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プレミアム付商品券を
販売しました!!

熊本市駕町通り商店街振興組合
事務所移転のお知らせ

〒860-0807
熊本市中央区下通1-6-15 ドラゴンビル2F
電話 096-351-0965
FAX 096-342-8700
理事長  荒木 一之 ／ 事務局長  林 健一（写真）

熊本市駕町通り商店街振興組合
◎販売期間　令和４年１０月１日（土）～令和４年１０月２日（日）
◎利用期間　令和４年１０月１日（土）～令和４年１２月３１日（土）

上通商栄会
◎販売期間　令和４年9月17日(土)・18日(日)・24日(土）・25日(日)
　　　　　　　　　  10月1日(土)・2日(日)
◎利用期間　令和４年9月17日（土）～令和5年1月31日（火）

下通繁栄会
◎販売期間　令和４年10月2２日（土）～10月24日（月）
◎利用期間　令和４年10月22日（土）～令和5年1月31日（火）

発行



熊本県まちなかにぎわい回復支援事業

11月9日（水）10日（木）に県振連の青年部と女性部合同で、山鹿豊前街道北部

商店会へ視察に行ってきました。

午後2時に桜湯のバス停前に集合。皆さん遅れることなく次から次へと集まって

いるところへオレンジ色の法被を着た豊前街道北部商店会の山本会長が登場。持

ち前の明るさで私達を迎えに来てくださいました。

まずは、河島会長のご提案で上通の大森理事長の御実家を是非見ていただきたいとのこと。山鹿で有名

な文化遺産の大森邸を拝見いたしました。住宅の母屋も庭園も蔵も昔のまま残されており、工夫された造り

の建物に感心致しました。山鹿の町おこしでこの自宅を活用できないかとお考えでした。

その後は、八千代座のある商店街を山本会長が落語風で面白くわかりやすく観光名所を案内してくださ

いました。（会長は落語カフェをされています。）街を散策して気付いたことは、統一された店頭のぬくもりを

感じる木の看板でした。そこから見ても、店名が分かりやすく、また店主のイラスト入りのチラシもとても親し

みやすさを感じました。（我が商店街も参考にしようかなと）

夕方からは、宿泊先の寿三ホテルで事務局の山田さんの進行で、山鹿商工会の青年部・女性部との意見

交換会。どこもコロナ禍に屈することなくそれぞれ取り組んでおられることや、今後の計画など、勉強になりま

した。意見交換会後の懇親会でも時間が足りないくらい話が盛り上がりました。

翌日は八千代座を見学しました。観

光ガイドさんの丁寧な説明もあり、また

現在では木の椅子が置いてあり、観劇

し易くなっていました。八千代座の後

は、商店街のチラシに載っていたピザ

屋さんで青年部も女性部もおいしいピ

ザをお腹いっぱい食べて、解散となり

ました。この2日間研修会にご参加して

くださいまして有難うございました。楽

しかったです。

堀口 幸子熊本県商店街振興組合連合会 女性部長

山鹿視察に参加して山鹿視察に参加して山鹿視察に参加して山鹿視察に参加して

　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9月24日土曜日　サンロード新市街の街

づくりのメインターゲットである子ども（幼児から大

学生・ペットも含む）を対象にしたイベント「ダンスコ

ンテスト＆キッズ動物ふれあいランド」を感染症対

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イベント

を開催し、また同日開催された隣接する花畑広場・シンボルロードでのイベントと

の回遊性・連動を考慮し実施しました。

　ダンスバトルは熊本県内の高校生・専門学生・大学生・ダンススタジオのダンス

チームに参加を依頼。エキシビジョン12チーム・コンテスト部門7チームエント

リーが有り白熱したダンスバトルが展開され、　グランプリは「ちゃみそる」女性1

人男性2人の三人組が勝ち取り、惜しくも僅差で準グランプリは熊本県立大学一大

事Aになり、各チーム個性あふれる素晴らしいパフォーマンスでした。そして素人な

がら私斉藤が事業部長と言う立場でダンスバトルの審査員をつとめてしまいまし

た。。。（笑）

　また新市街商店街初の試みアーケードの中に動物を呼んじゃいました！予想を

はるかに超える大盛況で動物パワー恐るべし。羊・犬・ニワトリ・ウサギ・モルモッ

ト・パンダマウス・アヒルなどの小動物とロバ・山羊・豚。またカメまで！子どもたちは

動物との出会いに笑顔でふれあいを楽しんでいました。当日予想だにしなかった

ことが突然起きました。山羊の子どもの出産です。来場していた子供たちにとって

は貴重な経験ではなかったでしょうか。新市街スタッフもまさかこのアーケード内

で生まれるとは思ってもいなく私たちも驚きでした。

　来街者向けに今回ゆっくりとした時間を過ごしていただくように新市街イメージ

を変えるパラソル付お洒落なテーブルセットを使用してみましたが結構好評で子

どもたちを待つご両親の姿や友達どうしお茶しながら会話する姿やまたランチす

る人たち。今後も滞在時間を増やすためにも雰囲気作りには気を配っていかない

といけないと感じています。

　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。今回は中央高校の生徒さん約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さま

ざまな場所で活躍してくれました。

　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、会議や企画運営また実施まで一緒に繋がりを

大事に作り上げていきたいと考え、ここ「笑顔を育むサンロード新市街」を学生や

子供たちのエンターテイメントスペース学びの場として提供していきます。

新市街商店街振興組合 事業部長・青年会会長 斉藤 勝利

サンロード新市街
ダンスコンテスト＆キッズ動物ふれあいランド　  　　　　令和４年9月24日（土）
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熊本県まちなかにぎわい回復支援事業
上通一番街商店街振興組合、上通１･２丁目商店街振興組合
上通並木坂えびす祭り　　　　　　　　　

熊本県まちなかにぎわい回復支援事業

　令和4年11月13日（日）に令和2

年7月豪雨からの復興を祈念、後押

ししようと「人吉復興応援大感謝

祭」を熊本県まちなかにぎわい回

復支援事業費補助金を頂き開催し

ました。

　前日の夜は「スカイランタン事業」が開催されましたが、雨

で和紙が濡れて破れてしまい、風船を上げることになってしま

い、皆さん残念がっていました。

　翌日も朝から雨と雷で開催を心配しましたが、準備を始め

ると小雨になり、開会式が始まるころには予報は見事に外れ、

まさかの晴天に恵まれました。

　今回、「第7回人吉よさこい祭り」、「球磨焼酎フェス」、「食

の大集合HITONOWAマーケット」を同時開催する事によ

り、たくさんのお客様にご来場いただきました。今回で7回目

を迎える「人吉よさこい祭り」では、九州各県から30団体のよ

さこいチームが集まり、人吉九日町商店街一帯・青井阿蘇神

社・人吉復興商店街モゾカタウンの3会場を賑わせて頂きま

した。「球磨焼酎フェス」では、球磨焼酎酒造組合様の協力で

球磨焼酎27蔵元の一推し銘柄が集まりました。1杯200円

で多彩な銘柄を堪能できるとして、お客様はさまざまな球磨

焼酎を飲み比べしながら、「HITONOWAマーケット」で地元

の美味しいおつまみを堪能し、楽しい時間を過ごしていただ

けたと思います。

　また、被災した中心市街地の方々もよさこいの若いパワー

をもらい、復興に加速がつくものと思います。

　まだまだ長い道のりですが、少しずつ復興が進む商店街

に、たくさんの人々の笑顔が溢れるイベントを開催出来て大

変感慨深く、嬉しく思います。

　これからも人吉の復興・賑わい作りの為に頑張って参ります

ので、今後ともよろしくお願いいたします。

人吉東九日町商店街（振） 代表理事 岡本 光雄

人吉東九日町商店街振興組合
「人吉復興応援大感謝祭」開催について　  　　　　

えびす祭り実行委員長
上通１･２丁目商店街振興組合 専務理事 森岡 大志

令和４年１０月２２日（土）～２３日（日）

　上通並木坂にはえびす神社があり、秋季例大祭が毎年１０月２０日に行われま

す。それに合わせて並木坂ではえびす祭りを開催しています。

　例年は大祭前にえびす祭りを開催しますが、今年はコロナの状況を考え、１週間

ずらしました。

　台風の影響により藤崎宮秋季例大祭が２３日に延期された関係で日曜日は早朝

に通る藤崎宮のお祭り後になるため多少の懸念がありましたが、におい等もなく結

果的に両日とも天気・気候が良く、とても賑わいました。

　１番街ではステージでジャズや子供たちの音楽が流れ、飲食ブースも近いのでとても雰囲気がよく、お酒も

入り気持ちよくお祭りを楽しまれている方が多かったです。

　１・２丁目では子供向けのブースもあり家族連れが多く楽しまれていました。

　お祭りには組合店以外のお店の出店希望も多く、出店料等の調整もありましたが綜合企画さんによりお店

の配置等も上手に手配してもらい、無事に終わる事ができました。

　大きなイベントは商店街単独でできる事ではないので今後も綜合企画とタッグを組み、よりよいイベントに

成長させたいと思っています。

令和４年11月13日（日）

くまもと県振連だよりタミアス Vol.80 くまもと県振連だよりタミアス Vol.80
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熊本県まちなかにぎわい回復支援事業
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熊本県まちなかにぎわい回復支援事業

　雨が夜更過ぎに雪へと変わられたら堪ったもんじゃないほどにクリスマスと縁遠い世代で構成さ

れる我々本町二丁目商店街振興組合に今年もイルミネーションが灯った。

　今年で3回目になる“本町クリスマスイルミネーション”は、桜十字八代リハビリテーション病院様と

の連携により、毎年多くの来街者にお楽しみいただいている。まちなか回復支援事業を活用させてい

ただいたことで、タペストリーの新調と点灯エリアの拡大も出来、例年以上の賑わいを見せている。

　それらイルミネーションの設置を手伝ってくれたのが、八代高等学校一年生。一昔前【道徳】とい

う授業があったが、今現在は選択授業である【探究】へと名前を変えている。地域の課題やSDGsなど、各々が興味のある諸問題

を文字通り探究するというもの。今回は“市街地の活性化”というジャンルを探究している38名の生徒たちが大活躍してくれた。

　また、彼らの発案により、去る10月29日には“まちなかハロウイン”なるイベントも実施。コロナ渦で様々な制限はあったもの

の、トリックオアトリートや仮装コンテストなどで賑わいを創出してくれた。

　私自身、探究の授業で週2コマ教壇に立っており、すっかり顔なじみになった生徒たちからは随分辛辣な意見が飛んでくるよう

にもなった。それらの多くが非常に的を得ており、今更ながら気付かされる事もしばしば。

お互いが学びながら、今後とも街に新しい風を吹かせていきたい。

まちなか活性化協議会 タウンマネージャー 櫻井 力助

令和４年10月29日（土）令和４年11月25日（金）～12月25日（日）

本町二丁目商店街振興組合
まちなかクリスマスナイト＆まちなかハロウィンwith八代高校

熊本県まちなかにぎわい回復支援事業

　水際対策が緩和され、マチナカを訪れる事が多くなった台湾の人々への接客方法を

学ぶことを目的とした研修会を開催しました。買い物や飲食に訪れる台湾人のニーズを

汲み取った商品・サービス展開やコミュニケーションをとることを目的とし、台湾人講師

とともに、実際の接客場面を再現したケースやロールプレイなどを盛り込み、台湾人の特

徴やタブーなども学びました。90分の研修を、開催間帯を変えて計6回、スタハブくまも

と会議室等で開催し、上通・下通・新市街等の店舗も含め、58名が参加しました。1月に

は中級編として、今回参加された方々からご意見要望を聞いて、より実践に活用してもらえるよう、さらにいい研修会

を2回実施する予定です。

　その他、10月8日には、銀座通りで行われた銀杏祭で、台湾のお茶や観光を紹介するブースを出し、文化交流を

行いました。また、各国語翻訳した銀座通繁栄会のHPを案内するシートを組合店に配布設置しました。

銀座通繁栄会 会長 中島 光司

　今回で11回目をむかえました「くまもと商店街の日」事業ですが、「特賞」として10万

円相当の旅行券を1名様に、また、「加盟商店街賞」として各商店街からご提供いただい

た2万円相当のバラエティ豊かな賞品を26名様にご用意いたしました。

　告知については、10月5日（水）13日（木）18日（火）24日（月）の4回熊日新聞・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での発信も行っていただきました。

　最終的な応募数は、合計9,362名（ハガキでの応募；7,825名、WEBでの応募：

1,537名）で、前年よりも約4,500名減少しました。ハガキの印刷枚数を3割ほど減らした関係でハガキでの応募が

大幅に減少しましたが、QRコードを使ったWEBでの応募はやや増加しております。今回で11回目をむかえた本事

業ですが、来年度はこれまでの成果と課題をふまえて内容のリニューアルも含めて新しい形を検討してまいりたい

と思います。

　最後に、開催にあたりまして賞品をご提供いただい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。

熊本県商店街振興組合連合会 総務委員長 布田 善久

銀座通繁栄会
インバウンド事業（台湾編）  　　　　　　　

熊本県商店街振興組合連合会
第11回 くまもと商店街の日   　　　　　　　　

令和４年10月～令和5年1月

令和４年10月1日（土）～31日（月）
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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〉







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

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。

税理士　末 永　利 憲

末永会計事務所

〒862-0968 熊本市南区馬渡２-１-２３
Tel 096-379-9333　Fax 096-379-4814



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。

くまもと県推進だより　2022 年 6月号タミアス　掲載サイズ 90×90mm

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　 TEL.096-352-0553

〒860-0806 熊本市中央区花畑町1-10 長塀前

TEL096-356-1146

公式HP Instagram

ともに頑張るスタッフ募集！

詳細はこちら

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・銀座通支店
　 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

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・補聴器のことなら
専門店の大宝堂へ

メガネの大宝堂 上通本店
TEL  096-354-2155熊本市中央区上通町 5-6〒860-0845

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

大宝堂 検索 QRコードはこちら



消 費 税 の 令和3年10月１日令和3年10月１日

インボイス制度
登録申請受付開始！！
インボイス制度
登録申請受付開始！！

国税庁

インボイス制度について詳しくお知りになりたい方
は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）
の「インボイス制度特設サイト」
をご覧ください。

インボイス制度に関する一般的なご相談は、
軽減・インボイスコールセンターで受け付け
ております。
【専用ダイヤル】0120 - 205 - 553（無料）
【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く）

令和５年10月 1日から インボイス制度が導入されます。
インボイスを交付する事業者となるには事前に登録申請が必要です！

「e-Taxソフト(WEB版)」、「e-Taxソフト(SP版 )」をご利用
いただくと質問に回答していくことで申請が可能

e-Tax で申請した場合、電子データで登録通知の受領
が可能

登録申請手続は、　　　　　
　　　　　　をご利用ください！！

個人事業者の方はスマートフォンからでも申請できます。
スマートフォンからの申請には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。

事業者の方へ



7000012050002

e-T

e-T

e-Tax
e-Ta
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!

0120 - 205 - 55   
9:00 17:00  )



熊本県まちなかにぎわい回復支援事業

　雨が夜更過ぎに雪へと変わられたら堪ったもんじゃないほどにクリスマスと縁遠い世代で構成さ

れる我々本町二丁目商店街振興組合に今年もイルミネーションが灯った。

　今年で3回目になる“本町クリスマスイルミネーション”は、桜十字八代リハビリテーション病院様と

の連携により、毎年多くの来街者にお楽しみいただいている。まちなか回復支援事業を活用させてい

ただいたことで、タペストリーの新調と点灯エリアの拡大も出来、例年以上の賑わいを見せている。

　それらイルミネーションの設置を手伝ってくれたのが、八代高等学校一年生。一昔前【道徳】とい

う授業があったが、今現在は選択授業である【探究】へと名前を変えている。地域の課題やSDGsなど、各々が興味のある諸問題

を文字通り探究するというもの。今回は“市街地の活性化”というジャンルを探究している38名の生徒たちが大活躍してくれた。

　また、彼らの発案により、去る10月29日には“まちなかハロウイン”なるイベントも実施。コロナ渦で様々な制限はあったもの

の、トリックオアトリートや仮装コンテストなどで賑わいを創出してくれた。

　私自身、探究の授業で週2コマ教壇に立っており、すっかり顔なじみになった生徒たちからは随分辛辣な意見が飛んでくるよう

にもなった。それらの多くが非常に的を得ており、今更ながら気付かされる事もしばしば。

お互いが学びながら、今後とも街に新しい風を吹かせていきたい。

まちなか活性化協議会 タウンマネージャー 櫻井 力助

令和４年10月29日（土）令和４年11月25日（金）～12月25日（日）

本町二丁目商店街振興組合
まちなかクリスマスナイト＆まちなかハロウィンwith八代高校

熊本県まちなかにぎわい回復支援事業

　水際対策が緩和され、マチナカを訪れる事が多くなった台湾の人々への接客方法を

学ぶことを目的とした研修会を開催しました。買い物や飲食に訪れる台湾人のニーズを

汲み取った商品・サービス展開やコミュニケーションをとることを目的とし、台湾人講師

とともに、実際の接客場面を再現したケースやロールプレイなどを盛り込み、台湾人の特

徴やタブーなども学びました。90分の研修を、開催間帯を変えて計6回、スタハブくまも

と会議室等で開催し、上通・下通・新市街等の店舗も含め、58名が参加しました。1月に

は中級編として、今回参加された方々からご意見要望を聞いて、より実践に活用してもらえるよう、さらにいい研修会

を2回実施する予定です。

　その他、10月8日には、銀座通りで行われた銀杏祭で、台湾のお茶や観光を紹介するブースを出し、文化交流を
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熊本県まちなかにぎわい回復支援事業

　2022年10月29日(土)「たまフェス2022～グルメと音楽の祭典～in西部商店街」と

題してリアルイベントを玉名で開催しました。コロナ以降の集客イベントとしてステージ、

グルメ、縁日コーナーを用意し15時～21時まで長時間飲んで見て楽しめる場を創出し

ました。

　当日はスタート前から来場されたりと待ち望んでいたお客様が多く、子供から大人まで

延べ数千人規模のフェスを開催することができ反響の大きさに驚いています。

　今回はタレントに頼らず、商店街メンバーはもちろん近隣の小学生や高校生など去年リモート開催した「クリスタ

ルライブ2021」の出演者を中心に参加してもらい、お客さんの前で歌にダンスその他パフォーマーさんや早飲み

大会・激辛大会などを披露してもらいました。

　今、YouTube「西部商店街ちゃんねる」で商店街の情報を発信していますが、それにちなんだ演者や企画に触れ

ることができるという事にも来場者は楽しんでいるとのことでした。

　このイベントを通して会員さん同士の顔合わせも実現できたのも良かったことだと感じています。今まではコロナ

によりなかなかお店の方同士知らないという方もいて今回のように一つのことを協働してやりがいを感じることで

また日々のモチベーションにも繋がっていくと思います。今回多くの会員さんにお手伝いいただきまた次回を望む

声も多く、開催が終わり1ヶ月ほど経ちますが今だに多くの反響を頂いて毎年・数ヶ月おきにやってほしいなどの要

望もあっています。

　企画立ち上げから開催まで短い期間でしたが、スタッフも商店街メンバーが企画から携わり役割を決め遂行する

ことができました。上からのトップダウン方式ではなく下から作り上げていくボトムアップ方式で進めました。みんな

の意見を聞き、みんなで作り上げていくということで最後まで試行錯誤しましたがその分メンバーの満足度も高く良

いイベントになったのではないかと思います。

　今回の内容もYouTube「西部商店街ちゃんねる」で配信しますのでぜひご覧になられて玉名の応援よろしくお願

いします!

たまフェス2022実行委員長 大西 康裕

西部商店街
たまフェス2022～音楽とグルメの祭典～in西部商店街

熊本県まちなかにぎわい回復支援事業

　新水前寺にぎわせ隊では毎年10月最終週、水まち水前寺にぎわい

祭りを開催します。

　大会コンセプト、【祭りを実行する人、祭りに参加する人、水前寺地

区、三方よしのお祭り】そして【水前寺地区のお宝再発見!】を合言葉に

10年前から開催しております。

　今年はコロナ禍からの3年ぶりの開催ということもあり道路封鎖を行いオープニングパ

レード【出演者189名】から始まり、参加団体30【内ステージ15、パレード4、展示11団体】

水前寺地区飲食店ブース10団体、参加関係者1,500人超の大型開催になりました。

　当日は晴天にも恵まれご来場も15,000人超の過去最多更新しました!チーム水前寺

として新水前寺にぎわせ隊をはじめ関係商店街、水前寺地区高校、水前寺校区自治協議

会、PTA、青少年健全育成協議会等が一つになり水前寺地区の魂を込めた熱いお祭りと

なりました。

　今後も地域一丸となり永年続けていけるお祭りを続けて行きます。ぜひとも来年もご来

場お待ちしております。

実行委員長 吉本 祐之

新水前寺にぎわせ隊
第7回 水まち水前寺にぎわい祭り  　　　　　 令和４年10月30日（日）

YouTube
西部商店街
ちゃんねる

令和４年10月29日（土）
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い熊本県まちなかにぎわい回復支援事業

　第14回となります“肥後のつりてまり”が、今年は4

日間に亘って下通新天街にて開催されました。本催事

の目的は、肥後てまり文化の継承と櫓展示の2つに分

類されますが、てまり制作はコロナ禍のため2年間中

止。よって櫓展示も2年間中止させて頂きました。

　社会が、コロナと経済の両立だと認識されて3年目。

4日間のてまりワークショップは密を避けるため積極的な募集をせず、ごく少数の組

合員で新柄カトレアを制作し続けました。そして例年協力して頂ける株式会社

SYSKENさんと共に、今年は42個の肥後てまりを完成させました。累計は3,473

個。竹櫓も老朽化のため、すべて木櫓に変え装いを一変させました。会場設営から警

備員、撤収にいたるまで、新規に採用した代理店が一元管理し、目指す!“郷土の催

事へ”と射程距離に入ってきました。

　コロナの収束を見据えつつ、将来、観光客が再び来熊される暁には、肥後のつりて

まりも、さらに立派に仕上がるよう、これからも頑張って参ります。

下通新天街商店街振興組合 理事長 木下 修

下通新天街商店街振興組合
第14回 肥後のつりてまり　  　　　　　　　 令和４年11月3日（木･祝）～6日（日）

　11月15日より来年2月中旬まで、にぎわいづくりの

一環として、下通新天街にイルミネーションを設置い

たしました。このイルミネーションは、アーケードを支え

る柱にワイヤーをかけ、それを支えにして電飾や飾り

物、スポット照明、ミラーボールなどを吊り下げる形で

設置しております。

　ここ数年形を変えながら、実施をしていますが、今年は展示の場所を2カ所に増や

し、デザインも大きく変えたもの、光を反射する布や新しいドロップライトをイルミ

ネーションとして吊り下げております。今後、通行者の反応を見ながら、このイルミ

ネーションも今後はっきりとしたテーマ性（クリスマス等）を持たせたりとか、よりアー

ティスティックにしたりとか、時代に合わせた進化をさせていくことができればと思っ

ております。

　アーケード内なので、夜でも明るいのがイルミネーションを目立たせるうえで大き

な問題となるのですが、町の賑わいの一環になってくれれば幸いです。

下通新天街商店街振興組合 事業部長 牧野 伸宣

下通新天街イルミネーション

て
み

せ

っ

っ

！

KATLUANG 上乃裏店
タイ料理×中華料理紹介

店舗

★次号は牛深商店街振興組合 井上 卓さんが紹介します。

な
紹介者
上通１・２丁目商店街振興組合  河島 康之

住　　所：熊本市中央区城東町5-42 パレイシャル生駒1 1F C号
電話番号：096-288-1688
営業時間：月、火、木～日、祝日、祝前日
　　　　　11:30～14:30 ／ 17:30～22:30 
定 休 日：水曜日

今回のお店こ かれ ばよ い！こ かれ ばよ い！

八代市本町２丁目4-1
◆電話番号／0965-31-5160
◆営業時間／11：30～15：00、17：00～22：00
　　　　　　（居酒屋がメインです） 
◆定 休 日／不定休

うさぎとねずみ

上通並木坂にあるタイ料理を中心とした
美味しいものをいただけます。ランチで3種
類選べるなかでガパオを注文しました。前
菜とグリーンカレー、スープもついてグリー
ンカレーとガパオを混ぜて、ご飯と共に食
べると格別です。

ランチメニューのオムライスとスープ
（ドリンク付き 780円）

メニュー1

メニュー2居酒屋メニューの串盛り

★次号は健軍商店街振興組合 出田 陽介さんが紹介します。

津和古 安男店主

令和４年11月15日（火）～令和5年2月12日（日）

くまもと県振連だよりタミアス Vol.80 くまもと県振連だよりタミアス Vol.80
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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/

新住所 【令和4年9月5日（月） 移転】

「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。

●山鹿視察に参加して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
●サンロード新市街 ダンスコンテスト＆キッズ動物ふれあいランド・・・2
●上通並木坂えびす祭り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
●人吉復興応援大感謝祭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
●まちなかクリスマスナイト＆まちなかハロウィンwith八代高校・・・5
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●第7回 水まち水前寺にぎわい祭り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
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プレミアム付商品券を
販売しました!!

熊本市駕町通り商店街振興組合
事務所移転のお知らせ

〒860-0807
熊本市中央区下通1-6-15 ドラゴンビル2F
電話 096-351-0965
FAX 096-342-8700
理事長  荒木 一之 ／ 事務局長  林 健一（写真）

熊本市駕町通り商店街振興組合
◎販売期間　令和４年１０月１日（土）～令和４年１０月２日（日）
◎利用期間　令和４年１０月１日（土）～令和４年１２月３１日（土）

上通商栄会
◎販売期間　令和４年9月17日(土)・18日(日)・24日(土）・25日(日)
　　　　　　　　　  10月1日(土)・2日(日)
◎利用期間　令和４年9月17日（土）～令和5年1月31日（火）

下通繁栄会
◎販売期間　令和４年10月2２日（土）～10月24日（月）
◎利用期間　令和４年10月22日（土）～令和5年1月31日（火）

発行


