チラシ

09 ／

山鹿華太鼓

山鹿中学太鼓部

山鹿太鼓保存会

大津太鼓

のぼり

店主のイラスト入り
豊前街道北部商店街 散策マップ

「わ！太鼓の街」
豊前街道に
「わ！太鼓の街」
豊前街道北部商店街 フラッグ 豊前街道北部商店街のフラッグでイメージ戦略！

KUMAMOTO FEDRATION OF SHOPPING CENTER PROMOTION ASSOCIATIONS

くまもと県振連だよりタミアス Vol.79

四季料理

紹介
店舗

CAVALLO
住

所：熊本市中央区
下通1丁目2-9
セブンビル3階
電話番号：080-8542-8870
営業時間：18:00〜22:30
定 休 日：火曜日
オーナー

村山 公一

2022年5月にオープンした四季料理カヴァロさんです。日本料理
をベースにされ、上質な馬肉を多彩なメニューに取り入れ、新しい
郷土料理を提供されます。隠れ家的雰囲気の中、馬刺し・単品料理・
四季折々のコースが気軽に楽しめるお店です。

紹介者
下通繁栄会女性部長

東 悦子

い
っ
て
み
な
っ
せ

！

★次号は上通1･2丁目商店街振興組合 河島 康之さんが紹介します。

これよかばい！
マネージャー

中村康司

おかげさまで星乃珈琲店

熊本下通

今回のお店

星乃珈琲店
熊本下通店

店は6月2日のオープンから3か月を迎え
ることができました。
こだわりの珈琲と美味しいお料理に
磨きをかけ、熊本の中心市街地の新しい
風景の一つになれるよう、スタッフ一同
一層精進いたします。
皆様のご来店を心よりお待ち申し上げ
ます。

おすすめ

❶

❷

❸

❶星乃ブレンド ： 500円
星乃の定番、独自にブレンドし、焙煎した苦み・酸味・甘味のバランスが絶妙の珈琲です。
❶窯焼きスフレパンケーキ（写真はダブル）： シングル580円 ／ ダブル780円
星乃珈琲の名物ふわふわのスフレパンケーキ。メープル・はちみつ・黒蜜いずれかかけてお召し上がりくだ
さい。珈琲との相性も抜群です。
❷ビーフシチューオムライスドリア ： 930円
特製デミグラスソースがお皿いっぱいに広がったオムライスのプレートです。
❸星乃スパゲッティ ： 930円
たっぷりのバターと醤油、昆布だしをベースにした具たくさんの和風スパゲッティ。

責任者 西口 霧子
〒860-0807 熊本市中央区下通１丁目5-15
ソニック下通りビル2Ｆ
T E L . 096-312-2800／ FAX.096-312-2801

★次号は本町二丁目商店街振興組合
益田 理恵子さんが紹介します。
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上通

今回の写真

xRミュージアム
熊本商工会議所、NTT西日本と中商協が、銀
杏祭や花博の開始に合わせて、3月19日から5
月22日迄の間、上通・下通・新市街を含めたマ
チナカで、xRミュージアムを実施しました。大
きなクジラなどがアーケード内に現れるxR水
族館や、多数のくまモンや096Kが登場する
xRパレード。スマホやスマートグラスで見ると
現れてくる市民参加型イベント。体験者は初め
ての映像に驚いていました。二の丸公園や花
畑広場とアーケード街とをxRスタンプラリー

下通

で回遊増進させるイベントも行い、賑わいを
創出しました。

新市街
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