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金属加工技術を磨く
笑顔を生むものづくりへ
松橋 巧諮

氏

（Ats u s h i M ats u h a s h i ）
有限会社松橋製作所 代表取締役

有限会社松橋製作所は 1965 年創業。
「世界に通用するものづくり、
世界の人々が笑顔になるものづ
くり」をモットーに、
父子２代にわたって金属加工の技術を磨き、
時代とともに移り変わるニーズに
応える地域密着型町工場。
アミューズメント関連の部備品にその繊細な技術を発揮する一方、
福祉機
器関連事業に進出、
「BV SHOWER ARM（ビーブイシャワーアーム）
」は川崎ものづくりブランド＊に
認定され、
「盲導犬一本棒ハーネス」はかわさき基準（KIS）認証福祉製品の認証を取得。
からだの不自
由な人や高齢者の
「不便」
を技術で解決し、
人々の笑顔を生むものづくり企業を目指す。

2
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のづくりへのこだわりを
受け継ぐ

─具体的にはどのようなものを作っていますか。
松橋 創業したのは自動車の生産台数が飛躍的に増えた時期で、
ほとんどが自動車部品だったようです。
ところがバブルがはじけ

一まず、
会社の設立の経緯から教えてください。

て間もなく、
主要取引先が民事再生手続きを申し立てたため、
下

松橋 1965年に父の幸太郎が渡田（川崎区）の自宅の一部を加工

請けとしてはどうにもできない逆境に陥りました。
そのまま倒産

場にして、
金属切削や金属加工の仕事を始めました。
1991年に法

しても不思議ではなかったかもしれません。

人化して、
父が亡くなった後の2003年６月、
経理を見ていた母の
慶子が２代目社長となりました。
私はその翌年の2004年９月に社
長になった３代目です。
現在は幸区の小倉工場を建設し、
ここが
実質的な本社となっています。

ア

ミューズメント施設用品で
新境地

─名刺に
「旋盤屋」
と書かれていますが。

─そんな窮地を切り抜けられた理由は。

松橋 旋盤は金属加工に欠かせない基本的な設備で、
中小企業の

松橋 友人の紹介で、
アミューズメント施設用品の製造を手がけ

「ものづくり」
を象徴するイメージがあると思います。
それで「もの

るようになったことが大きいですね。
アミューズメントとはパチ

づくり」にこだわる姿勢を端的に表したくて「旋盤屋」を名乗って

ンコ店のことで、
最初は店内用の灰皿を作れないかという単純な

います。

依頼でした。

小規模な町工場ではありますが、
時代によって変わるニーズに

お客さんはほとんど意識されていないと思いますが、
実はパチ

合わせて、
父の時代から設備投資にはずっと力を入れてきました。

ンコ店の中ではプレートキャッチャーやバナースタンド、
フラッ

どんな金属材料をどう加工するかによって適切な設備を使い分

グ立て、
落ちた球を拾い集める磁石棒など、
いろいろな種類の金

け、
「良い仕事」
をしたいという思いもこめての
「旋盤屋」
です。

属製の部備品が使われています。
私たちもどんな商品があるか、
まったく知りませんでしたが、
発
注元から図面をもらって製造するビジネス・モデルなので、
それ
まで下請けとして培ってきた技術力が異なる分野でも活かせる、
それがわかって少し救われた気持ちになりました。
─パチンコ店の中の備品…それは気がつきませんでした。
松橋 このところパチンコ店は減り続けていますが、
平成の初め、
90年代初頭は増える一方でした。
昭和50年代に
「フィーバー機」が
登場してからは、
毎年400店程増えて、
確か1995年がピークだった
と思います。
新規開店だけでなく、
リニューアル需要もあって大忙しで、
内
職の女性を大勢雇っていました。
今になって思えば「パチンコ・バ
ブル」
でしたね。
─その頃はもう入社されていたのですか。
松橋 私は高校を卒業後、
日本鋼管（現・JFE グループ）の関連会
社に就職して２年ほど勤めていました。
そこで何かの役に立つと
思って溶接技術やクレーンの操縦技術などの資格をいくつか取

創業者の幸太郎氏

得しましたが、
そうこうするうちにバブルがはじけ、
実家がどうな
るか、
気が気ではありませんでした。
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─以前から会社を継ぐ気持ちはあったのですか。

から、体にマヒのある方とお話した時に思い出し、試用してもら

松橋 住まいと工場が一緒という状況で育ち、子どもの頃は雑

ったらとても喜ばれた。
それでこれは商品化できるのではない

用を手伝ってお小遣いをもらっていました。
もともとものづくり

かと改良を考え始めました。

が好きだったので、
将来の選択肢には入っていたと思います。
私は３人兄弟の真ん中です。
バブルがはじけた当時は両親と

─まさに 必要 は 発明 の母ですね！

２歳上の兄とでやっていましたが、兄が転職することになって

松橋 そうですね。
でも、企画から手がけるのは初めてで、何も

呼び戻されました。
もちろんそれだけではなく、いずれ自分がや

かもが手探りでした。
川崎市の関係者に勧められて協同組合高

らなくては、自分に何かできるのでは、という気持ちもありまし

津工友会に入ったり、福祉関連商品について学んだり、そんな中

たが、おかげでパチンコ・バブルの恩恵に与った
（笑）
。
今は私と

でクラウドファンディングでは約300 人もの人から応援しても

５歳下の弟とでやっています。

らえました。
「テクノトランスファー in かわさき」などに出展し、
自社製品を知ってもらえることは大きなやり甲斐になっています。

企

画開発事業に進出

─新製品の盲導犬一本棒ハーネスを開発したきっかけを教え
てください。
松橋 横浜リハビリテーションセンターで伺った話がヒントに

─せっかく戻ったのにパチンコ・バブルがはじけた。

なりました。
従来の盲導犬ハーネスは U 字型が多く、ユーザーは

松橋 そうなんです。
パチンコ店は減少する一方。
近年は１万店

手首やひじ、肩がねじれた状態で持つことになり、長期間利用す

を割り込んでいますから、ほぼ半減です。
ただし施設が大型化す

ると肩や手首に痛みを感じる人が多い。

る傾向もあり、遊戯機の台数は店の数ほど減っていません。
その

それなら、腕をまっすぐに下ろして持てれば腕にかかる負担

ため、今も一定の需要はありますが、このままではいけない、自

が少なくなると考え、形状を工夫しました。
持ち手が一本棒にな

社製品を開発したいと考えるようになりました。
そうして製品

った結果、
盲導犬の動作が伝わりやすいという評価も得ています。

化 に 至った の が、シャワー ヘッドの 位 置 を 調 整 す る「BV
SHOWER ARM（ビーブイシャワーアーム）
」
で、
2019 年度に川崎

─使う人に優しい製品になっている。

ものづくりブランドの認定を受けました。

松橋 当初はステンレス部分とアルミ材の接合部分が破損し
やすいという問題もありましたが、社内で改良を繰り返し、
KISTEC（地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所）で
強度試験を重ねました。
その結果、かわさき基準（KIS）認証福祉
製品の認証をいただきました。
他にも、大阪大学と産学連携し、360 度回転足撮影装置の開発
や日本動物高度医療センターと連携見守りカメラ固定治具（ケ
ージ用 /ICU 用）
の開発、J＆J
（ジョンソンエンドジョンソン）
と腹
腔鏡手術練習用レール付き万力を開発しています。
培ったノウ
ハウで今後も様々なアイデアを実現化していきます。

介護、医療の現場から高い評価を受けている

─この商品の開発のきっかけを教えて下さい。
松橋 実は自宅のシャワーの位置が遠くて、使いづらかったの
です（笑）
。
そこで自分が使いやすい位置にシャワーヘッドを持
ってこられるように調整器具を作ってみました。
しばらく作ってそのままになっていましたが、ひょんなこと

4
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その後も地元のチームの面倒を見ていましたが、コロナ禍もあ

世

界の人々が
笑顔になるものづくり

って今は離れています。
私はもともと両利きで、ペンやハサミは
右手で持ちますが、ボールは左投げ。
バスケは左右を同じように
使えると有利なんです。

─今後の目標について教えてください。
松橋 創業以来、
「世界に通用するものづくり、世界の人が笑顔

─なるほど。
最後に趣味を教えてください。

になるものづくり」
を目指して、小さいなりに努力してきました。

松橋 趣味、というわけではありませんが、コロナの流行が始ま

福祉機器というユーザーに直接関わる製品を手がけ始めたこと

ってから、オンラインで英会話を勉強しています。
英語ができれ

で、人脈が広がり、世界が広がったような気がします。
製品の写

ば何か可能性が広がる、視野も広がるような気がして始めまし

真撮影やホームページの制作なども、その道のプロに頼めばや

た。
なかなか上達しなくて、気持ちが折れそうですが、ものづく

はり出来映えが違うし、新製品のアイデアは身近にあると実感

りに取り組むような気持ちで、
コツコツ続けようと思います。

できたことも大きな財産。
昨年には、かわさき SDGs パートナー
の登録を受け、サステナブルなものづくりにもチャレンジする
と共に、これからも金属加工のプロとして、安全性と強度を得や

＊川崎ものづくりブランド認定事業は市内中小製造業等

すい金属の特性を活かした新製品を生み出し、多くの人を笑顔

が生み出した優れた製品・技術を広く国内外にアピール

にしていきたいと思います。

し、販路拡大を支援することを目的として2004年度より
実施。

─３代目社長として、
次世代への期待は。
松橋 現在はパチンコ施設用品関連、
加工依頼、
自社製品３つが
事業の柱になっていますが、先のことはわかりません。
今は原材

有限会社松橋製作所

料費の高騰が続き、常に誰かが我慢を強いられるような業界な

川崎市幸区小倉２−１−２２

ので、子どもたちには自分のやりたいことをやってもらいたい。

電話 ０４４−５８７−８５９６

今の私は仕事場を離れれば、
孫がかわいくて仕方のない、
ただの
「じーじ」
です
（笑）
。

profi le
松橋 巧諮

氏

（まつはし・あつし）

1971年 川崎市川崎区生まれ
1990年 神奈川県立大師高等学校 卒業
日本鋼管関連会社 入社
1992年 有限会社松橋製作所 入社
2004年 同社代表取締役 就任

─ところで、
何かスポーツはされていますか。
松橋 高校に入るまでは野球をやっていましたが、息子や娘が
ミニバスケットボールを始めたので指導者の資格を取りました。
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会
員
ひ
ろ
ば

（ショップ アン）［小売業分科会］

代表

田野口 龍海

お客様に笑顔をお届けします
アウトドア用品レンタル専門ショップ

インターネットショッピング

「アウトドアを気軽に楽しめる商品はないか？」との
問合せが数多く寄せられ、新分野を立ち上げることにし
ました。
レンタルテントは、キャンプやグランピングはもとよ
り、海水浴場や自宅庭での疑似体験などにもご利用いた
だき、好評を博しております。
お客様のなかには、レンタルで試
し、気に入れば購入する方もいらっ
しゃいます。
現在、レンタルテントをご利用い
ただいたお客様には、ポータブル蓄
レンタルQR
電池と LED ランタンを無料でお貸し
しております。
こちらは、ヤフーに出店しています。
この機会にご利用してみては！

電化製品から日用品にいたるまで、
幅広い商品を取り
揃えております。
なかなか手に入らないレアなオーディオやカメラなど
も多数ございます。
お客様のニーズに応えられるよう、
常に市場動向を調
査しながら、枠やジャンルに縛られな
いラインナップに努めています。
また、
丁寧かつ迅速な発送を心掛け
ています。
ヤフーとアマゾンに出店しておりま
すので、
是非ご覧ください。
Yahoo!

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。

10

川崎区
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ショッピングQR

照会先

shop anne（ショップ アン）
代表 田野口 龍海
〒210-0837 川崎区渡田1-17-13
ＴＥＬ ０８０−４４１３−１０２０
E-mail tatsuumi1978@i.softbank.jp

会
員
ひ
ろ
ば

カット
料金

一般 ￥1,540−
指名料 ￥220−
ホームページ

I nstagram

TATENO CREATIVE ［サービス業部会］

お客様の美しさ、
最高の笑顔のために

溝の
口

当店は業界20年以上のスタイリストが男女を問わず、
お子
様からご年配の方まで、
あらゆるライフスタイルに合わせた
サービスをご提供致します。
「長さをそのままに軽くしたい」と思っていても、
毛先がス
カスカになってしまい伸びるのに時間がかかると感じている
方や、
元からの髪質・頭の形状で理想の髪型を諦めている方
は是非一度お越しください。
髪質・骨格を考えて、
お客様の望
むスタイルを再現性・デザイン性を併せたカットで実現しま
す。
また「似合うスタイルがわからない」
、
「どうしたら良いか
分からない」
、
「時間がないから手入れが簡単なスタイルに」
、
「髪型が長持ちするように」等、
色々なお悩みをお持ちのお客
様には寄り添って悩みを解決できるようヒアリングアドバイ
スも行っております。

これから自分のイメージを変えたい方、
似合うスタイルを
お探しの方は、
是非一度お近くの当店にお越しください。
ご来
店お待ちしています。
東急
田
園都
市線
↑二
子玉
川

ＪＲ南武線 武蔵溝ノ口駅より徒歩 5 分、
木目調のクラシカ
ルな店内で、
心地良い音楽が流れるリラックスした空間のヘ
アーサロンです。
お客様のなりたいスタイル、
ご要望を、
可能な限り実現する
為に、
お客様一人一人に心を込めた接客とコミュニケーショ
ンを大事にして、
お客様の美しさ、
カッコよさを引き出して、
最高の笑顔をお届けします。

高津区

TATENO CREATIVE
α+アルファプラス溝の口２号店

溝口駅前交番
マルイファミリー

川崎商工会議所
高津宮前支所

ノクティプラザ1

←登戸
武蔵溝ノ口

J R 南武線

川崎→

照会先
有限会社タテノ
代表取締役 山本 雅裕
〒213-0001 高津区溝口1-14-13 ２F
営業時間 平日 10：00〜19：30
土日
9：00〜18：00
ＴＥＬ
定休日
年中無休
ＵＲＬ

０９０−４６２８−６７７８
https://tac-alpha.co.jp/

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

高橋 京子

メニュー（一部）

しわ改善コース 8,500円
ハリ・ツヤ・たるみ改善コース
10,000円 他
（各80分）

フェイシャルエステサロン シンシア ［サービス業部会］

心と体をデトックス
当店はお客様へ誠実に寄り添ったサービスを、
心掛けて
おります。
フェイシャルエステだけでなく、
心のストレスを
解消するセラピーで心身ともにスムーズに活動できるよう
お手伝いさせていただきます。
完全予約制プライベートサ
ロンなので、
リラックスして施術を受けていただけます。
メ
イクスペースもご用意しておりますのでお気軽にお越しく
ださい。
○フェイシャル
3 月はなにかと忙しい時期。
また、
花粉が原因の肌トラブ
ルが起きてしまうことも少なくありません。
ヒト幹細胞培
養液を使用した高密着・高保湿力のエイジングケアができ
るスペシャルコース
（90分）
がオススメです。
○腸心セラピー
衣類の上から優しくお腹に触れる事で感情の解放、
スト
レス・トラウマを解消してゆくセラピーです。
お電話（音声
のみ）
でのセッションとなる遠隔腸心セラピーも可能です。

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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多摩区

←稲田
堤

中野島

川崎中野島北郵便局
稲荷神社

JR南
武線

カリタス
幼稚園

カリタス女子
中学高等学校
カリタス学園 バス停

フェイシャルエステサロン シンシア
↓登戸

照会先
フェイシャルエステサロン シンシア
代表 高橋 京子
〒214-0012 多摩区中野島4-20-11-2
営業時間 10：00〜18：00
定休日
毎週水曜日
ホットペッパー
TEL 044ー９３２ー５２５９
ビューティー Q R
URL https://ameblo.jp/sincere-k
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000374557/

連載

「生産性向上」への
手がかりを考える
中小企業診断士・当所専門相談員

為崎 緑

コロナ禍の影響が長引く中で、
販売価格の引き上げは難しく、
一方で、
原材料の高騰や人材確保難などから、
生産性
の維持・向上に苦慮している事業者の方も多いと思います。
そこで今回は、
経営が負の循環に陥ることのないよう、
生産
性向上を目指していくための手がかりを考えてみることにしましょう。

●自社の健康診断を
「ローカルベンチマーク」
で行ってみる
国は地域経済の持続のためには、
地域企業の生産性向上が不可欠として、
企業が健康診断を行い、
早期の課題発見
や具体的支援につなげていくためのツール
「ローカルベンチマーク
（通称：ロカベン）
」
を公表しています。
まずは経営者
自身が自社を振り返ることが、
生産性向上の第一歩となります。
ロカベンの第２段階は、
財務情報と非財務情報の２つ
の枠組みで構成され、
多角的な視点から現状を把握し、
課題を導きだして改善に結び付けていこうとするものです。
経
済産業省のHPで公表されていますので、
趣旨や方法などの概要を把握した上で、
金融機関や支援機関等のサポートを
受けながらロカベンを使って、
経営力の評価を行い経営改善の方向性を導きだしてみてはいかがでしょうか。

●デジタルトランスフォーメーション
（DX）
を推進する
令和４年度経済政策の重点においても「未来志向のデジタルトランスフォーメーション（DX）
」を強力に推進してい
くことが掲げられています。
経済産業省によるDXの定義は、
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、
データとデ
ジタル技術を活用して、
顧客や社会のニーズを基に、
製品やサービス、
ビジネスモデルを変革するとともに、
業務その
ものや、
組織、
プロセス、
企業文化・風土を変革し、
競争上の優位性を確立すること」
。
コロナ禍の中で、
非対面型ビジネス
への転換や、
テレワークの推進、
文書作成の効率化と情報共有など、
生産性の向上に向けIT活用の重要性が増していま
す。
コロナ対策に関連し厚生労働省が公表している「人との接触を８割減らす10のポイント」の大半の項目の実現にIT
が深く関わっています。
DXの具体も、
経済産業省のHPで公開されていますので、
一読した上で、
ITの有効活用により、
付加価値の向上や、
コストの削減を戦略的に進める一歩を踏み出しませんか。

●従業員の幸福度を高める
近年、
街の幸福度（住みごこち）が報道されるなど、
「幸せの実感」が話題になることが多くなっています。
また、
企業
における社内の幸福度が収益を左右するといった研究結果なども出てきています。
給与水準や福利厚生の充実度だけ
でなく、
「自由に物が言えて前向きになれる」
「コミュニケーションが図れ、
信頼できる人がいる」
「認めてもらえ、
自信を
持つことができる」など、
現代社会において、
従業員の幸福度に影響を与える要因は多く存在します。
労働生産性の向
上に向け、
従業員の幸福度を高めることを検討してみませんか。
厳しい経営環境を乗り切り、
中長期的な成長を目指すために、
改めて多様な角度から生産性向上を考えてみたいと
ころです。

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。

情 報 NOW
作家・グロービス経営大学院客員教授

守屋 淳

渋沢栄一の楽しむ力
渋沢栄一の息子である秀雄が、
父にまつわる
こんなエピソードを残しています。
《銀座尾張町にある服部時計店の創始者服部
金太郎（セイコーホールディングスの創業者：引
用者注）
は、
いつも栄一の勧誘で多額の寄付金を
してくれる人だった。
その服部が、
ある日クラブ
で友人と将棋を指していた。
そこへ栄一が顔を
出してこういった。
「いまイタリアの骨相学者に骨相を見てもらっ
たら、
私は百まで生きるそうだ」
とたんに服部は将棋をやめて立ち上がると、
「そりゃ大変だ。
渋沢さんが百まで生きては、
こ
れからさき、
どれだけ寄付金のご用があるか分
からない。
将棋どころの騒ぎじゃない。
もっと稼
がなくちゃ……」
》
とてもユーモラスなエピソードですが、
実際
に何か事あるごとに寄付金集めに熱心だった栄
少なから
一をケムたがった実業家というのは、
ずいたそうです。
いわば損な役回りを買って出ていた栄一でし
たが、
では義務感からこうした仕事をこなして
いたかというと、
そうではありませんでした。
《わたしには社会事業を楽しむ癖がある》
《現
に二松学舎の資金寄付集めについても、
「また
渋沢の寄付取りか」と、
しかめっ面をした金持ち
もいたという。
こんな風に思われては、
あまりよ
い気持ちはしないはずだが、
わたしにとってそ
んなことはまったく苦痛に感じられない。
わた
しは、
社会事業のために力を尽くすのを何より
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の楽しみとしているからなのだ。
これを楽しみ
に感じていなければ、
とても寄付金をもらうた
めに駆けまわれるものではない。
人に頼まれた
義理や、
世間の評判を取るくらいのことでは、
と
『論語講義』引用
てもやれるものではないのだ》
者訳
これは『論語』にある、
「何かを知っていると
いうのは、
それを好きだという境地に及ばない。
しかしそれも、
楽しんでいる境地の深さにはか
なわない（これを知る者はこれを好む者に如か
ず。
これを好む者はこれを楽しむ者に如かず）
」
『論語』
雍也篇
という一節に対する栄一の実体験に基づく解
説ですが、
社会のために尽くせて嬉しい、
ワクワ
クするーーそんな気持ちを、
栄一は原動力にし
ていたからこそ常に前に進み続けることができ
たのです。

日経ＢＰ総合研究所 上席研究員

渡辺 和博

世界の食通が注目する
「アニマルウェルフェア」
を
取り入れたとんかつ屋
先日、
高知県で木工製品を手掛ける事業者さ
んが、
「近頃どの商談会に行っても、
この商品に
ＳＤＧｓの要素があるか最初に聞かれる」と話
していました。
そもそもその要素がないと、
商談
のスタートラインにすら立てないと嘆いていま
した。
こうした世界的な物事の考え方の潮流が
地方の小さな事業者のビジネスそのものに大き
く関わってくる時代なのだと思います。
そういう意味で今後注目すべき動向の一つに
「アニマルウェルフェア」があります。
「動物福祉」
などと訳されるこの言葉は、
家畜の飼育方法に
ついて虐待しない、
飼育環境を整えるなど飼育
管理に配慮を求めるもので、
国際獣疫事務局（Ｏ
ＩＥ）が勧告したものです。
ＳＤＧｓの17のゴー
ルにはじかに動物福祉に触れたものはありませ
んが、
食料分野や環境分野など関連する項目は
いくつもあります。
今後も世界的なトレンドとなって、
国内でも
実施を強く求められるようになるのは確実です。
もともと生産効率重視とは一線を画する考え方
なので、
関わる事業者にとっては当然コストア
ップの要因になります。
世界的な捕鯨禁止の動
きと日本の食文化の例を見ても、
こうした話は
理屈というよりも思想の違いなので、
考え方は
どうであれ現実的にビジネスが大きく影響され
るのは間違いありません。
ではどうすれはいいのでしょうか。
私が注目
したのは最近、
東京・表参道に開店したあるとん
かつ屋です。
この店は開店１年でミシュランガ

イドに掲載された高田馬場のとんかつ屋を手掛
けた人がつくったもので、
まもなく世界の食通
から注目される店になると思われます。
この店は、
全国からいくつかの銘柄豚を選ん
で提供しているのですが、
お店のホームページ
には、
それぞれの豚がどのような環境でどのよ
うに育てられたかの情報を掲載しています。
そ
こには、
豚肉の特徴や味わいなどとんかつに直
接関わる要素の解説だけではなく、
アニマルウ
ェルフェアや育成方法にサステナブルな環境配
慮の仕組みを取り込んだ生産者の話もあり、
Ｓ
ＤＧｓに関心の高い人を顧客にしたいというお
店の意図が感じられます。
お客さんにとって単なる食事の味やサービス
だけでない部分を付加価値として納得してもら
うように情報発信をしているのです。
これまで
の食のブランドづくりでは、
まず商品の機能（味
や物の良さ）を伝え、
次に歴史やつくり手のこだ
わりの技術などのストーリーを重視してきまし
た。
さらにこれからは、
扱う原材料の生産方法や、
それに関わる人たちの働き方までもが問われる
ようになってきます。
実はこうしたトレンドへの対応力は、
効率的
な大量生産を前提とした大企業よりも、
地方の
小規模事業者のようなスケールを追求しないビ
ジネスの方が向いています。
ですから、
小規模事
業者にとって、
高付加価値をきちんと評価して
くれる顧客とつながるチャンスだといえます。
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かわさき発 日帰り
かわさき発 日帰り

ぶらり旅

ぶらり旅

Vol.88

Vol.116

初春の伊豆大島
アンコ椿の島へ

椿まつり、
三宅山トレッキング 他
東京都

伊豆大島

❶

❷

❸

「アンコ椿は恋の花」誰もが知るこの歌謡
曲。
「アンコ」
とは、
「お姉さん」
を意味する方
言です。歌詞に出る
「船が行く行く波浮（は
ぶ）港」、
「 三原山から吹き出す煙」などの地
名からもわかるように、伊豆大島が舞台とな
っています。
今、
椿の季節を迎えた伊豆大島。
美しいこの歌の世界が、
島いっぱいに広がっ
ています。
今回のぶらり旅は、川崎から南へ100㎞。
伊豆諸島の一つ、
伊豆大島を訪れました。
行政区分は東京都の伊豆大島。面積は
91㎢。ちょうど山手線一周と同じほどの、伊
豆諸島最大の島です。
「 島」
と聞くと思わず
身構えてしまうものですが、
伊豆大島までは
竹芝桟橋から高速ジェット船で片道1時間
45分。十分日帰りできる近さです。それでい
て、冬季は格段に温暖で、夏だけでなく一年
を通じて楽しめる島でもあります。
伊豆大島といえば、
美しい海でのマリンス
ポーツ、地球の原初の姿を伝える三原山で
大島空港

岡田港

泉津の
切り通し

椿花
ガーデン
三原山

大島公園
伊豆大島

裏砂漠

大島
一周道路

千波地層
切断面
❹
しん び じゅんれい

波浮港
見晴台
波浮港

のトレッキングなど、
ワイルドな自然環境が
魅力です。波浮港見晴台や泉津（せんず）の
切り通し、千波地層大切断面等、SNS映え抜
群なスポットも数多くあります。
そんな伊豆大島が一番華やぐのが、現在
（１/３１〜３/２７）」
。
開催中の
「伊豆大島 椿まつり
島中が美しい椿の花でいっぱいになります。
アンコ娘の衣装をまとった
「椿の女王コンテ
スト」
など、
華々しいイベントも開催予定です。
この椿から精製されるのが、大島特産の
椿油です。
こだわりの玉締め圧搾法で絞られ
た油は美容効果満点。
スキンケア用品など、
お土産に最適な商品が揃っています。
伊豆大島周辺は日本でも有数な好漁場で
す。伊豆諸島名物の島寿
司、
金目鯛の煮付けなど、
魚介の美味しさは格別
です。東海汽船が開催す
るお得なツアーもありま
す。
ぜひご検索ください。
アクセス：竹芝桟橋→東海汽船・大型客船（前日夜
発 ）→ 大 島・岡 田 港（ 翌 朝 着 ） 又は 東 海 汽 船・
ジェット船（当日朝発）→大島・岡田港（午前着）
キャプション ①：アンコ娘姿が素敵な
「椿の女王コ
ンテスト」入賞者の皆さん ②：タモリさんもお気に
入り、高さ３０m長さ６００m、巨大バムクーヘンのよ
うな千波地層切断面 ③：まるでジブリの世界、映
える泉津の切り通し ④：鼈甲色が美しい島寿司、
辛子醤油の漬けが味のポイントです 文末：三原山
トレッキングで出会える
「ゴジラ岩」
（一般社団法人
大島観光協会：☎０４９９２-２-２１７７、
８時半〜１７時）

※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：慶應義塾大学 教授 内藤 正人）、日帰りぶらり旅（文・撮影：成瀬大志）

提供：

株式会社 アサヒプリンティング

