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サービス業／飲食

⍷⏀⏆⎝ʴ⎛⎡
Ј˟⍷⎡⍽⍾⎅⎚
⎆⎆⎱⎚ஹ⎿⎒

もともと昔から自分で店をやるつもりでいました︒
でもいったい何をすれば良いのか全く分からなかった
ので︑その辺の情報収集も含めて開業前に一度商工会
議所に相談に行ったんです︒
その時に
﹁今度こういうの
があるんです﹂
って紹介されたのが起業塾でした︒
起業塾に参加して︑自分がやらなければならないこ
とが色々とハッキリとしてきたので︑それが良いキッ
カケになったと思います︒起業することに対して特に
不安もありませんでしたし︑その時はもう自分の店を
やろうと決めて東京から帰ってきていて︑タイミング
を待ってるだけの状態でしたので︒親には反対されま
したけど︑最終的には無理やり押し切りるような形で
起業しました 笑( )

結局起業塾に行ってテンションが上がってしまった
んです︒周りには同じように起業を考えてる人達がい
るし︑
タイミングというか︑
起業塾で知り合った人達や
周りの友達︑
開業している知人などとの出会いが
﹁起業
の方向にむいてる！﹂
って自分なりに感じていました︒

ʴ⎵ࡃ⎵⍫ᧈ⍬⎢μ⎙ᐯЎഏᇹ
会社員として上司や部下がいた頃の状況と︑自分が
一番上に立った今の状況とでは考え方がだいぶ変わっ
てきました︒
会社勤めの頃は例え業績が悪くても
﹁○○
が悪い﹂
とか人のせいにしがちじゃないですか︒
自分の
店ではないですし︒でも今は全ての責任を自分が負う
立場ですし︑
全てにおいて
﹁自分の店を良くするには﹂
っ
ていうのを前提に考えるようになったので︑従業員と
の接し方や教え方もかなり変わってきました︒
やっぱり﹁人﹂っていうのが一番難しいです︒人を集
めるのも大変ですけど︑﹁どう教育するか﹂っていうの
は分からない事だらけです︒最終的には責任者である
自分がどう教えるか︑どういう態度で接するかによっ
てその人の成長が変わってきますから︑本当に﹁人﹂だ
けは未だに苦労しています︒
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ʙಅ⇭∞⇥

仕込み中の津田さん。地元の食材にこだわり、新メニューの開発にも力が入る。

оಅʙ̊ᨼᴾcase01

た人が辞めてしまった時︑それまであ

例えばそれまでまとめ役の存在だっ
ています︒例えそれがその時の自分と

けたり︑足を止めて手に取るようにし

方が一緒にいて楽しいですよね︒﹁もし

た時︑﹁いいね﹂って言ってくれる人の

例えば新しく何かをやろうと思っ

うになってきました︒

機会が多くなりましたし︑話も合うよ

起業してからはそういう人と接する

な人と一緒にいるようにしています︒

会社勤めでも要はすごくポジティブ

起業した人や起業しようと考えてる人︑

それと僕は出来る限り同じように

ています︒

も大切にしていかないといけないと思っ

んな人と出会うと思いますから︑それ

来れてると思います︒これからもいろ

会った人がいたからこそ今ここまで

理だったと思いますし︑その時々に出

を作るのも自分ひとりでは絶対に無

すごく重要だと思います︒結局この店

は全く関係のない人や物であっても︒

が辞めた事が必ずしもマイナスとは
言えないし︑その彼が辞めてしまった
責任は自分にもありますから︑やっぱ
り人を育てるというのは難しいです︒

ᐯЎ⎥⎛⎽⎚⎢
ዌ⎞ݣྸ⎓⎖⎒
人であったり物であったり場所で
も何でもいいんですけど︑もし自分が
厳しい状況にあって
﹁何とかしたい﹂
と
思っていたら︑必ず何かしらの出会い
があると思います︒
だから常に
﹁何とか
しよう﹂
と思っておかないと︑
せっかく
出会っても気付かずにスルーしてしまっ
て結局どんどんテンションが落ちていっ
たりしてしまうんです︒なので僕は人
でも物でも気になったら必ず声をか

失敗したらどうするの？﹂っていう話

ńŖŊŔŊŏņġ ŮŦŭŪġŮŦŭŰ

から始まる人と一緒にいると︑
テンショ
ンがどんどん落ちてしまいますから︒
そういう人とはあまり一緒にいたいと

ἿὊἏὅ

μଐᆰἭἘἽ
ᯡ߸ؽ

2:1

思いませんし︑不思議とそういう人と
は徐々に付き合いが少なくなっていき
ました︒だから以前会社勤めをしてい
た頃と今とでは︑周りの人脈というか
付き合う人はすごく変わったんじゃな

ᵨᵰܢᢿૼ߷ᬜ

ńŖŊŔŊŏņġ ŮŦŭŪġŮŦŭŰ ȁĩ΅νͼΐȜΤġιςιυĪ
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ުאশۼȟ ρ ϋ Ι ĲĲȇĴıġȡġĲĵȇııġĩ ˨ȅ˫ȅİĲĴȇĴıġĪ
ΟͻȜ ġġġġġġĲĹȇııġȡĳȇııġĩ ˨ȅ˫ȅİĲȇııġĪ
ȆਿġĲĹȇııġȡıȇııġĩ ˨ȅ˫ȅİĳĴȇııĪ
ݝȟ ဟ
˰ ȁ ˡ ȁ ˨ȟ ıĹĴķĮĴĺĮĸĲĺĺ

いかと思います︒

ʻࢸ⎡Ⴘ
まずはこの店の売上と知名度を上げ
る事が第一です︒洋食の居酒屋ってい
うのは宇部・小野田にはあまりないで
すし︑これからはワインを中心に飲み

編集後記
宇部商工会議所

物の種類も増やして︑他のお店には無
いようなものを提供できるようにして
いきたいです︒そしてもっと従業員を
増やして︑いずれは今とはまた違う形
態の店を出したいと思っています︒

අ֩ͅഝ͞ݳਈؚ͈ఉֳ̞໐͈ࡉ́ځম̤ഝܴͬൽ̵ͥͅম̧̦̹͈͉́Ȃೋന̯̦ͭၳၑͅచ̳ͥȨ̭̺
ͩͤȩ͞Ȃ̤ഝ͈ȨϋΓίΠȩͬఱ୨ͤͅา̷̥̞̥̭̺ͦ̀ͥͣ͂এ̞̳͘ȃ൳౷֖͈ఈഝ͓͈ࣞ͛͞͞ͅث
ڒ୭̴̥̥ͩͣ͜ͅȂఉ̩͈̤ݖအͅບ͈ͤ͢ة̦͈̞̯ͥ̀ͦثબ̳́ݶȃ̹͘Ȩ̞ٛȩͬͤ͜͢ةఱ୨̯ͦͅ
̷͈ͥ૽ྛ͜ۼႁ͂̈́ͤȂςάȜΗȜ͈ڕං̦̞͈̺̲̳̾̈́̽̀ͥ͂ۜ͘ͅȃρϋΙ͜ই͛ͣͦȂ̳̳̱̀͘͘
̞̩ιςιυ͈ࣽࢃ̦̳͙̱͂̀́͜ڢȃȪಎኡȆܱȫ

くれるようになったんです︒だから彼

まり自発的に動かなかったバイトの

自分の気持ちを維持しよう!

起業をする上でも人との出会いは

ͬౝ̳̈́̓গ̴ͣ͘ͅ൲̧̫̱̠͘͡ȃ

人達が︑逆に自分達で考えて行動して
オシャレな雰囲気で好評の店内。
女性にも人気で、
デートにも最適です。
ガラス張り＆オープンキッチンの店舗入口。

ু͈ΞϋΏοϋͬ༗̹͈̥̾͛ͬة̤̞̹༷̦̞̞̽̀͂এ̞̳͘ȃၻ̞ၠ͈ͦಎ̞ͥͅশ͉
̷̠̞̫́̈́̓͜Ȃ̽͋ͤ͞૽̦ޙે͉ۼ՛̩̹̳̠̱̈́̽ͤͥ͂̓̀͜ΰ̺ͭͤΘΐ̹̱̽ͤ͘ͅ
̳ȃ႕ْུ̢̜̹̹̜͊́̽ͤͤ̽́דȂ́͜ةၻ̞͈́ু͈ΞϋΏοϋͬ༗̹͈͈̾͛ͬ̽͜
̤̩̀ম̤̳̳̱̳ͬ͛͘ȃ
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小売業／アパレル

⎛⎞⍾⎂ᐯЎ⎡
ڤᴾ⎀⎝⎆⎛
⎷ᴾ⎽⎒⍷⎆⎛
⏅⎷⎽⎒⍾⎖⎒

起業する前はアパレルとは全く関係の無い仕事をし
ていました︒でも三十歳くらいの時にちょっとした転
機があって︑その時に﹁自分の好きなことをしよう﹂っ
て思った事が起業のキッカケです︒そこから自分が好
きなものって何だろうと考えたら服くらいしかなかっ
たんです︒
結局三ヶ月くらい迷ったんですけど︑
とにか
く
﹁好きなことをやろう﹂
っていう想いが強くなってき
て︑
起業を決意しました︒
起業するに当たっての勉強は全くしていませんでし
た︒最初はホントに﹁なんとかなるやろう﹂っていう軽
い感じでゼロからのスタートだったんですが︑それで
も不安はありませんでした︒家族からも﹁やってみい
や﹂
と言ってもらえたし︑
失敗してもそこまで大きな被

害にはならないだろうと思っていましたので︒
取扱うブランドを決める時も︑自分が見て﹁いいな﹂
と思うものを集めるようにしているんですけど︑それ
も自分から電話して交渉をするようにしています︒営
業に来られて取引を始めたところもありますけど︑有
名なところはあまり好きじゃないし︑大きいところに
なると無理な条件を提示される事もあるんです︒お客
様も店もメーカーも︑全てフラットな関係でやりたい
ので︑
メーカーが上とか︑
そういう付き合いは嫌なんで
す︒

ܢᢿ⎛⍷⍹ᘑ⎡ྵཞ
最初は全くお客様が来ませんでした︒始める前にあ
る程度の来客数を見込んでいたんですけど︑甘かった
︵笑 ︒
何
最初の三年間はホン
) も勉強せずに始めたので︑
トに厳しい状態でした︒
自分が考えていた以上に宇部に洋服が好きな人が少
なかったんです︒特に若い人達はどうしても福岡のよ
うな都会の方に流れてしまいますし︑中には新天町の
存在自体を知らない人もいたりして︑創業前に予想し
ていた以上に来客数が少なかったんです︒
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CASE

ʙಅ⇭∞⇥

店内には小川さん自らが仕入れをされた商品がズラリと並ぶ。

оಅʙ̊ᨼᴾcase02

楽しくて仕方ないんです︒それが一番

囲まれて好きな事に携われて︑毎日が

の雰囲気が︒それに日々好きなものに

なんです︒
この街の︑
この新天町の独特

い場所なのかもしれないですね
︵笑 ︒)
それでも僕はやっぱり宇部が好き

もしかしたら商売するには一番難し

いような気がします︒
特に若い人に︒

遊び心のある格好があまり好まれな

奇抜な格好があまり売れないんですよ︒

宇部ではちょっと変わった格好とか︑

⎆⎆⎚ᢅ⎇⎌ଐ⍿
ಏ⎊⎂⎙ˁ૾⎝⍷

がたいです︒

てくださっていますから︑とてもあり

ものでも︑ネットなら全国各地から見

値段が高かったり斬新なデザインの

れたりもするので︑
すごく面白いです︒

ていうのをネットに出したらすぐ売

し時間差を置くようにしています︒逆

て言われていましたので︑来てくれた
お客様に﹁洋服が好きな人がいたら紹
介して﹂
って頼んだりしながら︑
地道な
集客活動を続けています︒
それと二年くらい前にブログを始
めたんです︒広告とか打ってみたんで
すけどあまり反応が無かったので︑も
う口コミしかないだろうという事で︒
おかげさまでブログの方は結構反響
があって︑ブログを見て問い合わせを
下さるお客様も多くなってきています︒
あと半年前からネットショップもやっ
ています︒ブログもネットショップも
ほとんど服の話題や商品の入荷情報
なんですけど︑常連さんや遠くの方は
ブログを見られて
﹁アレとっといて﹂
っ
て電話をかけてきてくださいます︒
でもできれば店売りを主体にして︑
できるだけ常連さんに先に商品を見
ていただきたいので︑ネットの方は少

ですよね︒この店にいる事が好きで楽

≳

しいから︑休みたいとも思わないしス

ἾἕἛỿἵἫ

łūŢŪţ

トレスも感じません︒感じるとしたら
お金の面くらいです
︵笑 ︒)
最近うちのお客様でも︑
若い人が
﹁働
いていても面白くない﹂って言ってい
るのをよく聞くようになりました︒﹁だっ
たら自分のやりたい事をやったら？﹂
っ
て言うんですけど︑皆なかなかできな
いですよね︒でもとりあえずやってみ
る事も大切だと思います︒
始めてみれば

ʟለދ
ᙱଐஜἉἘỵᘍ

2:1
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ਫ਼ ह ౷ȟ ५࢛ࡇֳ໐ঌ૧ഛĲĮĴĮĲı
ުאশۼȟ ĲĲȇııȡĲĺȇıı
˰ ȁ ˡ ȁ ˨ ȟ ıĹĴķĮĳĲĮĲķıĺ
ˤ ȁ ȁ ȁ ˬ ȟ ũŵŵűĻİİŢūŢŪţįťŢŢįūűİ
ή υ Έ ȟ ũŵŵűĻİİţŭŰŨįŢūŢŪţįťŢŢįūűİ

ޛӝᘍ

łūŢŪţ ȁĩͺΐλͼήĪ

後は何とかなりますから︒

ʻࢸ⎡Ⴘ
継続してやっていくことが一番です
新たに店を出したりというよりは︑長

編集後記
宇部商工会議所

く細々とやっていければそれで良いと
思っています︒定年はないようなもの
ですけど︑若者向けの服ばかりなので
歳を取ったら一人くらい若い人を雇っ
て続けていけたら良いなと思います︒

ȶේ͚̪̞̺̹ͣ̽ͣष͙̽̀ͥ͞ͅȂࢡ̧̭͙̹̞̈́͂ͬ̽̀͞ȷȃ৾ऺ̱̯͈ͬ̀ͭȶ࣐൲ႁȷͅޥౚ̵̯
̱̹ͣͦ͘ȃ̷͈ၑဇ͉ȂஜႤ̦̞̈́Δυ̥͈ͣΑΗȜΠ̺̹̞̠̽͂ম̳́ȃఁ̢͜ু͈ࢡ̧͈̱̥̈́ͬ̽ͤ͂͜
࿒၌̧̱Ȃুͣೄ୪ު৪̯ͭ͂ખ̱̀ࠨ౯̳͕̳ͥ̓́ȃ̷̱̀Ȃഝڰ͈ځ൲͜ͅୟޭഎͅ४̯ͦحȂޡാՔ
̦̞ޑ౷ࡓͬఱ̧̩େͤષ̬̠͂͢࠼ྵ৾ͤͅழ̤̳ͭ́ͣͦ͘ȃ̯͈̠࣐ͭ̈́͢൲ႁฺ͈̹̽ࠐא৪̦௩̢
ͦ͊Ȃਔս͜ঁ̯ࠣͦȂֳ໐ঌځ౷͜ࡓږ͂ͥ̈́ͅܨ̱̞̳̀͘ȃ̭̥͈̯͈ͦͣͭমުജ̦ٳુ̱ͅڢ
͙̳́ȃȪള༏Ȇܱȫ
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商店街の一角に置かれた緑のイスと自転車が目印です。
各種クレジット対応。お気軽にお越し下さい。

でも同業者の方に﹁こういう街だか

̥̳̥ͣͤ̈́͂͘ةȃषཥ̴̢͉ͅࣉ͜ةই̷̹̥̭̭̭̭̹͛ͣ́ͦ̽̀͘
̞̠໐̦̳̮̩ఱ̧̞͂এ̞̳̱͘Ȃই͛ͥஜ͚̻̩̻͝͝ͅࣉ̢̹̭̭̀ͣ͘
̭̥̹̥̱̞̳́̽̀ͦ̀̈́̽ͦ̈́́͜͞ȃ

に
﹁宇部ではこれは売れないだろう﹂
っ

!

ら五年はやってみないと分からない﹂
っ
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サービス業／飲食

ʴဃ⎡
ဃᴾ⎀⍿⍷ ⎘ᴾ⎂⎽

﹁定年後どうしようかな﹂という思いがここ四 五･年
ずっとありました︒五十代も後半になるとみんな普通
だとは思います︒会社で再雇用してもらって六十五歳
まで働くという道もありましたが︑それじゃちょっと
つまらないし︑
張り合いがないなぁと︒
結果的には五十
八歳で早期退職し︑
八ヶ月後に起業しました︒
何がそうさせたかといえば︑これからの生きがいづ
くりを心身ともに元気なこの時点でしっかり始めよう
と思ったからです︒
決めたのは起業の十六カ月前︒
それ
から個人事業のノウハウ本を数冊買い込んで少しずつ
プラン作りを進めました︒
自分の思いをこめた計画書︑
資金計画などですが︑後で商工会議所の起業塾にお世
話になった際にこれがずいぶんと役に立ちました︒

しかしそれまで会社組織に四十年弱いて︑それが個
人事業主となって独立するのですから︑何をしなけれ
ばならないのか分からないことだらけでした︒ですが
家族に迷惑をかけないよう最悪のことも考えつつ︑第
一に経済的な部分を綿密にかつ慎重に考えました︒と
にかくコストを抑えることを考え︑お店の改修費など
の大きな初期コストは自己資金でまかない︑借入せず
月々に負担をかけない︒起業後のランニングコストは
低く抑えられるよう建物は義理の母からの貸与︑他人
を雇わず夫婦でお店を切り盛りし︑必要以上に宣伝し
ないなど様々な工夫をしました︒

᪦ಏ⎛⎞ࡃ⍽⎡⎁ݎ
お昼にコーヒータイムもやっていますが︑メインは
当然夜の部︒お客様はだいたい一次会で食事を済まさ
れてからおいでになるパターンが多くなっています︒
お腹は満たされ飲み物もそれなりにという状態でお越
しですから︑お店からみると売上単価は低くならざる
を得ないということになります︒当初安すぎるといわ
れたメニュー単価も何度か改定して妥当な線になりま
したので︑
あとはお客様のすそ野を広げて︑
ご来店人数
を増やしていかなければならないと思ってます︒
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ʙಅ⇭∞⇥

グランドピアノが設置された店内では生演奏による音楽と寛ぎのひとときを楽しめる。

оಅʙ̊ᨼᴾcase03

お店の一番の売りは﹁音楽と寛ぎの
ひととき﹂
︒
落ち着いた雰囲気を味わっ

ឯԛ⎛ˁʙ⎛ܱႩ

ラを払って演奏してもらうのですが︑

ます︒
通常こういう店はプレイヤーにギャ

うことがお店を開くベースとなってい

聞き頂けるレベルの演奏ができるとい

婚し︑
二人とも音楽をやり︑
ある程度お

私達夫婦は音楽の店で知り合って結

ンスが段々うまくとれてきました︒

てきたので︑趣味と仕事と実益のバラ

き︑
音楽の方に気持ちを移せるようになっ

のあれこれが形になってきて余裕がで

しになるんです︒最近はようやくお店

しい音楽の店にするということが後回

がどうなどとやっていると︑本来の楽

せんでした︒
売上や仕入︑
各種申告︑
メニュー

ら半年はそうのんびりもしていられま

売となるとやる事も多く︑特に開店か

こう﹂
と思っていましたが︑
さすがに商

もともと音楽が好きで始めたので
﹁の

ぎ合っています︒そうは言ってもお客
様来ず︑いわゆるボウズの日はさすが
にへこみます︒まだ初年度なのでご来
店の傾向や気に入っていただけている
のだろうかなど︑
わからないところが多々
あります︒なので最初の何カ月間かは
連日営業に力が入ってしまい︑ボウズ
のときの落差︑ダメージは大きいもの
がありました︒
しかし開店四カ月目からライブの企
画実施︑
パーティーのおすすめ︑
ＤＭ案
内などの集客活動を進めた結果︑着実
にご来店に結びついている傾向にあり
ます︒
初めてご来店のお客様は
﹁来てみ
たかった﹂﹁宇部にはないお店﹂﹁人を連
れてまた来る﹂
とおっしゃる方が多く︑

ᜩݑፙ

うちではそれを夫婦二人でやっていま

ʟለދ

良い評価を頂いています︒

ᵨᵰ࿃ᑮᬜ

す︒
だから
﹁毎日︑
生演奏﹂
ということが
できる強みがあり︑これが大きな売り
にもなっています︒しかしこの強みは

ỺἲἻ

2:1

űŪŢůŰġŪůů
ŴŵŦōōŢ
ᣁ̝ޅ

日常の練習あってこそなので︑その意
味で音楽に時間をかけられるようになっ
た事は︑お店の健全な営業に直結する
と思えるようになり︑全体が少しずつ
うまく回り始めた感じがしています︒

5:1
ܢᢿࠊࢫ

ުאশۼȟ Ĳĺȇııȡĳĵȇııġ
ഝġݝġȟ ဟƦਿȂలĲƦĴဟ
˰ ȁ ˡ ȁ ˨ ȟ ıĹĴķĮĴĶĮĴıĹĹ
ˤ ȁ ȁ ȁ ˬ ȟ ũŵŵűĻİİŸŸŸįŢţįŢŶŰůŦĮůŦŵįūűİſŮŰţŮŰţİ
ή υ Έ ȟ ũŵŵűĻİİţŭŰŨŴįťŪŰůįůŦįūűİŮŰţŮŰţİ

ʻࢸ⎡Ⴘ
十年︑七十歳までは元気でやりたい
ですね︒気持ちに張りを持って毎日過
ごしていきたいと思いますし︑だんだ
ん展望できるようにもなってきました
毎日好きなことをやっていられること

ਫ਼ ह ౷ȟ ५࢛ࡇֳ໐ঌુ๕ĳĮĳĮĲĸ

άͺΦġͼϋġΑΞρ

は何より幸せな事だと思います︒それ

編集後記
宇部商工会議所

とせっかく宇部という街で開店したの
で︑地元密着を基本にしながらオシャ
レなお店︑
温かいお店︑
よい音楽の聴け
る店として永くみなさんに可愛がって
頂ける様なお店にしたいと思います︒

ȁȶාࢃȆలඵ͈૽̞̥ͬͅਰ̱̹͈̳̥ͥ͜ͅȷȃ৾ऺ̱̀ȶ࿒ດ̭͈ͬ̾͂ளୀ̱̯ͣȷͬࣉ̵̢̯ͣͦ͘
̱̹ȃུ͉̯ͭࡔع൚ͅࢡ̧̈́মɁ૽́ڢإͬᭈ̳ͥظমͬ࿒ດ̱̞̳͂̀͘ȃͅڢإచ̳ͥಿා͈ே̞͞ࠐ
ࡑ̥ͣȂΐλΒΑΗͼσ͈κΘϋ̈́ഝඤ͈ս͉ͤࡶ͞ܨఈ͉ͅ૯য̧̞͈̺̲̱̹́̈́͂ۜ͘͜ȃ̹͘ȂάͺΦ͞όȜ
σ͈́ுͬ͞زڢإઉ̞͈̀ρδτȜΏοϋுͬୟޭഎͅनဥ̧̱̹̤̞̹͉ͤ͂̈́ͣ͘ͅࢡڢإഝ̺
͂এ̞̳͘ȃ̭̥ͦͣȶֳ໐ͬ́ڢإେͭ̈́ځȷ̱̀ͅဳ̱̞͂এ̞̳͘ȃȪള༏Ȇܱȫ

にこした事はなく︑このあたりがせめ

て頂くには程良い入りのお店にしたい

管理はきちんと計画的に!

んびりピアノでも弾きながらやってい
ヴォーカルを勤める奥様とツーショット。
昼はコーヒータイム、
夜はバータイム営業。

૽͈͈̓ΗͼηϋΈ́ܳު̳̥͉ͥ૽̷̸̺̱ͦͦȂ̞ͧͭ̈́ࣉ̢༷̦̜ͥ͂এ̞̳͘ȃཥ͈ા
ࣣ͉̠̭͈͜ഝ̦Θΐ̹̥̽ͣͅষ̸͈̞̠̲͉̞͈ͬͥ̽̀ۜ́̈́́͞Ḁ̑̈́ͤਹ̧̽̀͞ͅ
̱̹͘ȃ႕̢͊ࠗତۯၑ͞คષΏȜΠȂྴঁ̥̈́ͭ͜ু́ै̹̽ͤȂ૭̥࣬̈́ͭ͂͜ু́
̧̱̹́͘ȃ̞̞༷͉̜̳̫ͧͧͤͤ̓͘͞Ȃ̷̠̞̠ྩഎ̈́ম͉΅Ιῧْࠗഎ̱̹༷̦ͅΑΠ
࿂̥ͣࡉ̀͜ၻ̞ম̺͂এ̞̳͘ȃ
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目的をしっかり持とう!

と思う反面︑経営的にはお客様は多い

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġࠐफഎ̭̈́͂͜ਹါ͉̜̳̦́ͥͭ́Ȃܳު̳ͬͥ͂ȶ̶̈́ু́মުͬͥ͞
͈̥ȉȷ̞̠̽̀ম͈߫ͤ༐̱̺͂এ̞̳͘ȃ̺̥ͣ࿒എ̱̥̤̞̹༷̦ͬ̽ͤ͂̽̀ၻ̞͂এ̞͘
̳ȃ̺͘ාഽ̳̦́Ȃজ͜ΰ̺ͭশ͞အș̈́ા࿂̞́̾͜ȶ̠̺̹͈ͧͭͥ̀̽͛͞ͅةȷ̽̀
̞̠̭͂ͧͅ࿗̞̳̽̀͘ȃ̷̭̥ͣষ̠ͬ̓ழ͙ၛ̞̩̥̞̠̭̦̀̀̽̀͂ਹါ̺͂এ̞̳͘ȃ
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保育園に勤めていた頃︑
私は保護者の方から悩みの相
談を受ける事が多かったんです︒
皆さんいろんな悩みを
抱えているけど︑
誰にも相談できずに苦しんでいました︒
私自身も不眠気味だった時期があって︑
その時にお香
を炊いたら香りの効果で眠れるようになった事がキッカ
ケで香りに興味を持ち︑
アロマテラピーが心と身体に作
用する仕組みを勉強しました︒
それからアロマが入った
ボトルということだけでオーラソーマに興味を持ち︑
実
際に受けてみたら自分を客観視できて頭の中がスッキリ
整理された感じがしたので︑﹁これはすごい﹂
と思って自
分でも勉強し始めました︒
その時は仕事に役立てば良いという考えでしたので︑
起業なんて全く考えていませんでした︒
でも勉強をして

いくうちに︑
実は自分自身がすごく疲れてしまっている
ことに気付いたんです︒
仕事以外でも色々と悩んでいた上に︑
夫の仕事との兼
ね合いもあって家族の時間も大切に出来ない状態でした︒
それなら家で出来る仕事の方が良いなと考えて
﹁自宅で
サロンをやろうか﹂
ということになったんです︒

ܢᢿ⎚Ӗ⎄λ⎿⎼⎿⎾⎡⍾
オーラソーマで
﹁心﹂
のケアを勉強し︑
心ができるなら
﹁体﹂
もという事でロミロミやリフレクソロジー︑
耳ツボ
まで勉強をしました︒
ただ山口にはこういうサロンはあ
まりないですし︑
やっぱり
﹁受け入れてもらえるのか﹂
と
いう不安はありました︒
勤めていれば安定した収入があ
りますし︑
保育園の仕事も好きだったので︑
結局三年くら
いずっと迷っていました︒
そんな時知人に相談をしたと
ころ起業塾をすすめられ︑
参加しました︒
起業塾は行って良かったです︒
仲間ができた事もそう
ですけど︑
何をどうしたら良いのか分からない状態だっ
たのが︑
先生や会議所の方に相談することでハッキリと
したビジョンが見えてきました︒
実際の事業プランは最
初に考えていた内容とは結構変わりましたけど︑
自分で
も納得のいくものができたと思っています︒

18
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オーラソーマのボトルを前にお客様の相談に耳を傾ける篠原さん。

оಅʙ̊ᨼᴾcase04
を使って自分の心を知って欲しいと

そ気軽にオーラソーマなどのツール

でしまいがちなんですが︑そんな時こ

時ってどうしても自分ひとりで悩ん

く辛い時期がありましたし︑そういう

したいと思ったんです︒自分にもすご

いろんな人に
﹁癒し﹂
というものを提供

保育園の中だけではなくて︑もっと

い事と求められる事にギャップがあっ

方も分からない︒さらに自分がやりた

ルしなければいけないけど︑そのやり

うために自分を売り込んだりアピー

た頃とは違って︑サロンを知ってもら

しか知りませんでしたので︒勤めてい

事がなく︑保育園という限られた世界

それまで保育士としてしか働いた

思いました︒そうする事で今までと違

うものの見方をしたり︑意外な解決の

糸口を見つけるお手伝いをしたいと思っ

たんです︒

時間はかかりますけど︑もっとたく

さんの人にそういったツールを知っ

てもらい︑私がお手伝いする事でもっ

と楽になってもらいたいと思って起

業を決意しました︒

оಅ⎊⎙
ɭမ⍿࠼⍿⎖⎒

実際起業してみて︑自分がすごく狭

い世界にいたことを実感しました︒

仲間がたくさん増えた事もとても

良かったです︒
いろんな業種の方と

知り合う中で︑
様々な角度から見た

り考えたりすることができ︑
とても

貴重な体験ができたと思います︒

ʻࢸ⎡Ⴘ

もっと 癒
｢し と
｣ いうものが身近
で︑
特別なものじゃないという事を

知ってもらうということが一番の

目標です︒
そのために色々なツール

がある事を知ってもらって︑
それを

もっと気軽に利用できる環境がで

きるといいなと思っています︒

そしていずれは教室を開いて教

える側になりたいと思っています︒

そうすることでもっとセラピスト

や癒しのサロンの数が増え︑﹁癒し﹂

がより身近な存在になってくれる

と嬉しいなと思います︒

セージ
たちへ メッ
人
る
自分の想いを大切に、楽しもう!
い
て
起業を考え

ハワイアンロミロミの施術中︒
心も身体もリラックスできます︒

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġȨ̶̈́ܳު̱̹̞͂এ̹͈̥̽ȩͬདྷ̞ͦ̈́́ဳ̱̞̳́ȃজ͉̤ݖအͅ౷̞̞শۼ
ً̮̱ͬ̀ೀ̩̹͛Ȃȶু͉̠̞̠̓໐ͬυΰఱ୨̱̹̞͈̥ͅȉȷ̞̠͂Ȩࡔതȩ͈໐͂ȶ͈ࣽশ
య͉̱̦̽͂͜ͅຈါ̺̥ͣࢩ̹̞͛ȷ̞̠͂Ȩ̭͈ॽমͬই̹͛শ͈ܨ̻ȩ͈ඵ̞̾ͬ̾͜དྷ̞ͦ̈́
̠̱̞̳̀͘͢ͅḁ̷̱̳̑ͦͣͬͥރ৪̱͂̀Ȃ̴͘ু̦ςρΛ·Α̱̹ΣνȜΠρσ̈́ેఠ̞̭́ͥ
̦̫̞̳͂̀͘͜ȃ̷͈̹͉͛ͅȂু̴̦͘ॽম͞૽̦̭͚̱ͬ͂ڢఱ୨̺͂ࣉ̢̞̳̀͘ȃ

自分の考えを明確にしよう!
ܳުੂ͉࣐̽̀ၻ̥̹̽͂এ̞̳͘ȃအș̈́ڙഽ̥ͣমͬࡉ̹ͤࣉ̢̧̹̳̭̦ͤͥ͂́Ȃু̦ة
̠̳ͬ̓ͦ͊ၻ̞͈̥̦ྶ̩̮̳͉͈̹̽̈́ͅږఱ̧̥̹̳̽́ȃఈ͜ͅအș̈́ުਅ̢͈༷ࣣ̹͂ͤ
ͤȂ̹̩̯ͭಏ̦ۼ௩̢̹ͤ͂ܲਹ̈́ఘࡑ̵̧̯̞̹̺̱̹ͬ̀͘ȃܳުੂ̺́ͭڠম͞ै଼̱̹Ϋΐ
ΥΑίρϋ͉ࣽ́͜အș̈́ા࿂́ࡉ༐̱̞̀̀Ȃমު̳ͬͥષ́ুু͈αȜΑ̞̳͂̈́̽̀͘ȃ

たりもして︑
戸惑うことばかりでした︒

自分一人でやっていく事の厳しさを

思い知らされました︒

でも幸い私には相談に乗ってくれ

るセラピスト仲間がいるので︑悩みが

ある時はその人に相談をしていました︒

同時期に開業したということもあっ

ỴἼὊἜᾁᾀ

て不安や悩みを共感でき︑お互いに励

2:1
ᐱޛᨗݱဋ

ましあったりできるんです︒自営業の

ἚἺἑỽἿὊἻޛӝ

人にしか伝わらない苦労もありますし︑

21

ᐱݱᢼ
ྸϬ༏ಅ

中でもセラピストって独特な職種な

ਫ਼ ह ౷ȟ ५࢛ࡇֳ໐ঌୌܚ෨ĵĳĴĲĮĳ
ުאশۼȟ ĲıȇııȡĳĳȇııġĩۖထଷĪġ
˰ ȁ ˡ ȁ ˨ ȟ ıĺıĮĵĶĸķĮĵĲĹĹ
ˡ Į ˩ ˝ ˥ ˨ ȟ ŧŶŸŢųŪķĸŁťŰŤŰŮŰįůŦįūű
ή υ Έ ȟ ũŵŵűĻİİŧŶŸŢųŪķĸįŦŹţŭŰŨįūű

ςρ·ΓȜΏοϋσȜθġ
͏ͩͤ

ので︑それを理解できるのはやっぱり

ςρ·ΓȜΏοϋσȜθġ͏ͩͤ

同業者の人になってしまうんです︒

編集後記

ࡔ̯̤̞̱̹ͭ͂͛̀ٛশȂজ͉ȜρΕȜζ͞Χχͼͺϋυηυῆ̵̞̠͈̩̱̹ͬͤͭ́͘͜ȃ̷ֳ̤̩ͣ
໐́͜තஅ͙͈ถ̞͈̺̹͈͉̞̥̽́̈́͂͜এ̞̳͘ȃ̷ͭ̈́ે͈ޙಎȂ͉ࢃުٳအș̈́ͼαϋΠ͞ρδτȜΏο
ϋ̈́̓ͬୟޭഎ࣐ͩͦͅȂ͉ࣽ́౷ࡓধ͞ڎਅιΟͻͺȂ૽͈࢛̥ͣ͜ী̳ͥͅܥ̦ٛఉ̩̱̹̈́ͤ͘ȃ̷̭ͦ͜
ͦ͜Ȃࡔ̯̻ͭஜ͈̤૽࣐͂൲ႁȂ̷̱̀փ̞ޑ͕̓̈́ٸැ͈প̜́ͤȂȶ̱̽͂ͬ͜߃͈̈́͜ͅȷ͂
̞̠࿒ດͬో̷଼̯̠̞͉̩ͦͥ͂̈́͜এ̞̳̽̀͘ȃȪಎኡȆܱȫ

だから起業塾に参加して︑そういう

宇部商工会議所

白を基調とした、
明るく落ち着いた雰囲気の内装。
ゆったりとした時間を過ごせます。

20
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もともと母が美容師をしていて︑
私も小さい頃から美
容師になるのが夢でした︒
しかし自分自身の肌が弱く︑
美
容師としての夢は諦めたんです︒
でも女性に綺麗になっ
て喜んでいただける美容業が好きでしたので︑
転職して
エステティックサロンで働いていました︒
長く勤めていくうちに︑
徐々に
﹁いつか自分の店を持ち
たい﹂
という夢を持つようになりました︒
その時に顔の筋
肉ストレッチというまだ近辺にない特化した手技に着目
し︑
心地良くてしかも効果的という事で︑﹁これで多くの
女性の悩みを改善し︑
元気で美しい女性を増やしていき
たい﹂
と思ったんです︒
ただすぐに起業しようとは思ってなくて︑
働いていた
サロンを辞めた時に知人の勧めで起業塾に行ったんで

す︒
そこで自分が何となく考えてた事を具体化できたん
ですけど︑
資金も無かったからその時はもう一回就職し
ようと考えていたんです︒
でも就職活動をしながら悩んでいました︒
やっぱり自
分の中に
﹁やってみたい﹂
という気持ちがあって迷ってい
たんです︒
だから最終的にやるかやらないかの二択で考
えた時︑﹁やります！﹂
と覚悟を決めました︒
なので準備はかなり急ピッチでした︒
最初はマンショ
ンの一室で自己資金の範囲で始めようと思っていたので
すが︑
会議所の方に
﹁いずれ店舗にするのなら最初からサ
ロンにした方が良い﹂
と言われ︑
家族も後押ししてくれた
ので︑
日本政策金融公庫さんに融資をお願いしてサロン
として開業しました︒

ܲ⎞⎢ᐯ̮⍿⍵⎖⎒⎄⎜⍞
起業してすぐの頃は大変でした︒
実際に始めてみない
と分からなかった事がたくさんあって︑
それまでの接客
とは違った部分で戸惑う事も多かったです︒
例えばお客様と世間話やお悩みを聞いたりしているう
ちに︑
他の仕事をする時間がなくなっていた時期があり
ました︒
勤めに出ていた時には無かった事でしたので︑
正
直どうすればいいのか分からなかったんです︒
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ʙಅ⇭∞⇥

静かでゆっくりとした時間が流れる待合室。観葉植物は開業時にもらった思い出の品。

оಅʙ̊ᨼᴾcase05

結局自分の中で仕事とプライベート
しゃってくれるという事がすごく嬉し

です︒それにある程度彼女にお店を任

て考えるとなかなか休みにできないん

ので︑﹁もし今日予約が入ったら⁝﹂っ

るんです︒特にうちは当日予約も多い

休みを取るのってけっこう勇気がい

むというのも大きいです︒

崩してもお客様にご迷惑をかけずに済

きるようになれば︑万が一私が体調を

彼女がここでエステの仕事を色々とで

すごく助かっています︒もしこれから

事を教えながら手伝ってもらっていて︑

りますし︑去年からは妹にサロンの仕

方の仕事を母が手伝ってくれる事もあ

家族の協力にも感謝しています︒裏

いなと毎回思います︒

感謝の気持ちを忘れずにやっていきた

ますし︑そういった方々やお客様への

も
﹁がんばろう﹂
っていう気持ちになり

いです︒特にオープンの時に頂いたた

一でお話をしていると︑どうしても長
話になっていたんです︒
当時の私は
﹁自
営業は二四時間仕事だ﹂と思い込んで
いて︑時間の使い方を全く考えていま
せんでした︒本来の仕事が思うように
できなくなっていたので︑
その頃から徐々
に時間を意識して仕事をするようになっ
たんです︒それからは睡眠時間を削る
ような事も減り︑仕事で力を発揮でき
るようになりました︒

ԗ⎡ңщ⎞ज़ᜓ
そういった苦労もありましたけど︑
今は起業して良かったと思っています︒
エステティックサロンに勤めていた頃
はやはり その店のお客様 という感
じでしたので︑例えば一年の節目など
にお祝いをしていただいたりだとか︑

অᡶ᭗ఄ

せられる様になれば︑私が外へ営業に

ܢᢿࠊᇌ

そういった 自分のお客様 がいらっ

ȶྶ̩ͥઢ̦ளഌȷȃؖఆ̯ͭͬ৾ऺ̱̲̹֣̀ۜય̱̹́ȃ̻ஜ͈ྶ̯̥ͥͣুட͂૽̦ਬ̩̠̥̽̀ͥ̈́ͣ͘͢
̞૽̺͂এ̞̳͘ȃ࠷ࣣ́އഝ̦̱̩͌͛ಎȂρδτȜΏοϋͬୟޭഎ̫ͅڥͅࡥڕͬݖං̯̞̳ͦ̀͘ȃ
ήυΈ̤́ഝ͈ૂ༭͞ͅૂ̳ͥ۾༭̧̈́̓ͬ͛ळ̥̩อ̯̹ͦͤȂؖఆ̯ͭু̦ࡕ̱̹߃༏͉́ೇ̱̞͈ނ
ΑΞΞͻΛ·υϋ͈اણͬ์ค̯̹̳ͦͤͥম͜ఱ̧̺͙̈́͂ޑএ̞̳͘ȃ͂͜ͅ૯̯ͦͅᣞႡͅࡓ̈́ͅܨ
̤ͦͥഝ̜́ͥ͂এ̞̳͘ȃ̭̥ͦͣ͜ࡓ̩ܵͅܨ੫̭͈̤ͬഝ̥͙̱ͣ̓ͭ̓ͭ̀ဳ̱̞͂এ̞̳͘ȃȪള༏Ȇܱȫ

出たりだとか︑何かまた違ったところ
453

ΑΞ ˩ ̅ ̋

で色々な仕事ができるんじゃないかな

2:1

とも思っていて︑すごく感謝していま

ܢᢿࠊࢫ

すし楽しみにもしています︒

ʻࢸ⎡Ⴘ
これからはやはり経営を安定させる
事を考えないといけないと思っていま
す︒ 今は収入のほとんどが施術なので

ᵨᵰ࿃ᑮᬜ
Ⴧዸ߷

ਫ਼ ह ౷ȟ ५࢛ࡇֳ໐ঌঢ়ˍಢ࿒ĳĮĶıĮ˟ĳıĳ
ުאশۼȟ ĲıȇııȡĳıȇııġĩါထĪġ
˰ ȁ ˡ ȁ ˨ ȟ ıĹĴķĮĴĺĮĶĶĶı
ˤ ȁ ȁ ȁ ˬ ȟ ũŵŵűĻİİŸŸŸĸįŰŤůįůŦįūűİſŮŪŰİ
ή υ Έ ȟ ũŵŵűĻİİŢŮŦţŭŰįūűİŦŴŵũŦŮŪŰİ

もっと物販を増やしていって︑将来的
にはオリジナル商品も作ってみたいと
考えています︒
まだまだ先の話ですが︒
それとブライダルエステにも力を入
れていきたいと思っています︒マリッ
ジブルーやいろんな悩みを乗り越えて
結婚式の当日花嫁さんに一番美しくい
てもらえるのは︑やっぱりやりがいを

編集後記
宇部商工会議所

ܢᢿዮӳ࠻ᑀ

ȺུΓράΑΠފٛଔஒഝȻ

ΑΞ ˩ ̅ ̋

感じます︒
でもまずはお客様の気になった時に
気軽に来ていただけて︑安心して通っ
ていただけるサロンにする事が第一だ
と思っています︒

̤ݖအ͈ম́ේ̺ͭশ̦̞̞̠͈͉̈́̓ͥ̽̀ͅၻ̞͂এ̞̳͘ȃ֚૽̺̫́ࣉ̢ࣺ͚͈͉
̽͋ͤ͞ఱ་̳̱́ૹ̞̳̥́ͣȃ൳̲̠ܳ͢ͅު̯༷̤ͦ̀ͥ͞ଲდ̞̈́̽̀ͥͅ২ಿ̈́̓Ȃࠐ̯ͬא
ͦ̀ͥ୶͈დͬș̞͙̀ͥ͂༓̳ͤ̈́͘ͅޑȃ
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サロン外観。二階Ｃ２０２号室へお越しください。
店内では化粧品などの販売もしております。

の区別ができていなかったのが良くな

相談相手を作ろう!

くさんのお花を見ると︑やっぱり今で

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġࠐ͙̱̀̀א̥͛̀ͥম̦̞̞̜̱̽͋ͥȂະհ̹̈́̽ͤͅ෴̳ͥম̜͉ͥ͂͜
এ̠̳̫ͭ́̓Ȃ̷̠̞̠শ͉̜ͤ͘၂̴̻ࣺ͘ͅܨ̻ͬ୨ͤఢ̢̹༷̦ၻ̞̳́ȃ̹͐ͭड̥ͣএ̽
̹͉̞͈ͤ̈́ͣ̈́́ͅȂ̷̭́͜ઙ̞̠ͣ̈́͢ͅȃ̽͋ͤ͞șِ͂ྕ̱̞̞̫̞̈́͂̈́ম̦̜ͥ͂এ̠
̳̫ͭ́̓Ȃಫً̨̞̠ͤ̈́͢ͅζͼβȜΆ̞ͥম͜ఱ୨̺͂এ̞̳͘ȃૢͥশॽ̩ྫ͜ۼম̳ͬ
ͦ͊୲చ଼ུ̳̞̠͈͉ͥ̽̀൚̺͉͂এ̠̳̫ͭ́̓Ȃ̞̹͙ݝশ͉̥̞̲̞̞̈́ͭ́ͭ͜͝ͅݝ
̈́͂এ̹̱̳̽ͤ͘͜ȃ

かったんだと思います︒お客様と一対
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サービス業／美容

ឪᴾಅ⎢
ᛡ⎚⎵⎚⎀⎾
ݦಅɼۡ⍾⎼
ኺփᎍ⎫

もともと
﹁自分で何かやろう﹂
というのは何となくあり
ました︒
一〇年間専業主婦をしてて︑
子供が幼稚園に入園
したのをキッカケに一度パートで働きに出たんですけ
ど︑﹁何か違う﹂
って感じて︒
私がやりたいのはこういうの
じゃないなって︒
それに主婦や子育てをしてると︑
だんだ
んいろんな事に気を使わなくなっていくんですね︒
それ
もイヤだったし︑
やっぱり
﹁綺麗でいたい﹂
って思わなきゃ
いけないと思いました︒
私は昔からひどい深爪で︑
それを隠すためにマニキュ
アやネイルをするようになったんですけど︑
ある時友人
に
﹁それを仕事にしたらいいんじゃない？﹂
って言われた
んです︒﹁確かに﹂
と思ってそれからすぐネイルのスクー
ルに通い始めました︒
でも当時は店舗を借りてまで開業
なんて絶対無理だと思っていたので︑
自宅に友達を呼ん

でおしゃべりをしながらやるという感じでした︒
ちょうどその頃︑
ご縁があって美容院のスペースを借
りてネイルを始める事ができたんです︒
その後はネイル
以外にも美容院の受付業務や雑用︑
経理などを経験させ
ていただき︑
お店を経営するという事がどういう事なの
かが少し分かるようになってきたんです︒
その頃から徐々
に独立というものに興味を持ち始め︑
結局三年半くらい
その美容室で働かせてもらったんですけど︑
そこでの経
験を活かして独立起業をする事に決めました︒

ᆳ⎡ᚘဒᙸႺ⎊
実は開業当初︑
この店は知人と二人で始めたんです︒
当
時私は分からない事や知らない事ばかりだったので︑
一
応一通りの事を学んでおこうと思い起業塾に通っていま
した︒
起業塾は事業の事はもちろん︑
自分の人生について
ある日講師の先生に二人でやっているっていう話をし

も色々と考える良いキッカケになったと思います︒
た時︑﹁二人でやっている場合︑
一人がケガや病気︑
そして
若い女性なら結婚や妊娠など色んな事が起こる可能性が
あると思うけど︑
万が一の事考えてる？﹂
って言われたん
です︒
もちろんそんな事は一切考えてなかったんですけ
ど︑
それが予告のごとくその後すぐにもう一人が辞める
事になってしまったんです︒
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ʙಅ⇭∞⇥

店内入ってすぐの待合室。静かで落ち着いた店内では、
様々なメニューで美と癒しを提供しています。

оಅʙ̊ᨼᴾcase06

結局二人でやってた事を一人でやって
いくっていう形に変えて︑そういった
方向転換に関する事も起業塾で相談さ
せてもらいました︒でも当時は二人の
売上を見込んで借入れの返済計画を立
てていたので︑いろいろと計画の見直
しをしてから︑半年間くらいは本当に
厳しかったです︒

ឪಅ⎢ᛡ⎚⎵⎚⎀⎾
基本的に私はあまり物事を深く考え
ず︑
割とその場の直感を優先するので︑
お世辞にも計画的とは言えないし大変
な思いをする事もあります︒でも人生
何があるか分からないじゃないですか︒
もしかしたら明日死ぬかもしれない︒
だっ
たら一日一日を楽しく過ごす事も大切
ですよね︒

分も少なからずあると思いますので︑
そういう部分で踏み切れないでいるの
であれば思い切ってやってみた方がい
いんじゃないかと思います︒
起業塾では志を持った仲間とたくさ
ん知り合う事ができ︑サロンを開業し
ていないと出会えないような人達やお
客様との出会いもあって︑起業してか
ら自分にとってプラスになった事はた
くさんあります︒それにやっぱりお客
様に喜んでもらって笑顔で帰ってもら
えた時はすごく嬉しく︑﹁あぁ︑やって
て良かった﹂
って思います︒
それでもやっぱり辛い時や苦しい状
況の時には﹁辞めた方が楽なんじゃな
いかな〜﹂ってマイナスな発想になっ
てしまう事もあります︒でもどう考え
るかは自分次第ですし︑そういったマ

ܢᢿࠊ૨҄˟

極端な話︑起業って借入れすれば誰

ᨥἭἘἽܢᢿ

イナス思考のままでは物事はうまくい

ẺấϋᅹἁἼἝἕἁ

にでもできる事だと思います︒﹁返せな

ȁȁ͂̀͜ྶ̩ͥஜ̧࢜̈́͂ڒȂ̻ஜ͈ΨͼΗςΞͻ́̓ͭ̈́ࣾඳ͜ઢ̞̱̱̠͊̀͘ࢾኈ̯ͭȃ̤დͬॿ̞̽̀̀
͜Ȃًߎ͈ݲႻდͬઢ̞დ͈̠͢ͅྶ̩ͥდ̯̞̱̹ͦ̀͘ȃ̷ͭ̈́੫͈̤૽̷̦̜̥̭ͥͣȂਔ͈ͤ૽ో̞̾̾͜
̞؊̞̱̩̹̱̀̽̈́͘׳Ȃ̷̭̥ͣম̦ၻ̞༷࢜ͅૺ࣐̩̱̠͇ͭ́ͭ́͡ȃ̢̀حȶͥ͞ȷ͂ࠨ̥͈࣐͛̀ͣ൲ႁͅ
͉̞̳̯̥̾ͦ͘͜ޥȃಿාު৽ິ̜̹́̽ম̦̹̞̞̽̈́͂͜এ̵̳ͩͥ́ȃ̭̥̳̳ͦͣ͘͘ୈႁഎͅমުജ
̯ͦٳȂশయͬ൲̥̳ΑȜΩȜ;Ȝζϋ̈́̽̀ͅೀ̧̹̞̳́ȃȪಎኡȆܱȫ

きませんから︑常にプラス思考でいら

ᵨᵰܢᢿૼ߷ᬜ

れるよう毎日訓練のような感じです︒

ʻࢸ⎡Ⴘ
今もそうですけど︑
やっぱり
﹁来て良
かった﹂って思っていただけるサロン
創りを︑初心を忘れずに続けていくこ
とですね︒
それと︑これからはもっと新しい事

บᡀ፷ᚡࣞ˟

őŶųŦġŃŦŢŶ

ਫ਼ ह ౷ȟ ५࢛ࡇֳ໐ঌ৹ઐĴĮĵĺ
ުאশۼȟ ĲıȇııȡĲĺȇııġĩ؊Ī
˰ ȁ ˡ ȁ ˨ ȟ ıĹĴķĮĴĺĮĶĶĸķ
ˤ ȁ ȁ ȁ ˬ ȟ ũŵŵűĻİİűŶųŦţŦŢŶįŮŰţŪİ
ή υ Έ ȟ ũŵŵűĻİİűŶųŦţŦŢŶŢůťŪįŴŰųŦŤŤũŢįūűİ

ἉἹἕἦὅἂộỦẨ

őŶųŦġŃŦŢŶ ȁĩάνͺΫνȜĪ

にチャレンジしていきたいと思ってい
ます︒
これまでは分からない事も多く︑
日々の施術だけで精一杯でしたが︑こ
れからはもっと新しいサービスを提供
できるようになって︑コンセプトであ
る﹁五感すべてで癒すことのできるサ
ロン﹂
にしていきたいと思います︒
その

編集後記
宇部商工会議所

ために今新たに勉強を始めていて︑新
メニューも含めてお客様に喜んでいた
だけるサロン創りをしていきたいと思
います︒

ܳު̱̀ু́মު̞̩ͬ̽̀͞ͅ൚̹̽̀ȂȨ૽ྤȩ͉୲చ̵̥̞ࠧ̈́͂ͅএ̞̳͘ȃ႕̢̥͊̽ࣾة
̹শ͞૧̱̞মͬই̹̞͛͂এ̹̽শȂȶ̜͈૽̞͙̠̀͢ͅȷ̞̠͂ంह̦ਔ̞ͤͥ͂ͅુͅޑ
̞̳́ȃ̺̥ͣඅܳͅުஜ͞ೄࢃ͉̥̩̞͂ͧͭ̈́ͅਫ਼̱ͬ̀ͅȂ̹̩̯͈ͭ૽ࣣ̤̩̭͂ͤ̽̀͂
̤̳̳̱̳ͬ͛͘ȃ
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施術スペース。癒しのひと時をお楽しみください。
サロン入り口。専用駐車場もあります。

かったら困るし︑
普通そんな事できない︒
﹂
っ

人脈を作っておこう!

それからすぐにいろんな事の建て直

とにかく行動すること!

しを商工会議所の方に相談しました︒

఼̥̞̥̞̠͈ͥͣ̈́̽̀͞͞ા࿂̩̱̹ͩͅાࣣȂ఼̞༷̳͈͉̩ͣ̈́ͬͥ́̈́͞Ȃ༷ͥͬ͞
఼̱̞̯̀ئȃ̞ͣ̈́́͞ࢃ٣̳ͥͤ͢Ȃ̽̀͞෴̱̹༷̦ၻ̞̳́ȃ̷͈෴̦ࠐࡑ̱͂̀ಇୟ̯ͦ
̧̞̳̥̀ͣ͘Ȃࣉ̢̀ේͭ́ࠫޫ̴̞࣐ͣ̈́ͤ͘͢͜͞൲̱͙̀ͥম̦ఱ୨̺͂এ̞̳͘ȃ෴͉ຈ
̴̱̳͘ȃ̷̦͈́ͦͤ͜͢ة༓͈̳́ͤ̈́͘ͅޑȂ̴ͦޔඏ̧ૺ̩̺̯̞ͭ́ȃ

て言われますけどね︵笑 ︒で
) も借入れ
があるからこそ逆に頑張れるという部
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サービス業／コンサルタント

ʴᴾဃ⏅ಏ⎊⎳
⎐⎡⎒⎴⎞⎢ ᴾ
⎊⎖⍾⎽⎛⎊⎒
ʴဃᚨᚘ⏅

新たに立ち上げた
「みんなの教室」
。ベビーマッサージやアロマ教室、
陶芸教室など続々開講予定。
キッズルームも完備で楽しいコミュニティ作りに気合十分。

以前は某コンビニエンスストアで店長として働いてい
ました︒
当時はまだ独身で一人暮らしをするくらいの収
入はあったんですけど︑
二十代後半になった頃
﹁結婚して
子供が産まれたりしたら︑
今の給料じゃやっていけない
んじゃないか﹂
と考えたのがそもそものキッカケですね︒
その時に
﹁何か資格を取ってもっと収入の良いところ
に転職しようかな﹂
と思ったのと同時に︑
逆に
﹁いくら稼
げば人生やっていけるのかな﹂
と思ったんです︒
いくらあ
れば結婚して子供が産まれても家族を養えるのか︑
人生
でどれくらいお金がかかるのかっていう事が気になって︒
ある日資格の本を読んでいたら︑
ファイナンシャルプ
ランナー 以下ＦＰ っていう
﹁人生にどれだけお金がか
(
)
かるか﹂
を計算するお金の専門家の資格があって︑
しかも

就職に強いって書いてあったんです︒﹁コレだ！﹂
と思っ
てすぐに通信講座に申し込み︑
コンビニで働きながら少
しずつ勉強をし始めました︒
転職を考えた時︑
同時に自分の人生についても考えま
した︒﹁何をもって自分の人生が幸せなのか﹂
と考えた時
に自分の中で理念みたいなものが固まって︑﹁とにかく人
生を楽しみたい﹂
と思ったんです︒
そういう根本部分が定
まったので︑
あとはそこから
﹁楽しむためには何が必要か﹂
を考え︑
一人じゃ楽しくないから家族︑
仲間︑
あとお金も
要るよねっていう感じで逆算していったんです︒
お金が
全てじゃないけど︑
無いよりはあった方が良いですよね︒
そう考えると今のままではちょっと厳しいかなと思った
んで︑
思い切って起業しようと決意しました︒

ᇌኒ⎡ᢊ⎢ᨖ⎊⍷

ただやっぱり不安はありました︒
それまでは給料制で
したし︑﹁もし仕事が無かったらどうしよう﹂
って思って
しまいますよね︒
基本的に好きでやっているのであんま
り大変だとか思いませんでしたけど︑
最初の頃の収入は
相当低かったです︒
経費を引いたらド赤字︒
そのために独
立前に貯金をしてたんですけど︑
それでも
﹁これで大丈夫
なのかな？﹂
って不安になりました︒
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してなかった人が貯金を始めてくれた

ドバイスをした後に︑それまで貯金を

でもお客様に色々とお金に関するア
の人といても楽しくないっていう事で

楽しいですし︒もちろんサラリーマン

きました︒そういう人達と話してると

貯金はありましたけど収入はたぶん月

ろう﹂って言ってくれて︒結婚する時︑

たですから︒﹁アンタやったら大丈夫や

くらいしかなくても文句を言わなかっ

て事も重要ですね︒僕の月収が五万円

あとはウチの奥さんが寛容だったっ

な人に助けられてますから︒

は絶対必要だと思います︒僕もいろん

そういう
﹁人とのつながり﹂
は起業家に

たぶん今の自分は無かったと思います︒

めて︒
その人との出会いがなかったら︑

キル的な事だけじゃなくて精神面も含

人に色々と教えてもらったんです︒ス

事務所の社長さんなんですけど︑その

時に知り合いに紹介してもらったＦＰ

自分がＦＰの仕事をしたいと思ってた

僕はこの仕事において師匠がいて︑

はなくて︑起業家の人って強烈な人が

ですね︒
やって良かったと思います︒
あと成功するのも失敗するのも全部
自分の責任ですから︑分かりやすくて
良いです︒勤めてたら自分の意に反す
ることでもしないといけなかったり︑
やりたいように仕事ができないって事
もあるじゃないですか︒でも今は自分
のやりたいようにやれて︑失敗しても
自分の責任だから別に文句を言う気に
もならないです︒メンタルヘルス的に
もすごく良いと思います︒

ʴ⎛⎡⎗⎝⍿⎽
やっぱり起業してからは付き合う人
が変わってきたし︑同じ起業家とか経
営者の人達とも話が合うようになって

十万円無かったですよ︒よく結婚して
くれたなって思います
︵笑 )

ʻࢸ⎡Ⴘ
ライフプランっていう考え方をもっ
と広めたいと思っています︒
短期的なものでは︑今教室を立ち上
げたので︑
そこで生徒さんや講師の先生

ỽἳἻỉỿἑἲἻ
ỴἽἁ

ἫἋἚᩓ֥
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ਫ਼ ह ౷ȟ ५࢛ࡇֳ໐ঌຩĳಢ࿒ĲĲĮķ
ުאশۼȟ ĲıȇııȡĲĺȇııġ
˰ ȁ ˡ ȁ ˨ ȟ ıĹĴķĮĴĺĮķĺķĶ
ˤ ȁ ȁ ȁ ˬ ȟ ũŵŵűĻİİŧűĮŭŪŧŦĮűŭŢůůŪůŨįŮŢŪůįūűİ
ή υ Έ ȟ ũŵŵűĻİİŢŮŦţŭŰįūűİŧűĮŭŪŧŦĮűŭŢůůŪůŨİ

自分も含めて口コミによるお互いの顧

ාἢỶ
ἣἋ

Ἔἧἅ
ᵐᵏἋἑỶἽ

ˢ ˬ ρͼέίρϋΣϋΈ

客共有に繋がるようなコミュニティを
作りたいと思っています︒
中期的な目標としては︑
ＦＰ の人向
けのコンサルをしたいと思っています
今もやり始めてはいるんですけど︑ま
だ全然力になれてない︒
それにそういっ
た人達にコンサルするには︑まず自分

編集後記
宇部商工会議所

が成功例を作らないといけないですよ
ね︒
それもあって教室とか色々なコミュ
ニティで口コミを広げる仕組みを作っ
ていきたいし︑その成功モデルを他の
ＦＰの人に伝えていきたいんです︒

ြ͈̹̤͛߄͈̭͂͞૽୭̧̻ࠗͬͭ͂ࣉ̢̭͉ͥ͂Ȃ૽̞̱ڢ̹ͬͥ͛͂̀͜ͅਹါ̈́ম̳́ḁ̥̑ͩ͜ͅ
̴ͣȂඊၛࠏ͈έͼϋΏλσίρϋȜ͉ࠗͬၛ͈̦̀ͥඳ̱̞̞̠͂ྭͬ༴̢̹ުͣুͅٮ͍ࣺ̺ͭზന
̯ͭȃ̷ͭ̈́ࡕ̱̞ે́͜ޙȂ૯࿂࿒́͂ڒ̩̯̈́ܨȶ͙͈ͭ̈́ޗȷ̈́̓૧̱̞ম̓ͭ̓ͭͅΙλτϋΐ̱̞̩̀উସ
͉Ȃ̓ͭ̈́ࣾඳ̈́ે͜ޙΙλϋᾼ་̢Ȃຈ̴̢̩ͤ͂ͥͦ̀קਔսͅএ̵̩̳ͩ̀ͦ͘ȃ̷͈ஜ̧࢜̈́উସ̤͂૽
́Ȃြֳ͉໐͈Ňő̳ͥ֨ࡁͬٮంह̈́ͤ͜ͅංͥ͂ږ̱̞̳̀͘ȃȪಎኡȆܱȫ

行動に移してくれた時はすごく嬉しい

とか︑すごく高い家を買おうとしてい

自分なりに準備しよう!

多いから刺激にもなるんですよね︒

̽͋ͤ͞ड͉ະհ̳̫̈́ͭ́̓ȂࠫޫȨြ̥ͥြ̞̥̈́ȩ̞̠͉̽̀ͤ͢Ȩ̥̞̥ͥͣ̈́͞͞ȩ͈̈́
́Ȃ̦ܴͤ̈́ͣ͞ൽਘୃ̞̠͂ࠁ́͜டఱસຳ̺͂এ̞̳͘ḁْ̥̑͂ࠗͅږΑ΅σ̥͂͜ఱ୨̺͂
͉এ̠̳̫ͭ́̓Ȃडਞഎ͉ͅȨࢹ̢ȩ͈࿚ఴ̺͂এ̠̳ͭ́ȃ̷̺̥̭̦ͣ·ςͺြ̞̀ͥ̈́ͣȂ̶
͌ࡉ୨ͤอ৬̱̞̹̞̳̀ͣ́͜ȃ

たけど予算を抑えたとか︑そういった
オープンしたばかりの新事務所。
この看板が目印です。
お気軽にお越しください。

̧̭́ͥ͂̈́ͣ൱̞̠̻̀ͥ߳ͅ߄ͬಡ̹༷̦͛ၻ̞͂এ̞̳͘ȃ߄͉ڣఉ̞̹̱ͅקম͉ྫ̞̳́
̫̓Ȃ߄͈ڣఱͤ͢͜ু̈́ͤͅȶ̻̹̳̥͂ͭ͛ͥͬ͝ͅة̳ͬͥমȷ̦ఱম̺͂এ̞̳͘ȃ႕
̢͊ݳਈ̦૽ͥ̀̽࡞ؚ̞̹̀̽ͤͬ͞ȶಡ߄͉Δΰ̺̫͇ͭ̓ȷ̈́ͭ̀࡞̹̽ͣȂ̩̞֑̈́ۼȶͥ͞
̞ͧ̈́͞ܨȊȷ̽̀࡞̳͇ͩͦ͘͢ȃ
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私が創業できたのは︑
本当にラッキーだっただけなん
です︒
人に恵まれ︑
機会に恵まれたから︒
もともと私は肌が弱かった上に肌トラブルを起こし
てしまい︑以来十三年間ずっと治らず諦めていたんで
す︒
水で顔を洗うのも痛いくらいだったのですが︑﹁我慢
できるし︑
仕方ない﹂
と思っていました︒
ある時友人に誘われてボランティアイベントのお手
伝いをした際︑バザーに手作りの石けんを出したんで
す︒
そしたらそのバザーの後から
﹁肌にすごく良い︑
もっ
と欲しい﹂って問い合わせの電話がひっきりなしにか
かってきました︒
皆がそんなに良いって言うなら自分も
使ってみようと思い︑
勉強をしながら自分の肌に合いそ
うな石けんを作って使ってみたんです︒
そしたら一ヶ月

で改善されたものですから︑
自分でもビックリですけど
主人や周りがもっとビックリですよね︒

σᡫ⎡˳᬴⍿ʴ⏅Ԡ⎩
周りの人達に
﹁もっと作ってよ﹂
って言われて︑
そうこ
うしてるうちに口コミでいつの間にかお客さんがつい
てしまったんです︒
友人に
﹁早く起業した方が良い﹂
って
言われたんですけど︑
私はそんなつもりは無かったし何
も分からなかったから︑商工会議所の起業塾に参加し︑
いろいろ教わりながら個人事業で手作り石けんの販売
を始めたんです︒
もちろん私は薬剤師の免許は持ってい
ませんし︑化粧品関係の事も何も知らなかったので︑あ
くまで生活雑貨の石けんとしての販売でした︒
起業塾の中で五カ年計画というのを立てる機会があっ
て︑
その時は分からない事ばかりですごく苦痛だったん
ですけど︑
振り返ってみると事あるごとにあの計画を見
返していました︒
あの時のプランがあったから今がある
と思います︒
私は割とアバウトで行き当たりバッタリな
性格なんですけど︑
計画を立ててそれを実践していくと
いう事がすごく大事なんだと気付かされました︒
本当に
あの時立てた青絵図の通りに進んでいるから︑
とても不
思議だなぁと思っています︒
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お客様に商品の説明をする赤瀬さん。肌のトラブルでお悩みのお客様が相談に訪れる。

оಅʙ̊ᨼᴾcase08

がら電話をかけてくる人もいるくら

たくさんいるんですよ︒中には泣きな

お肌の事で悩んでる人って本当に
いストレスで︑やっぱりそういう状態

たので︑
余計大変でした︒
とにかくすご

お金もなく︑
事務処理なども自分でやっ

そこは主人にも阻止できませんよね︒

お客さんが希望を求めて来ますから︑

りますよね︒それに毎日悩みを抱えた

には安くして割に合わなかったら困

うんですけど︑仕事として始めたから

んだから︑
安くしてあげなさい﹂
って言

かされていました︒﹁あくまでも趣味な

にしなさい﹂って毎日念仏のように聞

も手伝ってくれていたんですけど︑﹁程々

れました︒人手が足りない時にはいつ

の時には
﹁二度としないでくれ﹂
と言わ

最初主人には反対されていて︑
バザー

はやめました︒

はダメだなと思って無理して作るの

トを出していたので︑やっぱり人任せ

たけど︑その度に失敗してアウトレッ

では良いものも作れないんです︒主人

すよ︒でもそれは同じ痛みを味わった
人しか分からないから︑ここに来る方
は半分悩みを聞いてもらいたくて見
えられているんですよね︒私も肌トラ
ブルで悲しい思いをたくさんしてき
たから︑そういった方にうちの石鹸を
使ってもらって︑良い変化がある姿を
見た時はやっぱりすごく嬉しいですね︒

Ӓ⎇⎒⎖⎓ݣɼʴ⍿
இྸ⎡ٻᚐᎍ⎞
雑貨石けんから化粧品グレードに
切り替え︑個人事業から会社にする前
後は本当に忙しかったです︒その当時
は人も雇ってなかったので毎日睡眠

だから徐々に理解をしてくれるよ

ἼỽὊἋἬὊἋ
ٽᨗ

時間が一 二･時間しか取れなかったし︑

ࡒࢥཔġ໓

うになって︑今ではすごく協力してく
ܢᢿᐻငɶځ၏ᨈ

れています︒イベント前はいつも徹夜
ですし︑実演販売にも一緒に行っても
らっています︒主人の協力がなければ
ここまで続けてこれてなかったと思
います︒

ʻࢸ⎡Ⴘ
やっぱり自分が住んでいるこの宇

2:1 ޛӝଐင

ਫ਼ ह ౷ȟ ५࢛ࡇֳ໐ঌܚ෨ĲĲĸĸĮĲĲ
ުאশۼȟ ĲıȇııȡĲĸȇııȪാƦƦऱੰ̩ȫġ
˰ˡ˨ħŇłř ȟ ıĹĴķĮĶĹĮĶķĳĶ
ˤ ȁ ȁ ȁ ˬ ȟ ũŵŵűĻİİŸŸŸįŬŰŶţŰŶĮũŢųŶŬŢŻŦįŤŰŮİ

ጃဋಅ

͉ͥڼٛ২ȁ̫ͭࢥཔġ໓

部市が豊かでないと自分も豊かにな
れないと思うし︑そのためには宇部の
産業が豊かにならないといけないと
思います︒だから今宇部産や県内産の
ものを使わせてもらったりして︑みん
なで底上げをしていくその一助にで
もなれればいいなと思っています︒

編集後記
宇部商工会議所

それと今自分は資格がないので化
粧 品 グ レ ー ド の も の はＯ Ｅ Ｍ で や る
しかないんです︒いつかはそれを自分
のところで全部出来るようにしていっ
て︑それこそ地域の産業にしていけた
らいいなって思っています︒

ুͣวΠρήσ̱̹ͬ࣪ఘࡑͬଳ̧̯̥̞̹ͭͣ͂ͅૹ̞დ̺̈́͂এ̞̱̹͘ȃ̱̥̱Ȃ̷͈ૹ̞ࠐࡑ̦̤
ݖအ͈ે̭͂ͬޙळ̥̩՜̧́ͥओ̱̞̈́̽̀ͥ͂ͅএ̞̳͘ȃ̤ݖအ͈ว͈ેఠ்̞̻̩ͬ௴̢ͣͦȂٜࠨ̧́
ͥȶγȜθΡ·ΗȜȷ͈̠̺̲̱̹͂ۜ͘͢ȃว́ේ̞ͭ́ͥ૽ో͈̈́̽̀ͅͅ؊̢ͥଳ̯͈ͭࡓ͉ͅȂࣽ́
͉৪̥͈ͣఉ̩͈ȶۜ৫ȷ͈̤༒̦ͤඑ̷̞̞̠̳̀ͥ́ȃȶఘ̱̞͈̞̹̱ͬ͜ͅރȷ̷͈ஜ̧࢜́ͺ·Ξͻή
͉̈́ڒȂ̭̥̞̥ͦͣ̈́ͥඳఴ̢ͤ͂ͥͦͣ͜ק̲̞̳̀͘ȃȪള༏Ȇܱȫ

言うけど︑実はそれが一番傷つくんで

い本人にとっては切実な悩みなんで

支援機関を活用しよう!

に任せて作ってもらったりもしまし

ু͈̭̺͉̤̞̹༷̦̈́ͤͩͤ̽̀ၻ̞͂এ̞̳͘ȃজ͉Ȩഛட͈͈ͬ͜հ̩ȩ̞̠͂ু͈̭̺ͩͤ
̷̦̜̹̥̭̽ͣȂ̧͈̦̱̹ࣽ́͘ȃΑΠ࿂̵͉ࣣ̞̱́̽̀ͭ͘ව͉̜ͤͤ͘ၻ̩̞̳̫̈́́
̓Ȃၑٜ̱̩༷͉̀ͦͥၑٜ̱̀ฃ̩̺̯̞̳͈̽̀́͘Ȃ̭̺͉̩̽͋ͤͩͤ̀̈́̀͞ၻ̥̹̽͂এ̞
̳͘ȃ

すね︒他人は﹁気にする事ないよ﹂って
合成界面活性剤を一切使用せず、
天然素材のみを使用した化粧品。
住宅地の中、
ピンク色のこの看板が目印。

জ͂̽̀ͅࢥ݈ٛਫ਼͈̩̮̳͉ڬఱ̧̞͈̦̜̱̹ͤ͘͜ȃུ൚̮ͅႁ̞̹̺̞̹̱Ȃ̷̱ͦ͜
̦̫̈́ͦ͊͜ة̵̥̱̹ͤͭ́͘ȃ̤߄̦̜ͦ͊ϋσΗϋΠ͈༷̤̳̞͊ͦͅܐၻ̞̱̠ͭ́͡
̫̓Ȃުٳশ͉අ̤ͅ߄̵̦̜̥ͤͭͣ͘Ȃࢥ݈ٛਫ਼͈အ͉̈́̀͂͜۾ܥ׳ခͤඳ̥̹̳̽́ȃ
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製造販売業／農業
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僕はもともと独立願望は全くなかったんです︒
もし自
分に合う勤め先が見つかってたら︑
おそらくサラリーマ
ンのままで十分満足していたと思います︒
宇部に帰って来る前は長い間東京で働いていて︑
家庭
の事情でこっちに帰ってきてからは短い間ですけどサ
ラリーマンをしていました︒
でも
﹁なんか違うな﹂
ってずっ
と思っていたんです︒それで﹁このまま一生終わるのも
イヤだな︑
自分で何かしようかな﹂
と考え始めました︒
その時僕はもう宇部を終の住処として一生過ごそう
と決めていましたから︑
長い間できて尚且つ宇部だから
こそできることで起業しようと思ったんです︒
そこで考
えたのが農業による起業です︒
農業には経営的に手付か
ずの分野が残されていて︑
そこに自分の経験を活かせば

ビジネスチャンスがあるんじゃないかなと思って︒

ɧ⎡ٹ⎛ܤ⍵⎾ɭမ
やっぱり不安は大きかったです︒
生まれて始めて大き
な借金をしたし︑
返すめどの無い借金って言ったら変で
すけど︑
例えばサラリーマンがマイカーローンを組むの
とはやっぱり違いますよね︒
ローンは毎月の給料から決
まった額を支払えばいいし︑
払っても別に生活レベルを
下げる必要もないですから︒
でも事業となると︑
うまくいかなかったら例え毎月１
万円のお金でも返せなくなるかもしれないわけですよ︒
僕は県の就農支援制度を利用していて︑
それでも昔買っ
た車代よりは安い開業資金ですけど︑
やっぱり怖いです︒
シミュレーション上では返せる様になっていますけど︑
本当にその通りいくかどうかも分からないですから︒
でもある時期から楽天的に考えようと思ったんです︒
﹁返せなかったらどうしよう﹂
より
﹁どうやったら返せる
か﹂
だけを考え続ければ良いんじゃないかと思って︒
それに妻から
﹁失敗したら二人でもっと仕事をして返
せばええよ﹂と言ってもらえて︑そこから不安の度合い
が非常に小さくなりました︒
不安が全く無くなったって
言ったらウソになりますけど︒
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自然の恵みと小林さんの愛情で大きく育った野菜達は味もまた格別。

оಅʙ̊ᨼᴾcase10

やっぱり夢がありますよね︒自分次
第で夢を実現できる可能性がある︒
もともと僕は社長になりたいとか思っ
歳くらいまでには

ていなくて︑
要は夢がなかったんです︒
でも今は自分が﹁
こういう風にしたい﹂
と思う理想に向かっ
て︑毎日何かしているっていう満足感
があります︒労働時間は長いし身体が
キツイ時もありますけど︑
それは分かっ
た上で始めたことですから︒

ؕแ⎢␅⏐␖␝ᒬ
実際に起業してから︑まず付き合う
人が変わりました︒以前から付き合っ
ていた人達と縁を切ったわけじゃなく
て︑
会う頻度が減ってそのぶん高齢の方々
と付き合う事が多くなりました︒
僕は今この地区の集落営農に参加さ
歳代です︒自分の父親くらいの

せてもらっているんですけど︑平均年
齢は
人達に囲まれてやるので同世代に囲ま
れてやるのとは違いますけど︑困った

時は助けてくださいますし︑色々教え
て頂けてすごく感謝しています︒
次に家族が変わりました︒子供と接
する時間が長くなったし︑自分が働い
ているところを子供が見る機会も増え
ました︒妻が副社長みたいなものです
から︑﹁こういうこと考えとるんやけど︑
どう思う？﹂
とか︑
今まで同僚や部下と
していた様な話を妻にするようになり
ましたし︑
それを子供も聞いているから︑
やっぱり父親を見る目が変わったし家
族の関係が変わりました︒
それからお金の価値観も変わりまし
た︒何でも﹁ホウレンソウ何束分か﹂で
考えるようになりました︒﹁ホウレンソ
ウ百束分かぁ︑高いな﹂とか﹁ホウレン
ソウ千束分だけど︑その価値はあるか
ら買っちゃえ﹂
とか︒
あと起業に不可欠だと感じたのが︑﹁コ
ミュニケーション能力﹂
︒
自分だけで出
来る事って範囲が狭いですから︑これ
が無いとサラリーマンでもやっていけ

ɺޛἒἲ

ないと思うし︑ましてや自分で事業を
࠴ዴ

やろうとすると尚更大変です︒それは
サラリーマン時代も感じていましたけ
ど︑自分で起業してみてもっと感じる
ようになりました︒
だから僕は今でもアチコチに顔を出
すようにしています︒色んなところに
顔を出して自分の売込みをしておけば
何かすぐに良い事が無くても後から良

ᾙᾐ
ᣁ̝ޅ

ޛᨗૼ

ʚ̯ແ
ܖݱఄ
ҽி߷

̛̞̹ͭġ̜̩͂Ȇ͏̛Ȝ͚

̛̞̹ͭġ̜̩͂Ȇ͏̛Ȝ͚

Ϩ

ਫ਼ ह ౷ȟ ५࢛ࡇֳ໐ঌଌࠃĵĳĳıĮĲ
ˡ Į ˩ ˝ ˥ ˨ ȟ ŵŢŬŰţŢııĸŁŮŢŪŭįŨŰŰįůŦįūű
ή υ Έ ȟ ũŵŵűĻİİţŭŰŨįŨŰŰįůŦįūűİŵŢŬŰţŢııĸ

い話になる事が結構ありますから︒

ʻࢸ⎡Ⴘ
まず第一ステージは︑農業で自立で
きるようになること︒要は事業として
成功させることです︒
第二ステージはそれを後輩達に伝え
るためのシステムを作りたい︒自立で
きるようになっているという事は︑独
自の農業ビジネスのモデルが出来てい
て︑それはたぶん今までの農業とは違

編集後記
宇部商工会議所
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うものになっているはずなので︑それ
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ビニールハウス内。
ナスやキュウリなど、
数種類の野菜が出荷の時を待っている。
苦くない こどもピーマン 。
野菜が苦手な子供を持つ主婦への需要が見込まれる。

̜ͥഽपͬ͂̽̀ࠐࡑͬୟͭ́ܳު̳ͥ૽͉ȶু̦ංփ͈̈́͜ȷ̦ࡉ̩̥ͬ͢ة͛̀Ȃ̷ͦͬ̓
̠̥̳̥ͬڰমުْ͈ࠗಎͅ΅Ιῧେࣺͤ͛ͥ͂Ȃմ̥̞̲̩̞̩̠͂̈́̈́ͭ͘͝ٸএ̞̳͘ȃཥ͈ા
̷ࣣ͉̦ͦζȜΉΞͻϋΈ̱̹̫́̓Ȃංփ̈́ম͉૽̷̸ͦͦș̜̳̥ͤͣ͘Ȃ̷ͦͬু͈ࠐא
͈ಎ́փেഎͅঀ̠ম̧̦́ͦ͊ࠫࢹ̠̩̞̩͂͘এ̞̳͘ȃ̩̈́ͭ͂̈́ঀ̠ͤ͢Ȃփেഎͅঀ̠মͬࣉ
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を次の人に伝えたいと思っています︒
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自分の強みを活かそう!

11

サービス業／飲食

ᢌ⍹ᎋ⍻૾⎚⎵
Ⴘਦ⎌⏞␢␕⍿
ӷ⎋⎚⍵⎿⎣
ɟὺɟ⑅ᨂٻ

ɶᙱ⎈⏃ 以下 :浜本とは以前働いていた居酒屋で知
(
)
り合いました︒
お互い
﹁雇われよりは何か自分でやった方
が面白いんじゃないか？﹂
という思いがあって︑
別にそれ
まで働いてた職場がイヤだったわけではないんですけど︑
何か新しい事を始めたかったんです︒
やっぱり飲食業っ
ていう世界は独立した方が面白いし︑
自分の思った事が
できるっていうのが一つの魅力でもあると思うので︒
僕は若い頃からずっと独立を考えていたし︑
浜本とも
フィーリングが合うところがあったので︑
ちょうど良い
キッカケだったのかなと思います︒
僕は若い頃あまりそういう考えは無
ාஜ⎈⏃ 以下⑊
:
(
)
かったんですけど︑
漠然と
﹁三十歳くらいからはちゃんと
しよう﹂
という風には思っていました︒
その時ちょうど二

九歳になる頃だったので︑﹁良い機会だし︑
やってみよう
か﹂
という感じでした︒
⍤
それまで働いていた店にプラスα で僕らだからで
:
きることを付け加えてあげれば︑
もっといいお店になる
んじゃないかなってずっと思っていたので︒

﹁
と決めていたので︑
物件は
: お金をかけずにやろう﹂

ᐯЎᢋ⎡ࢍ⎲⏅⍾⎊⎒⏝␝⏥␁⏲
⍤

居抜き 飲食店が出た後のテナント を)メインに探しまし
(
た︒
そしたらたまたま今の
﹁虎丸﹂
の立地が出てきたんで
す︒
オーナーさんもすごく良い人で色々と使わせてもら
えたから︑
そこまでお金もかけずにできました︒
⑊⍤ :最初から何千万なんて大金かけられないですから︑
車を一台買ってそのローンを払っていくような感覚でし
たね︒
失敗して一生借金背負うのもイヤだったので︒
逆
: にこれ以上の物件はおそらく出てこないだろうっ
⍤

ていうのもあって︑
あのタイミングであの物件が見つかっ
たっていうのは本当に運が良かったと思います︒
⑊⍤
前の職場をやめた時点で二人とも飲食業が大体ど
:
ういうものか分かっていましたから︑
あまり悩んだり詰
めたりした部分はありませんでした︒﹁あった？じゃあ行
きます﹂
っていう感じで︑
割と軽いノリでしたね︒
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「虎丸」
の店内個室。
〝女性にやさしい〟をコンセプトに、
空気清浄機など何気ない気配りと演出で人気。

оಅʙ̊ᨼᴾcase11
⍤
僕はその頃起業塾に通っていた
:
んですけど︑
その中で
﹁もっと自分達の

強みを磨いて前面に出さなきゃ﹂
って思っ

たんです︒
だから虎丸は女性をメインター

ゲットにして︑女性の喜ぶサービスを

取り入れる事にしました︒

ᎋ⍻૾⍿ᢌ⍹⍾⎼⎆⎐
σӷኺփ⎢⍹⎱⎂⍷⎂

⍤
:始めて数ヶ月はホントに悲惨で
した︒
全然お客様が来なかったんです︒

要はターゲットに合ってない立地だっ

たんですよね︒スナック街なのに女性

がターゲットですから︒最初の頃は男

性客がほとんどでした︒

⑊⍤
:女性がウロウロするような所で
はないですよね︒男性客をメインにし

た居酒屋の方が儲かったかもしれない︒

⍤
:でもそんな中でも自分達のコン
セプトを大事に守り︑日々の営業で地

道に努力をしていたら徐々にお客様が

増えてきたんですよ︒

いているなら共同経営でも全然

うまくいくと思います︒

⍤ :目指すゴールが一緒なら︑
歩んできた道が違う者同士の方

が違う考え方があって勉強にな

る事も多いですから︒

ʻࢸ⎡Ⴘ

⍤ ﹁
ですね︒
県内
: 山口県制覇﹂
の主要都市に出店すること︒

⑊⍤
社員が一番好きでいてく
:
れる会社にする事です︒
ウチが一

番楽しい︑
辞めたくないと思われ

る会社にしたい︒
誇りを持って一

生懸命頑張れる環境と︑
やる事を

ちゃんとやれば楽しい生活がで

きるという保障をしてあげたい

です︒

⍤
それを理想論で終わらせ
:
ないためにも︑
僕達自身がどんど

ん新しい事に取り組んでいかな

いといけないと思っています︒
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迷ってるならやってみよう!
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楽しむ事を忘れずに!
ু̢̥͉̞̱́ͥͣ̽̀ͣ̈́͜͜͞ͅͅୣහ͜໐ু̞̞̫̞́৾ͣ̈́͂̈́ȃߎ̱̞ম̜ͥ͜
͂এ̞̳̫̓͘Ȃ͚̱ڢমͬདྷͦ̀ဳ̱̩̞̳̈́́ȃ̠̹̞̱̓̽ͣ͞ڢၑே͈ٛ২̤͞ഝ̧̦̥́ͥͬ
ࣉ̢̀̽̀͞ဳ̱̞͂এ̞̳͘ȃ

共同経営は冷静に!
࿒ঐ̳ΌȜσ̦൳̲̜́ͦ͊Ȃࣉ̢༷̦֑̠৪൳আ̠̩̞̫́̽̀ͥ͂͘͜͞এ̞̳͘ȃ͚̱ͧட֑
̠༷̦ၻ̞̥̱̞ͦ̈́͜ȃ႖ͅȶ̶͈̥֚̈́ͥ͞ͅȷͬࣉ̢̀Ȃ̤ࡽ̞͈ၻ̞̭͂ͧͬ၌ဥ̱ࣣ̠̩
̞͈̦༷͈ͣۜژၻ̞͂এ̞̳͘ȃ
宇部新川駅より徒歩１分。この看板が目印です。

宇部商工会議所

編集後記
⑊⍤
:最初の頃はお金も無かったし広
告を打ったりもしてませんでしたから︑

来てくれたお客様の紹介や口コミのお

かげだと思います︒

あとは意外にやる事が多くて大変で

した︒
税務 保険関係とか事務仕事です
･
ね︒﹁こんなに大変なの？﹂
って驚きました︒

⍤
:そういう意味では共同経営って
いうのは良かったかも知れないです︒

本業に集中したいのに事務に手を取ら

ɡനഝ ਫ਼ह౷ȟ ५ုനঌ͈ĳಢ࿒ĲĮĲ ɡཡຸഝ ਫ਼ह౷ȟ ཡຸঌ৬ķĮĲĸ
˰ȁˡȁ˨ ȟ ıĹĴĶĮĳĵĮĴĴıķ
˰ȁˡȁ˨ ȟ ıĹĴķĮĹĴĮĴĴĵĴ

れるのは本末転倒ですから︒

ޛӝᘍ

ުאশۼȟ ĲĸȇĴıȡĳĵȇııȪဟȡാဟȫġ
ˤ ȁ ȁ ȁ ˬ ȟ ũŵŵűĻİİŸŸŸįŮŶŴŢŴũŪŬŪůŨįŤŰŮİ
ɡֳ ໐ ഝ ਫ਼ह౷ȟ ֳ໐ঌಎ؇Ĵಢ࿒ĲĳĮĳĶ
˰ȁˡȁ˨ ȟ ıĹĴķĮĴĵĮĵĶĸĸ

⑊⍤
:一人現場で一人は手続き事をす
るとか︑役目を変えて二人で攻めてい

ᵨᵰܢᢿૼ߷ᬜ

けるのは共同経営の良いところですね︒

Ȫڼȫˤɕ˪
ࡵ܃

⍤
:一般的に共同経営はダメって言
われますけど︑僕らは今のところうま

ܢᢿᚡࣞ၏ᨈ

くいってます︒一＋一を二じゃなく十

Ⱥݳਈؚġ໌௬Ȼ

ỴὊἢὅἤἽ

にしてしまうような仲間がいるのであ

ਫ਼ ह ౷ȟ ५࢛ࡇֳ໐ঌષĲಢ࿒ĹĮĸȪలĲĲΫσĲŇȫ
ުאশۼȟ ĲĹȇııȡĳĵȇııȪဟȡാဟȫġ
˰ ȁ ˡ ȁ ˨ ȟ ıĹĴķĮĳĲĮĸķıĳ
ˤ ȁ ȁ ȁ ˬ ȟ ũŵŵűĻİİŸŸŸįŵŰųŢŮŢųŶŬŪůŨįŤŰŮİ

れば︑僕は共同経営でも全然いいと思

Ⱥგ͙ΘͼΣϋΈġࡵ܃Ȼ

います︒

ڼٛ২ ˤɕ˪

⑊⍤
:お互いその人なりの良い環境を
作る努力をして︑利害が同じ方向に向

ވ൳ࠐ̤̯ͥͦͬאඵ༷ͬ৾ऺ̱ȶࡄݪȷ̈́উସۜͅྐྵ̫̱̹ͬ͘ȃ႕̢͊ιΣνȜٳอȃ̤ࡽ̞ͅഔೲഎͅ
փࡉ̱ࣣ̠͈͉̻ͬͧͭ͜Ȃ২֥̤͞ݖအ̈́̓͜ͅփࡉͬਓਬ̱Ȃͤ͢ఉ̩͈༷͈ૂ༭͈ಎ̥̤ͣݖအণതͅၛ̹̽
ٳอ̧̦̫̞̱̹ͬ̀ͥ͂͘ȃ̹͘Ȃ̤ඵ༷͂͜ܢഎͅࢥ݈ٛਫ਼ͅြਫ਼̯ͦȂ̷͈സഽၞͬႯ̹̽ͤٛ২͈
༷࢜ͬࣉ̢̹ͤ͂୨᠂ీཹ̈́উ̞̾͜ͅྛႁ̲̞̳ͬۜ̀͘ȃ̷͈փ̦ܨఱ̧̈́ਬ̤̦ͤ̀̽ࠒͅݖȂഝඤ͉̞
̾͜ය̞̳ͩ̽̀͘ȃြ͉౷ࡓͬࡁ̱̞̩̠֨̀͢মުܰ࿅͈ڐఱ଼̀͛͜܄ಿ̱̀ဳ̱̞͂এ̞̳͘ȃȪള༏Ȇܱȫ
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ドリンクメニューも豊富。
店員それぞれにオリジナルのカクテルも有ります。
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