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【企業紹介】経営者インタビューで綴る12社のストーリー

2
3

デザートと元漁師が作る絶品の料理が自慢の店

汝惚里ダイニング［能登町］

奥能登で奮闘する唯一の製炭工場

大野製炭工場［珠洲市］

旨さを追求して素材、タレ、焼きにこだわる

7

はし

4

奔りや市場に出ない珍しい魚介類を提供

居酒屋 連

［輪島市］

築120年の蔵を移築、
改装して念願のカフェを開業

5 蔵カフェ菜々

［穴水町］

1

無農薬野菜やグルテンフリーを扱うお店

6 串滿斎やきとり家竹松［七尾市］ 10 Los Angeles［金沢市］

8
9

木製建具全般から創作家具までを手がける

繊維業界から土木業向けの製品開発に参入

有限会社

株式会社

松田建具製作所［中能登町］ 11

軽自動車から大型トラックまですべての車種に対応

深井自動車サービス

有限会社

［宝達志水町］

古代より伝わる
「能登上布」
を守り続ける唯一の織元
株式会社

山崎麻織物工房

［羽咋市］

八木繊維工業［金沢市］

新しい自分を見つけ、
違う自分を知る店でありたい

12 CLE HAIR［金沢市］
13

霊峰白山の自然の恵みを受けて美味しい米作り
株式会社

ファーム白山［白山市］

企業紹介 ❶ 担当 ― 松波支店

デザートと元漁師が作る絶品の料理が自慢の店
カラオケボックスと本格的なダイニングを経営
一切の妥協をせず
良いと思った食材しか使わない
昭和53年に父親が
「喫茶汝惚里
（ナポリ）
」

先代の名前を継ぎ、カ
ラオケボックスの名前
とダイニング店の名前
を別々にしました。お

夫です。元漁師なので魚を見る目や旨い魚

客様にはいつも通りの言葉で接して、和や

を知っています。他に時間に余裕があれば

かな雰囲気作りを心がけています。今後の

メニューにない旬のお勧めのものもお出し

目標としては、この町を少しでも多くの人に

しています。

知ってほしいと思っています。だんだん寂し

をオープン、そのころ私は高校2年生で店を

デザートはチョコレートパフェ、クレープ

くなる様子を見て、少しでも多くの方にこの

手伝っていました。高校を卒業後、調理師の

の2 種類で、生クリームはなかなか手に入ら

地元を知ってほしいと考えるようになり、近

ない専門店から仕入

隣以外のお客様にどう伝えるかが今後の課
題だと思っています。

学校へ通い、家業に従事してい
たときに中古のカラオケを購入

れており、大変美味し

し、平成3年に喫茶店の他にカラ

いとの評判をいただい

若い方にも店に足を運んでいただきたい

オケボックスを任せられオープ

ています。食材に関し

という思いから、お洒落な建物に改装して、

ンしました。
当初はカラオケブー

ては一切の妥協をせ

WiFiの設置やパソコン、タブレット等が使

ず、私が良いと思ったものしか使いません。

えるコンセントも用意し、若い方が気軽に

ムで忙しく、カラオケボックスの食事は冷

入れる雰囲気にしました。来店されたお客

凍食品を提供していました。その後、カラオ

また訪ねてみたいと思われる
「町の食堂」を目指して

ケが段々と衰退し、食事に手をかけるよう
になっていきました。そうするうちに、お食

様には、
この町の暮らしにそっと触れたい気
持ちになっていただきたいです。思わぬ出
会い（食事・人・地域）があり、また訪ねてみ

事の方で知名度が上がっていき、本格的な
ダイニング店を目指すようになり、1年前に

顧客の年齢層は成人になったばかりの方

改装して現在の店舗をオープンしました。

から80 歳の方まで幅広いです。昔から変わ

食事では地元の常連客の方が多く、中

らないメニューが今でも地元のお客様に大

でも昔からの中華飯が人気メニューです。

人気です。地元以外からフェイスブックを

営業時間は他の飲食店より長く、カラオケ

見て来られる方もおいでますし、道の駅や

ボックスの開いている12時まで営業してい

能登空港等に置いてあるパンフレットを見

ます。能登の食材にこだわり、野菜は地元生

てお越しになる方や、バイクツーリングで

産者から仕入れ、米は柳田産のコシヒカリ、

来られるお客様もおられます。

肉は能登豚、魚も地物を使用しています。料

店の名前については、親の料理が好きで

理を作っているのは私で、魚をさばくのは

その好きな味を守っていきたかったから、

たいなと思う「町の食堂」になりたいと願っ
ています。

橘 礼子さん［店主］

汝惚里ダイニング
〒927-0602

石川県鳳珠郡能登町字松波26-61-1 TEL.0768-72-1800

■

代表者／橘 礼子

■

営業時間／ 12：00 ～ 24：00（ラストオーダー 23：00）［ランチタイム］12：00 ～ 15：00

■

創業／昭和53（1978）年

■

http://www.naporidining.com

業務内容／飲食業、カラオケボックス
■

定休日／火曜日
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企業紹介 ❷ 担当 ― 珠洲支店

奥能登で奮闘する唯一の製炭工場
日本の伝統文化の茶道に注目して新商品開発
炭やきで育ててもらった命を
炭やきで繋げていこうと決心

「炭やき」という生業の確立と
年間生産量10トンの達成を目指して

大野製炭工場は、昭和46年に創業しまし

菊炭を生産するには、6年～ 10年生の若

た。当時は、燃料革命が起きて石油やガス

い「クヌギ」という樹木が適しているので、

が普及し始めていた頃で、たくさんの炭や

付近の里山で探してみたのですが、ほとん

きがやめていく中、その普及してきた燃料

ど生えていませんでした。そこで、平成 16

を使った炭やきを父が始めました。私は昭

年に将来の生産コストの削減も見据え、工

和51年に生まれ、苦労しながら炭やきをし

場近くで未利用の土地を探し、そこにクヌ

ている両親の姿を見て育ちました。一旦は

ギの群生地を作るため、植林をすることに

サラリーマンになりましたが、父

大野 長一郎さん［代表］
れまで継続することができ、おかげさまで、
今年は植林イベント10 周年を迎え、目標

しました。
私が目指す持続可能な事業モ

だった植林本数に到達する予定です。そし

いた会社を退職し、この仕事に従

デルとして、年間生産量 10トン

て、これまでの実績から、2030 年には生産

事することにしました。

を目標とした事業計画を立てて

目標10トンを達成できる目算となりました。

の体力の衰えを感じ始め、勤めて

みたところ、8 年目を伐期と定め

また、さらなる利益増加を図るため、珪

界。その時に私は、
「炭やきという生業で育

た場合、年間 1000 本の植林を 8 年間続け

藻土を使った火を愛 でるための「hahaso

ててもらったこの命を、炭やきという手法

られれば、循環できるクヌギ林が完成する

の火鉢」と菊炭の美しさを活かした「アート

で繋げていこう」
という決意をしました。そ

ことが分かりました。しかし、それは容易

ウォール」という商品の開発を進めており、

のためには、利益を得ることの難しい製炭

なことではありませんでした。1回目の伐

炭の付加価値向上にも繋げていきたいと考
えています。

しかし、その 4 年後に父が他

め

業を利益の取れる事業に変えなければな

採までにかかる初期投資の部分が大きく、

らなかったことから、新商品の開発に取り

1000 本当り8 年間で 150 万円も掛かるこ

私の炭やきという生業を通じて、自分の

組むことにしました。そこで着目したのが、

とが分かりました。そこで、平成 20 年から

暮らしや文化と「炭」の関わりを知っていた

日本の伝統文化である茶道で使われてい

は、NPO と連携した植林イベントを実施す

だくことや、植林による里山の保全が、生物

る茶道用木炭（別名「菊炭」
）です。価格に大

ることで、
経費を抑えながら、
植林地を拡大

文化多様性の保全へと繋がり、今の暮らし

きな変動もなく、高い値段で流通していた

してきました。

を見つめ直すきっかけとなってくれればと

ことから、ここに商機を見出しました。

たくさんの方の協力を得ながら何とかこ

願っています。

大野製炭工場
〒927-1443 石川県珠洲市東山中町ホの部2番地
■

3

代表者／大野 長一郎

■

創業／昭和46（1971）年

TEL.0768-86-2010
■

業務内容／製炭業

FAX. 0768-86-2040

https://www.facebook.com/notokikusumi/
E-mail：notohahaso@gmail.com

企業紹介 ❸ 担当 ― 輪島支店

素材を活かした豊富なメニューと細かな気配り
奔りや市場に出ない珍しい魚介類を提供
は し

自然の味を活かして
美味しく食べていただく

ない珍しいものも提供しています。輪島は食

ように心がけています。目を逸らすと相手の

材に恵まれていて春は「メバル」や「河豚」が

方にどうしても愛想のない印象を与えてし

獲れますし、夏は海藻の「海そうめん」や「サ

まうような気がして、逆に私がそんなふうに

ふ ぐ

輪島市の
「居酒屋 連」
です。平成10年11月

ザエ」
「アワビ」等の貝類、秋は底引き網漁の

された場合、愛想のない感じを受けます。従

にオープンし20年目に入りました。実家が

解禁とともに「のど黒」等が大量に揚がるよ

業員にも料理をお出しする際には、膝を落と

民宿を営んでいたこともあり、将来は板前に

うになります。これらの食材を変に加工をせ

して自分の目をお客様の目線に合わせてお

なろうと学生時代から決めていました。この

ず、食材の自然の味を活かす食べ方が一番

渡しするように常々言っています。笑顔を心

ことについては両親の賛同が大きな後ろ盾

美味しく食べていただけると思っています。

がけ、
常連のお客様の好みを覚えて珍しいも
のを揃え、ご期待に応えられるように努力し

となりました。

笑顔を心がけ
お客様の好みを覚えて提供

高校を出て、金沢市内の調理学校へ進学
し、卒業後は金沢市の老舗料亭
「大友楼」
で3

ています。
最近、
次第に若いお客様が多くなってきて
おり、自分の長男の時代に移っていくのかな

年間修業し、
郷里の輪島へ戻り割烹に勤めま

と思う場面が多々あるようになってきまし

した。その後、居酒屋の新築

店の名前の「連」には、友人や

出店に当たり、板長を12年間

知人等が連なって良い形で長く

た。今後は長男に徐々に任せていこうと思っ

務めました。
その後、
自分の店

続いていけばいいなという意味

ていますが、お客様に満足いただけるよう

を持ちたいという強い思いか

を込めました。7 席のカウンター

に、お客様ファーストの精神で選ばれる店で

と、7つの個室50人分の計57人

あるように精進していきたいと思います。お

たが、賃貸で商売をしました。馴染みのお客

まで受け入れ可能です。各部屋にはその日

客様は敏感に店の姿勢を感じ取って選ばれ
ますから。

ら2年間という短い期間でし
様も付き、これならやっていけるという確信

のお勧めや季節の旬のものを黒板に表示し、

を持てたことから、思い切って独立開業しま

水槽には私が釣ってきた生きた魚を泳がせ

した。
開店当日の昼頃まで業者が内装工事を

ています。メニューは刺身や揚げ物からご飯

しているかたわらで、
料理の仕込みを終え開

物まで103種類、
他に飲み物は日本酒、
焼酎、

店を迎えた感激が昨日のことのように鮮明

ビール、ウイスキー、ワイン等のアルコール

に蘇ってきます。

類からウーロン茶等のノンアルコール類ま

私の店の特徴は、
自分で潜って釣って獲っ

で品揃えは豊富です。

はし

てきた「奔りの魚介類」を提供しているとこ

商売のモットーは「お客様の目を見て話

ろです。新鮮な旬の食材や、時には市場に出

す」
。返事をする時でも必ず目を見て答える

河上 美知男さん［店主］

居酒屋 連
〒928-0001

石川県輪島市河井町24-17-21

■

代表者／河上 美知男

■

営業時間／ 17：00 ～ 22：00

■

TEL.0768-22-8414

創業／平成11（1999）年
■

■

業務内容／居酒屋

定休日／木曜日
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企業紹介 ❹ 担当 ― 穴水支店

築120年の蔵を移築、改装して念願のカフェを開業
時が止まったような空間でゆったり過ごしていただきたい
新鮮な地物の食材を使用

雰囲気の中でコーヒーやケーキを食べて、
本でも読みながら自分の家にいるような、

小さい頃からカフェをしたいとの夢を

ゆったりとした時間を過ごしていただきた

もっていて、病気になったり亡くなる前に、

いです。料理は田舎にある家庭料理ですが、

人生で好きなことを

食材は夫が栽培している、コシヒ

したいと思い、55 歳

カリ、シイタケ、水菜など新鮮な

を迎えたのを機に公

ものを使っています。魚は近くの

務員を退職し創業を

友人から、鮮魚、ナマコ、サザエな

決意しました。私はも

どを仕入れており、食材は、なる

ともと自宅に人を招

べく地物を使用しています。

どして憩いの場を設けることが好きでした。

る農園を作り、採れた野菜を収穫して持っ
て帰れるような体験イベントを開催したい

待してご飯をご馳走したり、
ケーキを作るな
しかし、自宅では家族に迷惑がかかるし、店

森山 美奈子さん［代表取締役］

定休日は
コミュニティの場として提供

と思っています。
これをきっかけに規模が大
きくなれば、別の場所でも農業イベントの
開催も可能です。穴水町の発信源になる場

舗ならば自宅を改装するよりもゆったりし
た駐車場があったほうが良いと思い、現在

定休日にお店をフリー開放し、コミュニ

所を目指し、農家民宿等の宿泊先情報を提

の場所にしました。建物は実家の蔵を思い

ティの場所として提供しています。つり雛教

供し、食事は当店や町内の食事処で食べて

出し、この蔵を使ってカフェができないかと

室、押し花教室、料理教室、手芸教室などを

いただき、農業体験で収穫した食材を使っ

考え、その蔵を移築することに決めました。

開き、月2回はお年寄りを招いて簡単な運動

た料理の提供も考えております。

蔵は明治 30 年頃に建築されていますの

教室もしています。使いたい方がいらっしゃ

心がけていることは、お客様には自宅に

で120年くらいは経っています。中は飲食店

れば場所を提供します。昨年の夏休みには、

帰ってきたときの「ただいま」という感覚に

風にしながらも、家庭的な雰囲気作りを目

子供を対象とした、
パソコンを使った簡単な

なるようなお店作りをしたいと思っており

指し、1階は飲食のみ、2階は少し吹き抜けに

ゲームプログラム教室を開催し、冬にはク

ます。今後は、牡蠣のコース料理を考え、横

してコミュニティができる場所にしました。

リスマスケーキ作り教室も開催しました。少

に牡蠣小屋を作り、夏は肉・海産物のバーベ

蔵を使ったカフェは地元になく、一番のア

しずつではありますが、口コミや新聞、フェ

キューができるような場所を作りたいと思っ

ピールポイントは移築し改装した蔵である

イスブック等を通してコミュティの輪が広

ています。また、
能登のシイタケ
（能登115）
と

ところです。

がってきています。

牡蠣を結びつけてシイタケの美味しさも体

お客様には、時間が止まったような蔵の

今後の予定としては、カフェの裏で見せ

験していただきたいと思っております。

蔵カフェ菜々
〒927-0027 石川県鳳珠郡穴水町字川島ツの126
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■

代表者／森山 美奈子

■

営業時間／ 11：00 ～ 18：00

■

創業／平成28（2016）年
■

定休日／月曜日

TEL ／ FAX.0768-52-0855
■

業務内容／飲食業、農家民宿、農業

http://www.kuracafesaina.com

企業紹介 ❺ 担当 ― 七尾支店

脱サラして父の興した焼き鳥屋を継ぐ
旨さを追求して素材、タレ、焼きにこだわる
焼き鳥に合う「桜姫鶏」と
「阿波尾鶏」を使用

火の香りも付きます。

様から呼ばれたら他の仕事より優先
すること、お客様への笑顔を忘れな
いことを言い伝え、お客様第一を徹
底しております。お客様が安らげる

居心地の良い場所の提供、アットホームで

塩は、輸入した塩に沖縄の海水で仕上げ

気分よく食べて頂ける雰囲気作りをしてお

た塩をブレンドして、タレは、父の代から受

ります。焼き場と店内は別れており、
煙臭く

小さい時から親の跡を継

け継いでいる60年前からの秘伝のタ

なく、
店内には父の書いた書道、
人情味のあ

ぐものと思っていました。し

レを使用しております。昔から変わら

る色紙があり、堅苦しい雰囲気はありませ

かし、いざ就職を決める時に、

ぬタレの味を求めて来られる常連のお

ん。最近では顧客の滞在時間も長くなって

安定した仕事が良いのではと

客様も多いです。焼き鳥以外にも「か

きており、飲み放題の延長もよくあります。

ら揚げ」
「
、手羽先」
「
、から味噌のホルモ

平均で2時間ぐらいです。

考え、精肉卸業に就職しまし
た。子供が生まれた時はこれで良いと思っ

ン」にも力を入れており、辛揚げはダシにこ

お店のギャラリーには、父の書道 2 万枚

ていました。その後、親の老いが目立つよう

だわり、手羽先にはピリ辛タレを使用してい

の中から選りすぐりのものを展示していま

になり、私の方はある程度余裕が生まれて

ます。
ホルモンは九州の鹿児島産の直腸と大

す。父は書家の雅号で
「箽波」
を頂いており、

きたことから、父の築いたお店を盛り立て、

腸の間の部位に厳選したシロを使い、オリジ

私は現在、師範免許を持っていますが、雅

父の書道展示もずっと残したいと思い、
父の

ナルの辛味噌タレで調理しております。
焼く物は鶏にこだわらず豚、
牛などのサイ

店「やきとり竹松」を継ぐ決意をしました。

コロステーキもあります。飲み物は一般的な

当店は国産の鶏肉の「桜姫鶏」と、もう一

号がありませんので父を目指して勉強中で
す。
今後もお客様から信頼していただき、喜

ランク上の
「阿波尾鶏」
を使用しています。
こ

物以外にスムージー酒のカクテルがあり、
カ

び、
感動、
満足を味わっていただけるお店づ

の肉を選んだ理由は、四国や九州の焼き鳥

ロリーが低くダイエット中の方にも人気で

くりを目指してより一層努力をしていきま
す。

店を巡り、名古屋コーチンなどの地鶏も食

す。焼酎は、鹿児島産プレミアム芋焼酎の赤

べましたが、阿波尾鶏を食べた時に、硬すぎ

兎馬や富乃宝山がありますし、
お酒が飲めな

ず、ブロイラーより味わいがあり、焼き鳥に

い方にはドリンクバー他、ノンアルカクテル

一番合うと思ったからです。桜姫鶏はビタ

18種類も3月より追加となっております。

ミンが豊富で鶏の臭みがなく、焼き鳥に適

書道の雅号を持つ父の書や色紙を
店内のギャラリーに展示

している鶏肉です。焼き方は炭火で、表面を
一度さっと焼き上げ、
次に炭火を弱くして再
度焼き上げる二段階にしております。二段
階に分けることで肉の甘みが凝縮され、炭

従業員は現在 7 名です。従業員にはお客

小野 真生人さん［代表］

串滿斎やきとり家竹松
〒926-0051

石川県七尾市郡町2部62番地4

■

代表者／小野 真生人

■

営業時間／ 17：00 ～ 23：30

■

TEL.0767-52-3736

創業／昭和32（1957）年
■

■

業務内容／やきとり、一品料理、お酒販売

http://kusimansai.com/
E-mail：mntnsy.mo@gmail.com

定休日／水曜日
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企業紹介 ❻ 担当 ― 七尾支店

木製建具全般から創作家具までを手がける
個人向けから文化財の建具まで幅広く対応
建具の奥深さを感じて
家業を継ぐ

戸、ガラス戸、フラッシュ戸、書院、欄間等で
す。他に、最近では寺の戸や門の戸などの注
文も頂くようになり、文化財に指定されてい
るお寺の戸の修復も手がけています。これ

初代が昭和5年に松田建具店として創業、
2代目が昭和55年に法人に改組し、昨年5月

までに、兵庫県の念仏宗の総本山、石動山の

より3 代目となりました。当初、七尾市の市

寺、シンガポールの日本人会館、九州の寺、

街地で創業したものの、道路が狭く材木の

輪島市の総持寺祖院等の仕事をさせていた

乾燥置き場も手狭であったことから、数回

だきました。

八窪 弘貴さん［代表取締役］

の移転を繰り返して、平成16 年に現在地に

培ってきたブランドを守り
建具の技を次代に継承したい

落ち着きました。
私は金沢の生まれで12年前に妻と結婚し

3 代目として対外的には、これまで培って

てからこの建具業に従事しました。
それまで
この建具業の楽しいところは、同じ

きた「松田建具ブランド」の信用を保ち続け

ましたが、仕事場を見たとき、

ものを大量に作るのではなく、一つ

ていきたいと思っています。先代の社長は

は内装の仕事に従事しており
建具の奥深さを感じ興味が湧

しかない自分だけのものを作ること

リーダーシップが強く、ぐいぐいと引っ張っ

いたのと、これまで私の本業で

ができるところだと思います。その都

ていくタイプですが、私は従業員と一緒に

あった内装の仕事より技術的

度、職人はどのようにして、どんなも

やっていこうというタイプなので、力まず自

に優れている仕事だと思った

のを作ろうかと考えるのが好きで、
上

分なりの個性を出していきたいと思ってい

からです。

手くできたときの喜びは一入です。

ます。今後、この建具業界の技術を次代に繋

ひとしお

現在は既製品の建具が主流になっ

げていくことが大切だと思っています。職人

具（棚とかテレビの台）をお客様のご要望に

てきており、本物志向の建具を入れる家が

が高齢化していく中、若い世代が建具の技

応じてオーダーメードで対応しております。

減ってきています。そのため、最近は和室だ

を継承していく必要性を痛感しています。
こ

当社の強みは、建具と家具の両方を作れる

けに入れる建具の注文が多くなってきてい

のまま技術が廃れていくのは慚愧の念に堪

技術が優れているところです。建具に関し

ますが、建築様式の変化から、和室にも規格

えません。今、具体的な方策は見つけていな

ては、注文に合わせていろいろなデザイン

の戸を入れる家が出てきており、全く和室

いですが、
とにかく繋いでいく仕組み作りを

の木製建具を作ることができます。障子、襖

がない家も増えつつあります。昔は50 坪の

しなければという使命感を持っています。

当社では木製建具と創作家

有限会社

ざん き

松田建具製作所

〒929-1817 石川県鹿島郡中能登町徳前ら-5番地
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家で100 枚くらいの建具が入ったものです
が、最近は20枚くらいです。

■

代表者／八窪 弘貴

■

営業時間／ 8：00 ～ 17：30

■

創業／昭和5（1930）年
■

■

TEL.0767-76-2151

FAX.0767-76-2171

業務内容／木製建具業、内装仕上業

定休日／日曜日、祝日

http://www.matsudatategu.co.jp/

企業紹介 ❼ 担当 ― 羽咋支店

軽自動車から大型トラックまですべての車種に対応
自社工場で大型車の車検にも対応できるのが一番の強み
販売から整備、修理、塗装、
保険、引き取りまで

すべての車種に対応できるところが、他社

ければと思っております。

との大きな違いです。

事務所を現在地に移転してから、陽射し

また、自社工場で車検ができることか

が降り注ぎ明るくなったことから、来店さ

私は幼少の頃より

ら、金沢の検査場まで持ち込みを

れるお客様が多くなりました。気軽に立ち

親の背中を見て育っ

する時間を短縮でき、検査の時間

たので、家業を継ぐ

を含めると3時間は短縮できるの

「カフェ 深井」とも呼ばれ、親
「喫茶 深井」

ことが当然であると

で効率が良いです。当地において

しまれています（笑）。1 日中仕事をしてい

思っていました。羽

は車検のできるところは他に数

ますが、忙しいことが楽しく思えていま

咋工業高校へ進み、

社ありますが、大型車に対応でき

す。お客様とお話しているときは本当に

るのは弊社だけであり、それが一

楽しいです。逆に、お客様の希望に沿えな

卒業後は自動車整

寄られ、お茶を飲みに来られる方が増え、

番の強みだと思っています。

備専門の短期大学へ進学し、卒業後ディー

かったときは、申し訳ない気持ちでいっぱ
いになります。

ラーに2年間勤務した後、22歳の時に家業

お客様最優先の姿勢で
誠を尽くす地域密着営業

を継ぐために帰ってきました。
弊社は昭和39年11月に父武が母と叔父

これからも、お客様の憩いの場であり続
けたいし、メンテナンスとセキュリティー
に気を配っていきたいと思っています。一

の 3 人で深井モータースを興し、事務所と
50 坪の工場でスタートしました。その後

現在、従業員8名で、
「お客様最優先」
の姿

人一人のお客様を大切にして、自分の目の

の高度経済成長を追い風に事業を拡大し

勢をモットーに仕事に取り組んでいます。

届く範囲内で仕事をしていきたいと思っ

ていき、合わせて工場の増築を 6 回重ねな

常にお客様に誠を尽くすという気持ちを

ています。

がら、平成24年に現在の形になりました。

忘れずに、
「かゆいところに手が届く」、そ

業務内容は、新車・中古車販売から車検

んなクルマ屋でありたいと思っています。

整備（民間車検工場）
、一般の整備、事故車

昨年5月に、駐車場を整備して
「自動安全

の鈑金塗装修理、自動車保険、保険会社と

ブレーキ」
のコースを作り、8月にはディー

の提携のロードサービス（故障車、事故車

ラーと提携して高齢の方や免許証を取得

の引き取り）など、自動車に関わる業務全

していない方に体験をしてもらいました。

般を行っております。その中でも軽自動車

これから「自動軽減ブレーキ搭載車」が普

から大型トラックまで、道路を走っている

及してくるので、多くの方に乗っていただ

有限会社

深井 典栄さん［取締役

妻］

深井 聡さん［取締役］

深井自動車サービス

〒929-1426 石川県羽咋郡宝達志水町萩市は35番地 TEL.0767-29-2141 FAX.0767-29-2030
■

代表者／深井 武

■

営業時間／ 8：30 ～ 17：30

■

創業／昭和39（1964）年
■

■

https://www.facebook.com/FukaiJidousya/

業務内容／自動車整備、車検、販売、鈑金塗装、損害保険

定休日／日曜日・祝日・第二第四土曜日
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企業紹介 ❽ 担当 ― 鹿西支店

古代より伝わる「能登上布」を守り続ける唯一の織元
蝉の羽のように薄く、涼しく丈夫で簡単に乾く麻織物
皇室献上品に選ばれる品質
昭和には県無形文化財に指定

トップの座につきましたが、徐々に減少し
昭和58年には当工房1軒となりました。
「能登上布」は「蝉の羽」とも形容されるよ
うに薄くて軽く、麻の持つシャリ感とひん

明治24年、初代新左衛門が能登上布の紺
屋
（染め屋）
として創業し、2代目新二が大正

やりとした風合い、涼しく丈夫で簡単に乾

9年、能登上布の織元「山新」として起業、私

く特徴があります。また、クリーニング等の
必要がなく自宅で手洗いができ

で4代目織元になります。
ここ中能登一帯は古く

る良さもあります。すべて手織り

から麻とのつながりが深

で、光沢のある糸を使用し、年間

く、崇神天皇の皇女がこ

250 ～ 300反を生産しています。

げました。最初にストールを商品化したの

の地に滞在した際に野生

柄は 200 ～ 300 種類あり、織子

は、男女を問わず幅広い年齢層（20代～ 60

の真麻で糸を作り、地元

は、現在12 名で能登上布の魅力

代）の方々に着用していただけるのではと

に惹かれ県外から移住された方もいます。

考え、麻の特徴を活かし春から秋まで着用

ひ

の婦女子に機織りを教えたことが能登上布

可能な商品に仕上げました。

の起源であると言われています。この地で

着物以外の新商品を開発し
新ブランドを立ち上げる

作られる良質の麻糸は近江上布の原糸とし
て使用されていたそうで、近江より職工を

また、これまでに、ブランドを拡げるため
国内外の有名見本市に出展しました。特に
昨年はドイツの「アンビエンテ」に、今年は

招いて染織技術を学んだところ、織りの技
術が格段に向上したそうです。そして文政

リーマンショックの影響で注文が 2 年間

世界のトップの見本市であるパリの「メゾ

元年（1818）年に初めて「能登」の文字を冠

続けて半減したことを機に、着物以外の新

ン・エ・オブジェ」に出展しました。今後、織

ちぢ

した「能登縮み」が誕生し、その後たゆまぬ

商品開発を決意し新ブランドを立ち上げま

機の織り幅の拡大が必要で、生産数増加と

技術向上の努力が続けられ、皇室へも献上

した。ブランド名は「RAMIE EPOCH（ラ

品質維持が課題と思っております。織り幅

されています。

ミーエポック）
」で、ラミーは素材の麻、エ

が拡大できれば着物以外にも洋服、インテ

この頃から能登の麻織物の上質さが認

ポックは新時代という意味です。商品はス

リア、シーツ等幅広い商品開発が可能にな

められ「能登上布」という名称が定着し、昭

トール、ノースリーブシャツの2商品を作り

ります。能登上布唯一の織元として、知名度

和 35 年には石川県無形文化財の指定を受

ました。ストールの織りは、糸の密度を粗く

を上げ、伝統を守り続けていく使命はもと

けました。昭和初期に織元は140軒を数え、

することで首に巻きやすいように隙間を広

より、日本だけではなく世界でも知られる

生産量も年間 40 万反となり、当時の全国の

げ、手揉み洗いによるソフトな感覚に仕上

企業を目指したいと思っています。

株式会社

山崎麻織物工房

〒929-1571 石川県羽咋市下曽袮町ヲの部84番地
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山崎 隆さん［代表取締役］

■

代表者／山崎 隆

■

営業時間／ 9：00 ～ 18：00

■

創業／明治24（1891）年
■

定休日／日曜日

■

TEL ／ FAX.0767-26-0240

http://www.notojofu.com

業務内容／能登上布の製造・販売

E-mail：notojofu@p1.cnh.ne.jp

企業紹介 ❾ 担当 ― 金沢支店

誰もが安心して食を楽しめる社会に
無農薬野菜やグルテンフリーを扱うお店

た。昨年 2 月に幼稚園で行ったお披露目会

東日本大震災を機に避難
金沢初のヴィーガンカフェ

店の人気商品です。

多くの外国人観光客の方も来店します。自

東日本大震災を機に福島県いわき市か

は、会場に入りきらないほど、たくさんの
人が来てくれました。バースデーケーキだ
けでなく、アレルゲン対応のケーキは、お

然な流れで当店は金沢初の「ヴィーガンカ

その後も「るみえ～る」の活動は続きま

フェ」としても知られるようになりまし

す。
「アレルギーっ子がいても入れる飲食

た。

店の情報を知りたい」というメンバーの声
から、メンバーと一緒に飲食店に協賛を呼

ら石川に避難しました。しばらくは無気力

アレルギーっ子ママとのつながりで
飲食店マップや米粉パンの開発へ

な日々を過ごしましたが、震災から 3 年後
の2014年3月11日、自分自身のリハビリ

びかけてまわり、24店舗を掲載した「食の
バリアフリーマップ – 金沢市中心部編」を
今年3月に完成させました。
「誰もが安心し

のつもりで金沢市大手町にカフェ「ロサン
ゼルス」をオープンしま

ヴィーガンカフェは

て食を楽しめる社会」を目指す活動の一つ

した。店の雰囲気は昔、ロ

卵や牛乳などを使わ

です。この取り組みももっと発展させたい

サンゼルスに行った際、

ないため、食物アレル

です。

よく通った有名なカフェ

ギーのある子を持つ母

ケーキに続いて今は「27 品目特定原材

を真似してお店を始めま

親たちも来てくれる

料不使用の県産米粉パン」に取り組んでい

した。ただ私自身、子ども

ようになりました。現

ます。店頭にたくさんの種類のパンを並べ

を連れて福島から避難し

在スイーツを担当す

て、アレルギーっ子が「どれを選んでもい

てきた避難者でもあり、食の安全に強い関

る福田千鶴子さんも、そんな中で知り合い

いの？」と目を輝かせながら、おいしいパ

心を持っていました。支えてくれる人たち

ました。普段食事制限をされているアレル

ンをほおばる。そんな幸せな光景を見たい

とのつながりの中で、お店の食材は県内

ギーっ子に店のマフィンを見せて、
「どれ

と思っています。

の無農薬農家「エコファーム奥野」や「ト

を選んでもいいの？」と喜ぶ姿がうれしい

モファームあゆみ野菜」から仕入れるよう

です。福田さんをはじめそのようなママた

になり、オーガニックメニューを揃えてい

ちと協力し、お店を拠点に「るみえ～る」と

きました。無農薬野菜を使ったサラダラン

いう、アレルギーっ子ママのための交流団

チは、安心な食に関心の高い、特に女性か

体を立ち上げました。るみえ～るメンバー

ら人気を得ています。また海外では、動物

の協力と石川県産業創出支援機構の助成

性食品を全く使用しない「ヴィーガン」は

を得て、特定原材料 27 品目のアレルゲン

ベジタリアン同様に一般的です。お店には

不使用のバースデーケーキを開発しまし

福田 千鶴子さん［スィーツ担当］

森島 幹博さん［店主］

Los Angeles（ロサンゼルス）
〒920-0912

石川県金沢市大手町2-25-101

■

代表者／森島 幹博

■

営業時間／ 10：00 ～ 18：00

■

TEL.076-225-7573

創業／平成26（2014）年
■

■

業務内容／ヴィーガン・カフェ

https://www.facebook.com/losangeleskanazawa/
http://www.losangeleskanazawa.com

定休日／不定休
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企業紹介 ❿ 担当 ― 内灘支店

試行錯誤を重ねたオリジナル製品で多くの認定取得
繊維業界から土木業向けの製品開発に参入
改良に改良を重ねた
「防草シート」

かと考えました。
その糸に肥料を染み込ませ
て作ったネットが避けたりして不要になっ
た時に、それを樹木の根元に埋め込んでし
まえば、腐った糸が栄養になって樹木の生

昭和 46 年に父が八木繊維として創業し

育に役立つのではないかと考えたのです。

ました。当時、両親が近所の方々と一緒に始
めたと聞いています。私は地元の大学を卒

その時に、相談していた県工業試験場の

業後、東京の婦人服のアパレルメーカーに

職員から、逆に「防草シート」を作ればどう

就職し、6年間勤務した後、家業

かと勧められ、それが商品作

を継ぐために帰ってきました。

りのきっかけになったわけ

平成 7 年に法人化すると同時に

です。その後、開発を進めて

（太陽光発電の野立ての下仕様）と法面用の

代表取締役に就任しました。

いき、試行錯誤を繰り返しな

製品を含めて3 種類あります。現在、会社の

がら改良を重ねた末に現在

売上全体の10%くらいを占めていますが、

の商品にたどり着きました。

将来的には50% 以上にしたいと思ってお

この商品は土木業者向けであることから、

り、インターネットやホームページ、ブログ

創業当初は撚糸業がメイン
でしたが、それだけではなか
なか食べていけないことから、糸を加工す
るワインダー業を始め、さらに丸編みニッ

我々繊維業者が参入する場合には、認定と

を利用して売上を増やしていくつもりです。

ト業にも参入しました。仕事は商社やメー

かお墨付きが必要と考え、5カ年指導を受け

会社の基本姿勢は「環境に優しい製品を

カーからの委託製造の工賃稼ぎでしたの

ていろいろな認定（実用新案取得、NETIS、

で、自分で価格をつける仕事をしていけば

第48回全国繊維技術交流プラザ優秀賞、地

商品で国から認められている中の1社です

もっと収入が増えるのではないかと考え、

域資源活用事業認定、石川県建設新技術認

が、開発が早かったのか遅かったのか？商

作っている会社」です。当社は生分解する

その時に物作り事業を思いつきました。そ

定、石川ブランド認定製品等）を取得するに

売には努力も必要ですが、運もあると思い

んなある日、県庁の前を通りかかった際、木

至りました。

ます。運がなければ呑まれてしまいますし、

あお

自然に優しい製品作りで
社会に貢献

けて強風に煽られていました。その光景が
商品作りのヒントになったのです。

それでも一生懸命していることを認められ
るしかないと思っています。今後、私がや
り始めた「防草シート」の仕事をメインにし

大手繊維メーカーが開発した、
トウモロコ
シを原料にした生分解する糸を活用して暴

「防草シート」のアイテムでは生分解する

風ネットを作ってみれば面白いのではない

商品が柱ですが、全く真逆の石油由来製品

株式会社

の

風もあります。将来のことはわかりません。

の周りに張ってある暴風避けのネットが裂

て、皆さんに喜ばれる製品を作っていきた
いです。

八木繊維工業

〒920-0226 石川県金沢市粟崎町ほ42番地
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八木 秀樹さん［代表取締役］

■

代表者／八木 秀樹

■

定休日／土曜日・日曜日・祝日

■

TEL.076-237-5335

創業／昭和46（1971）年

■

FAX.076-237-8545

業務内容／繊維製造加工・防草シート製造販売

http://www.yagiseni.co.jp
E-mail：yagi＠yagiseni.co.jp

企業紹介 ⓫ 担当 ― 保古支店

新しい自分を見つけ、違う自分を知る店でありたい
子供の頃から両親の背中を見て志した理容・美容業
大人のための落ち着く美容院
昨年の12 月10 日に独立し、西金沢で念
願であった理容・美容の両方のサービスを

の期待もありますが、それを上回る不安も

れの店に特徴があり、雰囲気やカットの仕

あります。特に美容業界は生存競争が激し

方、髪型の提案とかその店々の特徴があり、

く厳しい時代であり、決して安閑としてい

大変参考になります。人に合った髪型、
頭の

られないと思っています。

形、髪質、カラー、パーマ等千差万別で本当

提供できる店をオープンしました。店の名

に奥が深い仕事です。

お客様ファーストを心がけ
感性を磨いて最先端の技術を吸収

「新しい自分の発見
前は「CLE HAIR」です。
や違った自分を知るきっかけになれば。そ
のためのヒントを与えてあげたい」という

いつも心掛けていることは、お客様のこ
とを一番に考えることです（お客様ファー
スト）
。例えば必要でないサービスは決して

思いで命名しました。

当店の特徴はお客様の髪のダメージが

店舗のコンセプトを「大人のための落ち

勧めない、また、お客様から求められても必

なくなり、奇麗になっていくところです。他

要のないことは要らないと言います。そう

着く美容院」とし、天井

店とは技術と薬剤で差別

することで売上は多少下がりますが、影響

を塞がず吹き抜けにし

化を図っています。その点

は少ないと思っています。

て開放感溢れる空間を

では以前勤めていた店で

今後の展開として美容師 1名の採用と

大切にしました。器具の

の経験に加え、メーカーの

ネイルサロンの併設を計画しています。ス

配置や店内の配色にも

薬品の開発にも携わり、化

タッフも楽しめて、お客様に安心感を持っ

気を配り、壁には好きな

学も独学で勉強しました。

ていただける店作りをしていきたいと。そ

画家のパネルを飾るな

そして髪質に合ったもの

れには私自身が日々努力を重ね向上心を持

ど、自分の思うように仕上がり、お陰様でお

を見分ける知識を習得して自分のものにし

ち続けなければならないと思っています。

客様から好評を得ています。

ました。

私がこの職業を志したのは、理容店を営

また、現在でも感性を磨き、最先端の技

んでいた両親の背中を見て育ったからだと

術を取り入れるために、定期的に東京と名

思います。中学生の頃に理・美容業の両方を

古屋の気になる美容院をネットや雑誌で探

やりたい思いに駆られ、今、独立という念願

して調査に行っています。美容師の身分を

を叶えて嬉しい半面、今後の経営を考える

明かして美容師として会話をして、実際に

と不安な気持ちもあります。独立前に勤務

カットをしてもらい、多いときには1日3軒

していた店のお客様にも来ていただけると

の美容室を訪れることもあります。それぞ

島田 康司さん［代表］

CLE HAIR
〒921-8054

金沢市西金沢4-584

TEL.076-240-0024

■

代表者／島田 康司

■

営業時間／［月～土］10：00 ～ 22：00 ［日・祝］10：00 ～ 19：00

■

創業／平成29（2017）年

090-5179-0922

■

業務内容／理・美容業
■

http://www.cle-hair.com
E-mail：info@cle-hair.com

定休日／不定休
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企業紹介 ⓬ 担当 ― 額支店

霊峰白山の自然の恵みを受けて美味しい米作り
地元に貢献したいという強い思いで農業を起業
「白山への感謝」が一番大きい

えています。コシヒカリ、ゆめみずほ、もち米
の3品種を栽培しており、中でもコシヒカリ

高校を卒業後地元の建築会社に7年、
JAに

をメインとしています。米は昼夜の寒暖差が

7年間勤め、
その後、
地域のために役

あればあるほど美味しくなります。こ

立てることをしたくなり、平成26年

こ旧鳥越村は中山間地で、県内でも寒

4月に耕作できなくなった方たちの

暖差の大きい地域です。さらに水も霊

田を預かって、農業をしたのが起業

峰白山から雪解け水が絶え間なく流れ

の始まりです。

てきますので、水不足の心配がなく美

私は「ずっと以前から何か地域の

ぬか

役に立ちたい」という思いを持ち続けていま

米作りで苦心するところは、自然が相手な

ます。ちょっとでも糠 があると食味が下が

した。農業を志した理由は、JA 職員として地

ので全てが思った通りにならないところで

り、下手な扱いをすると糠と米の旨みの層を

ぬか

域を回った時に、過疎化による農地の色々な

す。欲しい量を採ろうと思えば、肥料を与え

削ってしまうことが分かりました。この圧力

問題を目の当たりにして、
「農業をするしかな

ればいいのですが、与え過ぎると稲穂が多く

の加減次第で味の出来具合が決まります。実

い」との思いに駆られたからです。この鳥越

付くので味は落ちます。気象条件が重なって

際、精米は「精米技術屋さんに習いにいくと
いわれている程奥が深い」ことがわかり、こ

地区は先人の方の努力もあり、県内でも米が

上手くいかないこともあり、肥料の量の加減

美味しいという評判の地域です。この地域と

や種類を考慮して対応していくと

こが美味しい食味の出し方の難

ブランドを守っていきたいと思っています。

ころが難しいところです。稲刈りは

しいところだとわかりました。
最

そして平成27年4月に、㈱ファーム白山とい

稲穂の色と天候をみて判断し、
刈る

近になってやっと精米のノウハ

う会社を立ち上げました。白山麓という地域

タイミングが遅れると品質が落ち

ウが身につきお客様に喜んでい

を世間に広めたい、白山麓の美味しいお米を

るので早めに刈るように気をつけています。

少しでも多くの人に食べてもらいたいという

ただけるレベルに達したと感じています。
全国には美味しい米を食べたことのない

旨い米に仕上げるには
奥が深い精米技術が必要

思いを社名に込めました。私達は白山の恵み
で仕事が出来ており、水も気候もそうですが
「白山への感謝」が一番大きいです。

人がまだまだ沢山おられるところがあるこ
とが最近わかってきました。そういう人達に
是非、ここ旧鳥越村で採れる美味しいお米

事業内容は、地主さんが賛同し離農してく

精米は、業務用精米機で作業をしますが、

を食べてもらえるよう、ホームページを立ち

れた18haの田を借り、米の生産から販売ま

ダイヤルの微妙な圧力の加減が食味を大き

上げ、PR 体制を確立して広めていきたいと

でを一貫して行っています。また田は毎年増

く左右することから、経験が必要になってき

思っています。

株式会社

ファーム白山

〒920-2372 石川県白山市瀬木野町62番地
■
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清水 勇介さん［代表取締役］

味しい米作りに適した地域です。

代表者／清水 勇介

■

TEL ／ FAX.076-272-1411

創業／平成27（2015）年

■

業務内容／農業

E-mail：shimizu1848＠yahoo.co.jp

平成30年の興能信用金庫のカレンダーで、
志賀町を中心に活躍している染色作家・宮
崎岳志さんの作品を掲載しました。自然の
草木を使った心癒される染色に打ち込む
宮崎さんの作品とエッセイを紹介します。

染色作家

宮崎岳志（みやざき・たけし）
1970 年、長野県生まれ。国立高岡短期大学（現富
山大学）産業工芸学科卒業後、金沢美術工芸大学工
芸科科目等履修生修了、金沢卯辰山工芸工房修了、
現在、志賀町工芸工房にて創作活動。
連絡先：石川県羽咋郡志賀町福浦港4-4-2
電 話：0767-48-1124

宮崎岳志

平成17年春、富来町と志賀町が合併する半年前に富来町へ
移住しました。

生として入学します。
自分自身、
まさかこの歳で再び学生にな
るとは夢にも思わなかったことでしたが、学ぶということに

移住前は金沢市で 4 年間過ごしましたが、同じ石川県でも

対し、初めて嬉しさや楽しさを実感した1年間でした。そして

全く異なる気候風土や方言に、随分戸惑っていたことを今で

現在、主として取り組んでいる天然染料（草木染め）は美大在

もよく覚えています。

学中に初めて学んだものです。

私が染色の世界に入ったきっかけは、今から23年前になり

美大修了後は、同じ金沢市内にある卯辰山工芸工房という

ます。
当時は大阪で建築デザインの仕事をしていました。
元々

工芸作家育成のための研修施設で 3 年間染色の研修生として

モノづくりが好きでデザインの道へ進みましたが、いつしか

過ごしましたが、この頃より天然染料に興味がありましたの

デスクワークだけでは飽き足らず、実際に自分の手で作り、
相

で時折卯辰山を散策し、染料に使えそうな植物を採取しては

手の顔が見える仕事がしたいと強く思うようになりました。

染色実験をしていたことも懐かしい思い出です。

「工芸の仕事がしたい」という漠然とした一念で求職活動を

今思えば、この金沢での 4 年間が自身の支えとなり基盤と

していたところ、たまたま知人を介して染色の工房からお声

なって、その後能登で 13 年過ごすことが出来たと感じます。

をかけていただきました。勿論染色の知識は全く無く、
染料の

そして、
この頃より現在に至るまで
「作って学び、また作る」を

こと、
布のこと、
筆や刷毛の使い方など一つ一つ仕事をしなが

日々繰り返してきました。なにも知らずに染色の世界に飛び

ら覚えていく日々でした。そしていずれは独立したいと思う

込んだにもかかわらず、現在までモノづくりを続けることが

ようになった頃、それまで学んできたことを振り返ると自分

できたのはとても幸運なことであり、それはひとえに周りで

は染色の世界のほんの一部しか知らないことに気が付き、改

支え応援してくれる方々がいたからこそと、常々思います。

めて基礎から学ぶべく 30 歳にして金沢美術工芸大学へ履修
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www.kono-shinkin.co.jp/
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Los Angeles

CLE HAIR

道の駅輪島ふらっと訪夢
輪島の地域交通拠点・玄関口として

のと鉄道穴水－輪島間の廃線後、輪島駅舎周辺を
「道
の駅輪島ふらっと訪夢」として整備し、特急バスや路線
バス、コミュニティバス、タクシーなどが乗り継ぎでき
るターミナル機能を備えた観光客や地元民の交通拠点
となっています。
また、
近年では、
ゴルフ場で使用される電動カートを
改良したエコカートが市街地を
試験走行しており、将来的には
無人自動運転とすることで交通
弱者の足となることを目指して
います。
（2018.1.24「モデル道
の駅」受賞）

利用しやすい道の駅として

観光客が多く訪れる「道の駅輪島ふらっと訪夢」には、
「わじま観光案内
センター」を設置し、観光案内や交通案内などでのおもてなしを行うとと
もに、輪島塗や海産物などの地元特産品の販売も行っています。また、土
産品販売店やカフェ、食事処のほか、文化会館や図書館なども併設されて
おり、催し物開催時には多くの観光客や市民で
賑わっています。なお、無料 Wi-Fi を設置すると
ともに外国人専用窓口も設置し、近年増加して
いる外国人観光客にも対応しています。
道の駅輪島ふらっと訪夢：輪島市河井町20-1-131
輪島市観光課 TEL：0768-23-1146 FAX：0768-23-1856
MAIL：kankou@city.wajima.lg.jp

この冊子は、地元企業のそれぞれに特色あふれる事業展開のようすを経営者インタビューでご紹介する無料配布メディアです。
各社の事業や協力網がますます新しく広がり発展することを願い、
「ねっとわーく」と名付けました。
◎こうのう・コミュニケーションマガジン「ねっとわーく」Vol.10 ◎制作・文責 ― 興能信用金庫 地域支援部＜2018年5月発行＞

