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本号におきましては、中津・下毛同友会、別府・日出同友会、杵築同友
会の会員さまに取材のご協力を頂き誠にありがとうございました。これか
らも順次各地域の同友会への取材を企画しております。なお、紙面構成
の都合により至らぬ点もあろうかと存じますが、何卒ご了承くださいます
ようお願い申し上げます。
（会報誌編集事務局）
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TOP
INTERVIEW

特集

ここで、一緒に。
﹁お客様の心に残るのは︑箱はもちろん〝おも
て なしの気 持 ち 〟も 大 切︒そ ういった 部 分の
指導や︑観光ガイドさんの育成なども充実さ
せたい﹂と語る矢 野 社 長は︑観 光 協 会の理 事
も務める

ホームというのは自宅と一緒。
第二の家族と思って過ごしてほしい

杵築同友会
[旅客運送業]

三光タクシー有限会社
代表取締役

矢野 公一氏

DATA
n 杵築市南杵築1741-3
y 0978-62-2800
a 配車24時間
b なし Pあり
きつき衆楽観 http://shuurakukan.com

笑いあり涙ありの華やかな舞台は一見の価値あり

社エスティーエスユナイテッド』有料老

く内容の異なる“高齢者介護福祉”とい

人ホーム『ガーデンヴィラ おぐす』
と認

う分野に参入した理由について、山本

大正 期の酒 蔵を改 修した﹃ きつき 衆 楽 観 ﹄

知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護『グル ープ

社長は「もともと高齢者福祉に興味が

ホームあんず』
を運営、そして今年1月、

あったのと、2000年に介護保険制度が

社会福祉法人 泰然会『特別養護老人

スタートしていたというタイミング、あと

山本寛泰社長は、東京の大学で企業

盛り上げようと“まちづくり”に尽力し続

年間3万〜3万5,000人もの観客が押し

ける矢野社長。
「杵築は美しい城下町の

ジャンボタクシーや中型バス、公用車な

寄せており、
このことで杵築市の観光地

風景、海の幸、山の幸、何でもある。でも

どさまざまな車種を揃え、利用者のニー

としての認知度も上がった。

その現状に甘んずることなく、少しでも

ズに応えている。三代目 矢野公一社長

大衆演劇というものに目をつけたの

次世代のことを考えて、“まちづくり”を

は、前職で経験した観光業のノウハウを

は、矢野社長が40歳の時に初めてその

行っていきたい、
というのが、今の私の

活かし、
ドライバーたちに観光タクシー

舞台を見た時の感動があったからだと

課題ですね」
と今後の意欲を語った。

いう。
「 観光で来たお客様に満足しても

光を楽しむための特徴あるタクシーを

らうためには、お客様の“五感をにぎわ

走らせるなど、“まちづくり”に関するさ

す”そして“心に残るもの”というのが非

まざまな取り組みを行っている。

常に大切だと思ったんです。
とても難し

中でも、矢野社長が平成21年に設立

いことなんですが、そのすべてが大衆

した『きつき衆楽観』は、注目の観光ス

演劇にはあった。
これが杵築の町を救う

ポットとなっている。ここは、大衆演劇場

だろうと思いました」。現在、役者メン

を主に、食事処、観光ガイドや市内食事

バーは約15名。平日は昼1回、土・日曜、

処の手配案内所、土産処を備えた杵築

祝日は昼夜2回、暴れん坊将軍や忠臣

市の観光交流センターだ。設立当初の

蔵、喜劇作など、
さまざまな舞台公演が

杵築市は、
まだまだ旅行業界では認知

行われており、地元の人たちも多く訪れ

度も低く、“観光”という分野でも取り上

ている。
タクシー会社を運営する傍ら、杵築を

維 持 するため、スタッフのメディカル

職。大学で学んだことを活かし、4年間、

「そういった環境で育ったということも、

チェックを行ったり身体的状態をチェッ

財務・経理面の職に従事、その後、地元

一つのきっかけとなったかもしれませ

クするなどを積極的に実施している。

中津へ帰郷、すぐに父親が経営する
『伸

ん。親よりもむしろ身近な存在だったし、

「スタッフのストレスケアをしっかりと行

和建設株式会社』の社長に就任した。社

いわゆる“おばあちゃんこ”だったんで

うことは、我々経営者としての義務だと

会人経験があったとはいえ、突然の社長

すよね」
と目を細める。

思っています」。

就任に当初は“人を使う”ということの

そんな山本社長が考える理想の施設

入居者の方々に対してはもちろん、そ

難しさ、そして“世代交代”に対する従業

は、自宅と同じように過ごせる“あたた

の家族、そして従事するスタッフ、すべ

員たちの意識の違いにナーバスになっ

かくて、第二の家族と思える施設”だと

ての人たちに愛情をもって接する山本

いう。本当の家族とは離れて暮らしてい

社長の思いが、社長の理想とする“あた

るけれど、
もう一つの別の家族として、

たかくて、第二の家族と思える施設”を

病院ケアではなく、施設ケアを行う環境

つくりあげている。

食べる楽しみ も必要な要素であると、
地元食材にこだわった食事を提供している

デイルームでは、レクリエー
ションや体操、ゲーム、手芸
などさまざまな活動がおこな
われる

﹁介護事業というのは︑サービス業と同じ︒
その質を磨き上げることが私どもの課題
で す︒ま た︑地 域 に 貢 献 で き る 事 業 で あ
りたいと思います﹂と語る山本社長

年目、
スタッフたちの努力もあり、
今では

としての指導を行うほか、国東半島の観

を目指している。
また、そういった状況を

り、祖母に育てられたという山本社長。

上げたのが『エスティーエスユナイテッ

昭和38年創業の『三光タクシー有限

は社会の役に立ちたい、
というのがあり

法務などを学んだ後、大手ゼネコンに就

そして社長就任から10年、自ら立ち

会社』。通常の小型タクシーをはじめ、

明るい陽が差し込む談話室

ました」。幼い頃、忙しかった両親に代わ

ていたという。

お客様に満足してもらえる
“おもてなし”で杵築の魅力をPR

11

ド』だった。
これまでの“建設業”から、全

ホーム かえで』
を開所した。

安全運転・親切な
接客で地元の人
たちからの信頼も
厚いタクシー会社

げられることが少なかった。設立から7

高齢者福祉介護事業を行う
『株式会

中津・下毛同友会
[介護福祉業]

株式会社
エスティーエスユナイテッド
代表取締役

山本 寛泰氏

DATA
n 中津市大字牛神19-1
y 0979-24-7212
a 8:30〜17:30
※入所は24時間体制
b 日曜 Pあり
http://www.gardenvilla-ogusu.com
大人数でも利用できる、ジャンボタクシーや中型バスを
備える

目と心を和ませてくれる風情ある庭園
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ここで、一緒に。
[時計 修理販売]

株式会社 フジヤマ時計店
代表取締役

栗林 英法・氏

DATA
n 別府市石垣東6-8-30 トレジャー石垣1F
y 0977-22-8818
a 9:00〜18:00
b 木曜 Pあり
http://www.fujiyama.ocnk.net/

注文を受けてからすぐ調理するので、
新鮮なすっぽんが届けられる
DATA

n 中津市耶馬溪町大字金吉2166
y 0979-56-3131
a 8:30〜17:00
b 日曜 Pあり
http://www.yabakeisuppon.com/

オブジェにした腕時計の部品。
時計の繊細さが伝わってくる

地域の人たちに愛される、
“キラリと光る町の時計屋”でありたい
時 計 の 修 理・販 売・買 い 取りなど、

その後、友人の協力を得て別府市荘園

時計店』オーナーの栗林英法・さんは、

町に『フジヤマ時計店』をオープンし、

20代の頃、時計の虜になりこの世界に

2015年6月10日、
「時の記念日」に現

入った。

在の場所に移転した。店名の『フジヤ

売からスタート、その後“湯布院でお店

温泉育ちのすっぽんを、
多くの方たちに味わってほしい

家庭で気軽にすっぽん鍋が楽しめるよ

「ウチでは、開閉器や洗浄機、計測器
など、スイス製の専用工具を使い、洗

う。
「その時は“お金を追いかけている”

浄液や注す油なんかも、高級なものを

という状態で、時計に限らずいろんな

使うなどして、メーカー並の機材を揃

仕事をしました。そうやってお金を追

えてサービスができるよう、心掛けて

いかけていたら、なぜか不運が続いて。

います」。県内はもちろん、九州内でも

そうなった時、本当にやりたかったの

これほどの機材を揃える時計店は他に

は“時計”だったのに、そこからどんど

はないという。

ん離れている、と気づいたんです」。そ

また電池交換一つにしても、外内部

れからは自宅で3年間、時計に関する

を掃除し、消費電力を測って電池の寿

あらゆることを独学で勉強した。
「朝か

命をチェックしたり、パッキンのグリー

ら晩まで勉強しました。分からないこと

スを塗布するなど、電池交換プラスα

があれば、職人さんたちに聞いたりし

のことを通常価格で行っている。
「時計

て。もう夢中でしたね」。勉強と同時に

は精密機械ですから、作業中もホコリ

等が入らないよう、かなり気を使いま
す。そうすると、電池交換でも15分は
かかるんです。だけど、こういった電池
やバンドの交換など、小さなことも気持
ちよく丁寧にやっていきたいですね」。
最高級の機材と熟練の腕を持つ職
人がいる店でありながら、小さな要望
にも応える、そんな地元の人々に愛さ
れ る“キラリと光 る町 の 時 計 屋”を目
指す。

う、切り身・内蔵・甲羅・生き血をセッ
トにして販売している。温 泉育ちなら

温泉を利用してすっぽんの養殖を行

ではの“美 味しさ”と、簡 単に味わえる
“手軽さ”に、全国各地にファンがいると

組織としてスタートして運営を続けて

いう。

いたが、平成24年7月の大分県北部豪

「今後は、すっぽんが学校給 食や老

雨災害時に2万匹のすっぽんが逃げ、

人ホームでの食事など、そういった場

養 殖施 設も倒壊し大きな打撃を受け

面でも食べてもらえるような“地域に根

た。これにより組合は解散、運営存続

付いた”存在になれたらいいなと思って

が危ぶまれていたところを、同年10月

います。もっと気軽に食べてもらえるよ

に江渕真一さん、真奈美さん夫妻が受

うに、新しい商品の開発などにも取り

け継いだ。一からの再スタートという厳

組んでいきたいと思っています」。仲良

しい状況にも関わらず、継ごうと決めた

し夫婦二人三脚で、“ すっぽん文化の

理由について「幼い頃から祖父（すっ

浸透” を目指す。

があったというのと、このままサラリー
マンをずっと続けるよりも、面白いかな
と思ったので」と話す。

ふわり

念願だった自分の店を構えた木戸社

一般部品パーツ、各種保険等を取り扱

長の仕事は、親切・丁寧・良心価格で

う『カーショップ アスリート』学生時代

評判だ。安くても手抜きは一切しない、

から車が大好きで、自動車ディーラーで

細部にまで神経を注ぎ、依頼された以

の営業や鈑塗装業を経験、その後中古

上の仕上がりを心掛けている。
「とはい

車ディーラー『ユーズ』で18年間腕を磨

え、やはり一人でやっているので、お客

き、2009年に自分の店をもった。
緻密な作業に全神経を注ぐ。修理職人は、栗林さんを含
め3名いる

身が特徴だ。
『耶馬渓すっぽん』では、

う『耶馬渓すっぽん』昭和48年に組合

力
風
新

新車・中古自動車販売、修理、車検、

士山”からとったという。

金を稼ぐことに懸命になっていたとい

まなみ

熟練の腕と真面目で
丁寧な仕上がりが好評

マ』は、日本の象徴・テッペンである“富

を持つ”という夢を抱き、実現に向けお
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キラリ

時計に関する下請けの仕事にも従事、

時計に関する事全般を担う『フジヤマ

最初はアンティーク時計と家具の販

江渕真一さん、真奈美さん

しんいち

ぽんの養殖）の手伝いをしていて興味

[飲食業]

耶馬渓すっぽん

「他店で修理を断られたんだけど…」
と
訪れてくる人も多い

温泉で育ったすっぽんは、独特の泥
臭さが全くなく、脂ののった柔らかい

えぶち

アンティーク
店 主 栗 林 さ んの個 性 が光る ︑
な雰囲気の店内

﹁今後︑時計業界としてなにを
していくのか︑課 題 はいろいろと出て くる
と思 う ︒その課 題を解 決で きるようになり
たいと思います﹂と語る栗林店主

別府・日出同友会

耶馬渓すっぽん

独立したきっかけは、奥様の「自分で
やってみたら？」という一言だった。自
身も独立という夢は持っていたものの、
なかなか勇気が出なかった時に、背中

になりますね」。
創業から７年をむかえた今、目指す

n
y
a
P

別府市天満町1565-9
0977-76-6474
9:00〜19:00 b日曜、祝日
あり

きちんと整備された軽自動車が、手頃な
価格で販売されている

10年については「今やっていることを
続けていくしかない。大きいことを考え
てもできない。今のやりかたを貫き通

なかなかふんぎりがつかなくて。そん

す、ただそれだけ」。曲がったことが大

な時の嫁の一言で、独立を決めました。

嫌い、真面目でまっすぐな木戸社長の

準備はいろいろと大変でしたが、
『ユー

強い意志が光っていた。

と木戸真一郎社長。

カーショップ アスリート

様に迷惑をかけることもあります。そん

験を積んでいたので自信はあったけど、

人たちの協力があって、実現しました」

DATA
[自動車整備・中古車販売]

な時は、本当に夜も眠れないくらい気

を押してくれたのだという。
「これまで経

ズ』の社長や県信さん、友達、いろんな

力
爽風

カーショップ アスリート
きど

代表

しんいちろう

木戸 真一郎さん
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