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上
利
舗
業

本社前の「グローバル
シューズギャラリー」
。店
内には淡いブルーやグ
リーンのおしゃれなス
ニーカーが並ぶ。本体は
革製。靴底が巻き上がっ
たような個性的なデザイ
ンが受け、いまや全国の
百貨店やセレクトショッ
プで引く手あまただ。
順風満帆に見えるスピ
ン グ ル カ ン パ ニ ー だ が、
もとは、１９３３年創業
で内田さんが社長を務め
る親会社の靴メーカー・
ニチマン（府中市）がつ
くった販売会社。海外の

ルできると製法名を前面
有名ブランドや大量生産
に出した。
品に押されていたニチマ
加熱する製法なのに
ンの販路を開くのが目的
本体には熱に弱い革を
だった。しかし、
「
﹃スピ
あ え て 使 っ た。
「他社が
ングルとしてこだわりの
やりたがらないからこ
物づくりをやるぞ﹄との
そ、勝機がある」と内田
思いはあった」
。
そ の 思 い は 実 を 結 ぶ。 さん。革の縮み具合を見
大阪のアメリカ村の店で、 ながらの試行錯誤を続け、
２００２年、
「スピングル
ニチマン以外の製品を売
ムーヴ」が完成した。
り、客のニーズやトレン
履き心地の良さと他に
ドをつかんだ。
ないデザインが口コミで
新ブランドを立ち上げ
広 が り、 成 長 を 続 け る。
ることになり、内田さん
女性向け「ニーマ」
（ 年）
、
がこだわったのが、 世
ビジネスマン向け「ビズ」
紀に米国で生まれた「バ
ルカナイズ製法」
。ゴムに （ 年）のブランドも立ち
上げた。
硫黄を混ぜて釜で加熱す
内田さんは「親会社か
ることで、靴底ははがれ
らの伝統がヒットを生ん
にくく、しなやかさが増
だ」と振り返る。
す。手間はかかるが、本
物志向の消費者にアピー
︵井石栄司＝２面にインタビュー︶
19
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貴久さん（58 歳）

斬新なデザインと履き心地の良さで人気を集める

スピングルカンパニー（府中市）のスニーカー。備
後の地場産業の流れをくむ製品は、東京や関西と

いった大都市圏で評判で、誕生から 12 年で 14 億

円を売り上げる。成功の裏には、物づくりへのこだ
わりがあった。

備後の物づくりが生んだ

カープとコラボしたデザインの「スピングルムーヴ」を手にする内田貴久社長＝府中市府中町
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府中市府中町 74–1
1997 年 4 月
約 14 億円
非公表
取り扱い店舗は全国約 250 店
99 人
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スピングルカンパニー 社長

革製スニーカー ﹁スピングルムーヴ﹂
製法こだわり大都市でヒット

《会社概要》

〈プロフィール〉東京都で５歳近くまで過ごした後、大阪へ。大学卒業後、スポー
ツ衣料メーカー・ヒットユニオンに就職した。１９９３年にニチマン
５代目社長に就任。97 年からは子会社・スピングルカンパニー
の社長も兼ねる。妻と娘の３人暮らし。

内田
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スニーカー
群雄割拠の時代
本物志向で勝負

大改装を計画している広島アンデルセンの前に立つ吉田社長＝広島市中区本通
丸みを帯びたきれいな形に整えたり、履き心地をよくしたりするには、熟練
社員の手作業が欠かせないという＝府中市府中町

厳しい経営環境
新会社に活路

相で、厳しい経営環境だっ
た。
―― 年にスピングル
社を立ち上げた理由は。
当時はまだスピングル
のブランドは影も形もな
かった。その時点で 年
以上の歴史があったニチ
マンでは、古い企業体質
が足かせとなり、従来の
商習慣から抜け出すのは
難しかった。しがらみを
断ち切り、新しいことに
チャレンジするねらいで
新会社をつくった。
国内でメーカーとして
残るには、価格競争に巻
き込まれたのでは立ちゆ
かない。将来的には付加
価値のあるものをつくり
たいとは思っていた。
――スピングルのブラ
ンドに込めた思いは。
釜で加熱してゴムの靴
底をスニーカー本体に圧
着させるバルカナイズ製
法には「時代錯誤」
「重た
い」という声が社内にあっ
た。しかし、その製法が
長年続いたのには、靴底
がはがれにくく、しなや
かさが増すという長所が
あったから。歴史は繰り
返される。一時の流行に
ながされず、製法を守っ
ていこうと思った。
硫黄を加えて熱する製
法を社内では「加硫（か
りゅう）
」と呼んでいたが、
バルカナイズ製法という
名称で打ち出せば、本物
にこだわる男心をくすぐ
るはず、と思った。日本
人が好きな革は熱に弱い。
バルカナイズ製法で革の
スニーカーをつくるのは
難しい。でも、みながやり
たがらないことをやるこ
とで勝負できると考えた。

ニチマンの成功体験
自信と評価に
―― 当時からヒットの
予感はありましたか。
うちならではのこだわ
りを幾つか打ち出すこと
で、
「何とかなるんじゃな
いか」
という思いはあった。
新興メーカーが変わった
デザインのスニーカーを
売り出しただけでは、こ
こまでのヒットにならな
かったと思う。
ニチマンはファッショ
ンスニーカー市場を切り
開いた。さらに、アメリ
カのバッグブランドから
ライセンスを取得し、靴
を企画して生産し、国内

販売のみならずアメリカ
に逆輸出も果たした。こ
うした数々の成功体験が
新ブランドを立ち上げる
う え で 自 信 に な っ た し、
外部からの評価にもつな
がった。グループ全体の
力、伝統のバックボーン
がヒット商品を生んだ。
――スピングル製品だ
けを売るオンリーショッ
プを展開するねらいは。
当初売れなくても続け
ていくことでヒットする
こともある。スピングル
のスピリットを発信する
店を持つことは、メーカー
としての固定観念や先入
観を捨てて、消費者のニー
ズを探るうえでも重要だ。
大量に売ることが目的で
はない。スピングルムーヴ
の世界をお客様にもっと
知ってもらいたいと思っ
た。海外にも打って出た
い思いもある。
――好きな本を一冊教
えて下さい。
マーケティングに関す
る本や専門誌が多いので
お勧めできる本はない。本
で知識を得るより、消費
者目線でマーケットを見
て感じることの方が大事
だと思っている。

「スピングルニーマ」は女性向けにつくられ
ている＝いずれもスピングルカンパニー提供

「SPINGLE」には、
「スピン＝回転」
と、常に続ける意味を込めた「現
在進行形の ing」と、
「グルグル」 本社近くの店内には、カンガルー革のおしゃれなスニーカーが並べられている
回る様子を掛け合わせたという
＝府中市府中町

――ニチマンの社長に
就任した１９９３年当時
は、どういう経営状況で
したか。
まだ社長の器ではない
と思っていたが、父（国
夫氏）が倒れてしまった。
経営の勉強を積んでいな
かったが、跡を継がざる
を得なかった。
欧米のブランドスニー
カーが黒船のごとくやっ
てきて、国内市場で台頭
してきていた。スーパー
もメジャー化し、靴に特
化した大型チェーン店も
出てきて、群雄割拠の様

革靴とスニーカーの製法を融合させた「ス
ピングルビズ」
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スピングルムーヴの代表的モデルの一つ。
税別１万６千円
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ひろしま経済ニュース

中国地方初のＬＣＣ
６月に広島空港へ
変わる空の事情

６月に広島空港に就航する春秋航空の機体＝春秋航空提供

便：毎日、ＡＮＡ（１往復） ＪＡＬ（１往復）計２往復

台

便：毎日、ＩＢＥＸ・ＡＮＡの共同運航（２往復）

海

中国・北京・大連便：日・月・火・水・金・土

外

中国・上海・成都便：毎日、中国東方航空・ＪＡＬの共同運航（１往復）

中 国 ・ 台 北 便：毎日、チャイナエアライン（１往復）
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中国国際航空・ＡＮＡ共同運航（１往復）
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韓国・ソウル便：毎日、アシアナ航空・ＡＮＡの共同運航（１往復）

が、全日空の乗り継ぎ客
が大半を占め、客層はか
ぶらないという。
「航空業
界におけるＬＣＣの市場
占 有 率 は 上 が っ て お り、
今後の需要増が見込める」
と分析する。
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開 港 し て 年 あ ま り。
広島空港を取り巻く環境
が大きく変わっている。６
月 日からは、中国地方
で初めて格安航空
（ＬＣＣ）
が就航する。

幌

仙

開港 年
利用客は減少傾向
岩国にも空港

49

上海拠点の航空会社
日本法人が就航
高速バス並み運賃

札

は落ちた。のぞみの数を
増やしてきたことや料金
の割引を始めたことなど
が要因という。
Ｊ Ｒ西日本はＬＣＣの
就航について「影響がな
いとは言えない。トンネ
ル内で携帯電話がつなが
るようにするなど、利便
性の向上を図ってきたが、
引き続き努力したい」と
受け止める。
岡山市には岡山空港が
あり、県西部から近い山
口県岩国市には 年 月、
岩国錦帯橋空港
（岩国空港）
が開港。空港間の競い合
いも増している。広島空
港の課題だった道路網は、
東広島呉道路が今年度中
に全線開通するなど整備
されつつある。空港利用
を促進する県空港振興課
は「呉駅と空港を結ぶバス
を運行するなどして、利
用者増を図っていきたい」
という。
（井石栄司）

内

春秋航空〈６月 27 日～〉
（２往復）

広島空港の羽田便の利
用者は２００３年度を境
に減少傾向にあり、空港
の利用者全体も 年度の
３４４万人をピークに
年度は２６４万人に。背景
にあるのはＪＲの攻勢だ。
Ｊ Ｒ 西 日 本 に よ る と、
東京～広島の新幹線と航
空機のシェアを比較する
と、 年度は航空機が ・
９％だったが、
徐々に低下。
年度は ・９％になり、
新幹線が逆転した。 年
度は ・５％まで航空機

便：毎日、ＡＮＡ（９往復） ＪＡＬ（８往復）計１７往復
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広島空港の主な定期便

費が計２千円程度（バス利
用の場合）かかること。 乗
り換えがうまくいけば、４
時間半弱で東京駅に着く。
春秋航空は現在、関西、
茨 城、高 松、佐 賀の４空
港と上海を結ぶ国際線を
運航している。 宮島、原爆
ドームという世界遺産があ
り、観光地の広島と成田
を結ぶ路線を持てば、佐賀
や高松、関空から入国し
た中国人客を広島経由で
関東に送り、茨城から帰国
させることができる。 逆の
ルートも設定できる。国内
でも夜 行 バス利 用 者や家
族客を取り込むつもりだ。
広島と成田を結ぶ路線
はボーイング７３７を使
う。１機あたり１８９座
席で１日２往復。搭乗率
は８割を想定する。
「路線
が認知されれば増便も検
討する」
（同社）
。
県空港振興課によると、
現在も成田便は１便ある

田
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羽

国

便：毎日、ＩＢＥＸ・ＡＮＡの共同運航（１往復）
田
成

縄 （那覇）：毎日、ＡＮＡ（１往復）
沖

中国・上海を拠点にす
る春秋航空の日本法人が、
成田と広島、高松、佐賀
の３空港を結ぶ路線を同
時開設する。４月から発
売されている広島― 成田
の片道運賃は５６９０円
から。格安チケットでも
既存の羽田便はほぼ倍以
上、新幹線はほぼ３倍以
上になる。同水準の金額
で東京に行けるのは、高
速バスぐらいだ。
高速バスと違うのは、広
島市街地から広島空港ま
でと成田から都 心の交 通
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山間地を切り開いて造られた広島空港。
濃霧での欠航を防ぐための高度計器着陸施
設が滑走路の端にとりつけられている

広島空港利用者の推移と年表
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災害に備えて蓄電システム
Sun.Assist. が販売

太陽光 発電などエコ関連
商品の販売・施工をしている
Sun.Assist.（サン・アシスト）
は、
「リチウムイオン蓄電シ
ステム（京セラ）」を販売して
いる。安い深夜電力を蓄電
池に蓄え、料金が 高い昼間
に使用することで、購入電力
を減らし節 電に貢 献、災害
時には電 源としても使 用 可
能。広島市南区東雲のショー
ルームで展示している。定価
は 240 万円（税抜 ）で、販
売価格により 80 ～ 90 万円
の補助金が交付される。

みんなでマリーナを楽しもう！
海遊びセミナーとショートクルーズ

平成 26 年 5 月31日
（必着）
５月と６月に、海を楽しむイベント「レンタルボートで楽しむ
瀬戸内クルージング」が開催される。海の駅を利用した瀬戸内
クルーズの楽しみ方やレンタルボートの利用法、船舶免許取得
のノウハウなどを紹介する「海遊びセミナー」と、ショートクルー
ズ体験もできるという内容で、会場は５月 24 日（土）、25 日（日）
がボートパーク広島（中区吉島）、６月８日（日）が境ガ浜マリー
ナ（尾道市浦崎町）。参加費無料で、参加特典も用意している。
お申し込みは下記フリーダイヤルまで。

株式会社 Sun.Assist.
薔 0120-161-368 http://www.urudensun.jp

レンタルボートで楽しむ瀬戸内クルージング推進委員会
薔 0120-730-344（ヤマハホットライン 9:30 ～ 17:30） http://www.setouchi-cruise.jp

親子で映画を見よう！
お子さまも安心して楽しめる映画公開

リーガロイヤルホテル広島
開業 20 周年記念フェアを開催

イオンシネマ広島で
使える映画鑑賞券

５組１０名様

イオンシネマ広島では、親子で鑑賞できる 2 本の映画を上
映。現在上映中の
「しんかんせんとわくわくでんしゃ大集合」は、
明るめの照明と小さめの音響に設定され、小さな子どもでも安
心して見ることができる。5 月 31 日（土）から上映が始まる「劇
場版 ゆうとくんがいく」は、サッカーの長友佑都選手監修ア
ニメ映画で、不思議な町でサッカーをする少年の物語。両作と
も鑑賞料金（税込）は 1,000 円（「しんかんせん～」は子ども
500 円）。
イオンシネマ広島
☎（082）261-1310 http://www.aeoncinema.com/cinema/hiroshima

古本と珈琲が楽しめるお店
ほっとする雰囲気で本探しを

コーヒー１杯無料券

５名様

リーガロイヤルホテル広島
は、 今 年 4 月に開 業 20 周
年を迎え、記念フェアを開催
中。レストランでは地元企業
とのコラボレーションによる
特別メニュー「広島魅力の逸
品」をフレンチ、中国料理な
ど 6 店舗にて展開。宿泊プ
ランでは、人気海外ブランド
のアメニティなど美・癒しの
特 典を充実させた女 性限 定
プランと、さまざまなシーン
で 利 用できる 20 周 年 記 念
特別プランの 2 種 類を用意
している。宿 泊の予 約は電
話でお申し込みを。

レストランコルベーユの
ランチビュッフェ（平日限定）

３組６名様

リーガロイヤルホテル広島
☎（082）502-1121 http://www.rihga.co.jp/hiroshima

こだま食品株式会社
『国産 高原のごぼう茶』を販売

国産

第 2 回「紙屋町ブルーベリー祭」
サンモールで開催

広島市中区紙屋町のサンモール屋上で 6 月 14 日（土）～ 7
月 6 日（日）、ブルーベリー園が開園する。ブルーベリーの摘
み取り体験（100g・税込 500 円）や実付き株の購入ができ、
昨年より大粒で美味しいブルーベリーを楽しむことができる。
また、6 月 14 日～ 22 日（日）は、
「紙屋町ブルーベリー祭」
を開催。14・15・21・22 日の 4 日間は、カフェやマルシェな
どが開かれ、祭りを盛り上げる。開園時間は 11 時～ 17 時。
株式会社 サンモール
☎（082）245-6000 http://sunmall.co.jp/blueberry

上神農園が、muse、近畿大学と
レモンを使った化粧水を共同開発

高原のごぼう茶

le moist

５名様

５名様

今年の３月 20 日、西区横川町にブックカフェ「楢～なら～」
がオープンした。落ち着いた雰囲気の店内には、ほっと心を休
めて本を読むことのできる空間が広がっており、小説や雑誌な
ど、たくさんの本が並べられている。その一角にあるカフェスペー
スでは、プレスで淹れたこだわりのコーヒー（一杯 300 円）を
飲むことができ、コーヒーをおともに読書を楽しめる。本の買
い取りもしている。気軽にお越しを。

乾燥野菜食品メーカーのこだま食品株式会社（福山市）は、
鹿児島産ごぼうを使用した「国産 高原のごぼう茶」を販売中。
蒸気の熱で焙煎する方法を用いることで、ごぼうの風味と香ば
しさをバランス良く際立たせた。従来品のお茶に比べて低価格
設定で、ティーパック 1 袋当たり 73 円。2g × 30 袋を 2,190
円（税抜）で販売している。同社が運営するオンラインショッ
プ「こだまいきいき農場」で販売中。

呉市のレモン農家である上神農園は、有限会社 muse（ミュー
ズ）
、近畿大学の野村正人教授と共同で、レモンの花を使った
化粧水「le moist（ レ・モイスト）
」を開発した。もとは上神さ
んの妻の手づくり化粧水だったものを、化粧品の製造販売を行
う muse の協力で製品化。化粧品原料を研究する野村教授は、
レモンの花に美白を期待できる成分が含まれていることを検証
した。1 本 3,000 円（税抜）でネットショップなどで販売中。

古本と珈琲 楢～なら～
☎（082）234-3887

こだま食品株式会社
薔 0800-100-0831 http://www.kodama831.com

上神農園
☎（0823）66-3611 http://www.lemoist.net

珍しいお酒を多数取りそろえ
物語のある銘酒と食品の店てらや

『赤ヘル入場券』
JR みどりの窓口で発売中！

オペラの名作『カルメン』を生で
マリボール国立歌劇場が初の広島上演！

広島市中区富士見町の酒
店、てらやでは、広島市内で
同店のみ取り扱っている全国
の銘酒を多数そろえている。
関東・九州で人気、ふわりと
して飲みやすい店長一押しの
「繁桝（しげます）」や、食前
食後にオススメの
「笑四季
（え
みしき）」、貴重な本格焼酎
「三
岳（みたけ）」など種類豊富。
試してみたい方のために月 1
度、テーマにそった飲み比べ
会「てらやの会」も開 催（5
月は 本日）。 会 費 1,500 円
で 5 杯（おつまみ付き）。参
加は電話で連絡を。
☎（082）542-8225

ペア招待券（S 席）

２組４名様

繁桝と笑四季

各１名様

てらや
http://ameblo.jp/teraya-sake

JR 西日本のみどりの窓口では、
「赤ヘル入場券」
（マツダス
タジアム広島東洋カープ公式戦入場引換券）を発売中。内野
指定席 A（1 塁側 or 3 塁側）3,600 円と外野指定席（ライト）
2,100 円。また、三原駅では、往復新幹線、赤ヘル入場券、
「む
さし」の食事券がセットになった『赤ヘルええじゃんプラン』
（大
人 7,200 円、子ども 5,900 円）も販売している。みんなでカー
プを応援しにいこう！（全て税込み、2 日前まで購入可能。）

広島ホームテレビ主催「スロヴェニア マリボール国立歌劇場
カルメン」が 7 月 1 日（火）
、広島文化学園 HBG ホールで上演
される。
“光の魔術師”フィリップ・アルローが演出の美しい舞台と
なっており、注目はカルメンを演じる話題の新星、オクサナ・ヴォル
コヴァ。パワフルな美声で、エネルギッシュな悪女を披露する。全
4 幕、日本語字幕付き。チケットはエディオン広島本店ほかで発売
中。料金は S 席 15,000 円、A 席 12,000 円など。

JR 西日本広島支社 営業課
☎（0570）666-830 http://www.jr-odekake.net

広島ホームテレビ
☎（082）221-7116 http://home-tv.co.jp
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の車を購入しようとし
ても、事故車の廃車費
用や購入車の検査・登
録、車庫証明取得等に
も費用がかかります。
こうした「買い替え諸
費用」も、時価に加え
て請求できます。あな
たとしては、
「時価額
＋買い替え諸費用」を
受け取って修理費の一
部に充てるか、新たに
車を購入するか、選択
することになります。
篤二

行政評価局の仕事は
「よくわからない」
（だ
ろうと思う）
。一つは
行政相談。県内１３５
名、中国５県で４３７
名の行政相談委員があ
なたの町で、行政に関
する苦情や要望を受け
付け、関係機関に伝え、
その解決に向けて日々
努力している。
ボランティアだが、

後藤

健一
川村

けたいあなたの気持ち
は理解できますが、法
律的には、保険会社の
言い分が基本的には正
しいことになっていま
す。車は同種同等の車
が市場にたくさんあり
ますから、事故車を廃
車にして 万円で同種
同等の車を購入すれば
足りるので、加害者が
それ以上の損害賠償を
する必要はない、とい
う理屈です。修理費が
車の時価を超える場合
は「経済的全損」と呼
ばれていて、基本的に
は時価が損害額となる
と扱われます。
もっとも、同種同等

子宮頸がんの約８割
は前がん病変の段階を
経 て５ 年 か ら 年 か
けて「がん」に進行す
るとされ、早期発見が
可能です。子宮頸がん
にかかりやすい年齢と
出産年齢が同一世代と
なった現在、子宮頸部
前がん病変は円錐切除
術により子宮の温存も
可能であり、検診は妊
娠機能を維持すること
からも大変有益です。

用情報公開が解禁とな
る 月１ 日に合わせ
て、パソコンやプリン
ターなどを設置。本学
学生が、企業訪問や採
用試験の合間に立ち寄
り、最新情報の収集、
資料や身だしなみの最
終チェック、また一息
つくことも出来る街ナ
カの大学施設として、
これまでに１２０名以
上の学生が利用し好評
を得ています。
今年度は学内ＬＡＮ
が利用できる環境を整
え、利用状況によって
はキャリアセンタース
タッフの常駐も検討し
ています。

住民の暮らしと行政を
つなぐパイプとして重
要な役割を果たす。近
所の交通標識が見やす
くなったのも、通学路
の歩道が歩きやすく修
理されたのも、ひょっ
としたら誰かの相談を
行政相談委員が受けて
行政に働きかけたおか
げかもしれない。
もう一つは行政評
価。行政機関の仕事が
本当に効果的・効率的
に行われているのか。
いろいろな施策が暮ら
しの安全安心や利便
の向上につながってい
るのかを住民の目線で
チェックする。

来 年 度 からの短 期
集 中 型の就 職 活 動に
備 え、 限 られ た 時 間
を有効活用するために
も、このサテライト・オ
フィスは今後ますます
必 要 性 が 高 ま り、 需
要も増すものと考えて
います。 変わりゆく就
職活動環境のなか、
キャ
リアセンターは、学生の
ために様々な支援強化
に取り組み、全力で学
生を応援しています。

今年度も、グローバ
ル人材の育成・教育、
鉄道施設の保全対策、
世界文化遺産の保存管
理、廃棄物処理施設の
整備など暮らしに関わ
る多くのテーマで調査
を行い、その改善に向
けて各機関と真摯に議
論し、現状や方向性な
どを皆様にわかりやす
く示していきたい。
「よ
くわかる」行政評価局
を目指していきます。

12

中国四国管区行政評価局長

広島経済大学キャリアセンター部長

平成 年 月１日、
オフィス街中心部に位
置する立町キャンパス
に「キャリアセンター
立 町 サ テ ラ イ ト・ オ
フィス」を開設しまし
た。
「街中で頼れる拠点
がほしい」
「空き時間
を活用できる場所がほ
しい」という学生の声
をくみ取り、企業の採
12

永井

行政の仕事
住民目線でチェック
改善に向け議論
学生の就職支援
キャリアセンター
オフィス街に
25

智晃

院長

交通事故で車が破損
しました。修理費の見
積もりをとったとこ
ろ、１００万円。加害
者の保険会社からは
「車の時価が 万円な
ので、 万円しか支払
えない」と言われまし
た。全額を支払っても
らうことはできないの
でしょうか――。
車を修理して使い続

30

50

女性が亡くなっていま
す。初期の子宮頸がん
は症状がなく、検診で
見つかることがほとん
どです。
子宮頸がん検診は
歳から受けるよう
になっており、市町村
事業で２年に１回は補
助券が配布されていま
す。検診は子宮頸部か
らブラシ・へらなどを
使って細胞を採取する
細胞診で判定します。
非常に精度の高い検診
で、痛みはありません。
細胞診で異常と判定さ
れると、組織診による
精密検査を受けて診断
されます。

10

弁護士

青谷

ひまわり法律事務所

宣隆

広島女性クリニック

50

子宮頸がんは子宮の
入 口（ 頸 部 と 呼 び ま
す）にできるがんで、
日本では若い女性の頸
がんや前がん病変が増
加しており、子宮頸が
んは 歳代、 歳代の
日本女性がかかる「が
ん」の第１位を占めま
す。最近の報告では年
間約２００００人が罹
患し、約３５００人の

20

車が破損
保険会社の算定
修理費下回ったら
50

子宮頸がん
検診で早期発見と
妊娠機能の温存を！
！

20
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今年２月にオープンし
た「まつぼっくり」
。店内
に入ると辺り一面にまつ
ぼっくりが装飾されてお
り、落ち着いた雰囲気が
広がります。
和食へのこだわりを強
く持っている店長の松原
さん。メニューのライン
ナップを見ると、小 イワ
シやあなごの刺し身、生
シャコの刺し身など、ほ
かではあまり目にするこ
とのできないメニューが
並びます。地元の方はも
ちろん、県外の友人にも
オススメできるお店です。

仕入れにも力を入れて
おり、メインを支える野
菜 は す べ て 無 農 薬 野 菜。
お肉は国産、魚はその日
に仕入れた新鮮なものと、
お客さんに最高のものを
提供しています。

営業時間／ 17：00 ～ 24：00
☎（082）502-3199
定休日：日曜日
住 所：広島市中区八丁堀 12-8 ワイディビル１Ｆ

しているご様子。
来年には、広島で三線
を楽しんでいる人たちで
沖縄を訪ね、地元の人た
ちと演奏会を開催する予
定なのだとか。三線を通
して、沖縄の文化を存分
に楽しんでいらっしゃる
ようです。
最後に、三線の魅力を
お聞きすると、
「あの優し
い音色です。また、これ
をきっかけに人との縁も
生まれます。三線を一緒
に楽しめる人がもっと増
えるとうれしいですね」
と楽しそうに話していま
した。
みなさんも三線をつま
弾いて、沖縄文化に触れ
てみてはいかがでしょう
（藤井聡美）
か？

お酒の種類もたくさん
あり、特にオススメする
のが日本酒。
美和桜や獺祭、
飛露喜など各地域の銘酒
がすべて５００円で楽し
めます。また、女性に人
気の果実酒もみかんやり
んごなど、５種類そろえ
ています。
料理やお酒に負けない
くらい魅力的なのが、き
さくな店長です。落ち着
いた雰囲気で料理、お酒、
会話が楽しめます。

り」でも紹介しましたが、
両チームの活 躍で街がいっ
そう元気に見えます。
７年前と比べ、変貌ぶ
りに驚いたもののひとつ
に、 レ モ ン も あ り ま す。
太陽をいっぱいに浴びた
瀬戸内の柑橘類はわたし
も大好物ですが、レモン
はいまひとつ力を発揮で
きていない印象でした。
ところが、今回街をめ
ぐると、関連商品がある
こと、あること。その数
にびっくりしました。Ａ
ＫＢの「大使」まで任命
されている。
さっそく、
「ブーム到来」
というレモン鍋を試しま
した。
すっぱいと思ったら、
そうでない。塩こうじベー
スですっきり。健康ブー
ムのなか、全国発信のさ
らなる可能性を感じます。
ほかにも、外国からの
観光客を数多く見かけま
すし、広島駅前の再開発
には目を見張ります。広
島の街の変化、熱い息吹
をこれからも追いかけて
いきます。

７年ひと昔？
変化に驚き
朝日新聞広島総局長
杉林浩典

朝日新聞の広島・備後
版（地域面）だけでは伝
えきれない広島経済のき
め細かな情報を読者のみ
なさんにお届けしたい―
―。朝日新聞のグループ
企業が一体となり、月刊
紙「ビジネス朝日」を発
行して半年がたちました。
この春、県内総支局の
記者が大きく入れ替わり、
新しいメンバーが執筆陣
に加わりました。そう言
うわたしも、大阪から異
動してきました。
引き続き、
ビジネス朝日をよろしく
お願いいたします。
２００７年 春 まで２年
近 くデスクで勤 務 したの
で、広 島は二度 目 となり
ます。７年ぶりの広島はエ
キサイティングな変化をさ
まざまな所で感じます。
ま ず はカープとサンフ
レッチェの大躍進。 わたし
がいたころのカープは５～
６位の常連、サンフレッチェ
は、佐藤寿人選手が日本
人 得 点 王 に 輝 く も、 上
位に食い込めないでいまし
た。 それが昨季、サンフレ
は連 覇、カープは 年ぶ
りＡクラス。 勢いがあるの
はいいですね。４月号「カー
プ・サンフレビジネス花 盛
16

優しい音色でゆったりと
三線を通して沖縄を知る
三線（さんしん）とい
られるのが、今回お話を
う沖縄の楽器をご存知で
うかがった中本俊之さん
しょうか？三味線に似て （ ）
。中本さんは、年に
レミ」の音符が書かれた
いますが、少し小ぶりで、 ３度も沖縄旅行に出かけ
楽譜はありません。工工
胴の部分に蛇の皮が張っ
るほどの、自他ともに認
四（くんくんしー）とい
てある楽器です。
める大の沖縄好き。それ
う、独特の記譜法で書か
その三線を楽しんでお
まで音楽経験はありませ
れた楽譜を見て演奏しま
んでしたが、友人に誘わ
す。現在は月に二度、先
れ た こ と を き っ か け に、 生に教えてもらっている
三線に挑戦されたそうで
そうですが、実は中本さ
す。中本さんは「一生懸
んにはもう一つ楽しみが。
命演奏するよりも、歌う
「
教えてもらっている先生
ことがメイン。テンポも
が沖縄の方なので、沖縄
ゆっくりで、気張らずに
の話をたくさん聞くこと
楽しめますよ」と、ゆっ
ができます。歴史や社会
たり付き合われているよ
問題、文化など、いろい
うです。
ろな話をすることで勉強
三線には、いわゆる「ド
にもなるんです」と充実

株式会社中本本店
代表取締役
中本俊之さん

店長オススメの生しゃこのお刺身

52

旬の食材とおいしいお酒に酔いしれる
しっぽりくつろげる和み空間

まつぼっくり
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広い管内
土地に応じた
サービス追究

現場見せ合い改善
中小企業の底上げへ
会員 100 社めざす

日本郵便中国支社長

NPO 法人中小企業
ビジネスエンジン支援会理事長

は

せ がわ

長谷川

あつし

かどもと

篤さん（48 歳）

角本

【プロフィール】
京都 市出身。京大 経 済 学 部を卒 業 後、
旧郵政省へ。郵政事業庁総務課長補佐
などを歴任。2007 年の郵政民営化後は、
日本郵政株式会社の本社経営企画部の
担当部長などを務め、今年 4 月から現職。
職場にも近いひろしま美術館（広島市中
区）がお気に入り。

―― 中国５県の郵便事業を統
括しています。
約 2200 の郵便局があり約 2 万
5 千人が働いています。各地で
24 時間安定したサービスを提供

み

か

実香さん（53 歳）

【プロフィール】
東京都大田区出身。高校時代に父親の
転勤で広島に。岩国短期大学幼児教育
科を卒業後、富士ゼロックスやリクルー
ト、外資系コンサルタント会社などをへ
て、2000 年にコンサル会社を設立。11
年に支援会を立ち上げた。コンサル会社
アルファエスアイ社長。

り組みを進めています。土地に
応じたサービスのできる郵便局
でありたいです。
―― ネット普及で年賀状配達
も減少しているのでは？

――会ではどのような取り組
みを？
会員企業は 6 社。3S（整理・
整頓・清掃）を推進するために、
月に 1 度、互いに会社を見せ合っ

係を築けば、
何度も来てもらえる。
観光よりも人を呼び込めるので
は。仕事の効率化は世界共通な
ので、関心は高いはず。
――なぜ中小企業に注目を？

できるようにするのが使命。着

減る流れにあるのは事 実です

て改善点を指摘し合う取り組み

社員の個性で動いているとこ

任したばかりで、お客様たちの

が、スマートフォンで年賀状を作

を続けています。ほかには合同

ろに魅力を感じます。
大手企業は、

声を聞くため、猛烈な勢いで各

成できるサービスは好評です。郵

で東京の展示会に出展していま

良くも悪くも仕組みで動いてい

県を回っていますが、中国地方

便局って IT と関係ないと思うかも

す。
職場をきれいにするだけでも、

る。例えば、人が一人やめても

の広さを実感しています。

しれませんが、転 居 時に必 要な

仕事の効率はあがります。1 社で

大きく変わらないでしょう。中

郵便物を転送するための届けもス

は気づけないこと、実現できな

小は一人やめたら大変。一つ一

マートフォンで OK。 私？もちろん

いことを協力して進めています。

つの会社にいろんなドラマがあ

――オリジナル切手づくりも
盛んですね。
比婆道後帝釈国定公園（広島、
鳥取、島根）の指定 50 周年を記
念した切手の販売を始めたばか

今回の広島転勤でも使いました。
―― その広島での暮らしはい
かがですか？

――始めたきっかけは？

ります。勉強して変わっていく

元々は、ISO（会社をより良く

道のりも見えやすい。

する仕組みの国際規格）の認証

系列で仕事を受ける縦の関係

広島での勤務も初めて。いろ

を取得するためのコンサルタン

はあっても、中小同士の横のつ

グ連覇の記念切手も作りました。

んな店に入ったけれど、昔から

ト業務をしていました。でもコ

ながりが薄い。チェックしあっ

お客様からの提案で、切手にな

の知り合いのように話しかけて

ンサル費用は中小企業にとって

てよく知れば、うちはその部品

ることもあります。

くれます。温かいまちに来たな

は高い。互いに指摘し合えば費

作れないけどあそこは作れると

と実感しています。

用が抑えられます。

いうように互いの営業もできる

り。サンフレッチェ広島のＪリー

―― 日本郵便は「総合生活支
援企業」を目指し 2012 年に発
足。管内の新しいサービスは？

―― 異動したばかりの疲れを
とる息抜き方法は？

――会員を 100 社にしたいそ
うですね。

と思います。
――休日の息抜きは？

岡山県新見市の 20 郵便局で昨

音楽が趣味で、広島に持ち込

野望です。オリンピックのある

主人との散歩です。川沿いや

年秋から、一人暮らしの高齢者

んだピアノを我流で演奏したり、ク

2020 年までにしたい。みんなに

海沿いをぶらぶらと、こんなこ

の健康状況の確認などをする「み

ラシックコンサートに行ったりしたい

「無茶」と言われますけど。世界

とやりたいとか考えを話しなが

まもりサービス」を試験的に始

けれど、なかなか 時 間が取れま

中の人に、東京に来たついでに広

ら。口に出すと、頭の中が整理

めました。現場の声を集めて本

せんね。 悲しいけど、当 面はお

島の中小企業を見学に来てもら

されてすっきりします。

社に届けて全国展開に向けた取

預けです。 （聞き手・清水謙司）

うのが理想です。ビジネスで関

（聞き手・木村和規）

