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トップの部屋
第

86 話

川崎育ちのキムチで世界に挑戦
渥美 和幸

氏

（Ka zu y u k i Ats u m i ）
有限会社グリーンフーズあつみ 代表取締役社長

慣れ親しんだコリアンタウンの「キムチ」の味を守る──そんな夢を可能にしたのは野菜の目利き
とキムチ職人歴40年の匠とのタッグ。
たった1坪の店から始まった「おつけもの慶」は口コミで評判と
なり、
メディアで取り上げられ、
行列ができる名店として成長。
さらにネット販売サイトを通じてそ
の名を全国に知らしめ、
川崎の新たな名産として認知されている。
「キムチにならない野菜はない」と
いう信念のもと、
新たな食文化や地産地消、
SDGs への取り組みを発信し続けるキムチ専門店の挑戦
は続く。

2
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青

果販売で地域に根づく

そんな状況の中、
焼肉店が多く集まるセメント通りの活性化を
図り、
文化や経済の交流拠点となるような開発を行う
「川崎コリア
ンタウン構想」が持ち上がり、
その話を聞いて大いに共感を覚え

─まず創業の経緯から教えてください。

ました。

渥美 川崎市の大島・桜本・浜町一帯は古くからコリアンタウン
として知られてきました。
わが家は私の祖父母の代からここで小

─コリアンタウン構想、
いつごろのことでしょうか。

さな八百屋として商売を続けてきましたが、
父の幸治朗は1957年

渥美 1990年代の半ばごろだったと思います。
焼肉店の立ち並ぶ

に兄弟３人で「株式会社川崎フードセンター」を設立しました。
丁

セメント通りの入口にはアーチも出来上がりましたが旗振り役の

度スーパーマーケットの勃興期にあたり、
いち早くセルフレジを

方が亡くなり、
時代の流れもあってトーンダウンしていきました。

取り入れた店舗の経営を始めたそうです。

そんな中、
納入先でもあり美味しいキムチでも有名だった焼肉の

─ずいぶん早い時期にスーパーに注目されたのですね。

閉店してしまい、
料理長の城野勝さんも辞められたと…。
「それな

渥美 「日本セルフサービス小売協同組合」
（現・セルコグループ）

ら当社でキムチを作ってもらえないか」
と相談しました。

名店
「慶北苑」
（屋号の 慶 はここから一文字いただきました）
が、

というボランタリーチェーンに加盟し、
米国での研修などにも参
加して大きな刺激を受けたと聞いています。
当時の桜本商店街は

近隣のキムチ屋さんも減り続けており、
慣れ親しんだコリアン
タウンの味を残したいと思ったのです。

川崎市内でも有数の商店街として賑わい、
毎日とても忙しかった
とか。
父は1987年に独立し、
現在（大島3丁目）の2軒隣の場所で「有限
会社グリーンフーズあつみ」を設立しました。
それを機に飲食店
向けを強化するように業務用野菜の納入も手がけるようになり、
商店街での小売業、
業務用野菜を配達する卸売業の二本立てでや
ってきました。
─事業を継ぐという気持ちはいつから？
渥美 家族経営なので、
学生時代から配達などは手伝っていたも
のの、
特に意識はしてきませんでした（笑）
。
ただ将来、
どんな仕事
をするにしても英語とコンピューターは必須だと思い、
専門学校
に通いました。
卒業後、
就職して資金を貯め、
父の勧めもあって米国に行きま
した。
帰国後、
就職活動を始めようと思ったとたんにバブルがは

職人城野

じけ、
採用環境は悪化するばかり。
丁度そのころ、
父の会社で配達
を担当されていた方が辞められ、
それなら仕事を手伝おうと1991

白菜キムチ

年、
21才の時に入社しましたが、
当初は野菜の名前もほとんどわ
からず、
覚えるだけで精一杯でした。
─それでキムチの製造・販売に乗り出したのですね。
渥美 私は城野さんの作るキムチが大好きだったし、
彼も快諾し

伝

統の味を残したい

てくれました。
そうして2003年に渡田新町に「おつけもの慶」1号
店を出したものの、
まったく売れませんでした。
たった1坪の小さ
な店舗で目立たなかったし、
安く借りられるという理由だけで選

─現在は行列ができるキムチの名店「おつけもの慶-kei-」として

んだため、
住宅街で人通りもあまり多くないことには後から気づ

知られています。
そのきっかけは？

きました
（笑）
。

渥美 大口の取引先もあって配達業務は忙しく、
20代のころは休
みも思うように取れない忙しさでしたが、
馴染みの店舗が少しず

─それが知る人ぞ知る名店になった！

つ減っていき、
卸売の業績も縮小していきました。

渥美 販売を始めて３、
４年、
ほとんど売れなかったので、
ひとつ
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の打開策としてタウン誌に記事広告を出してみました。
その反

アゼリア総菜馳走にも直営店をオープンしました。
キムチのバ

響が思ったより大きく、そもそも大量に作っていないから行列

イキングや定食だけでなく、コムタンスープやユッケジャンス

ができた。
その行列が客を呼び、想定以上の好循環が生まれた

ープなどの定食を提供し、食文化の豊かさを発信していきたい

のです。

と思っています。

それに手応えを感じて楽天に出店し、
「川崎で話題の店」
とい
ったキャッチコピーを入れるなど工夫して検索順位を上げ、

＊現在、KEIDELI 八〇八は休業中。
川崎アゼリア店は物販のみ
で営業しています。

「キムチ」のランキングでトップになりました。
すると今度はタ
ウン紙から取材を受け、その記事が地元の人の目に留まって実

─川崎市の名産としての知名度も上昇中です。

店舗の売り上げがさらに伸び、メディアに取り上げられる機会

渥美

も増えました。

2019 年にはキムチとして初めて「かながわの名産 100 選」に認

おかげさまで 2018 年に
「かわさき名産品」
に選ばれ、翌

定されました。
川崎市や神奈川県の「ふるさと納税」の返礼品に
も採用していただいていますが、川崎のキムチを神奈川の名物
にしたいという熱意が報われたと感じています。
多摩区の伝統

ムチにならない
野菜はない

キ

野菜
「のらぼう菜」
のキムチも好評で、新たな名物に育ってくれ
ると嬉しいですね。

─実店舗とネット通販が補完し合った成功例ですね。
渥美

2011 年に大島上町に専用工場を備えた２号店をオープ

─
「おつけもの慶」
の魅力はどこにあるのでしょうか。

ンし、その後、東京の戸越銀座と蒲田にフランチャイズ店をオ

渥美 日本独自の風味を持つキムチであること。
「甘さの中に

ープンしました。
「元祖！おなかいっぱいイカキムチ」は、楽天

辛さとコク」
があり、
「酸味が少なめ」
「シャキシャキと歯ごたえ

市場へ出店した頃に販売をスタートしました。
現在も Web 販

のある食感」が特徴です。
「おしんこ」のように毎日食べても飽

売限定で３カ月待ちという大ヒット商品になっています。

きない味が理想です。

2014 年には
「祭事部隊」
を立ち上げ、妻の朱美が
「祭事隊長」
として全国のデパートやショッピングセンターなどの会場を回
り、
実食可能な催事の貢献度は非常に大きいと感じています。

八百屋なので材料にはこだわり、
白菜は季節によって最適な
産地、
生産者を厳選して買い付けています。
「野菜の数だけキム
チはある」と考え、旬の野菜のキムチを月替わりで提供してい
ますが、それらの素材は毎日、卸売用の野菜と一緒に大田市場
で私が買い付けています。

元祖！おなかいっぱいイカキムチ

かぶキムチ

キノコキムチ

カクテキ

ヤンニョムクリームチーズ

S
─ネットの力も大きいですが、実食体験ならではのアピール効

─新型コロナの流行が長引いていますが…。

果が期待できそうですね。

渥美

渥美

は好調です。
ですが、野菜の業務用卸には影響が出ています。

ケ

イ

2019 年には、渡田新町に食堂・弁当デリバリーの
デ

リ

ハチマルハチ

「 K E I D E L I 八○八」
は野菜が 9 割のお店としてオープン、川崎

4

DGs を意識した
事業展開
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巣ごもり需要の高まりでキムチの実店舗・ネット販売

その一方で、京浜急行電鉄さんからお話をいただき、７月から

トップの部屋

第 86 話

京急川崎駅の４・５番線ホームに有人販売店舗（京急川崎駅ホー
ム店）を開店し、隣に「あごが落ちるほど旨いキムチ」の自動販
売機を併設したところ、珍しさもあってか、売り上げも好調で、
大きな反響をいただいています。
実は好調の一因は他にもあり
ます。
─それは気になりますね。
ぜひ教えてください。
渥美

京浜急行とコラボして、赤い車体と当社の人気商品「イ

カキムチ」をイメージした「イカの車掌さん」のイラストが入っ
たオリジナルボトルに入れて販売しています。
これは SDGs を
意識したリユースの取り組みで、有人販売の営業時間内に空ボ
トルを返却すると、50 円のキャッシュバックか、京急電車をデ

─今後の展望をお聞かせください。

ザインしたオリジナルペーパークラフトに交換できます。
お子

渥美

さんにも人気です。

でも販売できる手応えを感じています。
たとえば K−PO P の人

自動販売機は新たな販売手段として大きな可能性があり、
冬場は温かいスープを販売したいと考えています。

発酵食品のキムチは世界的に人気のある食品で、海外

気が高まっている米国やブラジルでは韓国の食文化にも注目
が集まっています。SN S を効果的に使えば世界中どこでも売
れる時代になり、配送事業者もサポート体制を強化している。
海外販売に挑戦してみる価値は十分にあると考え、Web サイ
トなどの準備を進めています。
─最後に座右の銘を教えてください。
渥美 「始めれば始まる」
。
どんなことでもやってみなければ何
も始まらないし、何も生まれません。
よく考えて行動すること
はもちろん大事ですが、実行に移すことを恐れず、チャレンジ
を続けていきたいと思います。
有限会社グリーンフーズあつみ
川崎市川崎区大島３−３５−７
電話 ０４４−２８８−７６１６

京急川崎駅ホーム店

profi le
ペーパークラフト
自販機ボトル

─身近な SDGs、
素晴らしいアイデアです！
渥美

小さな会社ですが、SDGs はできることから始めること

に意味があると思うので、仕込み時に出る野菜の端材を動物園
に提供する取り組みなども続けています。
キムチにはいろいろな可能性があり、
コロナ禍が収まったら、
工場見学やキムチの作り方、キムチを使った料理教室など、体

渥美 和幸

氏

（あつみ・かずゆき）

1970年
1991年

川崎市川崎区生まれ
東京外語専門学校 卒業
有限会社グリーンフーズあつみ 入社
2003年 「おつけもの慶」
1号店を渡田新町に出店
2009年 同社代表取締役社長 就任

験を伴う情報発信を積極的に行っていきたいと思っています。

かいぎしょ / 2021. 11月号

5

会
員
ひ
ろ
ば

バイオインサイト
（株）［サービス業部会］

DNA分析技術で、
付加価値の可視化に挑む
バイオインサイト㈱は DNA 分析技術を使い、
生物資源や食品の付加
価値の可視化に取り組んでいます。

解析報告書サンプル▼

今年1月にスタートした「植物種メタゲノム解析」は、
ハチミツの中の
花粉を DNA 分析し、
ミツバチの生態に関わる多数の植物─例えば蜜源
植物─を推定する試験です。
今までは、
ミツバチが訪花する植物は養蜂家の目視や経験等、
人が判
断しなければならないものでしたが、
本技術は人の介入が少なく、
更に
現地で人が確認する数十倍の植物を検出することが可能です。
この試験
により、
地域や時期によって異なるハチミツの豊かな個性を消費者に伝
えることができます。
その他、
最新の DNA 分析技術を用いて新しい検査法の開発や、
既存検
査法の改良に取り組んでいます。
例えば、
今までの検査法では検出できなかった遺伝子組換え大豆の品
種を検出する新しい検査法や、
従来10〜12 営業日が検査に必要だった
DNAによる生物種の判別を、
到着後最速５営業日に短縮した「迅速DNA
種鑑定」
を行っています。
SDGsの流れを受け、
生物多様性への注目が高まる中、
同社は得意とす
る「メタゲノムDNA解析」を用いて、
より多くの人々や企業が生物多様性
に取り組む為の支援をしていきます。

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。

10
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照会先
バイオインサイト株式会社
（ I S O 9001 : 2 015認証取得）
代表取締役社長 伊藤 俊介
〒212-0032 幸区新川崎7-7 NANOBIC2005
ＴＥＬ ０４４−２２３−８３２３
E-mail itos@bioinsight.co.jp

幸 区

会
員
ひ
ろ
ば
テイクアウトメニュー
事前予約制でお弁当も承っており、
平日昼
限定10食の本日のお弁当 もご用意しておりま
す。
※お弁当の詳細は、
店頭・お電話・Twitter・
ラインにてご確認ください。
幸島の日本酒
（純米酒）
当店の食事に合う日本酒も取り揃えており
ます。
ぜひお試しください。
ご来店お待ちしております。

定食・純米酒の店 幸島 ［食品部会］

カラダトココロに定食を・・・

↑田
園調
布

日本医科大学
武蔵小杉病院

新丸
子

食事は毎日のこと。
安心安全な食をご提供するため、
調味料
や甘酒も手作りしています。
辛さが少なくフルーティーな川崎生まれの 香辛子 を使用
した納豆ドレッシングと塩麹ポン酢は、
提供しているお料理に
も使用しております。
6月から
「ふるさと納税」の返礼品にも登録
されました。
店頭で販売もしておりますので、
お気軽にお問い
合わせください。
その他に、
ランチ御膳で食前酒としてお出ししているレモン
甘酒も好評です。

川崎市立
小杉小学校

東急
東横
線

照会先

小杉若葉通り

←武蔵溝ノ口

西明寺前

西明寺

手作りの調味料

定食・純米酒の店 幸島
中原街道

道
街
中
府

当店は、
店主自らが厳選した旬の地場産食材や厳選した魚
を使い、
体も心も健康になれるこだわりの美味しい定食をお出
ししております。
メニューは、
魚を中心に常時4・5種類、
なかで
も1 番人気は千葉から仕入れたこだわりのさばを使った塩焼
定食や自家製鮭甘味噌粕漬焼定食、
三色鶏そぼろ丼（事前予約
にて）
などがございます。
※単品も可
10 月からは新サンマ塩焼定食と特製さばの味噌煮定食もご
用意しております。
（鮮度の良いさんまを仕入れが出来た時、
限
定です）旬の食材を使った小鉢がつきます。
小鉢を楽しみにし
てくださる常連さんも多く、
季節を味覚で楽しみながら召し上
がっていただけます。

中原区

川崎→

南武沿線道路
武蔵小杉

南武線

定食・純米酒の店 幸島
代表 笹間 美香
〒211-0063 中原区小杉町2-315-18 １階
営業時間 お昼ごはん 火曜日〜土曜日
11：45〜14：30
夜ごはん
水曜日・金曜日・土曜日
17：30〜20：00
定休日
月曜日・日曜日・祝日
ＴＥＬ
０４４−７３３−７６８５
ＵＲＬ
http://www.teisyoku-koujima.com/
Twitter
@KoujimaTeishoku

※新型コロナウイルス感染症の影響により
営業時間が変更になる場合もございます。

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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自然に学ぶ
自然を映す
自然と生きる

（株）
工房ギャレット ［情報メディア部会］

自然と人、
文化のあしどりを訪ねて
記録しています
工房ギャレットは、
地域の暮らしに根ざした文化を記録する
ことをモットーにドキュメンタリー映画などを手がける映像制
作会社です。
映画制作のノウハウを活かして、
企業PR映像や、
事業記録、
配信などの映像制作、
受託、
共同制作も承っております。
これまでの映画作品は、
随時、
上映会や映画配信サイトで公
開しています。
是非 HP から公開情報やオンラインでご覧くだ
さい。

映像作品のご紹介
『鳥の道を越えて』
（2014年／93分／監督・制作）
文化庁映画賞を受賞した『鳥の道を越えて』は、
戦後に禁猟と
なったカスミ網猟の生活史と密猟の実態を通じて、
人と鳥との
関わり合いのあり様を描いた作品。
・平成26年度 文化庁映画賞 文化記録映画優秀賞
・第88回 キネマ旬報ベストテン 文化映画部門第１位
・第2回 グリーンイメージ国際環境映像祭 グリーンイメージ賞
・第56回 科学技術映像祭 内閣総理大臣賞

麻生区

『夜明け前』
（2018年／63分／監督）
日本の精神科医療の草分けである呉秀三医師が、
明治・大正
期に座敷牢に幽閉されていた精神障害者たちを救おうと奔走
した軌跡を辿った作品。
・第92回 キネマ旬報ベストテン 文化映画部門第9位
・第60回 科学技術映像祭 文部科学大臣賞
（教育・教養部門）
『明日をへぐる』
（2021年／73分／監督）
現在公開中の『明日をへぐる』は、
和紙の原料・楮を守り育て
る山里の人びとの暮らしを通して、
私たちの明日の暮らしを見
つめ直す作品となっている。
こうぞ

工房ギャレットへのお問い合わせは、
メール、
お電話又は H P
より受付けています。
作品について、
上映会や講演会のご相談
など、
お気軽にお問い合わせください。
照会先

株式会社工房ギャレット
代表取締役 今井 友樹
〒215-0027 麻生区岡上71-2-2-504
ＴＥＬ ０９０ー７２２６ー３８０６
E-mail info@studio-garret.com
ＵＲＬ https://studio-garret.com/

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

経営計画書を
攻めのツールにしよう
中小企業診断士・当所専門相談員

有村 知里

●経営計画書は会社・お店の目論見書
新型コロナウィルス感染症への対応のため、
これまでの小規模事業者持続化補助金も種類や回数が増え、
さら
に事業再構築補助金などの補助金制度が始まりました。
この機会にと、
将来を見据えた事業計画書を作成し、
新
たな改善・改革、
新事業に挑戦する企業・お店も少なくありません。
中小企業や小規模企業にとって、
経営計画書と事業計画書は会社・お店の経営の目論見を形にしたものとして、
同じ意味であると考えています。
経営計画書にどのようなメリットがあるのかを考えていきましょう。

●経営計画書と業績向上の関係
中小企業庁の調査
（2016年）
では、
経営計画書を作成したことがある小規模企業は約50％と半分にとどまって
います。
しかし、
経営計画書には次のような実感できるメリットがあります。
１位 経営方針と目標が明確になった
（74％） ※複数回答
２位 自社の強み・弱みを認識できた
（69％）
経営計画の作成の有無と売上高の傾向
３位 販路開拓のきっかけとなった
（39％）
増加
横ばい
減少
その他、
資金繰りの状況が把握できた、
金融
全体
（n＝4,857）
機関から信用が得られたなどです。
さらに、
経営計画の作成と業績傾向を見てみ
作成したことがある
（n＝2,575）
ると、
「作成したことがある」者の方が「作成し
作成したことがない
（n＝2,282）
たことがない」者に比べて売上高が増加傾向だ
0%
100%
ったのです。
（右図参照）
資料：中小企業庁委託
「小規模事業者の事業活動の実態把握調査」
（2016年1月、
（株）
日本アプライドリサーチ研究所）

●経営計画書が変えたこと
ある老舗の和菓子店では、
小規模事業者持続化補助金の申請をきっかけに、
後継予定となっている代表者の
長男が経営計画書作りに挑戦しました。
「自社の強みを活かしていきたい」
「コロナの現状を打破したい」
という思
いが先行していましたが、
経営計画書を作成しながら、
事業アイデアを実際に動ける形へと、
具体化・具現化して
いきました。
商品内容や価格、
パッケージの決定、
それに合わせた販促ツールや販促物の内容や、
いつまでに何を
していくのかをスケジュール化しました。
3年後の新商品や会社全体の収益計画という数字でも示せるようにな
りました。
家族経営の同社では
「会社の方向性を話し合うツールができ、
冷静に話ができるようになった」
と、
経営
計画書の効果を語ってくれました。
きっかけは補助金でも融資でも構いません。
経営計画書は現状を振り返り、
自社・自店のポジションを認識し、
新たな活路を模索する力になります。
この機会に、
ぜひトライしてください。

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

老化制御で現実味を帯びる「人生１００年時代」
世界中が新型コロナウイルス感染症に立ち向か
っている一方で、
医療分野で注目されている動きの

範囲の拡大もあるでしょう。
衣食住、
それぞれの分野で従来の「シニア向け」

一つに「老化制御」があります。
人間の細胞レベルの

よりもさらに高齢の「ハイシニア向け」のジャンル

研究が進んだこともあり、
加齢による体の老化を人

が登場してきそうです。
例えば「衣」の分野では、
着

為的に遅らせようというものです。
大ざっぱにいう

脱が楽で汚れやしわにも強く、
軽くて扱いやすいも

と、
古くなって機能が低下した細胞や、
さまざまな

のなどが必要になるでしょう。
これまで作業着の店

要因で損傷した細胞が新しく健康なものに置き換

として知られていたワークマンが若い女性向けに

わるのを促進することで若さを保つ、
という考えで

「おしゃれ」を加味してヒットしたように、
ハイシニ

す。
すでにこうした機能を持つサプリメントなどが

ア向けに、
機能性だけではない
「何か」
を加えた衣料
も出てきそうです。

世に出ています。
また、
さまざまな運動法や栄養摂

また、
「食」の分野では栄養バランスはもちろん、

取などに関する研究も進化して、
徐々に世の中に知

あまり硬いものやかみ切るのに苦労しないもの、
飲

られ始めています。
こうしたことにより、
寿命が延

み込みやすいものが求められるでしょう。
例えば、

びて人生100年時代も夢ではないといわれるように

調理に時間がかからず、
火を使わなくてもおいしく

なってきました。

食べられるものなどが広まるでしょう。

世界保健機関（ＷＨＯ）が発表した2021年版の世

「住」
の分野も便利で危険のない設計であり、
運動

界保健統計によると、
日本の平均寿命は男女平均で

能力が衰えないように工夫された住まいが普及す

84.３歳
（男性81.５歳、
女性86.９歳）
と、
世界で最も長

るでしょう。
先に挙げたＩＴやセンシング技術、
ＡＩ

くなっています。
これが今後さらに10年以上延びる

の進化との応用で、
生活しながら健康管理の情報

可能性が出てくることになります。

を住宅が吸い上げて分析し、
適切なアドバイスをく

多くの人の寿命が100 年になると、
どんな世の中
になり、
どんなモノやサービスが求められるように

れたり、
必要な関係先に連絡をしてくれたりするよ
うになると思います。

なるのか、
興味が湧いてきます。
日本は、
世界の中で

全体として優しく穏やかな性質を持つモノやサ

高齢化先進国なので、
ここで開発された高齢者向け

ービスが求められそうですが、
より高齢化が進んで

のモノやサービスは、
遅れて需要が高まる世界市場

いる地方からの発想による商品開発が有効だと考

に広がっていく可能性があるといえます。
今後テク

えます。
ハイシニア向け市場は、
地方の中小企業に

ノロジーはますます進化するでしょう。
例えば自動

大きなビジネスチャンスをもたらす可能性がある

運転やドローン配送といった社会インフラ、
情報通

でしょう。

信ネットワークの高速化とＡＩ
（人工知能）など応用
かいぎしょ / 2021. 11月号
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情 報 NOW
作家・グロービス経営大学院客員教授

守屋 淳

渋沢栄一の気骨
最近、
ビジネスの世界では「Grit（グリット）
」という言
葉が言われるようになりました「
。やり抜く力」と訳され
たりしますが、
筆者は「気骨」という訳語が一番ぴったり
くると感じています。

立しました。
ところが、
原料の硫酸が高くついたり、
営業政策の失敗
がたたり、
なかなか黒字になりません。
しかも、
明治26年に工場から火災が起こり、
すっかり焼

この「気骨」を誰よりも持っていた偉人が渋沢栄一で
した。

けてしまいます。
赤字続きで、
しかも工場の焼失─ 一緒
に立ち上げた財界人が手を引くなか、
渋沢栄一は一人、

明治時代に三井物産を創業した益田孝という大実業
家がいます。
彼は、
渋沢栄一をこんな風に評しました。
《実に親切な人で、
一旦世話をすればどこまでも世話
をする》《渋沢さんという人は、
何か困難なことが起こる
と、
例の上州気風を出してあくまでやる。
それに徳望が伴
うものだから、
どんな困難なことでもやり遂げる。
これで
なくてはいけないと思った（
》
『自叙益田孝翁伝』
長井実編
中公文庫）

「この会社は、
日本の農業の近代化にぜひとも必要なも
のだから、
自分がすべて一人で引き受けてやる」
と宣言、
創業六年目にしてようやく黒字化にこぎつけ
るのです。
このときのことを、
益田孝は次のように述懐していま
す。
《火事で工場が焼けてしまった。
株主はぶうぶう言う。
普通ならこれでおしまいなのであるが、
渋沢さんの非常

渋沢栄一の出身地・深谷は正確には武蔵国なので、
上
州
（上野国）気風とはいえないのですが、
まさに「やり抜く

な努力で、
再興することができた（
》
『自叙益田孝翁伝』
）
「胆
こうした
「やり抜く力」
や
「気骨」
は、
言葉を換えれば
力」とも関わってきます。
逆境やピンチのときに、
心身と

人・渋沢栄一」
を指摘しているわけです。
そんな益田孝が、
高峰譲吉（今の第一三共の創業者）か

もにすぐにダメになって、
病気や引きこもりになってし

ら「日本の農業の近代化には人造肥料が必要だ」と説得

まうのではなく、
それを強い気持ちではね返していく─

され、
彼を渋沢栄一に紹介したことがあります。
彼らは、

今のわれわれにまさに必要な力なのかもしれません。

他の財界人も誘って東京人造肥料（今の日産化学）を設

広告募集中
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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.113

新しい秋に
東京の奥座敷へ

御岳渓谷、御岳登山鉄道、澤乃井園 他
東京都

青梅市他

❶

❷

❸

東京駅から1時間半。御嶽駅のホームを
下りると、そこはもう奥多摩の渓谷美。澄ん
だ空気の中、多摩川のせせらぎの調べに耳
を傾け遊歩道を行きます。久しぶりに賑わう
川辺。山の木々は色づき、秋のベストシーズ
ンを迎えています。
今回のぶらり旅は、東京都青梅市へ。多摩
川の上流に点在する渓谷や奥多摩湖などを
訪れました。
奥多摩湖から流れ出る多摩川の上流域に
は、氷川渓谷、鳩ノ巣渓谷、御岳渓谷等、風
光明媚な渓谷が連なっています。首都圏か
ら近く、鉄道・国道沿いの便利な立地から、
手軽なハイキングポイントとして人気があ
ります。
今回は、御岳渓谷から散策をスタートしま
した。御嶽駅を中心に、多摩川沿い約4km
の遊歩道が整理されています。東京都でも
数少ない、環境省の名水百選にも選ばれる、
素晴らしい渓流の美しさです。のんびりハイ

キング、河川敷での釣りやBBQに最適です。
近年では、
ラフティングやカヤックなど、激し
いウォータースポーツを楽しむことができ
ます。日本画の大家、川合玉堂の作品を収
容する、玉堂美術館も見逃せません。
御岳渓谷からは、御岳登山鉄道を利用す
ることもできます。
ケーブルカーとリフトで、
御岳山（標高929m）の山頂付近へ。関東有
数のパワースポット、武蔵御嶽神社を有す
る、東京を一望する絶景ポイントです。
名水の地、奥多摩の銘酒といえば、澤乃
井の小澤酒造です。御岳渓谷のすぐ下流、沢
井駅前に酒蔵を構えます。美味しい日本酒
の試飲、購入だけでなく、多摩川沿いの広大
な庭園、澤乃井園での散
策も楽しむことができま
す。食事処等も大変に充
実しており、日本酒テー
マパークの趣きがありま
す。
おすすめです。

奥多摩駅 鳩ノ巣駅 御嶽駅 沢井駅 澤乃井園

アクセス：
【自動車】川崎→環状8号線→高井戸IC→
（小澤酒造） 中央自動車道→八王子JCT→圏央道→日の出IC→
JR青梅線
411
国道411号線 【電 車】川崎駅→JR南武線→立川
奥多摩湖
御岳山
駅→JR青梅線→御嶽駅
玉堂美術館
鳩ノ巣渓谷
御岳渓谷
キャプション
①：秋の御岳渓谷（青梅観光案内所：☎
411
御岳登山鉄道
日の出IC
０４２８-２０-００１１）②：御岳登山鉄道（☎０４２８-７８-８４
奥多
９７、
７:３０〜１８:３０、大人往復１,１３０円）③：澤乃井園
摩周
武蔵五日市駅
遊道
の紅葉（小澤酒造：☎０４２８-７８-８２１５、
１０:００〜１７:０
あきる野IC
０、入場無料、月定休）④：お食事処ままごとや（小澤
酒造：☎０４２８-７８-９５２３、
１１:００〜１７:００、
月定休）
道
中央
八王子JCT
文末：久しぶりに蛇の目のお猪口で試飲ができます
氷川渓谷

圏
央
道

❹
しん び じゅんれい

※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

