そんな人が、案外多いと車屋さんから聞きました。
それはきっと、一つの正解です。
一方で「自分が今乗りたい色」を選ぶ人もいます。
でも、その車に乗っているあいだ、気分がいい。
毎日乗るなら、なおさら自分の好きな色がいい。
お金には換算できない、気持ちのよさがあります。
仕事選びと車選び、似ている点があります。
将来の、他人による査定（金額）で決めるのか、
あるいは今、自分が好きかどうかで選ぶのか。
そして、仕事と車とでまったく異なる点もあります。
車に乗るのは週に数時間程度かもしれませんが、
仕事をしている時間は、圧倒的に長いのです。
なにを基準に選び、どんな気分で過ごすのか。
すべての時間は、あなたの人生そのものです。
円城新子

将来、その車を手放すとき、値が低めかもしれません。

見所

記事には書けない！
編集部の「取材後のつぶやき」がおもしろい！
『おっちゃんとおばちゃん』の編集長円城新子と、副

編集長呉玲奈が、誌面にはどうしても載せられなかっ
た裏話を動画で語ります。

あの企業の印象や社長さんの逸話など、書ききれな
かったこぼれ話に発見があるはず！

VOLUME 005

2016 Summer

［ 協 力 ］京 都 商 工 会 議 所

「
『おっちゃんとおばちゃん』
、過去の号を手に入れ損
ねちゃった」。そんなあなたのために、バックナンバ
あなたに合う会社が見つかるかもしれません。「『お
っちゃんとおばちゃん』のバックナンバーを拝見し

たのですが、まだ募集しておられますか？」問い合
わせる価値がある記事があなたを待っています！

『おっちゃんとおばちゃん』WEB 紹介

CONTENTS

過去の求人＆バックナンバーも
一覧できます

本 誌『おっちゃんとお ばちゃん 』W E B の 特 典を ご 存じですか？

今号の求人は、

を特集しました。

求人は
10ページ
から

売るときに下取り価格が高そうな色を選ぶ」
。

「本当は好きじゃないけれど、遠い将来、

色は、何を基準に選びますか？

もしあなたが新車を購入するとしたら

はじめに

楽しさのある企業

業種の枠組みでは見えてこない

『 おっちゃんとおばちゃん 』は
京 阪 神 で 発 行している、
仕 事 の 見 え 方 が 少し変 わる
フリーマガジンです。
『おっちゃんとおばちゃん』編集長

ーを公開しています。また、過去掲載の企業から、

はじめに

［数十年後の私へ］

フォークシンガー ばんばひろふみさん

こと京都 代表取締役社長 山田敏之さんの

［やり手のものづくり］

『こと九条ねぎ、およびその加工品』
［人材募集］ インフォニック株式会社
や さか

［人材募集］ 彌榮自動車株式会社
［人材募集］ 株式会社エムティー

株式会社 長谷本社 松下柚子さん

［ワカテのこゝろ意気］

［同志社大学プロジェクト］『不安の正体を探れ！』
［人材募集］ 株式会社プレゼント
［人材募集］ 三共精機株式会社
［人材募集］ トヨタカローラ京都 株式会社

「FACE TO FACE」
ハローワークからのお知らせ
［イベント情報］ 京都岡崎音楽祭

occhan+obachan gadgets

本誌設置の大学・企業の詳細は、
ウェブサイトでご覧いただけます。

www.occhan-obachan.com
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フォークシンガー

ば ん ば ひ ろ ふ み さん
66歳

代の直球を、 代まで変わらずもち続ける。

プロとしてステージに立ち続けたい」。

「音楽が好きだから、

あきらめる理由は山ほどある。

自分よりいい歌をうたう人がいる、なれるわけない。

競争率がすごい、

シンガーかもしれない。

もしかしたら、日本一なりたい人が多い職業が、

自分の歌をうたい、生活の糧を得る。

数十年後の私へ
言葉をメロディに乗せてアコーステ

フォークミュージック。自分に響く

れまで流行していたロックではなく、

そして若者が夢中になったのは、そ

がいくつもあった。

め、京都発で全国区になったバンド

﹁シューベルツ﹂をはじ
ルセダーズ﹂

音楽が生まれた。
﹁ザ・フォーク・ク

った。事実、当時の京都から新しい

の場にいる﹂ことは、最高の刺激だ

﹁そ
い。情報が手軽に入らない時代、

聞いても、ピンと来ないかもしれな

達してしまうと、場所のもつ熱気と

現在のようにインターネットが発

ーゴー喫茶で演奏を重ねた。

いうクラブのような存在にあたるゴ

ド﹁ジャッケルズ﹂を組んで、今で

命館大学に進学。大学で新たにバン

附属校からエスカレーター式で立

ンチャーズのコピーでした﹂。

して練習しました。ビートルズとベ

にならないよう、そこをスタジオに

の家に蔵があったんです。近所迷惑

﹁友達に医者の息子がいて、そいつ

校でバンド﹁ベルベッツ﹂を組んだ。

けた。中２でギターを手に入れ、高

ンマーで殴られたような﹂衝撃を受

の時、初めてビートルズを聴き、
﹁ハ

ていたばんばひろふみさん。中学生

子どもの頃からバイオリンを習っ

はかつて、あなたと同じ若者だった。

すべてのおっちゃんとおばちゃん

音 楽 漬 け 、５ 年 半 の 大 学 生 活

迷いの分岐路の先に、彼がいる。

今、夢を抱くあなたの未来像だ。

彼はほかでもない、

60

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

05

20

﹁結局、大学には５年半いたのかな。

楽活動を最優先した結果、留年した。

葉を紡ぐフォークに魅了された。音

的なスタイルだ。

原点ともいえる、シンプルかつ普遍

ィックギターで弾き語る。歌い手の

お前らは才能あるんだから、別の事

﹁社長が﹃借金は全部俺が背負う。

会話は、ばんばさんの記憶に鮮明だ。

ス﹂のメンバーと呼び出された日の

京の事務所に、細川社長から﹁アリ

２年間で１億円の借金を抱えた。東

うまくいくわけがないよね﹂。

同じ大卒の僕らを売り込むんだから、

社長でした。大卒のド素人が社長で、

﹁同志社で一年先輩だった細川健が

﹁東京で勝負して、思いっきり負け

い。事務所の借金は増え続けた。

けがないって、信念があったんです﹂。

ってるんだから、俺らが売れへんわ

思ってました。こんないい音楽を作

悪いんじゃない。世間が悪い、って

﹁俺たちが売れないのは、俺たちが

に自信があったのだ。

は共通点があった。自分たちの音楽

そこでばんばさんのために書き下

を書いてもらって勝負しよう。だめ

カラーに色づいている。この人に曲

ば、彼女の曲は総天然色、パステル

た。それまでの音楽がモノクロなら

すごい才能の持ち主だと直感しまし

﹁アルバムを聞いて、作り手はもの

１ 億 円 の 借 金 、音 楽への 自 信

都にいた一人であり、自分自身の言

大学生だったばんばさんもまた京

留年の原因は、音楽でした。それほ

務所に移籍しろ﹄と言うんです。俺

たら、音楽への思いが断ち切れるん
ろされたのが﹃いちご白書をもう一

１９７０年に立ち上げた事務所は、

どまで音楽に没頭したけじめとして、

らも﹃アリス﹄の谷村や堀内︵孝雄︶、
じゃないか﹂。そんな弱気な思いがよ
度﹄
、作詞作曲：荒井由実。そう、そ

ちょうどそのとき、作り手は、学
生運動をテーマに曲を書きたいと思

せもつ、ばんばさんの容姿はイメー

っていた。ナイーブさと男臭さを併
ジ通りだった。

ミンこと、松任谷由実さんだった。

信念はあったが、ヒット曲が出な

なら音楽をあきらめようと﹂。

プロを目指したんです﹂。

そこにいた全員が、そんなことはさ
の作り手は、デビューしたてのユー

トアルバムを聴いていた。ジャケッ

ばんばさん、シンガーである自分の
武器は美意識だと教えてくれた。

﹁
﹃いちご﹄のおかげで、俺まだ歌っ

あれほどのパフォーマンスができる

キューバ公演で 万人の前で歌った。

分では作れないんじゃないかと思い、

ご﹄はユーミンの作った曲です。表

きに来ているのに、歌えない。
﹃いち

﹁お客さんはみんな﹃いちご﹄を聞

一度﹄を歌いたくない自分に気づく。

備の意識で、人は変わる﹂。

ていくのにどんな武装をするか。準

けのステージはあるはず。そこに出

て料理人だって、誰にでもその人だ

﹁僕は音楽だけど、サラリーマンだっ

ばさんは先輩を見上げる。

き続けるばんばさん。彼はどこか遠

生きるベクトルが、つねに上を向
苦しむなか、自分のなかの﹁女性に

い星に住むスターではない。かつて
代、今この瞬間の私たちと同じよ
女性たちの共感を呼び、売れに売れ

うにもがいていた。自分が納得する
が、彼だ。

まで夢を追った、私たちの未来の姿

れを形にした曲が﹃ＳＡＣＨＩＫＯ﹄。

エールを送りたい﹂思いを発見。そ

怖かった。歌いたくなかった﹂。

﹃いちご﹄以上の曲を自
現者なのに、

50

うや﹄と一致団結したんです﹂。

のメンバーとして活動中。

トには﹃ひこうき雲﹄とある。

美意識が、シンガーの武器

﹁コンサートで１０００人の前に出

ていくのに、この年齢でなにも武装

歳の

とき﹃いちご白書をもう一度﹄は大

高めてくれるのは美意識です﹂
。

していなかったら戦えない。自分を

１９７５年、ばんばさんが

務所は立て直した。一曲のヒットで、

歳のミック・ジャガーが、

ていてええんかな、と思えました﹂。

神的に追い込んでいるのかと、ばん

とは、どれだけ普段からミックは精

先日、

１９７７年からソロ活動へ。しか

人生は激変した。

しコンサートで﹃いちご白書をもう

70

た。 歳、ばんばひろふみさんは歌
手としての地位を確立した。

京都市東山区宮川町松原東入る弓矢町26

売れないとき、売れたとき、スラン

VELVETS 倶楽部 CAFE

さんは﹁自分が納得するかどうか﹂

撮影協力

プのとき。どんな状況でも、ばんば
を大事に、道を選んできた。
﹁結局、自分に嘘はつけないんです。

TEL 075-551-2489

﹃自分がいちばん大事﹄でいい。自分
人ではなく自分。そうして選んだ人

がどうあるべきかを、決めるのは他
生には納得できる﹂。
﹁おっちゃん﹂になった
今、 歳。

17：00～25：00／不定休

20

事務所に所属していたメンバーに

内孝雄さんと。今は一緒に、ユニット「ブラザーズ５」

才能との出会いに賭ける

自身のニックネームをバンド名に
子が、ある女性ボーカルのファース

一つだ。

ぎり始めたある日、つきあっていた

学を支える道具の

﹃キャバレーで皿洗
せられない、と。

ー。ばんばさんの美

いをしてでも、みんなで借金を返そ

ー社のエレキギタ

司さん率いる﹁アリス﹂と、自分た

愛用していたアメリ

した﹁バンバン﹂を結成し、谷村新

「ザ・ビートルズ」が

ヒット、オリコンで１位を獲得。事

25

ちのプロモーションをするための芸
能事務所を立ち上げた。

学生時代から苦楽をともにしてきた盟友、
「アリス」の堀

06
07

カのリッケンバッカ

29
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Early Days
OCchan's

年が 経ち、年商は

えようと思ったんです﹂。
それから

▼生産者と販売者の関係性に
注目、
「仕組みをつくる力」
億に

９９５年、 歳で退職し、就農し

ーに 入社した 山田敏之さん。１

大卒で大阪のアパレルメーカ

年 商 ４ ０ ０ 万 から

▼自分の足で営業に回る
「いとわない力」
億を 達成するに

1

が農家の息子だからこそ、見え

が挙げられる。山田さんは自身

できなかった。苦しくて吐く息

夏による不作で、約束量が出荷

﹁今、中国産のねぎを仕入れたら

が黒くなったかのように感じた

家はタヌキ。どっちも化かしあ

どれほど楽なのにと思ったか!

ほどだと、山田さんは振り返る。

おうとしている。農家は買い叩

でも、その後、２００８年に中

﹁仕入れ業者がキツネなら、農

かれる被害者じゃない。農家も

国の餃子の事件で食の意識が高

第一に﹁加工品への展開﹂だ。

生産者と販売者を対等に

ずる賢いから、より高く買って

。
限定にして正解でした﹂

まりました。苦しい時期も国産
そして２０１６年の今、九条

農業におけるビジネスがちゃん

そこで農産物を加工するカット

日本全体に応用する会社﹁こと

ねぎで培ったビジネスモデルを、
通年での安定供給が最も重要な

日本﹂を設立。また、京野菜へ

顧客のラーメン店にとって、

﹁ちょうど、東京にラーメンブ

の展開や﹁こと九条ねぎ﹂のブ
ランド化、ねぎの加工品づくり

要望だった。そこで山田さんは、
確実に生産し、山田さんの﹁こ

など、着実に柱は増えている。

生産者は通年で計画した数量を

カットした九条ねぎを仕入れて

と京都﹂が、決めた価格で買い

屋ガイドの盛り付け写真を見て、

くれそうな店を一軒一軒営業し

﹁いつでも僕は正攻法です。戦
﹁こと 京都﹂グループ、今年度

い方に、迷いはありません﹂。

上げる仕組みを整えた。
いつで も 正 攻 法 で 戦 う

都創造者大賞・企業部門」他、受賞歴多数。

ぎで年商は２億を超えた。

の目標﹁年商 億﹂の達成に向

業イノベーション大賞・大賞」
、２０１４年に「第８回京

そして第三に、
﹁国産九条ねぎ

15

１９９５年、退職して就農。２０１３年「農業・食料産

﹁生産者と
第二の要因として、

学院大学に進学。卒業後はアパレルメーカーに就職。

けて、着実に歩んでいる。

やまだ・としゆき／京都府出身。東山高校を経て大阪

からブレない﹂。２００３年は冷

山田敏之さん（54）

販売者が対等な仕組みづくり﹂

株式会社こと京都代表取締役
株式会社こと日本代表取締役

戦略は功を奏した。カットね

て、足で回りました﹂。

ームが来ていました。ラーメン

ねぎの販売を決めた。

と回っていなかったんです﹂。

くれる相手を選んで売っていた。

ていた問題があった。

はどうしたらよいか、方法を 考

﹁ 農業で 年商

も年収はがくっと落ちた。

だ。当然、サラリーマン時代より

代その他を引いたものが手取り

父と 自分の ２ 人の 労働で、肥料

売り 上げは、１ 年で ４ ０ ０ 万円。

培していた。就農して 初年度の

では、コメや 野菜の 多品種を 栽

伏見にある３０００坪の農地

のに﹄と言われましたね﹂。

農業に? ちっとも儲からない

が、当時は﹃若い者がなぜあえて

﹁ 今でこそ 農業は 注目産業です

た。農家の実家を継いだのだ。

33

作物を九条ねぎに絞るだけでは、

だが、３つに絞って紹介しよう。

▼苦しい時も正攻法から外れない
「ブレない力」
12

やり手の力
年商は１億円には届かなかった。

ここまで成長した要因は複合的

億円を 超えた。一介の 農家が

22

08
interviewer=Editorial Staffs writer=Rena Kure photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

09

12

やり手の
ものづくり

山田敏之さん（54）の

Yarite File.5
こと京都 代表取締役社長

『こと九条ねぎ、
およびその加工品』
１／ねぎ油やドレッシング。こと九条ねぎを加工した調味料の開
発にも積極的に取り組む。２〜4／京都府各地の農場で、計画
的にねぎを生産することで、通年での安定供給を実現した。

人 材 募 集
recruitment

インフォニック株式会社
本社：京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659
烏丸中央ビル6F
TEL：075-213-5818
http://www.infonic.co.jp

「スマホのカスタマイズが好き」
「英語が得意」
、

従業員数：108名（2016年4月1日現在）
設立：2005年3月

そんな人におすすめ！

主な事業内容：システム開発・インフラ構築業務

ユニークな感性を求めている会社です

蛸薬師通

ちんと動く」IT の仕組みを作る。大

示板。メーカーが開発した機器が「き

駅の自動改札機や構内のデジタル掲

実際、インフォニックではＤＪ、ぬい

ない発想こそが武器となるのです」
。

なるツールなので、ＩＴ業界では他に

経歴を問わないからこそ、入社後の

ぐるみ販売員、ホストといったユニー

スキルアップには積極的だ。ＩＴ資格

クな経歴をもつ社員が、プロジェクト

システム開発エンジニア
（ＳＥ）
とい

取得の費用を支援する制度で、社員た

手メーカーを対等なパートナーとして

うとバリバリの理系と思いがちだが、

ちの成長を応援する。菊地社長は話す。

支える、京都のシステム開発会社がイ

社員の約７割は文系出身。図書館の本

「今やＩＴシステムは、社会のインフ

の中心になり活躍している。

を自動管理するセンサー応用システム

ンフォニックだ。

を作る鈴木進也さんは、龍谷大学でイ

【内容】
システムの設計からプログラミング・運用など、システ
ム開発全般に携わり、クライアントのビジネスの成長を支援
していく仕事です。
【 応募資格 】2017年3月卒業見込 の 方、2011年4月 〜
2016年3月卒の方で職歴のない方
【 給与 】大卒・大学院修了：関東 205,000円 〜 ／ 関西
190,000円〜。短大・高専・専門学校 卒：関東 190,000
円〜／関西 175,000円〜。昇給年1回、賞与年2回。
【諸手当】通勤手当
（交通費）
、時間外手当、エリア調整手当、
役職手当など
【勤務地】京都 office・東京支社 office・大阪支社 office
【勤務時間】9：00～18：00
【休日】
週休２日制、年間休日120日以上
【その他待遇】各種社会保険完備、社宅入居制度、社員旅
行、定期健康診断、新入社員研修
【連絡先】
まずは一度お電話またはメールにてご連絡下さい。
☎075-213-5818（採用担当）／ saiyo@infonic.co.jp

社のかっこよさだと菊地宏社長は話す。

ラです。ｉＰｈｏｎｅの設定の変更が

システムエンジニア職

京セラや村田製作所のように、
ＢｔｏＢビジ
ネスで大きな存在感があるのは、
京都の会

ンド哲学を学び、旅行代理店で添乗員

※2017年3月卒業見込みの方の採用につきましては、
6月1日以降にお問い合わせください。

好きな人や、情報の授業が嫌いじゃな

第2新卒歓迎

を経験後、インフォニックに転職した。

2017年3月
大学卒業見込

かった人は向いていますよ」。

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。

「入社前はエクセルを使ったことがあ

JOB INFORMATION

る程度。でもパソコンがおもしろかっ

た。世の中を変える可能性を感じて、

自分の仕事にしたくなったんです」
。

創業者の菊地宏社長も文系で、前職

は銀行員だ。菊地社長は、自分はプロ

グラミングができません、と笑う。

50 100m

「でも、この仕事で大切なのは知識よ

0

大丸

りあくなき好奇心。コンピュータは単

地下鉄烏丸線

綾小路通

東洞院通

烏丸駅

四条通

四条駅

阪急京都線

コンビニ
コンビニ
烏丸通

室町通

コンビニ
（１F）
京都芸術
センター

錦小路通

インフォニックが開発したＩＣカードの相互利用検証システムは、
日本全国で採用されている。

ニュースや天気情報をデジタル掲示板
に配信するシステムも手がける。

迎！
歓
大
、
文系
柔軟な発想の

システム開発エンジニアが
社会を便利に変えていく

右図はシステムエンジニアの
職域。全ての領域をカバーす
るのがインフォニックだ。
図書館の本を、
書棚に設置したICシートで管理
する情報システムを開発、
導入が進んでいる。

11
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や

さ か

彌 榮自動車株式会社

社内のクラブや研究会も盛ん。山﨑

国賓やＶ
Ｉ
Ｐの送迎、

さんはソフトボール部の紅一点。休
みごとに練習試合に汗を流している。

本社：京都市下京区中堂寺櫛笥町1番地

「同僚に年上の男性が多いので、気

TEL：075-841-6261

が楽。かわいがってもらっています」
。

http://www.yasaka.jp

外国人向け観光案内。

従業員数：1,010名
（H27.11.20現在）
創業：1917年5月 設立：1945年9月

人への信頼から、

主な事業内容：タクシー・ハイヤー事業・テナント事業 他

選べる勤務体系、お昼の時間も自由。

業界１位のシェアが生まれる。

自分の時間か、キャリアアップか。

大事にしたいものに応じて、働き方が選べます。

い。 日働いて 日休む働きかたなら、

日を休

自分の時間を大事にしやすい。法定の

勤務時間にしたがって、月に

とびきり華やかな業務もある。国王

みにして、趣味にあてる社員もいる。

10

京都の高級ホテルコンシェルジュや

年、

90

五花街、結婚式場から、
「送迎はぜひ」

や さか

と指名される彌榮自動車。創業

京都のタクシー・ハイヤー業界で１位

や大統領など国賓や国内外の VIP な

のシェアを誇る老舗企業だ。

信頼を支えるのは人ゆえに、社員を

ど、普段はとてもお目にかかれない方々

万円超えの社員もいる。

の送迎だ。むろん給与に反映され、月

収
年目の山﨑夏子さんは観光タ

年で新

大切にする社風がある。ここ

卒や女性のドライバーが増え、平均年

齢もぐっと若くなった。

入社

クシーの乗務員。京都産業大学出身で

「お客様に笑顔で感謝され、役に立て

たことが実感できる。おもしろい仕事

いと、ホテルへの就職を考えていた。

カナダ留学の経験があり、英語を使いた

ドライバーの仕事は基本、自由だ。

ところがコンシェルジュが相談する相

です」
（人事課・江畑明宏係長）
。

どこを走っても、いつお昼にしてもい
手がタクシードライバーだと知り、ド

ライブ好きな自分との適性に気づいた。

山﨑さんは言葉だけでなく、相手の国

き出しがあるのが強みになります」
。

のマナーを考慮した対応を心がける。

指名も多く「毎日楽しくて、仕事をし

京都国立博物館の内覧会、京都検定

ている気がしないんです」と話す。

や英語のＴОＥＩＣ受験のサポートも

が好き、絵が好きなど、
自分にいろんな引

ある。語学やアート、京都の歴史や地

理を学んで、自分を磨ける仕事だ。

英語力は挨拶程度でも心配不要。
「花

3

50

3

2

1
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【勤務地】
京都市内
【勤務時間】原則7：00～15：00（実働7時間の変形労働時
【内容】配車センターご利用のお客様の送迎や、街中でのお 間制）
【休日】6日勤務1日休日と、6日勤務2日休日のローテーシ
客様のお送りをしていただきます。
専門学校
習熟度により、観光案内や社用車専属、V.I.P. 来訪時のハイ ョン。
卒業生歓迎
ヤーをお任せすることがあります。
【その他待遇】各種社会保険完備・保養所（三方五湖）
・サー
【応募資格】要普通自動車免許、車の運転が好きな人、人と クル活動・マイカー車検・修理割引制度・資格取得支援制度
※2017年3月卒業見込みの方
【連絡先】
まずは一度電話かメールでご連絡ください。
の採用につきましては、6月1日 の会話が好きな人、未経験者を歓迎します。
以降にお問い合わせください。 【給与】
月給13万7000円 + 歩合給 + 基準外手当
☎0120-15-9411
（採用担当）／ driver@yasaka.jp

第2新卒以上
歓迎
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公園

大宮通

タクシードライバー

『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。

壬生川通

正社員募集

千本通
JR嵯峨野線

2017年3月
大学卒業見込

万寿寺通

1

五条通

市バス
五条壬生川

山﨑さんは学生時代、
ホテルでバイトをして、
ＶＩＰを
送迎するヤサカドライバーのカッコよさに憧れた。

京都こぴい

丹波口駅
京都市中央卸売市場

0

100m

京都のコンシェルジュにふさわしい知識を
得るために、京都国立博物館や水族館と
いった、
観光施設の見学も仕事のうちだ。
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株式会社エムティー

内気だけど、話しかけられるのは嫌いじゃない。

事業本部：大阪市都島区片町2丁目2-40 京橋大発ビル2F

そんな人に向く仕事です。

TEL：06-6353-5678
http://www.mt-security.co.jp/
従業員数：400名
設立：1987年6月
主な事業内容：百貨店など大型商業施設・
各種イベントの警備業務

入社5年目の岡田正幸さんは、
家庭では10歳、5歳の父親。同
業他社で働いていた経験もある
が、
エムティーに入社して
「一流
のホスピタリティ」
について深く
考えるようになった。

皇室関係者が出席する祭事や国際ス

ポーツ大会を手掛けるエムティーは、

安全と安心に加えホスピタリティを提

警備の質が高い理由は、教育プログラ

日間研修に始ま

供する、ハイクラスの警備会社だ。

ムにある。入社後の

り、技術やマナー、英会話など科目も

充実。なんばシティ担当７年目の市川

文子さんは、旅行客にスマートな道案

内ができるよう、英会話を勉強中だ。

「 安 全 へ の 配 慮 を 意 識 し な が ら も、 美

しく格好いい立ち振る舞いができるの

は、研修のおかげだと思います」。

警備の仕事に「立っていればそれで

いい」というイメージを持つ人も多い

かもしれないが、まったく違う。１日

２回の館内巡回で、市川さんの万歩計

は１万歩を記録する。案内に立つと頻

繁に道を聞かれる。さらに事務も大切

な業務で、資料整理や遺失物管理など

でパソコンに向かう時間も長い。

「屋内業務がほとんどなので日焼けし

ませんし、よく歩くから太りません。

道がわからなかったり落とし物をした

りと、純粋に困った人の役に立てるか

ら、気持ちよく働ける。前職で販売の

経験もありますが、なにかを売るとい

う行為が私にとってストレスだったの

で、警備は私には向いていると、よく

わかりました。心身ともに健康になれ

るのは、この仕事の知られざる長所で

今、特に求められているのは女性の

す」
。

人材だ。トイレや更衣室など女性にし

か入れない場所があるためだ。

「制服があるので、仕事とプライベー

トを切り離しやすいのが、私にはよか

ったです。制服を脱いだら、ショッピ

論や会計論を聴講する。

ングを楽しんで帰る日もありますよ」
。

心で、大阪市立大学で財務

エムティーには、警備業の概念を変え

る要素がたくさん詰まっている。

八尋勇社長。自身も勉強熱

30

誰かの「 困った 」を 防 ぐ 、救 う。
一歩 先のホスピタリティを もつ警 備 会 社

仕事とプライベートは分けたい、

社会人マナーや資格取得、英会話、
作文。充実した研究はエムティーの特徴だ。

契 約 社 員 募 集（ 正 社 員 登 用 制 度 あり）

ダイエー

線
片町
京橋駅 JR

線

東西

大阪城
北詰駅

JR

大阪ビジネス
パーク駅
大阪城ホール

大阪ビジネスパーク
円形ホール
シアター
BRAVA! いずみ
ホール

0

250

寝屋川

JR大阪環状線
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本線

京阪

筋
玉造
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線
緑地
見
鶴 京橋駅

京橋駅

施設警備員

【その他待遇】制服貸与・交通費支給・各種手当・資格取得
奨励制度あり
【内容】施設警備、祭事や式典、野外イベントに至るまで「品 【連絡先】
まずは一度お電話ください。
位ある美しい警備」により、人の集まる場所に安心とぬくもり ☎06-6353-5678
（採用係）
専門学校
をもたらします。
常 時アルバイト募 集
卒業生歓迎
【応募資格】
経験・経歴・学歴一切不問
（18歳以上）
【給与】
初任給は18万円から始まります。
【勤務地】
京都市の百貨店や、大阪市の大型施設等
※2017年3月卒業見込みの方
大阪市・堺市・京都市他
【時給】
1,000円
の採用につきましては、6月1日 【勤務地】
以降にお問い合わせください。 【休日】
月6～7日
（ローテーション制）
詳しくは、上記連絡先までお電話ください。

第2新卒以上
歓迎

1

鴫野橋

2017年3月
大学卒業見込

『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。

地
下
鉄

JOB INFORMATION

500m

14

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。

ゆ う こ

香川出身の松下柚子さんは、

龍谷大学の哲学科出身だ。就職

ですね ？ 」

「 資料は 明日提出

パソコンに向か
ってレポートを
作成。

上司とスケジュールを相談する。

大政所町680-1

次 は 焼 肉に

株式会社長谷本社
京都市下京区烏丸通仏光寺下ル

いってき ま す ！

管 理 部 谷 昭 志さん

し よ うか ？

参加希望者は所属（大学名と学部）、名前、年齢、連絡先（メールアドレスと携帯番号）、
そして参加希望の動機を明記して、
メールのタイトルは
【6/4・同志社大学ワークショップ参加希望】
で
次のアドレスにご連絡ください。info@occhan-obachan.com
メールが届いた場合、
こちらから受理のお知らせを返信します。

活動が中盤に差し掛かった４年

向いてることなんかな？

の夏、大学のキャリアセンター

本当に見えてくるの?

で『おっちゃんとおばちゃん』

特 徴は … …

それって本当に自分が好きなことで、

』がき
とおばちゃん
『 おっちゃん
でし
後
定
内
は
たの
っかけと知っ
自作し
市に人 形を
た。手 づくり
がすば
など、行 動力
て出店 する
のびの
、
を生かして
らしい。感 性
。
ね
す
ほしいで
び 活 躍して

あのビルの

いうのはあるけど、

過去の行動から自分って

２号を見かけたのは、もしかし

自己分析ってなに？

たら運命だったのかもしれない。

だっけ？

「特に不動産業界に興味があっ

何がしたかったん

たわけではありません。パラパ

ラめくって、たまたま目に留ま

った長谷本社の記事に、現代ア

ートとの関わりが書いてあった

んです。不動産とアートのつな

がりは発見でした。空間に興味

17

がありましたので、ネットでエ

あれ？ わたしって、

シューカツの型から抜け出して、新しい発見をしませんか？
大学1～３年生対象（４年生も参加歓迎）
日時：2016年6月4日 13時～16時（開場12時30分）
場所：同志社大学良心館2階クエストルーム
（RY265）個室C
参加費：無料
参加企業：おっちゃんとおばちゃん掲載の厳選企業

ントリーシートを出しました」
。

本音をぶつけあう少人数型ワークショップで

少数精鋭主義の長谷本社、今

就職活動が本格化する前に学生と企業が

松 下 さん の 仕 事 ぶり

上 司 さん からひと 言！

ぼんやり『この職業』って

学生がしりたい企業の気持ち。

年の新卒採用は３名。最後の１

企業がときたい学生の誤解と、

枠に松下さんはすべりこんだ。

見てほしい！

『不安』のせいで、まだ見ぬ未来が曇りだす

晴れて４月から正社員となった

たった一度の人生なのに、

松下さん、今は同期と一緒に、

もっと自分をきちんと

京都と大阪にある自社ビルの特

光るものがないって…失礼！

徴をレポートにまとめている。

内容がふつう、

就職に対する不安はあるはず。

「どういう空間を提供したら、

大学生だったら、
どんなタイミングのあなたも、

お客様が入居したくなるのか。

シューカツはもうすぐですか？まだ先ですか？

誘致案を考えています」
。

sat.

本誌がきっかけで、人生を決

『 不安の正体を探れ！ 』

松 下 柚 子 さん（ 2 3 ）

めた松下さん、その目はキラキ

6/4

同志社大学３年生山田梨世 × おっちゃんとおばちゃんワークショップ

株式会社 長谷本社

ラと輝いている。

せ

学生なら誰でももっている、就職

り

活動への不安について、同志社大

学経済学部３年生・山田梨世さん

の呼び掛けでメンバーが集まり、

同志社大学で話し合った。

山田さんが挙げた不安は２つ。

「自分は、自分の好きな仕事に出会

えるのか？」
「こんな自分でも仕事

2016

﹃おっち
ゃ
ん
と
お
ばちゃん﹄
を
読
ん
で
︑
不動産業界
に
視
野
を
広
げ
た女子がい
る︒
ア
ー
ト
や
空
間への興味
を
活
か
し
︑
お
客様へ新た
な
提案をす
る
社
員
に
なりたい︒

山田梨世 さん

加藤侑里 さん

長掛真生子 さん

同志社大学プロジェクト

吉田歩未 さん

射場結花 さん

年生加藤侑里さん

4

はできるのか？」
。それに対して京

都産業大学の

や藤澤愛実さん︑京都女子大学の

松下茉由さんは、就職活動が始ま

おさかけ

年の長掛真生子さ

っている立場から、企業研究の難

同志社大学

しさを指摘した。

んは大学での勉強の内容と実際に

仕事との距離があるように感じる

と話した。射場結花さんは長掛さ

んの意見に共感を寄せた。

あゆ み

話は進み、京都産業大学４年生

の吉田歩未さんが「本当の自分じ

ゃだめで、自分を企業好みにカス

タマイズしないと内定ってもらえ

ないのかな？」とつぶやき、一同

の共感を得る。問題意識を軸に企

業との相互理解をするワークショ

ップを設定する運びとなった。

現在、山田さんを中心に準備を

進めている。

4

『 不安 の正体 を探れ ！』始動

藤澤愛実 さん

松下茉由 さん

私たちがワークショップを開きます、ぜひ来てくださいね！

自社ビルの視察

https://www.hase-building.

は、大事 な研修

co.jp/
キャラが違うから、
同期と話すと楽しい。

の一環だ。

※人数が多い場合は、先着順で参加者数の制限をさせていただきますことご了承ください。

interviewer=Editorial Staffs writer=Rena Kure photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]
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人 材 募 集
recruitment

株式会社プレゼント
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

スペイン料理店

1-2／結縁さんが手がけたベジョータオリジナルのワイン。
スペイン料理にぴったりのワインの種類が豊富にそろう。
3-5／結縁さんがスペイン研修に訪れたときの様子。目や
口にするもの、
現地でのやりとりすべてが店を豊かにする。

京阪神一帯で着実な成長を重ねる飲

食チェーン「ベジョータ」をご存じだ

ろうか。２００９年の河原町店オープ

ンを皮切りに、京都市内に５店舗、大

成長の理由は、イベリコ豚の生ハム

阪梅田でも２店舗を構えている。

をはじめとする料理の高品質さ、雰囲

気、空間、サービス、いずれものレベ

ルが高さだ。リピート客も多い。

ベジョータを経営する株式会社プレ

ゼントは、世界最高品質のイベリコ豚製

品を作るスペインの「コンソルシオ・

デ・ハブーゴ」社が認定する、日本で

唯一の企業だ。本物を扱う力をもつ経

営者の植本寿一社長。彼はスタッフが

職場を愛せる環境を整えることで、果

てしないパワーが生まれると話す。

「仕事の仲間や、その先にいる家族を

大事にしたい。メンバー全員に豊かに

暮らしてもらうのが自分の責任です」。

そんな考えだからこそ、社員が自身

を高めるための投資を、植本社長は惜

しまない。たとえば、入社２年以上の

社員には会社が全額費用負担のスペイ

ゆうえんだいさく

ン研修がある。行き先は自由だ。ワイ

は、付き合っている彼女を連れて約１

ン好きの富小路店店長の結縁大策さん

【内容】
スペイン料理「BELLOTA」とメキシカンダイナ「Roti
Chicken&Jackie Tacos」各店舗のスタッフとして店舗運
営・開発・広報をする仕事です。
【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。ステップアップのカ
リキュラムがあり、スキルアップの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
（参考：3年目
店長50万）
。店長・料理長クラスは賞与年4回・その他は年1
回利益分配賞与保証。
【勤務地】京都・大阪
【休日】
店舗定休日及び、有給休暇・夏 / 冬休暇あり。
【その他待遇】社会保険完備。社外研修、社内講習あります。
（店舗によりシフト制休暇あり）
【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）

50

週間、ワインの名所をまわった。

（調理・サービス・店長候補）
店舗スタッフ

自分の成長と給与額を重視したい人、必見

店舗が目標、と

※2017年3月卒業見込みの方の採用につきましては、
6月1日以降にお問い合わせください。

スペイン研修は行き先自由！

２０２０年までに

専門学校
卒業生歓迎

植本社長は話す。会社が大きくないう

第2新卒以上
歓迎

ちに入社すれば、いずれの幹部候補は

2017年3月
大学卒業見込

必至だ。特に給与額を重視する人には

『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。

選択肢に入れてほしい、伸びしろの大

正社員募集

きい注目の企業だ。

JOB INFORMATION

次のステージ、

今、
京都で一番アツい

「Roti Chicken&Jackie Tacos」の運営

「株式上場」
へ向けて

主な事業内容：京都に5店舗、大阪に2店舗を展開する
スペイン料理「BELLOTA」の運営及びメキシカンダイナ

「かっこいいユニフォ
ームのほうが、社員
も気持ちよく働ける
はず」
と植本社長は
細部を追求する。

社員たちの興味・関心はそれぞれ違っていい。
「お客
さんに楽しんでほしい」
という気持ちが共通している。
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interviewer=Editorial Staffs head writer=Miho Shinkai photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]
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人 材 募 集
recruitment

三共精機株式会社
本社：京都市南区吉祥院九条町49番地
TEL：075-682-5674
http://www.sankyo-seiki.com
従業員数：正社員51名
創業：1942年

設立：1948年5月

「誰と働くか」を大事にする人向き

主な事業内容：切削工具、測定工具、工作機械などの販売
および、ものづくり課題解決。

自分らしさそのままに、成長できる環境

西大路駅

線

電子部品や自動車・精密機器などの

メーカーに、工場用機械や部品を卸す

年の経験と２０００

65

機械工具総合商社が、三共精機株式会

社だ。強みは、

社との取引、
「ものづくりの課題を解決

する」提案力だ。石川武社長は、商社

だからこそできる役割を重視する。

「情報過多な時代、企業が必要な情報を

整理して渡せるのは商社の強みです。

顧客が気づいていない課題を見つけ、

解決策を提示できる社員に育てます」
。

京都文教大学の社会学部で学んだ佐

野裕治さんは、もともとは機械が好き

なわけではなく、業界知識もなかった。

「就職活動が始まっても、僕には特にや

りたい職種が見つかりませんでした。

50 100m

だから、業界は問わず “ いい人が働い

0

入社の決め手は、合同会社説明会で

九条通

市バス
西大路九条

ている会社 ” を探そうと思いました」
。

コンビニ

話をした先輩社員の率直さだった。

「質問したら、同業他社を教えてくれ

川
西高瀬

西大路通

本

道

海

東
JR

本社朝礼は、全員が顔を見られる
ように大きな輪をつくる。

2015年度、三共精機で
研修をしたインターンシッ
プ生と石川社長。

「よく学び、
よく働き、
よく生きる」
が社是。社
員ひとりひとりの個性を大事にしている。

モデルフォレスト活動。

美山町で行っているモデルフォレスト活動

京 都 屈 指の 機 械 工 具 商 社
「 顧 客の 課 題 解 決 」で
業績を伸ばす注目企業

たんです。面接でも、個人としての私

に興味をもってくれました。
『この会社

は裏切らない』
、誠実さを感じました」
。

実際に働いて、個性を尊重しながら成

長をうながす社風に満足している。

「僕は学校の勉強は苦手でした。でも

社会人になり、仕事に役立つ勉強は好

石川武社長

総合職
【内容】電子部品や自動車メーカーなどの「ものづくりの課題解決」
に取組みます。全社員が総合職として区別なく働くことで、性別や国
籍の違いを生かし、人との連携力を発揮できる環境があります。
【応募資格】2017年3月卒業見込の方 ( 全学部全学科、文理不問 )
【給与】大卒210,000円～ 昇給年１回、賞与年２回。
【諸手当】役職手当、時間外手当、住宅手当、家族手当、交通費全額
支給
【勤務地】京都本社、滋賀営業所、岡山営業所
【勤務時間】9：00～18：00
【休日】週休2日制 ( 土・日)、祝日、夏季・年末年始・年次有給休暇、
その他。※年間休日120日
【その他待遇】各種社会保険完備、確定拠出年金制度、財形貯蓄制
度、定期健康診断、新入社員研修
【連絡先】
まずは一度お電話ください。
☎075-682-5674( 担当：星野 )

きだと気づいた。マーケティングの勉

※2017年3月卒業見込みの方の採用につきましては、
6月1日以降にお問い合わせください。

強も、すぐ実践できるから楽しい」

文理不問

石川社長は多様性を大事にする。留

2017年3月
大学卒業見込

学生や子育て中の母親、障がい者、高

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。

齢者などさまざまな背景をもつ社員の

雇用に積極的なのも、魅力の一つだ。

JOB INFORMATION

佐野裕治さん。

( 夏 )。楽しみはお昼の流しそうめん！環境
への取組みが、
社員間の風通しのよさを生
んでいる。
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interviewer=Editorial Staffs writer=Yoko Nagao photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]
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人 材 募 集
Recruitment
社員同士の仲がいい。仕事
や恋バナなど公私ともに相
談。吉祥院店ではスタッフ
30名のうち女性は5名。笑
い声が絶えない職場だ。

トヨタカローラ京都株式会社
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390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

ファミリー客は、
まずお子さんに声を
かけ、奥様の隣か正面で話をする
のが古川流。
「女性は二の次、
の扱
いは私自身が嫌なんです。女性同
士だとうちとけるのも早いですね」

友達と飲みに行くこと。転勤が
ないので地元で暮らせる。完
全週休2日制、1日目は家でゆ
っくりと、
もう1日はショッピン
グでリフレッシュ。

JOB INFORMATION

正社員募集

毎年盛り上がる会社のイベント。去年の

『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。

2017年3月
大学卒業見込

第2新卒以上
歓迎

ボーリング大会では150人中、
５位に入
賞。景品はなんとUSJのペアチケット！

専門学校
卒業生歓迎

※2017年3月卒業見込みの方の採用につきましては、
6月1日以降にお問い合わせください。

自分の嫌なことはしたくない、

強引に営業したくない。それでいい。

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

その人なりの自然体で働けます。

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。

車の販売は男の世界というイメージ

が強いが、トヨタカローラ京都では、

多くの女性スタッフが活躍中だ。

吉祥院店の古川こなつさんは、入社

8

年目。
「すごく車が好きだったわけで

はありませんが、人の話を聞くのが好

古川さんの両親は教師で、自身も教

きな性格が向いていました」と話す。

員志望で佛教大学に進学。ところがバ

イトで接客業のおもしろさに目覚め、

社 か ら 内 定 を 得 た が、
「企

3

就職活動は営業に絞った。食品メーカ

ーなどの

業のネームバリューと扱う商品の大き

さ」に魅力を感じ、入社を決めた。

「車は売って終わりではありません。

アフターケアでお客様と長くお付き合

いをして、信頼関係を築く仕事です。

そこが一番の魅力ですね」。

古川さんは、どこまでも自然体だ。

「強引な売り方をされたら、誰だって

気持ちが引いてしまいます。自分が嫌

なことはやりたくないんです」。

顧客に無理強いはしない。嘘や誇張

を言わなくて済む。そのままの自分で

10

いられる。それはトヨタカローラ京都

に「目の前の結果より、 年先の顧客

との付き合いを重視する」経営方針が

あるからだ。ありのままの自分を活か

こんな経験も。新人の頃に接客した

せる仕事なら、当然充実度も高い。

相手が、結局他社の車を購入した。と

interviewer=Editorial Staffs head writer=Kyoko Kurita photographer=Shigeya Inoue [ MOSS GREEN STUDIO ]

ころが何年かのち、
「あの時一生懸命説

23

recruit@corolla-kyoto.com

明してくれた古川さんから車を買いま

☎075-461-9191

す」と来店、新車を購入してくれた。

【連絡先】
まずはいちど電話かメールでご連絡ください。

「他店でも手に入る車をわざわざ自分

【歓迎】車好きな人、コミュニケーション能力のある人材

から買ってもらえた。認めてもらえたん

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

だ、と心の底からうれしかったです」。

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

学生時代の友人のなかには、
「今、仕

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

事がつまらない」と言う人もいる。

組める人

「売れたときの喜びや達成感があるこ

【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

の仕事を選んで、本当によかったです」
。

【その他待遇】社会保険完備・諸手当・マイカー購入制度

職場で、結婚して仕事を続けている女

【休日】
毎週水曜と第1火曜を含む月7日以上

性は、人生の先輩でもある。

【勤務地】京都府下の各店舗

「私も結婚して子どもができても、仕

【給与】
月給211,300円
（2016年4月大卒初任給実績）

事を続けたいですね」
。

【応募資格】2017年3月に大学を卒業見込の方
（全学部全学科）

販 売のあと も 、顧 客との 関 係は 続 く 。
「 嘘 をつかない営 業 」、
目 先よ り、未 来 を 重 視 す る 企 業です。

ストレス解消は地元 ( 滋賀 )の
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ハ ロ ーワ ーク
か らの お 知 ら せ

京都新卒応援ハローワークは 、
あなたの就職活動を応援します。

中!
を設置

2017年3月大学等卒業者の方対象【セミナーのお知らせ】
模擬グループ
ディスカッション

マンツーマン
模擬面接

日時：5月11日
（水）
、
17日
（火）

日時：5月10日
（火）
以降の毎週火曜日と金曜日

いずれも17時15分から18時45分まで

会場：京都テルサ西館2階 リハーサル室
定員：各回20名
予約：電話または窓口で直接申し込み

時間：16時～、
17時～、
18時～

・セミナー以外にも自己ＰＲや応募書類の添
削、就活の進め方についての相談など
「就活何
でも相談」
を実施中！
・電話での相談予約を行っていますので、待ち
時間なしでじっくりとご相談いただけます。

各1時間

予約：電話または窓口で直接申し込み
※ご都合が悪い場合は、他の日にも
個別対応します。

移 転 の お 知 らせ

京都新卒応援ハローワークは4月1日(金)に
京都駅近くの京都テルサへ移転しました。

南北自由通路
八条口

京都新卒応援ハローワーク
国道１号線
至名神高速
京都南I．
C．

TEL 075-280-8614

京都第一ホテル
グリンリッチ
ホテル京都駅南

京都テルサ

九条
車庫

九条通
凌風
学園
殿田
球場

地下鉄
九条駅

ジョーシン

烏丸通

お問い合わせ、ご予約

新都ホテル イビススタイルズ
京都ステーション アバンティ

イオンモールkyoto

西洞院通

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館3階
開庁／平日9:00～19:00 土曜9:00～17:00

油小路通

近鉄東寺駅

学生応援団募集！

JR京都駅

N

「おっちゃんとおばちゃん」編集部は、いきのいい
中小企業の話を聞いてみたい、フリーマガジンづ
くりに興味ある学生が、集まってくる場でもあり

台湾で配布中！
ハンケイ500mのインバウンド誌

ます。企業の取材や、イベントを開催してみたい
大学１～４年生のみなさん、ぜひご連絡ください。
一緒に誌面をつくっていきましょう！

まれる情報は深化しています。
「旅行前に、
よりコアな京都の情報を手に入れたい」、
そんな要望

http://occhan-obachan.com/

してからのアプローチはもう遅いのです。
前段階で旅行客にリーチできる、
貴重な媒体です。

フェイスブックはじめました
https://www.facebook.com/occhantoobachan/

25

現在、280万人以上の台湾の方々が毎年日本を訪れています。
日本通やリピーターも多く、望

ご連絡は info@occhan-obachan.com まで

に応え、台湾で配布するフリーマガジンを発行しています。旅の計画は旅行前に練るもの。来日

出版元：株式会社 Yourbility Developers
▶▶▶

制作：union.a

詳細、
バックナンバーは右記URLをご覧ください。

http://www.kyotojin.jp/
24

和の心を知るということ。
大人になるということ。

こんなに楽しくて、
お給料をもらっていいの？
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理想的な言葉を聞きました。新卒で入

海外からのお客様の京都案内、VIP を

社した、彌榮自動車さんの女性ドライバ

乗せることもあります。毎日が観光で、

企画・制作・営業・発行

や さか

ー。英語が堪能な彼女は、できるだけ英

大好きな英語を話せる職。３日に１度の

株式会社 union.a

語に携わる仕事を探していました。旅行

休みも彼女のライフスタイルには合って

Editor in Chief, Publisher

会社の添乗員やホテルスタッフなども考

いる。彼女の言葉は、取材中の全員を驚

えましたが、ピンとこない。自分の思い

かせ、幸福にしました。働く誰もが一度

を満たしてくれたのは、意外にも、タク

は口にしたい言葉ですよね。

円城新子

Deputy Editor, Writer in Chief

呉玲奈

シーのドライバーでした。

Editor

編集長

円城新子

篠本暁人
Editing Assistant

中山みゆき
Writer

栗田京子
長尾ようこ
新海美保

僕はいつも正攻法です。

Art Direction, Design

北原靖浩

Illustration, Design

もりはなぐみ
Photograph

モスグリーンスタジオ
Map Design

Design MapLe

年商400万円で就農、20年以上かけて年

『おっちゃんとおばちゃん』も、やはり正

商12億円にまで業績を伸ばした、こと京

攻法。奇策や裏ワザはありません。一問

都の山田敏之社長の言葉です。時代の波

一答、一字一句に手を抜かないことが、

に揺さぶられるときはあっても、正攻法

私にとっての正攻法。
「かくありたい」

でいられたならば、心は晴れやかです。

と、山田社長の言葉を心に刻みました。

濃密な取材で企業の魅力を引き出す

Web Design

副編集長

呉玲奈

こうめ工房
Printing & Bookbinding

vol.5「自分」を
企業につなぐ
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美味しい料理と
心尽くしのおもてなしを

手づくり市に自分でつくった人形を出

「コート・ドール」
斉須政雄の仕事論

について研究する」ととらえがちです。

店した話をして、その行動力が評価され

しかし、実際にエントリーシートを目の

て、不動産会社の内定を得た人がいます。

斉須政雄 著
幻冬舎新書 2006/4 600円
（税別）

前に広げたとたん、志望理由がうまく書

漆工芸を勉強した学生時代の話をして、

けず、苦労する人もいるでしょう。

手先の器用さが評価されて、広告制作会

大事なのは双方向性。企業を知るだけ

社で働きはじめた人がいます。

本誌設置の大学・企業の詳細は、ウェ
ブサイトからどうぞ！

でなくて、「自分がどんな人だから」、そ

occhan-obachan.com

の企業に入ったらどんな仕事がしたいの

大事なのは、あなたの特性をどう企業に

か。自分自身を企業につなげることが、

つなげて、採用担当者に伝えるか。その

担当者に響く、志望理由を書くコツです。

目で企業研究をすることが大切です。

NEXT ISSUE
2016年8月中旬発行予定 !

調理場という戦場

企業研究というと、その言葉通り「企業

あなた自身は、そのままでいいのです。

東京・白金にあるフランス料理店のオーナーシェフ
による仕事論。23歳で言葉がわからないまま渡仏、
修行を重ね、東京で店を開くまでに考えていたこと
が時間軸で記される。業界の第一人者が、若者だっ
たときが見えるのがおもしろい。プロの厳しさと充
実、情熱を教えてくれる、まぎれもない名著だ。飲
食業界志望者に特におすすめ。
（すぴぴな）

ゆっくりといただく。
これも社会人の第一歩。
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
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！
日本タウン誌 フリーペーパー大賞2015
ライフスタイル部門

京都市下京区木屋町通仏光寺下ル和泉屋町162番地 TEL 075-342-1777

バックナンバーは

最優秀賞受賞

第３回京都女性起業家賞の
京都府知事賞を受賞！

ht t p:// k y o t o -h a n a t s u b a k i . c o m
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info@occhan-obachan.com

www.occhan-obachan.com

京都市東山区小松町568-3 TEL 075-531-6600

日本画家西山翠嶂のアトリエ跡地。

2016年5月18日発行

大人の優美なひとときを教えてくれます。

人生の中で訪れる節目に、

京情緒あふれる、雅な佇まいは

八坂神社・清水寺に近い祇園の一角。

祇園の隠れ家で味わう、
初めての懐石料理。
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