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トップの部屋
第

92 話

洋裁教育の黎明期から90年
日本の学びをアジアに広める
米山 実

氏

（M i n o r u Yo n eya m a ）
米山ファッション・ビジネス専門学校 校長

和装から洋装へ移りゆく時代、
いち早く最先端の洋裁技術を取り入れ、
黎明期の洋裁教育を担った歴
史ある洋裁学校を受け継ぎ、
現在はアジア各国から多くの留学生を受け入れる。
戦後の衣料不足への対
応から定番の花嫁修業へ、
そして日本への憧れの象徴へ、洋裁 の持つ社会的な意義が大きく変わる中、
進化を続けるデザインや縫製技術だけでなく、
最先端のＩＴ技術を含むファッション・ビジネス分野へ学
びの裾野を広げ、
ファッションを通じ、
企業活動に貢献できる人材を育成する。

4
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洋

裁の技術を伝えて90年

洋

裁ブーム到来で

─創立 90 周年おめでとうございます。学校創設の経緯を教え

─その後の学校のあゆみを教えてください。

てください。

米山

米山

始まりは私の母・芳子が、1932年に川崎大師の近くの実

ものの、川崎のいすゞ自動車の工場に勤労動員され、母の実家

家で始めた洋裁和裁塾で、そこから数えて90周年。母方の祖母

の桜井家に下宿することになりました。その人柄を見込んだ

も和裁塾を開いていたので、裁縫教育の歴史はそれ以上とな

母方の祖父の勧めで結婚したそうです。

ります。

私の父は新潟県出身で、都内の和菓子屋に奉公に出た

ところが太平洋戦争末期、
川崎は大空襲で一面の焼け野原。
そこで1948年、利便性のよい現在地（川崎区南町）に移り、父は

─母娘２代で裁縫を教えられたのですね。
米山

母の生家は荒金家。そこに嫁いだ祖母のサダは桜井家

「紅屋」という和菓子屋を開き、母は洋裁を教え始めました。と
ころが父は、1954年に結核で亡くなってしまいました。

の出で、どちらも大師の旧家です。荒金家は戦国武将の末裔、
桜井家は豪農で江戸時代には寺子屋を開いていたそうです。

─せっかく再出発されたのに…。

大師の旧家には東京の西園寺家に奉公して礼儀作法を学ぶ慣

米山

わしがあり、祖母は西園寺家の計らいで和裁塾に通わせても

仕立て直して自給自足するしかありませんでした。
そのため、

らいました。

1956年に神奈川県の認可を得て「米山服装学院」となった前後

戦後は衣料が不足し、どの家庭でも焼け残った衣服を

から生徒が増え、学校経営は軌道に乗りました。いわゆる「各
─維新の元老・西園寺公望と関係があったのでしょうか。

種学校」です。学歴を問わず入学でき、短期間で実用的な技術

米山

その西園寺家です。おかげで祖母は近所の娘さんたち

が身に付けられる点が時代のニーズに合ったのでしょう。洋

に和裁を教えるようになりました。その娘の芳子は大師家政

裁学校を舞台とした映画やラジオドラマもたくさん作られま

女学校（現・川崎市立幸高等学校）で和裁を習ううちに洋裁に

した。

興味を持ち、米国のシンガーミシンが設立したシンガー裁縫
院で米国人教師から洋裁を学びました。その後、シンガーミシ
ンの神奈川分店に採用され、ミシンを購入した家庭を訪ねて
教える訪問講師を務め、自宅でも和裁・洋裁を教えるようにな
りました。
─和服と洋服は似て非なるもの。
和裁と洋裁の二刀流ですね。
米山

芳子が洋裁・和裁塾を始めた 1932年 は女性に洋服が

普及した契機のひとつといわれる「白木屋の大火」が起きた年。
女学校の教科書に洋裁が取り入れられ、洋服は女子学生や職
業婦人の制服にも採用されていきました。学校法人文化学園
（傘下に文化学園大学・文化服装学院など）のルーツもこの時
代のシンガー裁縫院にあるそうです。

1954年5月 米山洋裁女学院卒業式にて

─洋裁を習う人が多かったのですね。
米山 最初は必要に迫られて習う人が多かったのでしょうが、
次第に花嫁修業のひとつとなり勤め帰りのＯＬが殺到、洋裁
学校の卒業生は年間 50 万人を超えるといわれました。洋裁学

かいぎしょ / 2022. 9月号
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校の数も増え、
各種学校の時代には川崎市内に18校程の洋裁学

や進学を希望しますが、
近隣の関連企業といえば手芸材料大手

校があったと思います。

のユザワヤくらい。神奈川県にはアパレル企業が少なく、求人

その後、
学校教育法が改正され、
1976年に専修学校
「米山服装
専門学校」と改称した頃には生徒数は半減。
ファッション性の

があるのは岐阜県や群馬県などで、
就職支援の難しさは感じて
います。

高い既製服が安価に手に入るようになり、
女性の大学進学率が

卒業生や在校生の口コミ評価に加え、
女子校であることも保

上がったことも影響したと思います。
乱立気味だった学校も淘

護者にとっては安心材料らしく、
毎年多くの学生を確保できて

汰され、現在、川崎市内に残るファッション系の専門学校は当

いましたが、
2011 年の東日本大震災で、
多くが帰国してしまい

校１校のみとなってしまいました。

ました。

─ところで、
各種学校、
専修学校、
専門学校はどう違うのですか。

─定着していたビジネスモデルが崩れてしまった…。

米山 現在の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・

米山 全国の専門学校、
専修学校が生徒の激減に直面したと思

短期大学・大学以外の学校はすべて「各種学校」として扱われて

いますが、
動きが速かったのが日本語学校。
彼らがベトナム、
ネ

いましたが、
1976 年に専修学校制度が創設され、
専修学校の中

パールなどの学生を掘り起こし、
当校にもアジア各地から生徒

に専門課程が置かれました。

が集まるようになりました。
中国、
韓国、
台湾の学生も次第に戻

そのため専修学校のうち、
高卒以上が対象の専門課程を「専
門学校」
、
中卒以上が対象の高等課程を「高等専修学校」
、
入学資

る中、秋入学課程や夜間部を設置して、学ぶスタイルの多様化
も進めてきました。
それなのに今度はコロナ禍です。

格不問の一般課程を「一般専修学校」と呼び分けています。
そし

留学生のほとんどはアルバイトで生計を立てているため、
学

て一定の要件を満たす修了者に大学に編入できる「専門士」
、
４

費を滞納したり、家賃が払えなくなったり、帰国したきり来日

年制課程の修了者に大学院に進学できる「高等専門士」の称号

できなくなったり。
新入生は例年 200 人前後ですが、
昨年は 70

を付与できることが、
専門学校の特徴のひとつとなっています。

人で、今年は８人。また感染者数が急増していることが気がか
りです。

留

─何か公的な支援は受けられないのですか。

学生の受け入れ

米山 専門学校は文部科学省の助成金の対象外ですが、
県から
は少々の補助金を頂いています。実は各種学校の中に、より高

─生徒数が激減された際はどんな対策をとられたのですか。

度な教育機関として専門学校を位置づける際、
予算不足を理由

米山

書道教室を開いたり、学習塾を開いたり。長年続けてき

に渋る当時の文部省や大蔵省との折衝で、専門学校の関係者

た書道や大学で取得した教員資格が役立ちましたが、
そうこう

は「補助金はいらないから認めて欲しい」と大見得を切ってし

しているうちに
「外国人留学生」
という 神風 が吹き、
1989年度

まった
（笑）
。
それが尾を引いています。

から受け入れを始めました。1991 年の新校舎の完成に合わ
せ、校名を「米山ファッション・ビジネス専門学校」に変更しま
した。
裁縫技術だけでなく、
ファッション・ビジネス界で求められ
るスキルを幅広く学べるよう、
パソコンやアパレルＣＡＤを取
り入れたカリキュラムに刷新し、
1995 年には３年制、
４年制の
専門課程の認可を受けました
（現在は２年制・４年制のみ）
。
─日本でファッションを学びたいという留学生は多いのです
ね。
米山

当初は中国が中心でしたが、台湾、韓国などの生徒も増

えたため、
監督庁である神奈川県の認可を得て定員を500人（現
在は480人）
に増やしました。
卒業生のほとんどが日本での就職

6
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2022年7月 研修を兼ねたバス旅行にて

トップの部屋

90

周年記念イベントを
成長への契機に

─90周年を迎えますが何かイベントはお考えですか？
米山

東海道かわさき宿交流館を会場として、
12 月 20 日から

第 92 話

─最後に趣味を教えてください。
米山 子供の頃から古銭を集めていて、
刀の形をした中国の刀
幣（刀貨・刀銭）や太平天国時代の貨幣など、
珍しいものも持っ
ています。ちゃんと整理していつか展示会を開きたい。この
「夢」
はぜひ叶えたいです。

３日間、
生徒が自作を着る「ファッションショー」や生徒に和服
を着てもらう「きものショー」を開催します。
以前から一般社団
法人神奈川県日中友好協会の協力を得ていますが、
昨年度は中
止になってしまったので、今年はぜひ開催したい。生徒たちも
とても楽しみにしています。

殷・周から明・清までの中国銭のコレクション

米山ファッション・ビジネス専門学校
川崎市川崎区南町１５−２
2019年度 きものショーにて

電話 ０４４−２３３−００２５

─先ほど話に出た学習塾や書道教室はどうなっていますか。
米山 私自身が主宰する「心雅書道会」は土曜日の午後に今も
続けています。
学習塾は大手の進出を機に閉鎖しましたが、
再開
したい気持ちもあるので
「休校中」
。
看板も残しています
（笑）
。
厚生労働省や神奈川県商工労働部の職業訓練委託校、総務

profi le

省・川崎市ＩＴ講習会委託校になっているほか、
川崎市教育委
員会連携事業として生涯学習講座も開設しています。

米山 実

─いろいろな学びの場を提供されているのですね。

1945年
1969年

米山

歴史が好きで、大学では西洋史を専攻し、歴史の研究者

になるのが夢でした。その夢は叶いませんでしたが、京都大学
や一橋大学に聴講生として通ったこともあります。
川崎区文化
協会の会長を務めた際は、
思い思いに 文化 を楽しむ皆さんの
姿を間近に見て、
学ぶ大切さを再認識しました。
和裁・洋裁教育のエキスパートとして多方面からその功績を
評価して頂いた母の芳子と違い、
私には洋裁の知識はありませ
んが、
今後もできるだけ多くの人に「学ぶ機会」を提供していき

1997年
2013年
2015年
2016年
2017年

氏

（よねやま・みのる）

川崎市川崎区生まれ
横浜国立大学 卒業
米山服装学院（現米山ファッション・ビジネ
ス専門学校） 勤務
同校校長 就任
服飾教育功労賞 受賞
一般社団法人神奈川県専修学校各種学校協
会理事川崎支部長 就任
川崎東ライオンズクラブ会長 就任
ライオンズクラブ ゾーンチェアパーソン 就任

たいと思います。
かいぎしょ / 2022. 9月号
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Zoom

Keihin Corporation(株)

インドネシアの日本語学校の校長に対するセミナーの様子

［サービス業部会］

Keihin Corporationは
受入れ企業と外国人特定技能労働者に
安心のサポートを提供します！
当社代表の福元マハムデイは20年前に来日。
日本の永住
権を取り日本とインドネシアでビジネスを行いながら、
文
化 交 流 を 推 進 す る 組 織 （ 一 社 ）I n d o n e s i a J a p a n
Solution(IJS) を立ち上げ、
日本とインドネシアの交流に
貢献し、現地の政財界や教育関係者から高い信頼を得て
います。
少子高齢化が進む日本では、急激な労働人口減少とい
うとても深刻な問題に直面しています。
2019年に一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国
人を受け入れる新しい在留資格「特定技能」が新設されま
した。
これを追い風に、
慢性的な人手不足を補うため、
当社は、
インドネシア人専門の特定技能登録支援機関として、
日
本とインドネシア両国のサポートチームが連携して手厚
い支援体制を取っています。

このコーナーは会員の皆様にご利用いただくページです。
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幸 区

インドネシアは、
中国・インド・アメリカに次いで世界第
4位の人口2億7,000万人を擁し、
平均年齢30歳以下の若
い労働力はこれからの日本の労働を支える力になること
でしょう。
ぜひ一度、
ご相談ください。
照会先
Keihin Corporation株式会社
代表取締役 CEO 福元 マハムデイ
本社
〒212-0004 幸区小向西町1-20-29
東京オフィス
〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-24-1
TEL ０３−３６８２−２７８９
E-mail info@keihinco.com
ＵＲＬ https://tsk.keihinco.com

登録支援機関

旅行サービス業

登録支援機関
https://tsk.keihinco.com/
旅行サービス業
https://keihintour.com/
日本を紹介する電子新聞 https://niindo.com/
日本を紹介する電子新聞

会
員
ひ
ろ
ば
代表取締役 柿本賢治

似顔絵
活用で
事業応援

（株）
KAKKY

CREATION

［情報メディア部会］

パンフ、ロゴデザインから商品開発、事業プラン
ディングまで。事業計画も迅速に可視化します。

事業収益を拡大するデザイン提案やコンサルで支援します！

デザイン力で経営資産に新しい力を！

中原区

Design thinking & Management

「MESSAGE」 http://kakky-c.com/ 「SERVICE」
当社はデザインプラン・事業計画立案、
新規商品開発支援を
得意とするデザイン会社です。
40 年以上のキャリアの中で、
大手企業〜個人事業主まで数々の
デザイン総合プロデュースや新規商品を共に開発してきました。
羽田空港 ANA カウンターデザイングランプリはじめ、
様々な分野
でもデザイン賞を受賞。
また一方、
40秒であらゆる人の似顔絵を描く「瞬感イラストレー
ター」としてもメディアに多数出演し、
人や街や企業の活性化に寄
与しております。

共創による商品開発・新事業展開支援のご紹介
商品はデザイン化する事でブランド力、
イメージが定着し、
競
争力・販売力が強固となり、
売上を向上させます。
当社の強みはお客様視点に立ち、
課題を共有し、
経営資源であ
る御社の誇る技術や人材、
思考を最適なカタチに落とし込み売れ
る商品開発を目指します。
コロナ対応、
SDGs、
UX、
DXデザインも対応します。
「デザインは経営資産」
。
是非、
御社の発展にご協力させて下さ
い。

KAKKYが描く似顔絵で企業や地域を元気に！
当社のもう一つの魅力は「40秒の最速似顔絵」で会社や街を盛
り上げることです。
大手企業、
震災復興イベントなど実績多数。
記
念事業や社内活性化など検討の時は是非ともお声がけください。
今まで描いた似顔絵は90,000人以上。
「最速40秒で描く最速の似
顔絵師」として「激レアさんを連れてきた」放映はじめ、
東スポ新聞
では世界の羽生結弦選手を描く似顔絵師としても選ばれました。
事業規模に関わらず、
パンフレット作成から事業展開までお気
軽にお問い合わせください。
無料でご相談させていただきます。
■事業分野
「新規商品開発、
ブランド構築支援」
「デザインコンサル」
「工業デザイン」
「ロ
ゴマークやキャラクター、
グラフィックデザイン」
「地域活性化イベント推進」
「コロナ対策、
環境保全支援」
「SDGｓ、
UX、
DX支援」
「講演会」
「世界最速似顔
絵制作支援」
「教育関連」

照会先
株式会社 KAKKY CREATION
代表取締役 柿本 賢治
〒211-0041
中原区下小田中2-29-4ルミエールレープ306
E-mail shonanboy0503＠gmail.com

KAKKY CREATION

掲載ご希望の方は企画広報部 TEL 044-211-4112 まで、
ご連絡ください。
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会
員
ひ
ろ
ば

代表取締役 吉村 昭孝

人気メニューです
懐かしい
ピンク電話
柔らかいチャーシュー
ねぎ

たまご

バターコーンラーメン

サンマーメン

コーン

肉野菜ラーメン
＊辛さは中辛・大辛・激辛から
選べます。

わかめ

ギョーザ
メンマ

ジャンボラーメン
ギョーザ

元祖札幌や 野川店

ラーメンセット

［食品部会］

食べ飽きない味
本場札幌ラーメンをどうぞ！

このコーナーは会員の皆様にご利用いただくページです。
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野川坂上
野川第 3 公園
野川ふれあい公園
野川台
野川西団地
入口

寿楽園

←厚木街道
野川台

野川第二公園
野川西耕地公園

川崎市立
西野川小学校

野川第 4 公園

線
野川
登戸

野川台の住宅地にひときわ目を引くお店があります。
赤い
看板・赤いテント（日よけ）
・赤い暖簾、
そこには「元祖札幌や」
の屋号が！
創業38年、
昔ながらの札幌ラーメンの店として地元の方々
にご愛顧いただいております。
メニュー数は20以上、
麺類は、
みそ・しょうゆ・しおからお
好みの味を選べます。
なかでも人気の味 みそ は屋号の通り、
北海道からこだわりの味噌を取り寄せています。
他にも、
色々のっているジャンボラーメンや神奈川発祥の
サンマーメンも注文の多い人気ラーメンです。
家族経営のアットホームなお店ですので、
お客様もご家族
連れの方や仕事帰りの職人さん、
子供の頃に食べた味が懐か
しいと大人になってひとりで立ち寄られる方など幅広い世
代に永くご愛顧いただいております。
店舗は創業した先代が建築業出身だったこともあり、
設計
から施工まで行い、内装はまさにレトロモダン。今では珍し
いピンク電話も…。
ぜひ一度、
ご来店ください。
＊ギョーザ・野菜炒め、
お持ち帰りが出来ます。

宮前区

元祖札幌や野川店

川崎市立
野川中学校

照会先
有限会社吉善商会
代表取締役 吉村 昭孝
〒216-0043 宮前区野川台3-4-12
ＴＥＬ ０４４−７５１−８５６２
営業時間 月曜日 11：30〜14：00（L.O.1３：45）
水曜〜日曜日 11：30〜14：00／17：00〜20：30（L.O.19：45)
定休日 火曜日

会
員
ひ
2022 年の中秋の名
月は9月10日です。
お月見団子・お饅頭
の店頭販売はもち
ろん、
ご予約も承っ
ております。

ろ
ば

一家で店を切り盛りしています

気
一番人

季節のフルーツ大福

定番・大福

左：キウイ大福 右：マスカット大福

手前：梅大福 奥：コーヒー大福

定番・みたらし団子

大平屋野村商店 ［小売業分科会］

柿生駅からすぐ、
四季折々のやさしい創作和菓子
↑新
百合
ケ丘

北口

照会先

柿生

● 定番 みたらし団子
みたらし団子には、
一般的に上新粉を使用しますが、
当
店ではうるち米をそのまま使用。
より米の風味を残し、
ふ
っくらとした仕上がりになっております。
醤油が香ばしく
薫るたれに絡めた、
定番の人気商品です。

麻生
区ス
ポー
ツ・
健康
ロー
ド

町田
↓

● 一番人気 季節のフルーツ大福
季節のフルーツを、
当店自慢の餅と餡でくるんだ期間限
定の一品。
夏季はマスカット大福・キウイ大福・生桃大福な
どをご用意しております。
定番の大福では、
コーヒー大福・
梅大福・豆大福が人気商品です。

一部の商品はJAセレサモス麻生店でも販売中です

南口

小
田
急小
田原
線

小田急柿生駅の南口改札を出てすぐ目の前、
昭和 51 年創
業以来 46 年続く和菓子屋です。
定番和菓子と、
季節を感じる
創作和菓子で皆様をお出迎えいたします。
当店の和菓子の魅力は、
できたてのふんわりとした餅と、
素朴な甘みの餡です。
また、
シンプルな素材のみにこだわり
添加物不使用。
やさしい・安全なお菓子を心掛けています。
そ
のため賞味期限は１日と短いですが、
素材本来のやさしい甘
味をしっかりと感じられます。
当店ならではの味を求め、
仕事帰りや散歩がてらなど、
日
常の様々なシーンでご利用いただいております。
近くにお越
しの際は是非、
お立ち寄りください。

麻生区

大平屋野村商店

SN S更新中！

有限会社 大平屋野村商店
Twitter
@kakio̲taiheiya
代表取締役 野村 衛
Instagram @taiheiya̲kakio
〒215-0021 麻生区上麻生5-43-2
Facebook @taiheiya
ＴＥＬ ０４４−９８７−１２７０
営業時間 10：00〜19：00
定休日 水曜日
（新型コロナウイルス感染症の影響により時短営業中）

掲載ご希望の方は企画広報部 TEL 044-211-4112 まで、
ご連絡ください。
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連載

DX化の必要性
中小企業診断士・当所専門相談員

渋谷 雄大

コロナが契機となり、
デジタルトランスフォーメーション
（DX）
の必要性が至るところで話題に上るようになりました。
その
一方で、
DX化が中小企業の間で進んでいるかといえば、
決してそうとも言い切れない状況です。
DXといえば大企業がおこな
う取り組みであって
「中小企業には関係ない」
と捉えている方も多いのではないでしょうか。
ちなみにDXという言葉はウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が2004年に「ITの浸透が、
人々の生活をあらゆる面
でより良い方向に変化させる」
と提唱した概念論ですが、
iPhoneが発売されたのが2007年6月29日。
ですのでDXという言葉
が登場したのはiPhone発売の実に3年前のことです。
ちなみに2004年といえばADSL、
mixi、
Skype開始など、
まだまだ世の
中のITが始まったばかりの頃でした。
2004年の古い概念論が、
いま改めて注目を浴びているということですね。
中小企業にとってイメージしにくいDX ですが、
これはもともと概念論であり、
考え方の話だからだと思います。
当社では
DX 化を戦略編、
戦術編、
戦闘編の3部構成に分けて考えるようにすることで中小企業でも取り組みやすいようにしました。
DX 化する目的は何かを定義する「戦略論」
、
次に、
業種や業態、
企業それぞれによってビジネスのどの部分をDX 化すれば利
益が増加するかを考える「戦術論」
。
最後に、
ZoomやSNS、
kintoneなどの業務効率化ツールなどの具体的なツールの活用法
を学んでいく
「戦闘論」
。
戦略→戦術→戦闘を三位一体で捉えることで生産性の高いDX化が実現できます。
実際には企業にとって最適なツールなのか？生産性に寄与するのかしないのか？が不明確なままツールだけを使い、
DX
に振り回されているケースが多いと感じます。
それでは経営者にとっては DX 化を進める意味も価値も見いだせないのは当
然だといえます。
当社も多数のDX セミナーを担当しておりますが、
そこで
お伝えしているのが、
まずはバリューチェーン
（価値の鎖）
を
使い自社のDX作戦を立てることです。
自社の業務を洗い出
して、
DX 化すべき箇所とそうでない箇所を分けることから
はじめます。
正直言えば、
100％DX 化する必要はないと思
っており、
せいぜい20％のDX化でも大きな利益改善につな
がると考えています。
まずは、
自社のなかで無駄なコストや
労力がかかっている業務を見つけ出し、
ピンポイントで DX
化させることが最優先だと考えます。
ツールに振り回されず、
まずは自社のバリューチェーン
を見直し、
そのうえで効果的なツールを活用することで、
中
小企業に本当に必要な DX が実現できるのではないでしょ
うか。

あ な た の 企 業 を サ ポ ー ト し ま す ！

経 営 相 談 の ご 案 内［経営相談のご案内］
当所経営指導員や専門相談員（弁護士・税理士・中小企業診断士他）が、経営に関する
悩み・ご相談にお応えします。お近くの本部・支所までお気軽にご相談ください！
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このコーナーは、
「儲かる！商
売に役立つ ワンポイント」と
題し、商売に役立つヒント、便
利な情報・制度などをご紹介
してまいります。
日々のご商売
に、
ぜひお役立てください。

日経ＢＰ総合研究所 上席研究員

渡辺 和博

ありふれた食材の新たな可能性に注目
先日、
滋賀県の近江八幡市を訪ねてきました。
琵

ーに、
商品の情報が十分に届く方策が整備されてい

琶湖南岸に位置し、
「三方よし」で知られる近江商

ないこと。
調理法の情報提供や、
機能性の検証といっ

人のふるさとであり、
織田信長が築いた安土城もあ

たことも必要でしょう。

ります。
食べ物としては「近江牛」や「近江ちゃんぽ

日常的に消費される食品の健康機能性に注目し

ん」が有名ですが、
最近、
徐々に知られるようになっ

て、
ターゲットや消費シーンを変えてヒットした事

た地元のソウルフードに「赤こんにゃく」がありま

例に、
「アサヒコ」の「豆腐バー」があります。
豆腐は

す。

もともと低カロリーで高タンパクの食品です。
この

その名の通り、
赤いこんにゃくで、
こんにゃくを三

特徴を打ち出して、
食べ応えを出すためにあえて硬

二酸化鉄
（俗称：べんがら）
という食品添加物で赤く

くし、
フィットネスクラブやジムなどで食器や調味

染めたこんにゃくです。
その由来は、
「派手好きの

料がなくても食べられるように、
形状や味付けを工

信長が好んだから」など諸説あります。
地元のスー

夫しました。
豆腐バーは発売から1年でコンビニを

パーでは普通に売られているものですが、
外からの

中心に1000万本を売るヒット商品となりました。

目にはとても珍しく映りました。
聞けば、
これをごま

かまぼこなどの練り物も低カロリー・高タンパク

油と塩だれを合わせて、
まるでレバ刺しのように食

です。
神奈川県小田原市の老舗「鈴廣」は、
サッカー

べる商品も販売されているそうです。

日本代表の長友佑都選手とコラボレーションして、

厚生労働省の調査によると、
国内の20〜40 代の
女性の多くが鉄分不足の状態です。
日常の食事の中

健康志向が強く、
体を鍛える人向けに新たな商品コ
ンセプトを提案し始めています。

で十分に鉄分を摂取するのはなかなか難しいよう

日本の伝統的な食習慣には、
発酵食品や魚由来

です。
赤こんにゃくは、
日常的に食べられる食材の

のオメガ３脂肪酸など最近の健康食のトレンドを

中では鉄分の含有量は目立って多いです。
カロリー

先取りしているようなものがたくさんあります。
す

が少なく食物繊維も多いため、
健康機能性の面か

でに定着している食材や食品を別のターゲットや

らもっと注目されてよい食品なのに、
まだそうなっ

消費シーンに向けて応用できる可能性はいろいろ

ていないのにはさまざまな理由があると考えられ

あると思います。
その際には、
現時点からの発想で

ます。
一つはサイズやパッケージ形状などが、
健康

はなく、
「上流のものづくり」
と
「下流の売り方・伝え

志向で鉄分補給を求めている女性の生活シーンと

方」
を逆算してブラッシュアップしていくと、
新しい

ニーズに合致した商品としてつくり込まれていな

時代に合った伝統食品の新しいヒットが生まれる

いこと。
次に、
健康機能重視のニーズがあるユーザ

可能性は高いでしょう。
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登山者数世界一
三ツ星の高尾山へ

ハイキング、天空のビアホール、夜景 他
東京都八王子市

高尾山

❶

❷

❸

朝から野鳥を探しつつ、
高尾山の登山道を
登ってきました。薬王院のお参りをすませ、
天空のビアホールで一休み。
見事な夕陽を見
送ると、この時期だけの夜景タイムが始まり
ます。標高599ｍから見下ろす関東平野。八
王子から府中、新宿へと、東京の街並みが連
なります。
にっきょりと一際目立つのは、
東京
スカイツリー。色とりどりの宝石を、視界い
っぱいに敷き詰めたかのような美しさです。
今回のぶらり旅は、都心から約1時間、東
京都八王子市にある、高尾山を訪れました。
高尾山の中心、薬王院が開山されたのが、西
暦744年。以来、信仰の山、そして手軽に登
山を楽しめる山として、賑わってきました。
2007年には、ミシュランガイド最高ランク
の、三ツ星に認定されました。登山者数は年
間300万人を超え、世界一となっています。
一年を通して、素晴らしい眺望が望める
高尾山。夏季のみのお楽しみが、山頂からの
夜景です。6/15〜10/15の期間限定で、山
中央自動車道

❹
しん び じゅんれい

京王線

登山道

山上駅
リフト

高尾山駅

ケーブルカー
琵琶瀧

稲荷山展望台

大見晴台

高尾山IC

20

道
圏央

高尾山
山頂

516

蛇瀧

高尾駅

甲州街道

旧甲州街道

高尾山駅
展望台
高尾ビア
マウント
薬王院

JR中央本線

八王子IC

高尾山口駅
ス

イパ

南バ

子
八王

頂のビアガーデン「高尾ビアマウント」が営
業されます。それに伴い、ケーブルカーの最
終便が18:30から21:15に延長されます。広
がる夜景のパノラマを眺めながらの一杯。
まさに天空の美酒。贅沢の一言です。
高尾山登頂は、ケーブルカーとリフトを利
用すれば、約10分と非常に手軽です。登山ル
ートも8コース用意され、気軽なハイキング
から、本格的な登山まで、自由自在に選択で
きます。高尾山周辺は、関東でも屈指のバー
ドウォッチングスポットでもあります。取材
時も、稀少なサンコウチョウを代表に、様々
な野鳥を観察することができました。
ご当地ラーメンの雄、
八王子ラーメンは、澄ん
だ醤 油スープにたっぷ
り乗った、きざみ玉ねぎ
が特徴です。スッキリし
つつもコクある一杯。今
一番好きなラーメンです。
アクセス 〈電車〉川崎駅→JR南武線→分倍河原駅
→京王線→高尾山口駅→清滝駅→高尾登山ケー
ブル→高尾山駅 〈自動車〉稲城IC→中央自動車
道→八王子JCT→圏央道→高尾山IC→甲州街道
キャプション ①：高尾山かすみ展望台からの夜景。
②：高尾登山ケーブルカー。大人片道４９０円・往復９
５０円（リフト同額）③：高尾山薬王院の天狗様。ご
本尊の飯縄大権現の眷属です。④：夏鳥の代表、
サ
ンコウチョウ。長い尾羽に鳴き声は
「月日星ホイホイ
ホイ」
と特徴があります。 文末：最高！八王子ラー
メン。
ビアガーデンでも提供されます。
（高尾山口観
光案内所：☎０４２-６７３-３４６１、
８:００〜１７:００）

※新型コロナウイルス感染症の状況によって、
各所の営業形態が変更される可能性があります。
ご確認下さい。

審美巡礼（解説：山本 勉 鎌倉国宝館長・半蔵門ミュージアム 館長）、かわさき発ぶらり旅（文・撮影：成瀬大志） 提供：

株式会社 アサヒプリンティング

