
0318 若手老舗社長インタビュー 

司会：林 勇作（以下 林） 

若手老舗社長：佐々木酒造株式会社 佐々木 晃（以下 佐々木） 

 山ばな 平八茶屋 園部 晋吾（以下 園部） 

 株式会社伊と忠 伊藤 忠弘（以下 伊藤） 

 

林：今回は 40歳前後の社長さまにお集まりをいただきました。お伺いする内容は会長さま

たちと同じです。 

 

林：老舗の現状について、自己紹介がてら、身に染みていると思いますが、お話をいただ

けますか。 

 

佐々木：うちで 120 年続いているんですけど、造り酒屋っていうのは大体、200 年、300

年、400年続いているところがなんぼでもあるんですよ。だからうちみたいなんが老舗に入

るんかどうかっていうのは微妙な感じなんですけれども。日本酒造り、お酒造りっていう

のは長年脈々と続いてきたけれども、ここ 10年単位でみても、どんどん変わってきてます。

見た目といいますか、外から見える分には昭和の時代からほとんど変わっていないんです。

酒造りをして働いている人たち、昔はね、出稼ぎの人たちが来ていたものを、今はもう社

員でシフト制になっているとか、お酒造りの中身も、昔は杜氏の経験や勘というのでやっ

ていたけれども、今は最新鋭の技術分析を使ってやっています。あらゆる面で変わってき

ています。またそうしていかないと生き残っていけない、っていうのでね、皆さん危機感

を持ってやっておられる。規模を大きくしたりっていうのは、みんな思ってないと思うん

です。何とか次の世代に続けるっていうのが、第一の目標でされていると思います。 

 

林：どんどん、どんどん拡大させるというよりは、中身を充実させて、質を上げてという

ことなんですかね。 

 

佐々木：もちろん、ある程度のスケールがあって、広げていかんと、と思うのやけれども、

続けていくということで、現状を守るということで、ほかを調整しているということで。 

 

林：守りの姿勢に入っているという感じなんですかね。 

 

佐々木：そうですね。日本酒の海外輸出っていうのも最近言われてますけれども、それも

国内での需要が減ってきたので、このままでは海外にいかないと、という感覚なんでね。

海外に行って、ばぁっと大きく広げてっていうのんとは、そんなんとはちゃうんです。そ

こまでじゃないんです。 



 

林：あくまでも保守的な立場の中で、出て行っているという感じですか。 

 

佐々木：今やっとかないと将来やばいぞ、っていうそんな感じです。大手さんはまた別で

しょうけどね。それでも大手さんも減っているので、海外で穴埋めするということをされ

ているんですね。 

 

林：わかりました。園部さんはどうですか。 

 

園部：難しいですね。大きな老舗であってもですね、まぁ二極化しているのかなと思うん

ですね。ひとつはどんどん広げていこうとされているところもありますし、守っていこう

とされているところもあります。やっぱり二極化しているのかな、という気はしますね。

うちなんかはやっぱり、佐々木さんとこみたいに広げていこうという気はあんまりないん

です。それよりもつないでいこうという思いの方がやっぱり強いですね。つないでいく、

続いていく、そちらのほうが、重きを置いている。そのために、何をするのかっていうの

が、どっちかっていうと発想ですね。それは、まぁ、お店によるのかなと思いますけれど

もね。 

 

林：逆に今日はお若い方に来ていただいていますので、何か将来的な展望といいますかね、

こんなんになりたいから、こういうことをやっていくんや、という感じはあんまり、ない

ということですかね。将来に向けてのビジョンを掲げて躍進していく、という感じではあ

まりないのですか？ 

 

園部：あんまりそういう感じではないですね。 

 

林：ないですか。そうですか。また後でお伺いしますが、今のところはそういう気持ちや

ということですか。 

 

園部：そうですね。 

 

林：伊藤さんはどうですかね。業種が少し違いますが。 

 

伊藤：ん～。うちのことに限ってですけど、何よりも市場環境が厳しいですね。皆さんそ

うかも知れないですけれども、輪をかけて厳しいですね。今日の情勢ではしぼんでいって

いますし、これから先、市場自体が広がるっていうことは、個人的にはあり得ないと思っ

ていますし。だから、そこのベースに乗っとって商売をするのは厳しいなって思ってます。



じゃあ、履物が売れへんからっていうて、靴売りましょう、っていうふうにはいかない。

まぁ、そこがええところで、そういうことを考える選択肢もないし、考えないっていうの

が京都の老舗のいいところなのかなって思います。まぁだからその中で、しっかりと価値

を追求していくしか無いのかなと。後ろ向きとか、そういうのではなくて、前向きに捉え

て、余計なことを考えなくていいんで、伊と忠に関してはそうですね。老舗全体のことで

いうと、あまりわかりませんけど、詳しくはわかりませんけど、感じるのは、工芸品とい

うか、食品、あのお二人は実際に食に携わっていらっしゃいますけれども、食は比較的元

気な会社が多いなと。なかなかやっぱり工芸品っていうのは、これからの先行きにしても

規模感としても、うちも含めてですけれども、なかなか継続していくことを考えるにして

も、厳しい状況があるのかなっていうふうには思いますね。それはやっぱり市場性が一番

大きな要因かなと思っているんですけど。 

 

林：今その中で、新しい取り組みをされていますよね。それはどういうお気持ちからなん

ですか。 

 

伊藤：それはね、ん～あんまりこう、結局最終的に会社を分けているんですよね。なので、

ぶっちゃけて言ってしまうと、老舗というのは、京都の老舗としての伊と忠の動かすべき

事業ではないなと途中で気付いたので。それで、分けたので、正直、あんまり続けて行き

たくはない、今はないなと。仮に市場が厳しい、このままだともしかすると企業としては

先細りしていくかもしれないから、だからこんな新しい事業を起こしたっていう言い方は

絶対にしたくないなと。 

 

林：あー。したくないと。そうなんですか。 

 

伊藤：それはまた違う、事業家としての自分がやっていることなので、そこはもう完全に

分けていきたいなって思っているんですけれども。 

 

林：では基本的には連携するとかそういうこともなくて、もう別会社ということですね。 

 

伊藤：そういう意味で分けましたんでね。 

 

林：じゃあもうカランコロンさんとか、ああいうところはもう伊と忠さんだっていうのは、

もう一切見えない感じにされるということですか。 

 

伊藤：もともと見えるようにはしていないんですけれども、でもお客さんからどう思われ

ているかはわかりませんけど、まぁ京都の方は「伊と忠さんやってんねんやろ」というの



はわかってる人はわかってると思うんですけども。ええ。まぁ強引に分けたっていうのも

あるんですけど、そこをつなげながら、つなげていくのは、なんかあんまり本質ではない

のかなと思ったりしてますね。 

 

林：そうですか。また後で深く深くお伺いしたいと思いますが。いや、今のはほんと、意

外な感じがしました。 

 

伊藤：もしかしたら、前と言うこと変わってるかもしれませんけど。ちょっと言うこと変

わるんで……。 

 

林：まぁまぁ、もうお会いして 3 年位たちますけど、あのときはねぇ、なんか新しい老舗

の在り方っていうのを聞いていた部分があったもんでね。まぁそれには何か理由があるん

だろうとは思いますし。わかりました。ではちょっと次のテーマに入りたいと思います。 

 

林：老舗さんの残していかなければいけないもの、変えていかなければいけないもの、そ

のバランスを非常にうまく捉えてられるんかなぁって思っているんですけれどもね。そち

らの方はどうですか。 

 

佐々木：ときどきによって、相手先によって変えるとかしてるんで。そんなにね、これを

残して、これを変えるんやってしてるわけではないんですけども、やっぱり京都で商売さ

せてもろてるというところなんで、地域としっかり密着すると、とりあえず他の地方に行

くのんでも京都であるということを大事にして、やっていくということは常に考えていま

すね。 

 

林：やっぱりそこには京都らしさ、っていうのも含まれているんですか。 

 

佐々木：そうですね。盛り込んだり、見た目であったり、うちの場合は酒なんですけれど

も、お酒も京都の料理に合うようなお酒という、まぁ実際合うんかどうかは別として、合

うといえるようなタイプのお酒。 

 

林：じゃあ行かれたら、やっぱり京都やなって言ってもらえるというのが、嬉しいという

か、本望ということですか。 

 

佐々木：たとえばまぁ、酸味の強烈に強いお酒とかつくったら、それは京都らしくないで

すよね。どう考えても。だからそういうお酒は作らないどれを選んでいただいても安心し

ていただけるような、つくりっていうのは心がけて、残していかなあかんなというところ



で。やっぱり、洗練された物をつくっていくというのがありますね。 

 

林：洗練っていうのはどういう意味ですか。質を高めるということですか。 

 

佐々木：そうです。 

 

林：結局変えてこられているものっていうのは……。 

 

佐々木：ほんとに、あの日本酒っていうのはきっちり継続していくと、洗練していると。

結構日本酒っていうのはある程度極まっている部分があるんですけれども、そっからもっ

と頑張っていくという部分と、新たにノンアルコール飲料とか変なもんを造り出したりと

か。そういうもんでも、新たな市場を目指すと。それが仮に商売になって利益につながる

かどうかは、多分ならへんのですけれども、そういうことをやることで本業にいい面もた

くさんありますんで。 

 

林：そういう新しいものが本業と連動する部分があるという見方をされていますね。 

 

佐々木：本業のためにやっているという感じですね。そういうことをやることで、なんや

けったいなことやっとるぞって、取材がたくさん来て、まぁそこで名前を売ると。今まで

やったら酒の展示会しか出れなかったのが、ノンアルコールやったら食品の展示会にも出

られるんですね。酒以外の。ほんだらそういう展示会にもでて、名前を売って、市場を開

拓すると。 

 

林：それも本業に役立つための、1つの手段となりますもんね。じゃあ、そういう意味では、

新しいこともどんどんやっていこうというお考えていらっしゃいますか。 

 

佐々木：そうですね。もちろん軸足は日本酒において、もう一方でいろんなことに取り組

んでいく。 

 

林：これからも、確かにノンアルコールも、でしたっけ。今後の展開というものを頭のな

かで描いていらっしゃるのですか。 

 

佐々木：そうですね。まぁまぁ行き当たりばったりのところもありますけれども。まぁや

っぱりいろいろなことをやっていくと。 

 

林：でも、飲料系のことからは離れないんですよね。飲み物というか……。 



さ：飲み物というか、日本酒の製造技術を活用した何かをつくるということが基本になり

ますね。だから米を使って新しい食品原料、まぁ甘酒なんかはそんなかでもオッケーとい

うことですね。 

 

林：今の製造技術を活用した何かをつくるということが大事なんですね。ここが変えない

ことの 1 つになるということですね。匠の方も機械もきっちりそろっていらっしゃると思

いますし、自分でできるものということで自信がおありということで。 

 

佐々木：そうですね。 

 

伊藤：最近乾杯のときに出てくる、日本酒の炭酸というか、シャンパンみたいなのもあり

ますよね。あれのノンアルコールみたいなんもあるんですか。 

 

佐々木：それを出したというか、作品を造ったんですよ。 

 

伊藤：そういうのがあったら本当にいいのになって思うんですよ。 

 

佐々木：いろんなメーカーさんが宝酒造の「澪」、「澪」が流行っているので、「澪」の真似

して、どんどん日本酒のスパークリングを造っているんですけれども、うちはそれは真似

せんと、ノンアルコールで炭酸入りを造ったんですよ。ちょっと斜めにいってるんですけ

れども。 

 

林：それはもうかなり製品化に近いんですよね。 

 

佐々木：もう試作品はできてるんですけれども、従来のノンアルコールのやつと、スパー

クリングタイプのものと、飲み比べてもうて、どっちがいいですかっていう市場調査を今

しているところなんですけれども。今、ちょうど半々くらいのところですね。半々やった

ら今までのままでええかな、思うんですけどね。 

 

林：でも半分は需要があるということですか。 

 

佐々木：そうですね。 

 

伊藤：いや、本当に申し訳ないんですけどね、僕アルコールが駄目なんですよ。体質的に。

結構、あれをクッと飲み干すのも無理なくらいなんで、ちょっとだけ口つけるだけなんで

すね。味はすごいいいので、ちゃんと飲んだらおいしいんやろうなって思って。また違う



ですよね、実際にアルコールがあるのとないのとでは。だからそれがあったらええのにな

ぁとずっと思ってたんですよね。 

 

林：早くね、実現するといいですね。ビールのノンアルコールは普通に出てくるようにな

りましたけどね。 

 

伊藤：お酒が飲めない人にとって、ビールの味って結構いいものではない……。最初の一

口くらいはいいんですけど。でも日本酒とかは飲めなくても、味はすごいおいしいなって

思うので。 

 

林：そういうニーズもあるということで。でも実際飲めない人も増えてきましたもんね。

昔は飲めなくても、無理矢理にでも飲まなあかん風潮があったと思いますが、それはもう

断る、学生でもね。 

 

佐々木：飲み会というよりは、ごはんの会みたいになっているみたいですね。 

 

伊藤：飲めるのに、飲まないって人もいますもんね。 

 

佐々木：でもね、飲酒率は上がってるんですよ。でも飲酒量はちょっと減っているんです

よね。みんな賢い飲み方をしているんやなと。無茶な飲み方をする人が減ってきたかと。 

 

林：じゃあ結構マーケティングもかなりされてるんですね。佐々木さんところは銀明水の

ときからかなりマーケティングされていますもんね。今は老舗の方もそういうマーケティ

ングをやられているということなんですね。園部さんはどうですか。昨日会長も仰ってい

ましたけれども、園部さんのお考えで結構ですので。 

 

園部：会長とは何にも話してないんですけどね。 

 

林：そのほうがいいんですけどね。 

 

園部：何を残し、何を変えてきたのかっていうのはものすごく難しいんですが、私はまだ

そこまでやっていないんですね。じゃあ、実際に変えてきたんは何か、というと、まぁな

んて言うんですかね、微修正しかしていないといいますかね。今までやってきたことから、

全く違うことを始めたっていうのはなくてですね、ゴロッと変えてしもたわけでもなく、

ほんとうにこう、微修正ですよね。それぐらいしかやってきてないのかなと、思うんです

ね。 



 

林：それは逆にいうと、変えてはいけないものという認識があるんですか。 

 

園部：変えてはいけないものというよりも、変える必要がないのかなという感じなんです

ね。微修正ということは。変える必要があったら、変えなきゃだめだと思うんです。たと

えば、何を残したいのか、ということについては、結構これも難しいんですけどね、じゃ

あ私どもがやってきた日本料理というものが残したいのかなと、ですね。日本料理を残し

たい、日本料理をやっていく、だからこう、全部潰してマンション経営するとか、別のこ

とをするっていうことは、だから考えられない。考えられないということは、それを多分

残すべきものだと思っているんだろうなというような気がするんです。 

 

林：日本料理そのものですか。 

 

園部：だから日本料理っていうものをやっぱり残していきたいなと。それから、じゃあ何

が日本料理かっていう定義はないんですけどね、そんな定義はないんですけれども、日本

料理は残していきたい。うちの店でも実際に、変わらないものっていうのは、何か、とい

うのは実はわからない。私自身がわかっていない。私自身もわからないですけれども、お

客さんがたとえば、20年前に来たお客さんがいらっしゃったとしましょう。で、「ここの店

はやっぱり変わらんなぁ」と言ってくださる。20 年前というのは父親の世代でして、やり

方も料理も、私自身は違うもんやと思ってるんですけどね、そのお客さんは「変わらない」

と仰る。50年前に来たお客さんがですね、「このお店は変わらんなぁ」って言うてくださる

んですね。私どもの 50年前はおじいさんの世代なんですね。ほな全然違うはずなんですよ。

全然違うものに、そう仰るお客さんがいらっしゃる。 

 

林：それは何なんでしょうね。 

 

園部：それがわからんのですよ。それがわかったら、それを残しとけばいいと思うんです

よ。でも、変わらない何かがある。私なんか、あの店にずーっと住んでですね、そこで生

活して育ってるんですね。だから多分、なんかしら精神的な思い、まぁ先祖の思いという

ものが、知らず知らずのうちに、体の中に入ってきているのかなと。で、その思いであり、

精神であり、まぁ本人には何かわからないものなんですけれども、それが実は変わらない

もので、残していかなければいけない、うちらしさなのかなと。 

 

林：でもそれは難しいですね。 

 

園部：そうですね。わからないですからね。だから今、唯一できることというのは、うち



の店で子どもらを育てるということですね。 

 

林：あーそれは会長もおっしゃっていました。 

 

園部：これが唯一できることなのかなと。 

 

林：職住一致といいますかね。会長がね、最後すごい感動的なお話をされていましたけど、

毎週同じ料理を 2つずつ、ずっと仕出しで出されて、3カ月間ですか。ずっと出してて、な

んでやろ、なんでやろと思ってたら、病気で余命僅かなお母さんのために、息子さんであ

る社長が一緒にごはんを食べてあげてたということを、それも、毎週同じ時間ずっと、3カ

月続けられて。3カ月目に亡くなられたみたいですけど。これは平八さんじゃないとできな

いですね、って言ってたんですよ。 

 

園部：そんな話は聞いたことないですね。 

 

林：最近のことや言うてはりましたけどね。 

 

園部：あーそうですか。そういう話があったんかもしれませんけど。 

 

林：じゃあ、会長とはそういう意味では。 

 

園部：全然喋らないですよ。 

 

林：一緒に住んではるんですよね。 

 

園部：一緒に住んでますけど、喋らないですよ。職場にもいますけど、最低限の業務連絡

しかしないです。目指しているところとかも違うので、喋るとどうしてもぶつかるんです

ね。 

 

林：そうですか。そうですか。それは（佐々木さんのところは）同じですか、違いますか。 

 

佐々木：そうですね。そんなにこってり話をすることはないですね。 

 

林：そうですか。（伊藤社長は）逆に聞いてみたいこととかないんですか。 

 

伊藤：いや、今となってはもうないですね。大分いろいろ話して、分かるじゃないですか。



肉親やから、こういうこと考えてるんやろなとか。ここは違うんやろなとか。だからあえ

て話はしないですね。 

 

林：そういう意味では以心伝心的なところもあるんですね。小さいころから一緒にいらっ

しゃるわけですから。まぁでもね、皆さんまだお父さまがいらっしゃいますから、今でも

ね、聞こうと思ったら聞けるんだけれども、あえて聞くことはない、ということですか。 

 

林：でも何かわからんけど、何かあるという感覚だけはお持ちなんですね。 

 

園部：そうですね。雰囲気全体なのか、何かわからないんですけれどもね。 

 

林：今、微修正とおっしゃいましたけど、思いとしては、こう変えていきたいというみた

いなんは。 

 

園部：こう変えていきたいというのは、やっぱり私自身が、その世界を持っていますので、

こうやっていきたいな、うちの店をこうしていきたいなという、やっぱり思いはあるんで

すけれども。これに向かってやっぱりこう、微修正を繰り返しながら、こう最終的には形

になっていけばね、というふうに思ってるんです。 

 

林：じゃあこれは会長とは全然違うんですか。思いというか、将来像というか。 

 

園部：違うんでしょうね。会長自身もそういう思いは持ってはったと思うんですけれども、

私はまたそれとは違うんでしょうね。 

 

林：会長はあれですもんね、川魚料理からぐじ料理に変えるっていう大きな転換をされま

したけれども、そういう大きな転換も考えておられるんですか。 

 

園部：あるかもしれませんよ。今後の状況によって。 

 

林：なるほど。（伊藤さんは）これだけは変えてきた、逆にこれだけは残してきたというみ

たいな。 

 

伊藤：それはね、前にお話したかもしれませんけど、お客さまにより近い部分というか、

お客さまが伊と忠に持っているイメージをつくっているものっていうのは、僕、多分ほと

んど変えていないというか、変えようもないし、残してますね。 

 



林：お客さまが求めているイメージにですか。 

 

伊藤：お客さまが求めているイメージに関わる部分。っていうのは、ほとんど何も変える

必要もないですし。ただそれとね、なんて言うんですかね、ハード部分というのは、数え

られんくらい変えましたね、もう。 

 

林：たとえば経理のシステムだったり、いわゆるシステム的な部分。 

 

伊藤：そうですね。すごい非効率なので、変えましたけど。それは多分、お客さんとは全

然関係ない部分。もしかしたら、すごく間接的に、社風とか、そういうところにつながっ

て行くかもしれませんけど。でもまぁ比較的関係のないところかなと。というとこですね。

まぁ新しい事業立ち上げて会社とか残しているんで、ものすごくいろんなものを変えたみ

たいに思われている、というか言われるんですけどね、でも伊と忠でみたときにそんなに

変わってないと思うんですね。むしろ反対する方ですから。変えることに。すぐね、ぼち

ぼち変えたいって言うんですよ。でも何のために変えるのかが、そこにないとですね、何

もない。うちの父とか母は新しいもの好き何でね、もうそろそろ包装紙変えようとか。 

 

林：お父さんが言うんですか。 

 

伊藤：言うんですよ。なんで変えるのっていうたら、いやこれ大分古なってるし、このと

きのこれは実はあんまり気に入ってなかったとか、今から言い出すんて。それは変えたら

あかん、変えやんでいいよ、みたいな。店とかの、古くなって補修をするとか、お客さん

にとって使い勝手悪いところとかであれば、もちろんやったらええと思うんですけど、お

金があるんやったら。でもそこでイメージ自体を変えるとか、本当にお客さまにとっての

伊と忠というものを、お店の中が変わるっていうことは、今である必要性はない。やっぱ

り必要性があるとしたら、このままいったら、お商売続かへんし、潰れてまうんちゃうか

っていうときに、では遅いですね……。そうなりそうな予兆があったときに初めて、やれ

ばいいことで。 

 

林：ああ、まだその時期ではないと。 

 

伊藤：そうですね。まぁでも来てほしくないなと思ってます。そんな予兆を見ずに、この

ままずっと続いていってほしいなと。考えたくないなって思いますね。 

 

林：じゃあ全く変えるべきとこ、変えるとかいうことは、ほとんど、バックヤードを除い

てはないということですか。伊と忠本体っていう 



 

伊藤：いや、すごい動きとか見てて、効率悪いな、と思うこととかありますけど、なんか

すごい怖いんですよ。すごい効率の悪い従業員の動きとかを、もうちょっとああせい、こ

うせいというと、なんかそっから、いろんなことがズルズルと変わってしまいそうな気が

して。もちろん教育的なものとして、明らかにお客さまに対してこういうことしたらあか

んとか、そういうことは私が注意しなくても、ベテランが注意しますけど。っていうこと

ではなく、なんかこう、昔から続いている清掃の順番とかこう、こうやった方が早くなん

のにとか、それを今までずっとやり続けてきているのに、そこでこう順番を変えろとか言

うのが、怖くて。 

 

林：それはこう、ブランドに何か傷がつくんではないか、ということがあるんですか。何

を恐れられて。 

 

伊藤：いや、だからそういうことを、自分で変えるそこまでのメリットがないのに、変え

ることっていうのは、必要性がないっていうのか、そう思っているんでしょうね。 

 

園部：失礼ですけど、おいくつですか。 

 

伊藤：僕今 39です。 

 

園部：へー。ものすごい、なんかね、なんか保守的な。 

 

伊藤：よく言われます。決め込んでいるんです、自分から。ホントは、ここ最近で気付い

たことなんですけど、変えないことの難しさっていうか、美徳っていう、京都ってすごい

なと思って。あんまり育ってきている中でそういうのは感じなかったんですけれども、あ

らためて入ってみて、そのへんがすごい。まぁさっきの話につながるかも知れないですけ

どね。まぁでも変えなくても、あぐらかくってことではないですけど、ただ支持してくれ

るお客さんっていうのが、いらっしゃって、多分それが今後は日本だけじゃなく、世界に

広がっていくわけじゃないですか。であれば、それはしっかりと残していくというか、ひ

とつの文化かなと。でも案外ね、変えたがる人って、自分もそうやったんですけど。 

 

林：伊藤社長からそのようなお話を伺えるとは。最初はある意味一番変えてはる人かなと

思てたんでね。 

 

伊藤：変えてるというか、付け加えてるんは付け加えていますけど。付け加えることによ

って、大本が変わってしまうことがあるので、その大本が変わらないように。 



 

林：実際何かあったんですか。ばーっと変えていかはったときに。思いもよらん、まぁい

いこともあったともいますけど、思わぬデメリットとかってあったんですか。 

 

伊藤：いや、それは別に。伊と忠に関してはデメリットを感じるくらい変えなかったので、

自分としては変えてないつもりなんで。お客さんは絶対に、うち変わったなって、この十

何年かで、きっと絶対に思われていない自信がありますので。ただ、お客さん以外の、た

とえばお取引さんとかは、何か変わったんじゃないの、大きく変わったね、って言われる

かもしれませんけど。 

 

林：結構老舗さんって、仕入先さんも変えないんですよね。昨日西尾さんが仰っていたん

ですけれども、たとえ 1 円高くても、一応交渉はするけれども、それでちょっと言うこと

聞いてくれはったら、高くてもそっち選ぶというのがあるとね。仕入先さえもなかなか変

え難いというそういう厚いのがあるのかなと。厚い壁とはいわないですけど。信頼関係と

かね。でも、あの名言はまだ残っているんですか。「うちのブランドは接客です」と言われ

たあの一言を僕すごく覚えているんですけど。 

 

伊藤：それはそうだと思いますね。うちの商品もそうですけど、その気持ちっていうのと

か、心は変わらないというか、変わらないようにしないといけない。 

 

林：それがカランコロンにいったときに、ずっと接客が不安だということを忘れたがため

にぐっと業績が下がったようなことをね、当初の話をされていたと思うんですけれども。

やっぱりそこをきっちり、伊と忠らしさを出すことによって、また復活してきたというこ

とを仰っておられたように思うんですけど。やっぱりそれが変わらないものですかね。 

 

伊藤：そうですね。それは変わらないですね。 

 

林：それはカランコロンさんでも同じですよね。 

 

伊藤：同じです。 

 

林：では次は従業員さんの育成という部分で、これは老舗らしさというものがあれば、ち

ょっと伺えるとありがたいんですけれども。 

 

佐々木：特にこれってちゃんとしていないんですけどね。わりとしばらくしたら覚えるや

ろ、という感じなんですけどね。まぁあんまり事細かにね、言うてるとそれしかせぇへん



ようになるのでね。アルバイトには言いますよ。アルバイトにはぐわーって言うてますけ

ど、それを言う役が 1人いるわけですね。3人位アルバイトがいてたら、アルバイトに指示

を与える役ばっかりになりますからね、従業員にもそんなことやっていたらキリがないの

で。ある程度全体の状況を見て、自分はどうすんのんか分かるようにならなあかんねんで、

っていうのは言いますけど。 

 

林：そういう大きな部分での枠をちゃんと言ってあげて、後は自分で考えろと。老舗の方

がよく仰るのが、自分の姿を見せるということなんですけど、背中を見せるという言い方

をするかもしれませんが、そういうものって意識ございます？ 

 

佐々木：まぁまぁまぁまぁ。 

 

林：でも、ご自身がそれくらい模範たるべきっていうお気持ちはあまりない？ 

 

佐々木：それはまぁ、ありますけど。自分のことで手一杯なので、それはそれぞれのセク

ションできっちりやってもらわんと。かもてられへんぞと。 

 

林：園部さんはどうですか。昔からの人が多いと思うんですけど。 

 

園部：うちはね、やっぱり、これは私自身大きく変えたことなんですけど。父親の場合は

やっぱりものすごくトップダウン。トップダウンだったんですね。父親の言うとおりに手

足を動かさないといけない、というようなスタイル。それが父親の代のときのスタイルや

ったんですね。それで従業員とかも父親の気に入った人だけが残るという感じでした。私

はまぁそのやり方を見ていて、これはもうひとつ時代が変わったのかもしれないと。従業

員にもっと自主性をもたせたいと。トップダウンでなくて、自分たちで考えて、自分たち

で判断するというところに最終持って行きたいなと。ということで、大きな柵、その中で

自由に動いてもらいたいのかなと。そっからはみ出したときに、指摘をすると。という形

でしていったらどうかなと。はみ出す、はみ出さないのラインの基準って何かというと、

これはお客さまにとってどうなのか、を基準にしてくれと。だから、私、従業員の人にで

すね、もし私に意見や思いが何かあるんやったら、どんどん言ってくれと。ただし、その

ベースと成るものは、お客さまにとってどうなのか、というベースで話をしましょうと。

あなたの言っている意見はお客さんにとっていいことなのか、悪いことなのか、私の意見

と照らし合わせてどちらがいいのか、ということを基準に話をしましょうと。自分の効率

がよくなるとか、この方が楽であるとかではなくて、それをラインに話をしましょうとい

うような形で、それが大枠、そこから自主性を持たせて、後はもう好きに動いてください

という形にしていこうとしています。 



 

林：我々から聞くと、これはすごく自由で楽になったと思いますけど。実際そんな感じに

みえますか。 

 

園部：でもやっぱりなかなか、そこまでいかないですね。やっぱり、その父親の思いも強

かったですし、今でもやっぱり父親が入ったら、ガチっと締まってしまいますから、今は

どちらかというと二極的な感じですね。父親が入ると、もうああせい、こうせいってバー

って言いますから。 

 

林：じゃあ従業員さんにとっては社長の方と会長の方と両方をみなあかん感じなんですね。 

 

園部：まぁそんな感じですね。だから難しいんでしょうね。 

 

林：でも、今も会長は調理場に入られますもんね。 

 

園部：そうですそうです。 

 

林：いつでもいかれるんです？ときどき？ 

 

園部：時々私がいてない時なんかは、もう見てもらっていますね。 

 

林：あー、まだまだ現役ですもんね。（伊藤）社長のとこも会長入ってますもんね。現場に。 

 

伊藤：はい、お店にも出ていますし。 

 

林：社長とのやり方の違いで支障とかあります？ 

 

伊藤：最近はあんまりないですね。言わないようにしているんで。でも今のお話を伺って

いると、基本的にうちくらいの規模だと、会長や社長の顔を見ながら仕事をしているので、

どっち見とんねんと。お客さんを見ろよと言うてるんですけど。 

 

林：そこにお客さんが入っていないんですか。 

 

伊藤：もちろん、会長を通じて入っているんでしょうけど。人間なんで間違えることもあ

るんですけど、会長が間違えると、そのまま全員が間違ってしまいますから。考えること

をしなくなるんですよね。これが本当に正しいのかどうかって。なので、会長はちょっと



まずいなと。僕は会長に比べると、全然何もない、威厳とか、畏怖みたいなものは、全く

ないと思います。それは別にないって、自分がそうしているわけではなくて、もともとそ

ういうのがあんまりないタイプの人間なんで。 

 

林：結構シビアな部分をお持ちなんかなと思たら……。 

 

伊藤：いや、シビアな部分はもちろんあるんですけど。だから比較的自由に従業員もやっ

ているとは思うんですけどね。ただ、それも弊害っていうのはあって、やっぱり人って、

ガツンと言われないと、ちゃんとしないってところもあるんで。どうしても。それがねぇ、

言うんですけどね、常日頃からガツンガツンと言っている人はピリッとしているんですけ

れども、普段、まぁ緩いラインをとっていたら、ガツンと言っても、そこまで本気で恐れ

ている感じはないんで。ちょっと困ったなと。私、京都の老舗さんをみていると、従業員

の皆さんピシっとされているなと思うんですよね。それは何かっていうと、わかりやすい

厳しい教育っていうのが、やっぱりあるんじゃないかと、いや絶対あると思いますけどね。

食品関係のとことかやと、賞味期限の打ち間違いとか、たまに従業員の方がされはるじゃ

ないですか。それって生命線なんで、ほんだらね、「すいません間違えました」って従業員

の方が言うたらね、ツカツカツカって寄っていって、頭をパチーンと。こんなんようせん

わって。 

 

林：従業員の方が……。 

 

伊藤：いやいやいや。社長さんが間違えた従業員の頭をパチーンとしばいて、「二度とすん

な」って言うて。これはできへんなと思って。まぁこんなんしたら、今やったら問題ある

んかもしれませんけど、でも、そういうのがしっかりとなされる部分っていうのもあって

いいのかなという気もしますし。 

 

林：（園部さんを向いて）そんなんあったんですか。会長は。手を上げるようなことは。 

 

園部：さすがに手を上げるんはめったになかったですね。 

 

林：まぁ包丁持ってはるからね。それだけじゃないですけど。 

 

園部：まぁでも、とことんまで言うてましたよ。 

 

林：理論派でいらっしゃいますもんね。 

 



園部：もう呼び出して、部屋の中でとことん言うて、ものすごい怖い。 

 

林：そうですか。なるほど。まぁそういう厳しさも必要かなというお話でありました。 

 

林：園部さんは厳しく叱るんですか。 

 

園部：厳しく叱るのではなく、諭す方ですね。父親は怒鳴る方でした。私はどっちかと言

うたら、諭す方ですね。 

 

林：難しいな。諭すいうのもなかなか。説得力ですよね、理論を積み重ねて。 

 

園部：そうですね。 

 

林：では次のテーマ、社会貢献。まぁ社会貢献って言うても、ボランティアとか寄付とか

そういうものではなくて、老舗さんならではの、地域に対して、もしくは従業員に対して、

これもある意味社会貢献かなと、思っているんですけれども、内なるね。その人のため、

社会のために定期的、不定期的でもいいし、意識的でもいいんですが、何かございますか。

佐々木さん。 

 

佐々木：以前、10 年ほど前なんですけど、京都の産業技術研究所とつくばの産総研と、う

ちで新しい酵母を開発しているんですね。酵母を開発して、それは国からの補助金で 2 億

ほど掛かって造ったんですけれども、それの権利っていうのはうちも含めてですけど、そ

れは今までうちらの開発した酵母を他の企業に公開するかどうかっていう、どうぞ公開し

てくださいと。言うて、京都府下の 10 社位使ってる。ただ、あの京都限定にしましょう、

ということで。 

 

伊藤：それは無償でですか。 

 

佐々木：うちは全く権利は主張してないですね。いや、まぁせやけど、それも国からの補

助金でやってますから。それはもう全然。で、それがあったり、今研究しているのがノン

アルコール飲料で、これもまぁ経済産業省の事業なんで、希望があったらこう、今やっと

事業化になって、でモデルケースづくりというのをやってるんです。造り酒屋っていうの

は秋冬の仕事なんでね、春夏が閑散期、その期間に製造して販売して、年間通して蔵の稼

働率を上げようというような、そういうモデルケースをつくると。それで今やっていると

こなんですけど、それが完成したら、同業他社に公開すると。それも何にも条件つけずに

公開しようと。 



 

林：これはもう凄い社会貢献ですよね。ある意味。国と連動しながらやってはるというと

ころがね。 

 

佐々木：国からも支援を受けてますから、それを技術公開するっていうことはみんなのた

めになるという。 

 

林：酵母と今作られている銀明水と……。 

 

佐々木：食品原料ですね。 

 

林：食品原料と、それの仕組みそのものを提供するという、その働き方を含めた……。 

 

佐々木：そうですね。 

 

林：では園部さんどうですか。社会貢献っていう意味で言いますと。いろいろな意味があ

ると思うんですけれども、 

 

園部：社会貢献って多分何もしていないでしょうね。 

 

林：そうですかね。 

 

園部：何もしていないと思うんですよ。たとえば、まぁ、こないだ震災がありましたよね。

それで、まぁチャリティの食事会を開きましょうということで、われわれ、芽生え会メン

バーが集まって、九州であったり、八戸であったりですね、そういうところでイベントを

開いて、その収益のなかから寄付しましょうということなんですね。それはあくまでも、

芽生え会としてやっているんで、被害を実際に受けられた石巻の会社に対して、お渡しし

たりというようなことはしているんですね。広く社会貢献というのは何もしていなくて、

今、われわれ食育ということをやっているんですけれども、これも社会貢献かといえば、

そうじゃない部分もある。社会貢献て言われれば、そうかもしれませんけれども、この食

育にしろですね、この和食の世界遺産登録ということにしろ、これは、あのやっぱり、わ

れわれの危機感から行っているというものが、ものすごく大きいんですね。 

 

林：自分とこのためである、ということですか。 

 

園部：そういうことです。そういうことです。やっぱり和食業界の日本料理、といったよ



うなものが、今後この 20年後、50年後に残っているのかどうか。ほんと和食離れが加速し

てですね、どんどんどんどんそのニーズがなくなっていく中でですね、それを何とか食い

止めようと、阻止していこうと、残していこうと、いう動きの一環としてあるのが、食育

でありですね、今度京都市に持ち込んでいるのが、給食を全部和食にするとかね。そして、

和食を世界遺産に登録しようとかですね、そういうことにつながっていってるんですね。

それが社会貢献かといえば、社会貢献でない、ですよ。 

 

林：でもまぁ、見方によっては、その影響を受けている方にはすごいありがたいと思う方

もあるでしょうけどね。 

 

園部：小学校行くんとかもほぼボランティアで行ってますし、材料費だけ請求させて貰う

形で行ってますし、それに対してですね、子どもたちが、和食以上のことを受け取ってく

れたら、これが社会貢献になるんです。受け手の問題ですけどね。われわれはいいことを

同じように伝えるんですけれども、食育が食以上のことを受け取ってくれたら、そして自

分たちの少しでも血肉になって、何かそれを、自分たちの活動の何かにしてくれたら、足

掛かりにでもしてくれたらですね、それは社会貢献になるのかなと思ってはいるんですけ

ど。 

 

林：たとえば、そう、板前になりたいんだって子が出てくるのもひとつ……。 

 

園部：いやいやいや、そういうんじゃないです。和食より全然離れてしまって。たとえば、

そう、感謝の気持ちが伝わってるとですね、この感謝の気持ちっていうのは大事にせなあ

かんな、食べもの大事にせなアカンな、っていう気持ちが、もしその子の中に芽生えてく

れたら、それは社会貢献ですよね。ということなんですよ。 

 

林：でもそういうことはお話の中でされているわけですよね。 

 

園部：そうです、そうです。和食がいいですよなんてことは、我々は一言も言っていない

んです。こんなことをわれわれはやっていますと、そのときにやっぱり、お客さまのこと

を思いながら料理を作っていますよ。ということとかですね、感謝の気持ちをもって、食

材などに感謝して料理を作ってますよという話をしながらですね。 

 

林：それはもう受け手側のスタンスということも大きく影響するということですね。 

 

園部：そうですそうです。 

 



林：家庭の教育もそうでしょうし、学校の教育もそうでしょうし、そこがね、全体的に 1

人だけやってもなかなかうまいこといかんということもあるでしょうね。 

 

園部：そうですね。 

 

林：ん～、いいお話ですね。伊藤社長は？ 

 

伊藤：僕ずっと考えていたんですけどね、ほんとうに、うちならではのこれっていうのは

見当たらないんですよね。そもそも企業活動自体が、そこにつながるっていう気持ちはも

っていますけれども、そうだとしたら、みなさんそうですしね。んー、何なんでしょうね。

1つ言えば、社会というか、京都が京都であるための、大事な資源っていうのは、1つの京

都にしか無い伝統文化があって、それを担っている 1 つ、であることは間違いないと思い

ますから、それをしっかりとお商売の中で残していくっていうことが、近いというか、京

都の価値につながっていくのかなと思いますけどね。まぁ履物屋って、本当にね、いまも

う日本の中からどんどんなくなっているんですよ。専門店っていうのが。僕が、これで 13、

14年目なんですけど、その間だけでも 4、5件、そこそこの規模をされていたところが、廃

業していきますし、もう数えるほどしか残ってないですね、日本の中で。専門店としてや

っているところっていうのは。 

 

林：それを続けること自体が京都の伝統を残すということが、1つの思いということに成る

んですかね。 

 

伊藤：そうですね。 

 

林：あのカランコロンの格子模様というのは舞妓さんの着物の色からとったっていうね、

京都らしさをちょっと違ったイメージで残されたりとかされてんのんかなと思たりしてた

んですけどね。 

 

伊藤：まぁそうですね。新しいものにしては京都の方の感性とか、その技術とか、そうい

うものに関しては活用していきたいなという思いはもちろんありますけど。 

 

林：従業員さんに対してはどうですか。従業員さんにも行うことって、僕は社会に対する

貢献やと思うんですけどね。間接的に含めて、あるんかなと思たんですけど。 

 

伊藤：んーどうなんですかね。でもなんかこう、大げさにいうとね、愛社心とか愛国心と

か帰属意識っていうのは間違いなく薄れていってると思うんですよね。これは絶対そうだ



と思うんですけど、でもそれが、僕くらいの世代がギリギリそこの境目っていうか、だか

らそういう気持ちとか、意識みたいなものとかを、伝えていきたいと思っていますね。 

 

林：ようは、下がっているのをこう、ちょっとでも復活させていきたいということですか。 

 

伊藤：そうですね。なんか自分とか、自分の家族とか、そのためだけに仕事をしてるんで

はなくて、それがどっかで、大げさなことをいうと、それが日本の国益とかにも、こうい

う形でつながっていくんだよ、ということは、結構しつこくいいますね。最初はぽかんと

していますけどね。一瞬なんのこっちゃ、みたいなね。 

 

林：自社に対する愛社精神が、つきつめていけば、愛国精神までつながるという……。 

 

伊藤：というか、国力につながっていくんちゃうかなと。だから何も、どんどん成熟して

いってますし、いっときの成長期っていうのは終っている中で、しっかりどれだけ本格的

な価値をもっているかっていうところがこれからの、しかもこれを発信していけるかって

いう、あの、価値だとおもうので、そんなんを伝えていったりしますけど。これが伝わっ

てるかどうか。 

 

林：これを仰る若い方ってなかなかいないと思いますけど。君が代なんていうてもね……。 

 

伊藤：そっち系とは違いますよ。 

 

林：いや、いやわかります。ありがとうございます。じゃあちょっと最後になりますが、

今時代が求めているのは何か、ということをね、老舗さんに、というかご自身の立場でお

考えになることはありますか。時代が求めているものですね。 

 

佐々木：いやぁ、そんなんわからへんよ。 

 

林：はは、言い方をかえたら、使命というてもいいかわかりませんね。自分が何のために

この会社をやってるかというのでもいいんですけど。 

 

佐々木：うちの会社自体、みんなから求められているものは別にないと思うんですけども。

こちらからアピールしていかないと絶対に忘れてしまう。昔、物のない時代はね、そりゃ

あ作ればみんな買いに来てくれたかもしれませんけど、今こんなけいろいろある中でやっ

ぱりこういうもんがあるいうのんを、自ら存在価値をアピールしないと。相手にされない

と思うのでね。 



 

林：では存在価値をアピールされるときに、うちはどんなもんだとアピールされるんです

か。逆の質問をしますと。アピールの仕方とか。 

 

佐々木：まぁ京都にあるということなんでね、京都の料理に合いますよから、あの、んー、

この、何やろな。 

 

林：佐々木さんてすごい有名ですからね。もう知っている人いっぱい聞きますけど。 

 

佐々木：そんなんね、今たまたま CM とかやってるから、みんな知ってくれてはりますけ

ど、まぁ 2，3年したら忘れられますからね。完全に忘れられますよ。次から発信していか

ないと。 

 

林：商品そのものもいいと思うんですけどね、僕は。 

 

佐々木：あの、それも含めていいものを作っていかないと。ほな、あれやということには

ならへんし。今、たまたま CM で知ってもうてる組織ですから、そういうときこそ、ちゃ

んとした商品を出していかないと。逆に悪いうわさが広まる。そういうもんなんですよね。 

 

林：これからは求められる時代じゃなくて、いかに出していくか、いかにやっていくかが、

老舗さんといえども、時代からそういうことが求められてるんじゃないかということで。3

年たったら消えますか。 

 

佐々木：いや、もうそれは絶対ですね。だから常にこう、アピールしていかんとあかんの

で。 

 

林：わかりました。もし後継者に望むことがあるんやとしたら、あれば一言。 

 

佐々木：後継者に望むこと……。いやいや、まぁ、私は元々継ぐつもりはなかって、ほん

で、あの、兄がああいうふうになったので、代わりにやったということなんですけど。別

にそれが、いややとか、何やとかは全然思ってないですけど、誰かがやらんとあかんので。

まぁ後継者が私の子どもになるのか、兄の子どもになるのか、そんなんはわかりませんけ

ども、まぁ誰でもいいんですよ。まぁ、ただ、次につなぐと、いうことを第一に考えても

らえればな、というような。 

 

林：どっかの時点で決めなアカンわけですよね。それは、後どれ位先を考えていらっしゃ



います？ 

 

佐々木：いや、まぁそのときになれば、という感じですね。まぁ私も父親から一度も継げ

と言われたこともないですし、継いでくれへんかと頼まれたのは兄に頼まれたことですし。 

 

林：そうでなんですか。 

 

佐々木：兄に頼むって言われたからやっているんですよ。んで、うちの父も母方の実家を

継いでますんで、まぁいうたら養子なんですね。だから父も、子どものころから継ぐって

いうのを佐々木家に入ると決められていた、ちょっとつらい思いをしたみたいで、私には

一切言わなかった。 

 

林：まぁ老舗さんならね、大変なこともいろいろとあるでしょうしね。 

 

林：佐々木さんは謙遜して仰っていますけれども、あれだけ有名なところだとそう簡単に

は忘れられないと思うんですけどね。園部さんはどうですか。時代が求めているんは何な

んだと感じていらっしゃいます？ 

 

園部：まぁ佐々木さんと仰ったことと全く同じです。時代は今ね、情報を求めているんで

す。私はそう思ってるんですね。インターネットが発達して、グローバルになった。グロ

ーバルになったとはどういうことかというと、世界中の情報が、一瞬にして手元にくるこ

とができるようになるっていうね。そしてその情報というのは、今までは極一部のたとえ

ば専門家であったり、評論家であったり、そういう人の情報であったものが、ひと個人で、

その情報を全世界に発信することができる時代なんですね。これが、私はグローバルだと

思っているんですよ。 

 

林：個人が発信する。 

 

園部：個人が発信した情報を、全世界へ発信できて、そして全世界の人々が、その個人の

情報を読むことができるっていうね、これが私はグローバルだと思っているんですよ。で、

今時代が求めているものはまさにこの、情報、だと思っているんですね。で、今までわれ

われってこう、老舗と呼ばれるとこでもそうですし、あの、秘すれば花だったんですね。 

 

林：隠している方がということですね。 

 

園部：一部を見せることによって、残りの 9 割をお客さまの想像で買っていただくなり、



楽しんでいただくなりっていうものが、ひとつのそういうスタイルだったと思うんですよ

ね。で、今それをしてると完全に埋没してしまうんです。と私は思っているんです。だか

らこそ、佐々木さんが仰るように、情報をどんどんどんどんオープンに開示する必要があ

るんじゃないかなと。お客さん、時代は情報を求めていますから、情報を取りに行く、取

りに行ったときにうちがぶら下がっているという状態をつくっておかないと、完全に埋没

してしまうんじゃないかなという、やっぱり懸念がある。で、その情報の発信の仕方って

いうのは、実はさまざまでして、たとえば平八茶屋っていう検索ワード、キーワードを入

れて、うちに来られる方っていうのは、もううちを知っておられる方なんですね。どっか

で聞いたことある、興味がある、ということで、平八茶屋っていう検索キーワードが出る。

でも、それって極僅かなんですよね。だからどういう情報を発信していくかというと、や

っぱり、キーワードをいっぱいいっぱい散りばめて行くんですね。 

 

林：どっかに引っかかるようにですね。 

 

園部：そうです、そうです。で、それが情報の発信で、その情報をとりに行ったときに、

うちがくっついているっちゅう話なんです。その窓口であり、情報でありっていうのを、

たくさんこう、散りばめていく必要があんのかなと。うちと全然関係ない情報やったら駄

目です。たとえば今まで、うちのパンフレットの中にですね、夏目漱石がきいの、なんか

虞美人草に書かれているとかって書いてある。そんなけなんですよ。でも私の、まぁお店

の実際のホームページにはですね、夏目漱石が京都の旅行の中で、どんな形の旅程をとっ

て、そして、京都に 4 回来たうちの、何回うちに来たのか、どういう形でうちと関わった

のか、高浜虚子と、正岡子規と来たということも引っくるめてですね、ホームページの中

に入れているんです。開示しているんです。で、これが今までそんなこと調べもしなかっ

たですし、うちの父親とかもそんなことやりもしなかった、でも、私はその情報の中に、

そういう情報の開示をすることによってですね、これはたとえば、正岡子規とか、夏目漱

石とかの検索キーワードで、うちがぶら下がってくる場合があるんですね。そういう窓口

を実はいっぱい作っておって、それは北大路魯山人であってもそうですし、たとえばぐじ

について、丹波のつくね芋について、でももう、結構詳しく書いているんですよ。それぞ

れをものすごく詳しく書いているんで、そっからこう、引っかかってくればいいなと。そ

れで成功しているっていうのが、お食い初め、っていうページなんですね。それについて、

やり方やったりですね、由来であったり、ものすごく書いているんですね。で、ご家庭で

もできるように書いているんです。ご家庭でしはったらいいと思うんです。でも、それが

大変な方はうちでもできますよというスタンスなんですね。そうすると、今、ホームペー

ジを立ち上げて 2年位ですかね、「京都・お食い初め」の検索キーワードで一番に出てくる

んですよ。 

 



林：ほー。一番、すごい。 

 

園部：それが結局重要なんとちゃうかなと。だから、私は、今、ほんとにそういうように、

時代が求めているのは情報だと思って、その情報を満たせるように、情報発信をしていく

ということをやっています。 

 

林：なるほどね。非常にわかりやすいお話。では、今はホームページの分析なんかも、今

仰られたキーワード分析なんかも結構されているんですか。 

 

園部：あんまりしていないです。だから、うちを中心にどれだけの情報を発信できるか、

今のホームページのボリュームを 3倍に上げようと思ってるんです。1年で。情報量を。今

のホームページの情報量を 3 倍にしていくと、そうすると、見に来られたり、引っかかっ

たりするお客さんが 3倍になってくれるという感じですね。 

 

林：今、だいたいアクセスはどれくらいあるんですかね、1カ月で。 

 

園部：そんなんまだまだ。月間 3000くらいです。 

 

林：これが、でもね、万単位になってくればかなりの。 

 

園部：だからある意味、ホームページや、インターネットというですね、素晴らしいツー

ルがあると私は思いますし、それをどれだけ利用するのかっていうのは、これから先の情

報を求めておられる人たちに対しての、アピールなんかなぁと思ってますね。 

 

林：この効果として、お若い方が増えてるとか、効果出てます？ その引っ掛かりが多く

なることによって。 

 

園部：それは全くわからないです。ただし、電話をかけて来られる方も、「今、ホームペー

ジを見ているんですけど」っていう方ばっかりですね。多分。で、今情報っていうたら、

ホームページが多分、本当に主流なんですよね。 

 

林：とりあえず、来る前にチェックしようというねぇ。 

 

園部：いい流れやとは、思ってはいるんですけどね。 

 

林：それは非常にわかりやすい。時代は情報を求めている、そのものぴったしなお答えで。



でも、佐々木さんもようはそれを言いたかったんじゃないかってことでね。では伊藤社長。 

 

伊藤：いやぁ、正直わかんないですよ。まぁ、今のお話に乗っかるようであれなんですけ

ど、確かにそうだと思うんです。これがね、ネットだけで、立体じゃないのに、情報だけ

流そうと思えば、流せる時代じゃないですか。だから、そのバックにあるもんが、大事な

ような。だから、求めているものというよりかは、そこをしっかりと伝えていかないと。

なんか、変な話、今日のお話を伺わさせていただいていても、結構、なんていうんですか

ね、明確な言葉と明確な答え、今は情報ですとおっしゃいましたけど、でも、皆さんこう

ズバッと仰らない。でもね、僕はそれがいいところで、京都の特徴だと思うんで。それが

京都の本質を捉えているなと思っていて、なんかこう、簡単にいうとね、PR的なところが

あるんですよね。アピールしなくても、っていうのが、でもそれが、いい部分でもあり、

マイナスにつながる時代っていうか、その、見極められない人が増えてきているので、そ

のひとつ、お食い初めっていう文化をしっかり伝えるときに、ほんとにその価値を持って

いるところが作られるんと、持っていないところが伝えても、受け手側がひよってしまう

可能性があることが、やっぱり、そこの部分を持っている自分たちの責任として、しっか

りと伝えていかないといけないし、当然求めているわけですから、もちろん、何て言うた

らええのかな、変な話、同じ値段で、同じものだったとして、京都の地で 100 年の歴史が

あって、そういう商売をしてきたものか、それとも、それが駄目とはいいませんけど、実

際のとこか、ネット上で売っているものかを仕入れてきて全く同じ値段で、同じものを、

どっち買うかって言うたら、こっち買いたいに決まってるんですよ。お客さんは。ただ、

それを知ってるか、知らないかっていうことだけで。今も、常に、どの時代にも求められ

ているものっていうのは、これはもうありきたりですけど、やっぱり、本物の価値という

か、日常の中で、なかなかこう、手が届かない中でちょっと頑張ったら手が届くその贅沢

とか、価値っていうのは誰しもが得れるもの、得たいって思っているに決まってるんです

けれども、ただそれが、きっと京都にはあると思って、皆さんこれだけ京都に来ていただ

いてるわけなので、それを自分たちがしっかりと持っているという責任を持った上で、今

仰ったみたいに伝えていく、発信量を増やしていくっていうことは、していかないといけ

ないなと思ってるんですよね。 

 

林：いや、これね、昨日同じ伝統産業をやられている中村ローソクさん、和ろうそくのね、

ほんとに、ニセモンが凄い出てるんだと、和ろうそくと言う名のもとで、京都にはね、中

村さんともう 1 件くらいしかないそうですけど、東京ではあちこち出回って、それこそ中

村ローソクの名前で売ってるということまで、されていると。で、安いんです。安いんで

すけど、本来なら 1 割位の値段で作れるものを 8 倍にして売っているんですってね。もう

こんなんが出てくる時代ですから、本当にしっかりして、自分のとこのものはこれやと、

ちゃんと伝えていかないとお客さまにも迷惑なんですよね。それって。だからあの、中国



が悪いとはいいませんけど、ほんとにそういう偽物がどんどん出回って、暴利を貪ってい

るような業者が出てきている中でね、いかに本物であることを伝えていくことが大事かっ

てね、ことを切々とおっしゃっていましたけどね。今のお話も、コンテンツの大本である、

自分とこの一番コアが大事やということ、なんですよね。でも、そこがしっかりしていな

かったら、いくらどれだけ情報を発信しても、その情報に根拠というか、説得力がありま

せんもんね。 

 

伊藤：そうですよね。今、求めているものに、もちろんその、本質的な部分で、何かって

多分、そこまで考えないというか、そこにこう、それが仮に捉えたものやとしたら、飛び

ついていくとね、なんていうか、老舗じゃなくなってしまうというか。だから、あんまり

考えたこととかないですよね。常に、求められているっていうものを拠り所としないと、

長く続けられないじゃないですか。 

 

林：やはりこれから経営もそうですけど、本物っていう言葉が、本当の意味で大事になる

時代なんでしょうね。そうですか、いや大変ためになるお話を。 

まぁ、もし、後継者に望むことっていうのがございましたら、一言ずつよかったらどうで

しょうか。 

 

園部：私はやっぱり、社長の最大の仕事というのはお客さまをつくることと、後継者をつ

くることだと思いますね。で、後継者に望むことはどんなことを望むのか。それは、続け

ていこうというやっぱり意志があることなんですね。それはどういうことかって言います

とですね、たとえば私が設備投資をします、お金をかけます、っていうようなときに、1つ

考えることがありまして、それは、これに今お金をかけることが、私の次の後継者、その

次の後継者、子どもや孫、にとって、いいことなのか、どうなの。ということを 1 つ、た

とえば大きな投資をするときは判断基準にするのですね。それがいいことだったらしたら

いいんですよ。それが果たしていいことなのかな、っていうことを考えるっていうことは、

あくまでも自分本位なんですよ、それは。自分がやりたいと思っているだけで、ひょっと

したら、それは、駄目なことなのかもしれない。だから、子どもたち、孫たちの代にとっ

て、それってすることがいいことなのか、どうか。いいことだったらしたらいい、んです

ね。それを考える後継者を育てないと、次につながらないと思うんです。 

 

林：それは社長が、お子さんがまたその先をという意味ですか。 

 

園部：そういうことです。だから広げることよりも、続けること、つなぐことっていうの

が、私はすごく大事なことだと思っているんですね。だから、その大事さを、やっぱりし

っかりと伝えて、それがきちっと理解できるものを後継者にしていかないといけないかな



と。 

 

林：やっぱりそういうことを社長が常に息子さんやお孫さんができはったら、そういうこ

とを語り継いでいかないといけないもんですかね。そういうのはなかなか言葉に表さない

と伝わらないのかなと。 

 

園部：と思いますね。で、父親とかは一切そんなことはいいませんでしたし、私が勝手に、

自分がこういう立場に立ってみて、考えてみて、初めて思ったことなんで。 

 

林：そうですか。30年後どころか 60年くらい先を見てはるんですね。そういう意味では。 

 

園部：いやいやいやいや。そんなん、そんなん見てるかどうかわからないですけど、少な

くとも思いとしては、あるということですね。 

 

林：（伊藤社長に向いて）まぁまだね、大分先の話やとおもうんですけど、後継者の方に伝

えたいこととか、望むこととかがあれば。 

 

伊藤：自分としてはね、その時まではね、どんなことがあっても、伊と忠の商売は続けて

残そうと思ってますし、なんて言うんでしょう、正直、本心やとわからないんですけど、

やっぱし、継いでほしいなという思いはあるのは、あると思うんですよね。だから、僕も

商売をやれと言われたことはないですけど、最終的に、戻ってきて、新しいこととかもし

ましたけど、最終的に戻ってきたっていうのは、多分、育ってきたなかで、何かそういう、

元々DNAがあったのか、どっか引かれるところがあったからこそ、言葉とかなくても最後、

ほんと戻ってきたと思うんですけど。だから望むことって言うことよりかは、自分からこ

れから一緒に生きていく中で、伝えていかなきゃいけないんだなと思いますね。でも、ん

ー、結構ね、お店とか、それは雑貨のお店なんですけれども、一緒に行くんですよね。子

どもと。新しくお店とかできると、今度、ここがいいとか。まだ小学校 1年なんですけど。

ちゃんと説明しているんですよ。伊と忠がこうで、とか。うちの父親とか、そういうの一

切しなかったんですけど、たまに何かそれは、しといてくれてよかったんかなと思ってる

んで、すごい伝えてて、でも、子ども心にいろいろ分かっているのか、たとえば、バーっ

と 2 人で歩いている時とかに、伊と忠の紙袋を持っている人とかがいてたら、「お父さん、

あそこあそこ。ラッキー」って言いよるんですよ。「お前な、ラッキーではないんやで」、

そこは本当にお客さんに対して、「ありがとう」という気持ちと、まぁラッキーって嬉しい

っていう気持ちは大事ですし、まぁそういうことを伝えていってます。 

 

林：まぁお子さんもそういうのに、なんか芽生えるような気配がありました？ 



 

伊藤：いや、まだ小さいですからね。わかんないですけど。 

 

林：でも、お子さんにとってもお店回るんは楽しいんでしょうね。新しいお店にいけるん

ですからね。 

 

伊藤：どういう感覚でみているかわかりませんけども。まぁでも、楽しいと思います。 

 

林：夢のあるお店がたくさんあるから。（園部社長を見て）いやね、昨日会長がね、お正月

のしきたりがあるんですってね。頭芋。あれがなんか、こう継ぐ方の、決まった段階で置

いていかれるんですか。今のご当主と次のところだけあるんですか。お雑煮のね、頭芋っ

ていうのはね。それはどこでもそうなんですか、京都では。 

 

園部：それはね、お店によっても違うんですね。どういうような形でおいているかという

のは。全員で頭芋を食べているところもあればですね。 

 

林：そうなんですか。園部さんとこは、会長と社長さんだけに置かれるんですよね。 

 

園部：そうですね。基本的には。 

 

林：それがきたときにね、「うわー、きた」って思ったのか、どうなのかなと。今日社長が

来られたらお聞きしたいなと思ってたんです。普通に思われたのか、「うわ、きた」と思わ

れたのか、どんな。 

 

園部：まぁ来たというよりはですね、何か、それが置かれることが、その、仲間入りした

気になりましたね。その、なんて言うんでしょう、仲間入りというのは、やっぱり当主と

かですね、社長とかって、そういうところの仲間入りをしたっていうような気にはなりま

したね。 

 

林：それをずーっと。結構小さいときに置かれるんですよね。 

 

園部：いやいやいや。 

 

林：おじいさんが亡くなられたら、ですよね。 

 

園部：そうです。 



 

伊藤：置くってどういうことですか。 

 

園部：今までえび芋やったものが、頭芋になるってことです。 

 

林：お椀いっぱいになるくらいの、おっきい芋ということですけど。やっぱ、それがきた

ら自分が後継者なんやなって、意識させるようにと。 

 

林：子どものころからの意識って大事みたいですもんね。それは皆さんおっしゃいますか

らね。いや、ほんとすいません。お時間少し過ぎてしまいまして。今日は本当にいろいろ

お話を聴かせていただきありがとうございました。答えにくい質問もいっぱいあったと思

いますけど、本当にいろいろとお答えいただきまして。本当に今日はありがとうございま

した。 

 


