『おっちゃんとおばちゃん』創刊にあたり
せんべい

いつだったか、毎日煎餅を焼き続ける、
才を過ぎた男性に出会ったことがあります。

わたし着物、はじめました。
古ぼけた小さなその店で、数枚の煎餅を買い、
車に戻った私のもとへ、彼は袋を下げて必死で走ってきました。
「これ、また違う味や。食べてみて !」
。
年以上でした。

息を切らし、顔を真っ赤にして、笑顔でそう言う彼は、
その仕事を続けて
まるで、昨年オープンした店のように、
フレッシュな感覚と熱い思いを持ち続けるその姿に、
社会人として、敬意を払わずにいられませんでした。
「 歳を過ぎても毎日仕事が楽しい」
。
そんな風に思えたら、どんなにいいだろう。
自分自身が年齢を重ねたとき、
素敵な「おっちゃんとおばちゃん」たちと
同じ気持ちで働けたら、幸せだと思ったのです。

月給が高いか ?

それなら、続ける価値のある仕事ってなんだろう。
親が喜ぶか ?

ブラックじゃないか ? （ブラックとはなにか、はさておき）
いろんな仕事選びの基準があっていいのではないでしょうか。
普段あまりスポットライトの当たることのない
「おっちゃんとおばちゃん」たちの仕事観を、
いま仕事を探している人に伝えたいと思いました。
仕事の選択肢のなかに
「おっちゃんとおばちゃん」的モノサシを
加えていただけたら、この上なく幸せです。
円城新子

まぶ

あっという間に過ぎて行く

年間。

桜咲く清水坂、陽射しが眩しい鴨川沿い、
そして紅葉の嵐山……。
友人たちと、何度も訪れたけれど
まだまだ「京都」を満喫できていない。

花街で、時折り見かける舞妓さん。
すれ違うとき、ふんわりと和装のいい香りがして
ひと時、ぼうっと見惚れてしまった。
この雰囲気が、なんとも「京都」っぽい。

かばん修理職人

Coming
Soon!

凛華

［やり手のものづくり］
Dar i K 株式会社 吉野慶一さんの
インドネシア産のカカオ豆で作ったチョコレート。

京 都 着 物レンタル

あこがれのこの街で、
私も着物、はじめてみようかな。
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［ 協 力 ］京 都 商 工 会 議 所

「この仕事、誰にも譲りたくない。まだまだ
時間が足りない」。
かばん職人、植村美千男さんは工房内を動
き回る。片時たりとも手を休めることがない。
植村さんに出会うまで、平均寿命を越える
ほどに年を重ねたら、人間はもっと自分自身
の仕事に満足できるのだと思っていた。年齢に
〝ふさわしく〟、
「このままでいい」と自己肯定
に向かうことができるのだと思っていた。

04
interviewer=Editorial Staffs writer=Rena Kure photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

05

まったくもって、植村さんは違う。こんな熱
意と向上心のある 代を見たことがない。
80

数十年後の私へ
F IL E N O. 00 1

かばん修理職人

植 村 美 千 男 さん
81歳

工の一大産地で、戦後まで柳行李の生

一角にある。豊岡は江戸時代には柳細

﹁かばんストリート﹂なるアーケードの

接着剤は化学、持ち手は木工。いろん

い糸は紡績、生地は繊維、チャックや

を見てごらんなさい。金具は鉄鋼、縫

﹁ほら、あなたが今使っているかばん

という職業のもつ総合性だ。

植村さんが魅かれたのは、かばん職人

から天候に左右されない。それ以上に

で修理できる。戸外での仕事ではない

のはありません﹂。

日使うかばんほど、その性能が出るも

り接着剤が剥がれたら意味がない。毎

す。数値がよくても、縫い糸が切れた

ら、使ってみてくれって頼まれるんで

久性と実際に使ってみた結果は違うか

﹁糸でも接着剤でも、機械で測った耐

者が試作品のチェック依頼に訪れる。

ーカーや合成樹脂メーカーの開発担当

生 業を 肯 定する 親を 信じて

産で栄えた。洋装が盛んになるにつれ

な技術が合わさっているでしょう。そ

やなぎこ う り

植村さんの工房は、兵庫県豊岡市内、

﹁旅のおとも﹂はかばんに移行する。

そうして植村さんはより優れた最先

が自分自身の生業をいいって言うんだ

はあらへんで﹄って言うんですよ。親
さや耐久性、ひいては使いやすさを生

つのかばんで統合する。総合的に、軽

細分化・専門化が進んだ技術を、一

植村さんは旅行用を得意とする。 代

かばんにはいろいろな種類があるが、

か ば んから 人 間 が 見 え る

どんよく

端の素材を、貪欲に取り入れていく。

へ、移行期の職人だった。

から、それ以上信頼できることはあり
性を知っている必要がある。

み出していくには、すべての素材の特

﹁親父がね﹃かばん職人ほどええ仕事

しました﹂。
植村さんの店には、大手化学繊維メ

ますか。僕もかばん職人になることに
自分で売ったものは責任もって自分

のときに作ったのが、フルブライト奨
学生がアメリカに持っていくためのト

上に、職業に応じたかばんがあります。

中学校のスクールバッグ。その延長線

稚園のかばん、小学校のランドセル、

くんです。おむつ入れに始まって、幼

﹁かばんはね、人間と一緒に育ってい

なくなってしまう部分が、よく見えた。

お店の人の反応はダイレクトで、怖い

き返されるし、値段の交渉もされる。

﹁いいときはいいけど、悪いときは突

いるかどうかで判断できる。

たか褒められたかではなく、買い手が

そうして仕事を積み重ね、 代のとき、

は向いていたんでしょうね﹂。

全部自分で引き受けるほうが、自分に

くらいでした。でも組織で働くと見え
せんよ﹂。

パソコンを入れたり、往診に使ったり。

自分の仕事の成果が、上司に怒られ

判がよければその数が増えていく﹂
。

確だと、
数十年もすれば狂ってしま

れ﹄と言われました﹂。

はすべてのオーソリティ︵ 権 威 ︶
であ

すべての

れがかばんなんです。父に﹃かばん屋

化 学 、木 工 。

植村さんの父親は柳行李からかばん

ランクだ。ラインの入ったデザインは

レトロでかっこいい。
「仕事が不正

にばかりもっていきました。最初はお

ダーメイドのいいものを置く、高級店

﹁東京・新橋の三洋堂のように、オー

京や大阪のかばん店に行商に行った。

意味で集大成でもあった。

は植村さんにとって誇りであり、ある

ータブルケースを任された。この仕事

東京に搬送される聖火輸送用の専用ポ

東京オリンピックのときにアテネから

作ったトランクを風呂敷に包んで、東

植村さんは ～ 代にかけて、自分が

30

かばんほど人間が見える道具はありま

今見てもモダンだ。

植村さんが20代で作ったトランクは

30

20

試しで つぐらい置いてもらって、評

1

06
07

オ ー ソリテ ィ（ 権 威 ）で あ れ
小さな工房では、
つねになにか機械や道具が動く音がしている。修理に使う道具や金具が出番を待っている。

20
います。こいつらは合格ですね」
。

鉄 鋼 、紡 績 、繊 維 、

Occhan's early Days

植 村美千男さんの

あの頃

﹁営業も製造も自分ですることで、お
﹁日本じゃ直せないから本国で、って

列をなしている。
海外の安価な量産品が増えるにつれ

してませんよ﹂。

客さんが買ってさえくれれば、仕事が

イタリア、ドイツ、フランスに か月、
﹁どんなに業界が傾いても、

たら 軒は残る。きちんとした技術が
れば、また業界を引っ張っていける﹂。

あれば大丈夫です。元気のいい店があ

けんろう

はわかる。ヨーロッパのかばんは値段

てよかったと、植村さんは振り返る。

けれども、若いうちに本場を見ておい

クを、自分で思いついて作ってみたんで

﹁ 代の頃、キャスターがついたトラン

上げた。

つて手がけたトランクをひょいと持ち

当時は ドル180円。物価は高い

ばん修理に移行していく。
﹁命がけのつもりでやりさえすれば、道

す。トランク、今置いても歪んでない

ひら

﹁かばんを作れなかったら仕組みがわ

は拓けますよ。一生懸命やるのは楽し
ゆが

からないから、修理もできません﹂。
いものです。その姿勢は今も昔も変わ

植村さんの工房には名だたる有名海
外ブランドのかばんが、修理を待って

学生時代はね、好きなことを
していました。僕は思い切り、
野球とスキーにのめり込みまし
た。学生なんだもん、それでい
いんだと思いますよ。
高校卒業後は、ものすごく勉
強ができるわけでもなかったか
ら、大学に進学するのがアホら
しくなって、行きませんでした。
実業家になるにせよ、大学で学

豊岡市中央町17-13

べることがすべてとは限らない。
実家が兼業農家で、父がかばん
職人をしていたから、特に反対
もしませんでした。今の若い人
はそうはいかないのかもしれな
いけどね。
写真は、矢印がついているの
が僕です。僕たちの作ったかば
んが東京オリンピックの聖火運
搬用に採用されたときのものだ
よ。懐かしいね。
なにかを学ぶとき、いい師匠
に出会えるかどうかは一つの鍵
だね。僕はいい先輩に恵まれた
のがよかった。
学ぶっていっても、難しい話
じゃない。人の話を聞くだけの
耳学問でいいんだ。旅行に行っ
てもなにを見ても、学ぶ気持ち

職人 植村美千男のかばん修理工房

ね。ハハ、よかった﹂。

きっぱり言い切って、植村さんはか

が高いけれど堅牢で、技術も高い﹂。

工房にも行ったから、彼らのやりかた

心配はなかったのだろうか。

村さんは、そういった世の中の趨勢に

よりもちょっとでも劣っている﹄と自
勉強に行きました。ルイ・ヴィトンの

軒残る

分で感じるかばんは売らない、です﹂。

軒 あ った ら

後年、オーダーメイドよりも量産品

10

1

らない。だって楽しくなければ、仕事、

が普及するようになり、植村さんはか

軒あっ

て、国内のかばん生産量は減少した。植

息子に譲って、
小さい機械だけを持ってきました」
。

いったら、修理だけなのにすごい金額

皮の抜き型プレスは昭和57年の日本製。植村さんが40代の

になるでしょう? 僕は 代のときに

ときに購入した。
「以前は大きい工場を持っていたんだけど

回っていくことが体感できた。判断基

楽 しくな け れ ば
準は、利益を乗せすぎない、
﹃他の商品

仕 事 、し てま せ ん よ
1

20

08
09

1

30

さえあれば、自然と目に飛び込
んでくると思う。

TEL0796-24-1318／9:30～19:00／不定休

1
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人 材 募 集
Recruitment

トヨタカローラ京都株式会社

1

本社：京都市中京区西ノ京南大炊御門町1-1
TEL：075-463-1111（受付時間 9:30〜17:50）
http://www.corolla-kyoto.com
従業員数：約400名

設立：1961年4月

主な事業内容：トヨタ車の新車販売、リース、中古車販売、
自動車整備、保険代理業、au 代理業

1／技術職を中心にしたチームで、
燃費効率を競う
エコカーレースに販売店ごとに参戦する。世界最

2

高品質のトヨタ車を扱うプロ集団の誇りがある。
2／上堀川店オープン50周年を記念し、
スタッフ一
丸となって作成した、
オリジナルの地域紹介冊子。

自然体で働ける
のが魅力です！

10年後のお付き合いのために
今、なにができるかを考える。
INFORMATION

4

3

正社員募集
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。

2016年
3月 大学
卒業見込

第2新卒
以上
歓迎

専門学校
卒業生
歓迎

営業職
（カーライフアドバイザー）
【内容】
トヨタ車の購入を提案し、販売する仕事です。子どもたちに車
の知識や魅力を伝える活動など、お客様と信頼関係を結ぶことにつ
ながる取組み全般に携わります。

3／名車にちなんだフレグランス。 4／夏祭りで
は、近くの小学校の有志が和太鼓を披露。地域に
密着したイベントとして定着している。

亀岡での収穫体験イベント
「畑。
」
は、
「京つけもの もり」
とのコラボレーション。

【応募資格】2016年3月に大学を卒業見込の方（全学部全学科）
【給与】
月給211,300円
（2015年4月大卒初任給実績）

カーディーラーの営業は販売ノルマ

が厳しいイメージがある。しかし、ト

ヨタカローラ京都の社員にノルマはな

い。あるのは目標だけだ。なぜ売り上

幹部社員はこう話す。

げ達成のノルマを設定しないのだろう

か?

「経験上、どうすれば車が売れるかを考

年後のユーザーさんとお付き

10

えてもうまくいかないことがわかりま

した。

合いし続けるために今何ができるかを

考えることのほうが、ずっと大事で、

設定したのが「あらゆる世代のお客

最終的には近道だと気づいたのです」。

様に満足していただき、信頼関係を築

く」という共通目標だ。地域に親しま

れる存在であろうと、ショールームを

会場に夏祭りなどのイベントを開催し

ている。また、野菜の収穫体験イベン

トを主催したり、名車にちなんだフレ

グランスを開発したりと、従来のカー

ディーラーの範囲を超えた活動に、積

年目

17

極的に取り組んでいる。

また の

亀岡店で営業を担当する入社

「いろいろと
の俣野良樹さんに聞くと、

準備もあって大変ですが、イベントの

日は仕事を忘れて、子どもたちと一緒

にはしゃいでいます（笑）
。半分仕事で

やってますじゃなくて、純粋に楽しむ

ことで、地域の方々も私たちのことや

ショールームを身近に感じていただけ

ると思うんです」
。

車の魅力とは、路線と時間から外れ

interviewer=Editorial Staffs head writer=Akito Shinomoto

ることのない鉄道と異なり、いつでも

11

recruit@corolla-kyoto.com

どこでも、会いたい人に会いにいける

☎075-461-9191

点にある。車はコミュニケーションツ

【連絡先】
まずはいちど電話かメールでご連絡ください。

ールの一つであり、人と人のつながり

【歓迎】車好きな人、コミュニケーション能力のある人材

を作る道具なのだ。俣野さんも若い人

のレベルアップを目指します。
【応募資格】
自動車整備士有資格者

材にこんな期待を寄せる。

まで。トヨタ自動車の整備コンクールへの参加などを通じて、技術力

「今の時代に合った訴え方で、車離れ

自動車整備士（サービスメカニック）
【内容】
新車や中古車の整備や車検・メンテナンス・アフターフォロー

世代の若者に向けて、車のよさが伝わ

組める人

る取り組みにどんどんトライしてほし

【歓迎】
お客様との末永いお付き合いのために、地道に粘り強く取り

いですね。失敗してもかまいません」。

【その他待遇】社会保険完備・諸手当・マイカー購入制度

目の前の結果よりも、徹底して未来

【休日】
毎週水曜と第1火曜を含む月7日以上

志向の企業である。

【勤務地】京都府下の各店舗

ノルマは あ り ません 。
でも 、目 標は あ り ま す ！

JOB

10

やり手の
ものづくり
「自分の頭で考えている」
、
「時代の先を見据えている」
。
そんな人を編集部では

月にパリで開催される

世界最高の舞台に出品
毎年

チョコレートの祭典﹁サロン・
デュ・ショコラ﹂はチョコレー
ト界のワールドカップだ。世界
のショコラティエ︵チョコレート
1995年にフランスで始ま

職人︶
が腕を競い合う。

って以降、世界各都市で同名の
月に

イベントが展開されている。日
本ではバレンタイン前の

リ

ケー

ンドネシア産のカカオ豆で作っ

吉野さんが出品するのは、イ

、
﹁アジアについて勉強したい﹂

ITインフラの設備に驚いた。

の選択肢が浮かぶ。

はなくなった。吉野さんに起業

ョックが起きて、転職どころで

きの2008年にリーマン・シ

大学院に入学し、研究者志望

やるなら外部環境に左右されな

で利益が吹っ飛ぶ会社が多い。

﹁日本のメーカーは、為替次第

インドネシア産のカカオ豆の

ではない自分を確認する。そこ

貫課程に入学する。

どこが﹁やり手のものづくり﹂

ライフワークはバックパック

済学部に入学する。

私立高校を卒業後、慶応大学経

なる寸前まで追い込まれた。ち

よる高度な授業が厳しく、鬱に

オックスフォードでは英語に

証券会社に就職、そして起業

﹁インドネシアってカカオ豆の

の世界地図が目に留まる。

カフェに貼られていたカカオ豆

さん。あるとき、旅先の韓国で

クパック旅行を続けていた吉野

ード大学へ留学する。

旅行。バイトでお金を貯めては

ょうど帰国後の就職を視野に入

生産量が世界第 位なんです。

がる』
ほうが最終的に競争力がある商品が生まれると考えます」
。

お客様相談室に電話をかけて聞

大手チョコレートメーカーの
吉野さんはモ社へ入社する。

いても、答えがわからない。そ

うつ

旅に出る。これまで か国以上

れ始めた頃だった。かつてイン

同じアジアなのに、日本にはほ

年のときにシンガポー

を回った。

ターン研修で訪れた外資系金融
大学

ではありません。
『がんばって質のいいカカオを生産すれば収入が上

2
勤務初日から徹夜。 日 時間

を誘う連絡が入る。

? と疑問に思ったんです﹂。

就職後も隙を見つけてはバッ

カカオ豆が輸入されない理由

いビジネスと考えていました﹂。
年間イギリスのオックスフォ

で︵飛び級で︶修士課程を卒業し、

1981年生まれの吉野さん

うまでを紹介していきたい。

なのか? 吉野さんが豆に出会

旅と留学でグローバル感覚を

そう考えた吉野さんは京都大学

香港への転職を考え始めたと

年パリに招聘された理由は、カ

しょうへ い

ラティエではない吉野さんが今

ンド、Dari Kだ。ショコ

ダ

するのが、吉野慶一さんのブラ

デュ・ショコラ﹂に京都から出品

2015年、パリの﹁サロン・

始地のパリだ。

容は否めない。しかし本場は、創

百貨店主導で開かれ、性格の変

1

のアジア経済を学ぶ修士博士一

の減少に悩む国だが政策が違う。

▼現地の農家に技術指導する
「行動力」

たチョコレートだ。

カオ豆の違いにある。

▼世界のビジネスのなかで
自分を位置づける「俯瞰力」

とんど輸入されていない。なぜ

できたら買い取るという方法をとる。
「フェアトレードの仕組みは万能

「やり手」と定義します。

インドネシア産の
カカオ豆で作ったチョコレート。

▼アジアのカカオ豆が日本にない
ことに疑問をもつ「着眼力」

10

機関、モルガン・スタンレー証

1／インドネシアから届いたカカオ豆。 2・3／吉野さんはインドネシ

“ものづくり”の切り口から、

吉野慶一さんの

やり手の力
から入社
券株式会社︵以降モ社︶

は栃木県出身、日大付属系列の

1

労働も珍しくない、噂以上のハ

でカカオ豆農家を教えてと呼び

こで吉野さんはフェイスブック
かけ、インドネシアに飛び立つ。
りする株を見分けるために自分

は生産しているものの、他国の

が、インドネシアではカカオ豆

現地調査を重ねてわかったの

で企業を分析、数字から現状を

ない事実だった。カカオ豆は発

ように発酵の技術が知られてい

香りが引き出される。その工程

酵により、チョコレート独特の

見抜く目を磨いた。同時に世界

ろの少なさに起因する。

事実を痛感。日本企業ののびし

の投資家は、日本を見ていない

ピードウェル社に転職。値上が

半年後、ヘッジファンドのス

ードワークと競争社会だった。

20

50

ルへ留学。日本と同じ労働人口

アで、現地指導を重ねた。質のよい豆の作り方を教えて、
良質な豆が

12
interviewer=Editorial Staffs writer=Rena Kure photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ] , Keiichi Yoshino ( p13 )

13

1

4

やり手の思考回路に迫ります。

Yarite File.1
Dari K 株式会社

チョコレートを溶かすところから始めるものが一般的だが、Dari K
はカカオ豆から作りはじめるため、
独自性が高い。

吉野慶一さん（34）

学校、慶応義塾大学経済学部、京都大学大学院、
レー証券株式会社（現モルガン・スタンレー MUFG

の存在を知らず、省かれていた
ン・デュ・ショコラだ。

の2015年、フランスのサロ
吉野さんはインドネシアのカ

ため、インドネシア産の豆は質
が低かった。結果、日本に輸入
カオ豆農家のあいだではちょっ
程を教えてくれて、商品の価値

とした有名人だ。発酵という工

されていなかったのだ。
吉野さんはインドネシアの農

を上げてくれたと、インドネシ

家の人々に発酵を教えることか

アの人からの感謝は尽きない。

ら始めた。 か月後、吉野さん
の予想通り、酸味と苦味のバラ
吉野さんはフェアトレードや
社会起業の枠組みでとらえられ

ンスのとれた香り高いカカオ豆
が生産できるようになった。
﹁Dari Kはいい材料を手

に入れるための手段です。品質

るのは、違和感があると話す。

ア産のカカオ豆をもとに、チョ
の高い豆が高く評価されて、イ

6 0 0 ㎏の カ カ オ 豆を イ ン

コレートの製造販売を手掛ける
ンドネシアの方々の幸せにつな

ドネシアから輸入。インドネシ

﹁Dari K﹂を立ち上げた。

がる。インドネシアを救うため
に始めたのではありません﹂。
遠いアフリカよりも、産地は

ビジネスと産地の人々の幸せ
﹁インドネシアのカカオ豆は品
近いほうが有利だ。インドネシ

ふっ

11:00～18:00／火曜休

質が悪い﹂というイメージを払

TEL075-803-6456

ア産のカカオ豆が、同じアジア

492-22

颯爽

！

気 持 ちいい！

新 緑 を 走 るのは

時 間も 長いです

パソコン前の

京都市東山区下河原通八坂鳥居前下 る 清井町

しょく

気 合いが入るなあ

手で 切 るので

いかがですか？

このモデルは

10:00～19:00／火曜休

拭するには、世界の舞台で評価

TEL075-803-6456

の日本を席巻する日を、吉野さ

京都市中京区今新在家西町22
（三条会商店街内）

んは楽しみにしている。

【本店】

こで、満を持して臨むのが、こ

年。大学

www.dari-k.com

されるのがいちばんの近道だ。そ

いねいに接客されて『この店は

してビゴーレに訪れました。て

ル競技をしていたときに、客と

「マウンテンバイクのダウンヒ

したオリジナル設計で知られる。

都のビゴーレは、乗り味を重視

サイクリストのあいだで、京

熱い会社には必ず、熱い社員がいる。
「幸せな仕事との出会い方」、ご紹介します。

チョコレート製造・販売
Dari K 株式会社
代表取締役

ワ カ テ の こゝ ろ 意 気

4／インドネシア産のカカオ豆を使って、
さまざまな商品を開発して

長いフリ
ー
タ
ー
生活の末
︑
オーダー
メイドの
自転車屋
に
腰
を
据えた︒
﹁好
き
な
こ
とじゃな
いと
仕事
に
で
き
なかった
﹂
自転車を
愛
す
る
男は話す
︒
普通の自転車屋じゃない』と思
い、働きたいと思いました」
。
法学部を中退、フリーター生
活が長かった林さん。自転車が
好きで、
「乗りながらお金がもら
えるなんて最高」と、メッセン
ジャーをしていた時期もある。
「親には『好きなことは仕事にで
きないよ』と言われましたが、
僕は好きなことじゃないと仕事

ビゴーレで働いて

の友達は会社勤めをしているが、
人は人。焦りも後悔もない。
「趣味も仕事も自転車。趣味で
乗った経験が仕事に活きるし、
その逆も然り。相乗効果です」
。
大企業にはできない、きめの

ネット関連はもっぱら林さんの担当だ。
不定休

趣味も仕事も自転車だが、
オンとオフは分けている。
土・日10:30〜19:30

ダリケー

こまやかな仕事ができるのが中

火〜金13:00～19:30

輸入から製造販売まで一貫して手掛ける。

小企業の魅力だ。お客さんにジ

TEL075-791-6158

社（投資顧問・ヘッジファンド）アナリストなどを経

ャストフィットする自転車を納

京都市左京区岩倉四ノ坪町55

て、2011年 Dari K 株式会社を設立。チョコレートの

車する瞬間、やりがいを感じる。

ビゴーレ

【祇園あきしの店】

店 長 片岡 聖 登さん

自転車歴が長いお客様には教えてもらうことが多い。
パーツの細部は手でていねいに仕上げていく。

証券）投資銀行アナリスト、スピードウェル株式会

にできなかったんです」
。

お客さん

3

にし
ーレが 大 事
林くんはビゴ
てく
え
支
、
し
理解
ていることを
。自
す
で
フ
ッ
タ
ス
れ る心 強 い
のよ
、水を得た魚
転 車に乗ると
ぽ
っ
黒
ンと同じ、
う。ファッショ
。
よ
す
ま
乗ってい
い自転 車に

オックスフォード大学大学院卒業。モルガン・スタン

林 聖 一 さん（ 3 9 ）

14
interviewer=Editorial Staffs writer=Rena Kure photographer=Kaori Tsukasaki [ MOSS GREEN STUDIO ]

15

10

林 さん の 仕 事 ぶり
上 司 さん からひと 言！

よしの・けいいち／栃木県出身。佐野日本大学高等

株式会社ビゴーレ

いる。 5／ Dari Kのチョコレート製作キット。板になった製菓用の

http://vigore.co.jp/

人 材 募 集
recruitment

カネヨシ商事株式会社
本社：京都市山科区西野山百々町40-3
TEL：075-595-0039（受付時間 平日9:00〜17:30）
http://www.kaneyoshi-syoji.co.jp/
従業員数：約150名

設立：1975年12月

東京・大阪の展示会でも大好評だ。

主な事業内容：レンタルリプレイスメント事業（定期訪問し、
お店の方に代わって清掃、点検、補修等を行う）
・コンシュー
マー事業（清掃用品など必要なクレンリネスを提案、お届け
する）
・ペーパーおしぼり事業（自社工場で一貫生産された、
衛生的で高品質な使い捨ておしぼりをお届けする）

例えば食べ歩きが好きな人。
新しい商業施設にすぐ行ってみる人に向いてます。
飲食店におしぼりとマット、清掃用

品を届ける。カネヨシ商事の仕事はそ

んなルーチンワークだけではない。富

裕層を顧客とする三ツ星レストランや

ホテルの店舗が消費者に提供したいの

は、
〝五感に訴えるおもてなし〟。そこ

に貢献するのが仕事なのだ。

たとえばおしぼりは「白」が従来の

常識。
「でもお客様が最初に手にするお

もてなしは、もっとおしゃれで愛らし

くてもよいのでは ?」と考え、花柄が

プリントされたおしぼりを業界初で開

発。特許商品であるこのオリジナルお

しぼりは日本全国で採用されている。

カネヨシ商事の高い成長率は、サー

ビスの新規性と商品の優位性による。

また、接客業にとって清潔感はおもて

なしの根幹だ。例えば新規の営業マン

は「このお店、ここが美しくなれば、

もっといい店になる」と、第三者の目

で飲食店の改善案を店に提案する。だ

から「普段から新しい商業施設をよく

まわる」
「キレイ好き」
、そんな感性の

持ち主が歓迎される。そのお店が改善

宮川社長が知りたいのは、営業獲得

すべき点に気づけるからだ。

件 数 で は な く、
「お客様が買わない理

由」
。そこにこそ会社がステップアップ

するヒントがあり、真摯にそれをリサ

ーチする真面目さが求められる。

店を清潔にしてドレスアップを手伝

う。そこには流行店や商業施設を裏か

ら支えるおもしろさがある。それを実

感できるのがカネヨシ商事の仕事だ。

業界初、
柄がプリントされたおしぼり。
清掃用品も取り扱う。

レ ス ト ラ ン や ホ テ ル 、バ ー 。
お店をドレスアップする
仕事です。

おしぼりと統一感のあるマット。

店をマットで
「飾る」
のが新発想。

介護施設でも導入が進む。

JOB
2016年3月
大学卒業見込
第2新卒以上
歓迎
専門学校
卒業生歓迎

17

INFORMATION

正社員募集
ルートセールスドライバー
【内容】
おしぼり、マット、その他リプレイスメント商品を顧客
（飲食店やホテル・レストラン・商業施設・病院その他）に提
供するルートセールスドライバー。店舗がよりよくなるための
改善を提案する仕事もしてもらいます。
【応募資格】車での配達になるので普通免許が必要です。3
月卒業見込みの方は、内定後に取得してもかまいません。
【給与】
初任給は22万円から始まります。

interviewer=Editorial Staffs head writer=Akito Shinomoto

消臭・香りでトイレの快適を提案。

『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。
【勤務地】
京都・滋賀・大阪
【募集年齢】
30歳以下の方であれば、誰でも応募資格があり
ます。
【休日】
日曜祝日は休み。月1回土曜日出勤があります。
【その他待遇】社会保険完備・育児休暇有・通勤手当有（勤
務地によって自家用車通勤可）
。
【歓迎】
素直で明るい性格の人。清潔な空間が好きな人。
【連絡先】
まずはいちどお電話ください。☎075-595-0039

16

人 材 募 集

秀和株式会社

の

こ

う

じ

でブランドの価値を守る。そのために

や

がま口の「ＡＹＡＮＯＫＯＪＩ」を
う

秀和は、自分たちの手で顧客に届ける

そ

べく、ネット販売だけでなく実店舗を

舗を増やす予定だ。ものづくりの会社

う

ご 存 じ だ ろ う か。
「 Ｓ Ｏ Ｕ・ Ｓ Ｏ Ｕ 」

心に、国内外でファンが増えている。
である秀和が販売まで手掛けるのは、

しゅう わ

「ものづくり中心主義」であるがゆえな

「自分たちは、ものづくりがルーツの会
社なんです。売れる値段ありきではな
く、あくまで『ものづくり中心主義』
。
ここに、小売業から始まった企業との

指針はエルメス。
社員こそ会社の原動力
「職人の手仕事によって生み出される

を置いた伝統産業的ものづくりだけで

成度を追求し、価格に反映させること

のづくりをする職人を大事にしていき

す。秀和もエルメスと同じように、も

このポリシーは、技術の伝承に重き

付加価値
（＝品質）
で勝負する」。

はないという意思の表れでもある。
たいのです」
。

ける仕組みを作らないと」
。
奥社長は「高品質かつ売れる商品」
を生み出すために、商品の企画開発か
ら製造、販売、アフターフォローまで

奥社長が東京をはじめ他都市に出店

商品のクオリティを高めるため、デ

「
『 Ａ Ｙ Ａ Ｎ Ｏ Ｋ Ｏ Ｊ Ｉ 』 を『 京 都 の

ではない。攻めの姿勢の表れでもある。

Ｉ」のブランドを大事に守るためだけ

を 決 め た 理 由 は、
「ＡＹＡＮＯＫＯＪ

ザインや手作り品特有の優れた使い心

と声を聴くことで、世界基準で戦える

地、耐用性といった面で、職人から販

ブランドに成長させていきたいです」
。

みやげもん』にするつもりはありませ

この秀和の経営方針のモデルは、フラ

売員までが意見を寄せ合う。つまり、

ンスのファッションブランド・エルメ

実際、売り場に寄せられた声に応え

ん。世界有数の感度の高い買い手が集

スだ。
「時代の求めに応じて、エルメス

て新商品が生まれることも多い。近い

社員一人一人がブランドを成長させる

のものづくりも変遷しましたが、いつ

将来の海外進出を視野に入れた秀和。

まる東京に出店し、お客様の生の反応

の時代も職人が培った技術を生かせる

器と伸びしろの大きさを感じる企業だ。

会社として職人を大事にしていた証で

製品しか作っていません。一貫して、

原動力となっているのだ。

一貫して行う体制を築いた。

「京都のみやげもん」
ではなく、
世界基準のブランドに

「一人ひとりのお客さまの声に耳を傾

手間とお金をかけ、とことんまで完

決定的な違いがあります」
。

のだ。

株式会社の奥敏郎社長は、こう話す。

そ

や「一澤信三郎帆布」などと並んで京
構える。現在、京都・東京・大阪・大
店舗を構える。今後さらに店

都発のセンスある雑貨ブランドとして

あ

京都発のがま口ブランド

分に計

海外進出を視野に入れる

知られ、流行と品質に敏感な女性を中

「 も の づ く り 」を 大 事 に し て
「ＡＹＡＮＯＫＯＪＩ」を擁する秀和

9

18
interviewer=Editorial Staffs head writer=Akito Shinomoto
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【内容】服飾雑貨・袋物の、開発から製造、販売までのすべて
の過程に関わる仕事です。
【応募資格】2016年3月に卒業見込の方（全学部全学科）
。
第2新卒以上の方も歓迎です。
【給与】初任給は総合職：大卒200,000円、販売職：大卒
175,000円、短大卒・専卒170,000円、企画職・製造職：
大卒168,000円、短大卒・専卒163,000円です。

専門学校
卒業生歓迎

総合職・販売職・製造職・企画職

【勤務地】
京都市内、その他
【休日】
日曜祝日と指定土曜日
（※一部シフト休日あり）
【その他待遇】社会保険完備・交通費全額支給・産前産後休
暇・育児休暇
【歓迎】
素直で明るい元気な人、手を動かすのが好きな、もの
づくりが好きな人を歓迎します。人と接するのが好きな人、ア
ートが好きな人も向いています。
【連絡先】
まずはいちど電話かメールでご連絡ください。
☎075-751-0086 saiyo@shuwa.jp

第2新卒以上
歓迎

INFORMATION
JOB

『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。

正社員募集

2016年3月
大学卒業見込

設立：1985年6月
従業員数：110名

recruitment

本社：京都市左京区聖護院山王町28-29
TEL：075-751-0086（ 受付時間 9:00
〜18:00）※土・日・祝日除く
http://shuwa.jp/

主な事業内容：服飾雑貨・袋物の製造販
売、小売店舗・WEBショップの運営

奥敏郎社長

社内でのスペイン家庭料理の講習会は
アットホームな雰囲気。

株式会社プレゼント

人 材 募 集
recruitment

本社：京都市下京区河原町通仏光寺上ル市之町258-1
TEL：075-351-5828
www.bellota.jp
従業員数：68名（パート・アルバイト含む）
設立：2010年10月
主な事業内容：京都に4店舗、大阪に1店舗を展開する
スペイン料理「BELLOTA」の運営

よりすばらしい仕事のために、
社員にはしっかり休んでほしい。
本格スペインバル「ベジョータ」の

生ハムは格が違う。それもそのはず、

本場スペインで世界最高品質のイベリ

コ豚製品を作る「コンソルシオ・デ・

ハブーゴ」社の数少ない認定店なのだ。

事業はバルだけではない。同社への

特別注文で高品質なイベリコ豚の自社

ブランド「ギョクロ」を開発。その販

売展開を今後の一つの柱に据え、大阪

急成長中の株式会社プレゼント。率

なくてはいけません。そのためには、

まず接客する側がしっかり休んで、精

神的な余裕をもつことが大事です」
。

そんな植本さんが経営するプレゼン

トでは、社員のスキルアップに積極的

だ。講師を招いてスペイン家庭料理の

勉強会を定期的に開催。店長になると

スペインへの海外研修もある。ただ働

くだけではない。業務の延長線上に、

楽しい学びの機会があるのだ。

「食べることや料理が好きな人に向い

高品質なイベリコ豚を
発信する。

INFORMATION

正社員募集
（調理・サービス・店長候補）
店舗スタッフ
【内容】
スペイン料理「BELLOTA」各店舗のスタッフとして店
舗運営をする仕事です。
【応募資格】
新卒の学生の場合、学部を問いません。アルバイ
ト経験を含め、業界問わずサービス業の経験者を歓迎しま
す。飲食は未経験でもかまいません。
【給与】
初任給は18万からはじまります。店長クラスになると
50万。ステップアップのカリキュラムがあり、スキルアップの

interviewer=Editorial Staffs head writer=Akito Shinomoto

梅田のルクアイーレに新店を構えた。
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ています。スペインに興味がある人は

専門学校
卒業生歓迎

いる植本寿一代表には悩みがある。

第2新卒以上
歓迎

大歓迎。まずはお店に遊びにきてくだ

さい、雰囲気がわかると思いますよ」。

2016年3月
大学卒業見込

「会社の成長が速すぎて人手が足り

ず、週休２日が完全に実現できていな

い社員がいます。休みをちゃんととっ

てほしい。だから社員を増やしたいと

思い、今回新たに募集することにしま

した」
。

なぜ植本さんは休みにこだわるのか。

「お客様に美味しいと感じていただく

には、お店で気持ちよくなっていただか

JOB

路地裏のスペインバルから、

『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を
見ての応募です」とお伝えください。
目的達成と役職における責任の内容に応じて査定を行い、昇
給があります。
【勤務地】
京都・大阪
【休日】現状は月6日ですが、週休2日を目指しています。夏、
冬休暇あります。
【その他待遇】
社会保険完備。社外研修、社内講習あります。
【歓迎】食べること、接客、料理作りが好きな人。スペインが
好きな人は大歓迎です。
【連絡先】
まずはいちどお電話ください。☎075-351-5828（植本）
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ソ連は崩壊後
どうなると
思いますか ?

呉玲奈

Editor, Writer

篠本暁人

Editing Assistant

中山みゆき
Writer

堂下まみ子
Art Direction, Design, Illustration

これまでの
人生で一番
つらかった
ことは何 ?

南
山では、学生アルバイトも牧場

見学に行きます。仔牛が生まれ

たときから育て、屠畜し、加工する工

程に関わる人たち、すべての顔が浮か

ぶお肉を大事にしているからです。生

き物が食べ物に、
「命をつなぐ」という

ことを伝えたいからです。

南山には、店で働くスタッフ以外にも

すばらしい仲間がいます。健康な牛や

有機野菜を育てる生産者、牧場と料理

人をつなぐ肉の匠、国内外の一流シェ

フ、未来の担い手となる農業高校の生

徒、味を科学する研究者…⁝。南山で

働くことは、この仲間とつながれるこ

と。牛がどんなエサを食べたらどんな

肉になるのか、どんな土で育った野菜

がおいしいのか、肉の加工の仕方で味

代まで幅広い年

がどう変わるのかを知ることができ、

歳から

90

一流シェフが料理するのを間近で見る

南山には

こともあります。

齢層のお客さまが来られます。焼肉な

ら子どももお年寄りも「みんなで行こ

か〜」と、ワイワイと楽しく食べて、

ニコニコ笑顔になる。お客さまを笑顔

に、元気にするのが私たちの仕事です。

食べることが好きな人、お肉好きな

人、大歓迎。調理や接客だけでなく、

仕事を通してクリエイティブでステキ

な人とつながり、自分の仕事（人生）
を

創ってほしい。外食産業という一企業

ではなく、技術と実力をつけ、世界の

そんな会社であると思っています。

どこでも通用する人間力と仲間を作る

―

0

Deputy Editor, Writer in Chief

Photograph

Map Design

Design MapLe
Web Design

だからこそ、職業にして真摯に向き合い
たい。そんな誠実な大人の意見でした。

んてよく聞く話じゃない。大学を中退す

現在の満足度は80% と、高く評価する

るほどのめり込んだ自転車。その世界を

林さんですが、この仕事が一番だとは言

さらに追求する彼には、趣味と仕事の両

い切らないのが素敵。
「後悔は一切ないけ

方から得る、スキルと知識が必要不可欠

ど、他の仕事だって面白かったかも」。謙

なのだそう。ただ好きなことだけしてい

虚さもプロフェッショナルには必要なの

たい、という幼稚な考えじゃなく、好き

ですね。

編集長

円城新子

今号 に 載りきらなかった 、い い言葉

スペインの市場に行くと
元気が出てきます。

!?

もりはなぐみ

モスグリーンスタジオ

自転車店ビゴーレで働く林聖一さんの
言葉です。仕事が趣味を兼ねている、な

!!

ボクそもそも
シューカツって
よう知らんねん
⁝⁝

愛情をかけて健康に育てた牛の命をいただく。

Editor in Chief, Publisher

円城新子

P 社の説明会︑
フジロックフェス
と同じ日やん
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⁝⁝⁝⁝イラネッ

加の研修会では野外 BBQも!

株式会社 union.a

初対面の他人に
教えられるかっ
のっっっ

学生スタッフ、主婦スタッフも参

!!

企画・制作・営業・発行

つ
ー

肉カットデモンストレーション。

このエピソード
ラヴリーうさこの
歳がバレちゃう

「いただきます。ありがとう。
」
の、
笑顔をつなぐ。

日仏の二人の肉の匠による熟成
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2015年5月15日発行

趣味が仕事を助け、
仕事の知識が趣味に活きる。

「スペインでの研修費用は、本人分は会

こうめ工房

ないのでは？」と心配な人もいるでしょ

社の完全負担。
『奥さんや彼女と一緒に行

う。そんなことはない！

ってたっぷり遊べ！』って言います。市

結果が出るから、しっかり収入がついて

場に行くと元気が出てきますよ」
。ベジョ

くるんです。気になる “ お金の稼ぎ ” も、

ータの植本さんの言葉が印象的でした。

号を重ねるなかで紹介していきますね。

「楽しいことを仕事にすると稼ぎが少

Printing & Bookbinding

株式会社アイ・サポート

楽しく働くと

副編集長

呉玲奈

協力

京都商工会議所
掲載データは、2015年5月現在のもの
です。あらかじめご了承ください。
本紙掲載の記事・写真・イラストの無
断転用を禁じます。
Copyright©2015 union.a Corp.
All rights reserved.
本誌設置の大学・企業の詳細は、ウェ
ブサイトからどうぞ！

www.occhan-obachan.com
就活に役立つイベント、
開催予定！ 詳しくは HPで。

NEXT ISSUE
2015年8月中旬発行予定 !

vol.1 第一印象のよい応募術
〈電話の場合〉
指定の番号に電話をかけて、次のよう

求人に応募するにあたり、どういった手

に話します。
「初めてご連絡を差し上げま

続きを踏めばよいのか、教えていただけ

す○○と申します。
『おっちゃんとおばち

ませんでしょうか ?」と聞きましょう。

ゃん』に掲載されていた求人広告に応募

語尾は「応募したいのですが……」など

したいのですが、ご担当者様をお願いで

と略さず、最後まで話すと好感度が上が

きますでしょうか ?」と、相手が聞き取

ります。

りやすいようにゆっくり話しましょう。

なお、担当者に電話を取り次いでもら

電話の相手が担当者だった場合は、
「失

った場合、最初に電話に出た人から話が

礼いたしました。私は2016年3月に○○大

伝わっていない可能性があります。あら

学卒業見込みの○○と申します。御社の

ためて冒頭から始めましょう。

ちいさなちいさな王様
A.ハッケ 作 M.ゾーヴァ 絵
那須田淳 / 木本栄 共訳
講談社 1996 ¥1262（税別）

「どうやら王様の世界では、子ども時代が人生の終わり
にあるらしい。僕らのところとは違って…… 」
。
年をとるにつれて、身体は小さく、心も子どものよう
になっていく王様の世界。当たり前だと見過ごしてきた
事でも、
「これから楽しみが待っていて、わくわくする」
王様から見ると、どこか滑稽に見えたりするもので……。
たまには違うモノサシで物事を測ってみたら就職活動も
意外と楽しいかもね。
（うさこ）

アル バ イト 募 集！
『おっちゃんとおばちゃん』の求人広告を見ての応募です」とお伝えください。

和牛焼肉料理屋での調理 および 接客

京都市左京区下鴨北野々神町31 北山通ノートルダム小前
TEL 075-722-4131 OPEN 11:00～22:30 無休

interviewer=Editorial Staffs writer=Mamiko Doshita

【 勤務時間 】10:00～22:30の 間 で4～ 【その他】
お肉たっぷり手作りの社食付（一
8時間のシフト制。
〈例〉18:30～22:30
部食費徴収あり）
。社員割引制度、各種社
／ 17:00 ～ 22:30 ／ 10:00 ～ 16:00 ／
会保険完備。お肉の勉強会、牧場研修な
10:00～21:00
（途中休憩有）
ど各種勉強会あり。
月２回の希望シフト制なので学校都合に合 【ご応募・お問合せ】
お電話または、お店の
わせて勤務可。
HP「お問合せフォーム」よりどうぞ。
【給与】
時給850円～1000円
☎075-722-4131
※研修期間中
（100時間）
は790円
http://www.nanzan-net.com/

昔から京都の本物を支えてきたのは、伝統的な職人の技。そんな京都の土

大学生
専門学校生
歓迎
第2新卒
以上
歓迎

壌における「職人」というキーワードに着目し、独自の哲学・こだわりを持った
現代の「職人」を、ひとつのバス停から半径500mに限定して、じっくり探索。
そこで再発見した「京都らしさ」を、皆様にお届けします！

バックナンバーは

最新号 vo l . 25の特集は
市バス「京都市役所前」
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和の心を知るということ。
大人になるということ。
vol.001 創刊号 2015 SPRING
2015年5月15日発行
企画・制作・営業・発行 株式会社 union.a 〒606-8246 京都市左京区北白川西平井町22-2

美味しい料理と
心尽くしのおもてなしを
ゆっくりといただく。
これも社会人の第一歩。

info@occhan-obachan.com

京都はもうそろそろ祇園祭の準備がはじまるころ。
母を連れて行ってみようか。

www.occhan-obachan.com

京都市下京区木屋町通仏光寺下る和泉屋町162番地

TEL 075-342-1777

ht t p:// k y o t o -h a n a t s u b a k i . c o m

