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・わたしたちのカンジタコト
ごあいさつ
人はさまざまな「つながり」の中で生きています。
でもどれだけの「つながり」を私達は日々実感できているのでしょう。朝起きる
とバタバタと家を飛び出し食べたものの味も覚えていないような生活。無意識
に通り過ぎていくではなく、おいしい！を感じたい。自然や人と結びついていた
い！そんな想いを私達は持っています。
今回私たちは、つながりをつくる空間のひとつの事例として“cafe”を選び、伝
えたいことを社会へ発信しているお店とそこで働く人へインタビューに伺いまし
た。その空間は人に考えるきっかけを提供し、また集った人が空間をつくって
いました。それがつながりへの実感を創り出しているように感じました。

製作：地球市民アカデミア１４期生
“つながり”グループ
発行日：平成２０年３月２８日
協力：
・ カフェスロー: http://www.cafeslow.com/index.htm
・ キミドリ: http://www.earth-garden.jp

この冊子とつながっている全ての人へ沢山の感謝を込めて。
キキ・Tea

・ ノアカフェ: http://noahscafe.main.jp
・ 沼田邸: http://www.yuu-group.co.jp/nouka/index.html

カフェスロー
吉岡淳

インタビュー

Q1
設立の経緯を教えください

Q2

Q4

お店のコンセプトはなんですか？

吉岡さんにとってスロービジネスとは？

カフェスローは、2001 年 5 月 22 日にオー

カフェスローのマニフェストとして「スローカ

自然を壊さずにいかに生活にかかわる衣、食、

プンしました。最初は、ナマケモノ倶楽部[1]の

フェ宣言」というものがあり、そこにオーガニッ

住を成立させるか。スロービジネスとは、何かを

活動拠点として、また府中という地域のコミュニ

クでフェアトレードな店であることだけでなく、

壊して生み出すのではない。人間と人間の信頼関

ティとしての役割を併せ持ったオーガニックカ

カフェスローが地域通貨を導入し経済活動に対

係を築くことから始まる。人と人が分かち合うこ

フェとしての位置付けでした。なぜカフェだった

してのアプローチや、情報発信や表現する場であ

とができて初めて持続可能性が見えてくるんじ

かというと、同じくナマケモノ倶楽部でウィンド

ることなどを含め、スローでエコロジカルな関係

ゃないかな。

ファーム[2]代表の中村隆市さんがウェアトレー

に基づくライフスタイルを提案する場であると

ドでブラジルやエクアドルから無農薬コーヒー

いうコンセプトが盛り込まれています。

を扱う仕事をやろうとしていたから、その商品を

Q3

Q5

扱うことを通じて環境問題や南北問題をわかり

どうしてこの場所を選んだのですか？

お客さんはどんな人達が来るのですか？

日時

１２月 16 日（日）

やすく伝えられると思ったから。また自分の暮ら

時間

15:00〜17:00

す府中市でできる仕事として、地域を拠点にライ

自分が暮らしている場所でやりたいと思った。家

客層は半分が２０・３０代。最近は子連れできて

場所

カフェスロー ２階

フスタイル提案を発信していける仕事だと思っ

賃が安かったということも大きな理由かな。駅の

くれる人も増えてきた。

対象者 カフェスロー代表 吉岡敦さん

たから。

近くでは絶対にないような広い土地が安く手に

お客さんの６割が女性。やっぱり女性が来たくな

参加者 アカデミア１４期メンバーとス

[1] ナマケモノ倶楽部：１人１人の生き様を大切

入った。この場所をコンセプトに合うからと厳選

る店じゃないと流行らないと思う。

タッフ

にする「環境文化ＮＧＯ」と呼ばれる団体。

して選んだというよりは、結果として店の目指す

店舗概要 Lunch 11:30〜

http://www.sloth.gr.jp/

ものと合っていたのだなと後からわかってきた。

URL

Café

14:00〜

[2] ウィンドファーム：有機栽培のコーヒー販売

例えば、便利な場所ではないことで、利便性やス

Bar

18:00〜

を扱う有限会社。

ピードを求める必要性が低いこと。店側としても

http://www.windfarm.co.jp/

回転率を上げようという意識はないし、広いし、

www.cafeslow.com/

スペース的にも時間的にもゆったりとしている。
お客さんの側でも、不便な分、わざわざ歩いてき
たのにすぐに帰る人は少なく、ゆったりと過ごし
ていく人が多い。これが駅の側の店だとしたら家
賃も高いし、時間的にもスペース的にも利便性や
ファーストを求めざるをえなかっただろうね。

Q6

Q８

Q10

経営上で難しいことはなんですか？

働いている人達の理由(メリット)はなんだと思いますか？

お店運営上で心がけていることはなんですか？

儲けることは目的にしていないんだ。もしも儲け

お金ではない価値に重きをおいているのだと思

お客さんの期待を裏切らないこと。来てくれるお

だけを目指すのだったら逆にラクだと思う。

う。例えば、
「やりがい」であったり、
「美味しい

客さんはこの場所に何かを期待して来てくれる。

しかしそれはコンセプトに反する、でも潰れる訳

まかない」であったりする。また魅力的な人達と

いい時間であったりおいしいランチであったり、

にはいかない。それがむずかしいよね。コンセプ

の出会いの数も圧倒的に多い。時間の切り売りで

その期待を裏切らないよう、工夫をしていくこと。

トを行動としても説明できること、そしてそれが

はない、自分のしたいことに時間をつかえる仕事

お客さんがお店から大事にされていると感じる

押しつけがましくないことを心がけている。じゃ

の仕方ができるという点での魅力もあるのだと

ような店作りに努めること。

あどうやって潰れないようにお客さんを飽きさ

思う。そうありたいとも思う。まあ、これでもっ

スタッフに対しては、肯定をのばしていくこと。

せないような店作りをしていくかというと、工夫

とお金もはらってあげられたら最高なんだけど

できないことを見るのではなくて、プラスをほめ

をすること。お金をかけずに頭をつかって工夫す

ね。

ること。

ることが大切じゃないかな。
例えば、ギャラリーやイベントを行っていること。
昼間のおけいこ場にすることなど。
実は今はテナント代としての収入が比率として

Q９

Q11

今後どんな展開を考えているのですか?

最後にメッセージをお願いします。

大きく、それだけでも家賃がまかなえる位になっ
ている。

最初は、
「１０年続けること」が目標だった。

いま、僕たちが日々暮らしている社会は、世界の

Q7

大体、カフェや飲食店というのは３年間で４割が

真の姿が見えにくい。暮らしの中には、良くも悪

働いている人はどんな人達ですか？

淘汰されてしまうと言われている。１０年間生き

くもさまざまな世界とのつながりがあり、その中

残ることができるのは全体の１割に満たない。今、

で僕たちは生きている。だからこそ暮らしの中で、

カフェスローは７年目。最近は、カフェスローネ

地域から世界を構想する想像力を養って欲しい

カフェスローの考え方に共感する人が働いてい

ットワークを立ち上げ、全国（大阪、京都、長野、

と思います。暮らしの在りようを変えることが世

る。そういう人じゃないと続けられないかな。

仙台、静岡など）で、カフェスローのような店を

界のあり方を変える力になると思うから。

給料は高くないが、それ以外の価値を実感してい

創りたいと考えている人たちにノウハウを伝え

る人が多いと思う。

ている。ひとつのムーブメントとして社会にスロ
ーな価値観を広めていきたいと考えている。

キミドリ

Q1

Q3

Q5

自然食を使った店を始めようとした経緯

お店が大切にしていることは何ですか？

自然派をお店の看板にしていますが、どのような点

自然派立ち呑み Bar＆お弁当 café

で実現されていますか？
オーナーのナンベエさん（もともとは物書きの人で、

ただ売れればそれでいいのではなく、店そのもの

お客さんには「オーガニック」というキーワード

自転車で南米大陸を横断したことがあり、このあだ

の方向性がないといけないと感じている。

から来店される方もいる。そのような方にはなぜ

名がついたそう）が百姓など、いろんなことを経験

例えば BGM はスタッフが店の雰囲気にあった

お弁当に玄米でなく白米を使うのかと聞かれる

ながら、自分の方向性が見えてきたときに、自分が

音楽をかけていて、お客さんに「イイ曲だね！」

こともある。

食して美味しかったものを多くの人に伝えたいと思

と言ってもらえるような BGM をかけることを

ったそう。ナンベエさんは、earth garden〔1〕の

意識している。

実際に、キミドリのお弁当は玄米でなく白米を
提供している。理由としては、玄米でおながかが

代表でもあり、会社を通じて出会うアーティストの

Q4

ゆるくなってしまったり、体に受付けない人もい

日時 １月 16 日（水）

方や出店者などのつながりを多く持っている人。

狙っているターゲットと、実際の客層にギャップは

るということ。もう一つはコスト面での問題。

時間 21:00〜22：15

現在キミドリの店長である佐々木さんも、いろんな

感じますか？

場所

つながりを通じて今ここにいるという。「多くの人

インタビュー

キミドリの隣の DOUBLE TALL

客層は近くに会社が多いので、主婦よりも OL

実際お店で使っている野菜もすべてオーガニ
ックという訳ではない。すべてオーガニックにし

CAFE

に（オーガニック食材を）食べて欲しい、知って欲

やサラリーマンが多い。

てしまうとお弁当が 600 円では売り出せなくな

対象者 店長佐々木武尊、新人川上さん

しい」こう訴える。

常連さんには毎日グリル野菜弁当をお昼に買っ

ってしまう。そうすると、「多くの人に美味しい

参加者 キキ、おすぎ

〔１〕earth garden コミュニティーフェスティバル

ていく人もいる。

ものを」というコンセプトから外れてしまう。

店舗概要 Lunch 11:30〜
Cafe
Bar

http://www.earth-garden.jp

14:00〜
18:00〜

キミドリでは昼間はお弁当をメインにして販売し

Q2

ている。実は Café よりもお弁当が売り。

お店のコンセプトは何ですか？

お弁当＋日替わりお惣菜とスープで 600 円。お惣

「美味しいものを知ってもらいたい」

菜は 4 品のうち、好きなものを 2 つ選べる。

「人と人とのつながりを提供できるスペースを

お弁当はタコライス、ドライカレー、グリル野菜弁

◎お店の側には外資系の会社があり、週末

作ろう」これがキミドリのコンセプト。

当、ハンバーグ弁当、週代わり弁当などを用意して

は 40 人位の海外の人たちでごった返す。

自らつながろうとしないとつながりは生まれな

いる。

◎ランチではオーガニック食材を使って

いと思う。

いろんなお客さんがくるのでギャップは感じて

お弁当を販売。

そして常にお店がどう見られているかを意識す

いない。

◎カフェの名前であるキミドリ。緑でもな

ることで自分たち働いているスタッフが、やりが

く黄色でもない中間色。両極端でなく縛ら

いや面白味を感じ取ることもキミドリでは大切

れることもない、ということから名づけら

にしている。

URL www.kimidori.info

れた。
き

妥協しなきゃいけないところはする。その代
わり出来るところをやっていこうと考えている。
現在は野菜の半分位は埼玉のエコファーム認
定をされている野菜を使用している。
（有機農法の基準は各都道府県で異なってい
る）

Q6

Earth garden で毎年夏に佐渡で行うイベント

いろんな人に美味しく食べてもらって知って

他にも経営上困難なことはありますか？

があり、そこの漁港さんを通じてそこで採れたも

もらう場所がキミドリだと思い、そんな場所で自

のをおつまみとして 300〜500 円で提供して

分もお手伝いがしたいと思った。キミドリは人と

していくためにはやはり原価率も考慮しなけれ

いる。

人のつながりの場所だと思う。

ばならない。お客さんが「この値段でこれが食べ

今後もスタッフがいろんなところへ行ってこん

Q9

られるなら」という満足感を得られるような付加

なものがあった！という良いもの、美味しいもの

最後に、佐々木さんと川上さんにとってのつながり

価値を重要視している。

は積極的に取り入れていきたい。

先ほどのコスト面とも重なるが、飲食店は経営

例えば国産オーガニックワインを 500 円で提供

〔２〕アースデイキャンプ Natural High!

している。普通のワインは樽から出し、加熱処理

http://www.naturalhigh.jp/

してから店に並べるが、それをせずに直接ビンに
つめてフタをする。香りも味も全く違う。
こういったスペシャル感のあるものを「500
円！？」というような、お客さんにとって話のト
ピックになるような面白いものを意識して提供
するのがキミドリ的営業戦略だと思っている。

とはなんですか？
佐々木さん

右手から佐々木さん、川上さん

つながり＝ご縁

手前が聞き手キキ

これがないと始まらないことが多いと思う。
Q8

お互いがお互いつながりを持とうと思わなけれ

スタッフはどのような意識を持って働いているの

ばできないし、お客さんにも興味を持って話かけ

ですか？

ることで、地元が一緒だったとか、そんな小さな

キミドリには現在、社員 3 人とバイトが 2 人
いる。店が小さいので多くの人を雇えない。

つながりが発見できるかもしれない。
ここのスタッフ全員が「つながり」に対して外に

難しいと感じるのはお客さんを飽きさせない

スタッフにはオーガニックフードに興味を持

ことを常に考えること。また、そこが面白さでも

っている人が多い。フード担当のスタッフは最初

感じている。

ある。オープンして以来 2 年 4 ヶ月、やっとお

は 0 の状態からスタートしたが、今ではなくて

川上さん

客さんが定着し、数字が見えてきた。今はこれか

はならない存在になっている。

旅をしていると目があっただけで握手を交わす

らの展開をどうしようか考えている。

メニュー考案するスタッフはオーガニックの
知識を沢山持っている。

Q7

アンテナを持って発信している人の集まりだと

ことが当たり前だったり、初めて会ったのに一緒
に旅をしたり。一人で生きていくこともできるけ

新人の川上さんはいう。「オーガニック」とい

ど、挨拶とか、あたりまえのことなのにそれが日

Earth garden での野外イベントの出店を増

うコンセプトにまず共感した。オーガニックとい

本では忘れられていることが多いように思う。こ

やしていきたい。これまでの出店は年 3 回の

う言葉は普及していても、実際に食している人は

のことを日常のこととして考えていきたい。

earth garden のイベントと Natural High!〔２〕

あまりいないと思う。川上さんは今までは earth

さりげないところにつながりを見つけることも

というキャンプでの出店。今後は 4 月の earth

garden の企画を担当していたという経緯があ

あるし、それを意識するか、しないか、だと思っ

day や、apbank に出店できるよう考えている。

る。

ている。

今後の展開はどのように考えていますか？

店長佐々木さん

Bar

time のキミドリの様子

NOAH

ｓ

CAFE

押野美穂

インタビュー

Q1

Q3

Q５

お店を始めた経緯

お店が名前の由来をおしえてください。

便利な土地だと家賃も高いのでは？

「伝えたいことを伝える」手段としてこの

実は、
、特に深い意味はなくて。笑

この物件に関しては、そんなこともないん

NOAH'S CAFE を始めました。

昔ダンナと「子供が生まれたら のあ っ

です。実はこの建物が築１００年以上たっ

フェアトレードに興味を持ったのは高校生

て名付けたいね」と話していたことがあり、

ている古い建物ということと、駅から商店

くらいから、そのころから国際的な問題に

準備中に、仮で「ノアズカフェ」と呼んで

街をはさんで徒歩１０分前後という立地か

も興味をもっていて、将来は伝える仕事と

いたら、そのまま定着してしまいました。

ら少し安くなっていたのです。イベント目

してマスコミを希望していました。しかし

英語の NOAH には「原始的な」という意

当てに来られるお客さんには「どうして駅

就職難の時期でむずかしく、取引きの現場

味や、ハワイ語のノア（NOA）には、スペ

前でやらないんですか？」と聞かれるけど、

日時

3 月 3 日（月）

に身をおくのもいいかと思い洋服商社に就

ルは違うのですが、
「自由」という意味があ

普段は近所の人が来て下さるのでとくに不

時間

11:00〜13:00

職をしました。

るそうなので、結果としてもよかったかも、

便だと思ったことはないですね。

と思っています。

古い建物ならではの味のある空間を来てく

場所 Noah

s cafe

〔１〕

NOAH'S CAFÉ HP：

http://noahscafe.main.jp

れる人には愉しんでもらえたらなと思って

参加者 近藤朝子（Tea）

ブログ：

います。

店舗概要 Lunch 11:30〜

http://blog.livedoor.jp/noahs̲cafe

対象者 Noah

s cafe

Café
URL

◎

◎

押野美穂さん

14:00〜
Q2

Q4

Q6

お店で大事にされている価値観は何ですか？

どうしてこの場所を選ばれたのですか？

どんなお客さんが多いですか？

http://noahscafe.main.jp

お店の中では、色とりどりのフェアトレード雑
貨が並びあたたかい雰囲気。お店の片隅にミニ

『音楽と本とフェアトレード』のカフェと

「東中野」という便利な土地にひかれまし

通常営業の時には地域の人が９割くらいで

図書館のようにさまざまな本が販売され、押野

いうキャッチフレーズで HP でも展開して

た。ひとつは、都会で暮らしてみたいとい

す。自転車で１０〜２０分くらいの範囲に

さんの価値観をのぞき見できてしまう。

いますが、楽しいと思えることを楽しみな

う夫の希望から、もうひとつは、私自身が

住んでいる方がほとんどですね。土日でも

本の読み合わせやライブなどイベントも各種

がらやっていきたいなと思っています。

ＯＬをしていた時にそうだったように、都

買い物帰りに寄ってくれたりします。

会で働く一人暮らしの若い人々が気軽に立

イベントのときには遠くからも来てくれる

ち寄ることができるようなお店があったら

人がいます。始めてみてわかったことなん

いいなと思ったからです。

ですが、男性のお客さんが１人でランチを

開催されている。

都会で自然と自然に暮らす
すね。

がテーマで

食べにくることが結構多いのが意外でした。

Q6

Q7

Q9

経営していく上で難しいなことはなんですか？

料理の腕はどこで身につけられたのですか？

最後に、こういった空間を作りたいと考える人達にメッセージをお願いします！

価値観の共有を目指すことと、収益も上げ

前のバイト先の

ウィメンズショップ

始めるのは大変だけど、続けることはもっ

です。基本的な事はそこで

と大変なので、最初にがんばりすぎず長く

るというバランスをとるのがむずかしいで

パッチワーク

すね。共感してくれても珈琲一杯で何時間

働いていらした、調理師免許を持つ、カフ

見ていくといいかもと思います。

でもいるお客さんは儲けという面ではあま

ェも立ち上げた事のある方に教えていただ

まだまだ「つよい、おおきい、はやい」者

り儲けにはなっていないし。かといってフ

きました。

が勝つ世の中で、このお店のように「よわ

ァーストフード店のように、飲んだらすぐ

あとは母が料理上手なので、いろいろ教え

く、ちいさく、おそい」者が生き抜くには、

に帰ってしまう方は、お店の良さを活かし

てもらっています。

そのよさをいかに感じていくように動いて

てもらったことにはならないので。

いくかだと思います。それはもちろん安定
や安心の中での経済的に不安のない生活と

Q８

Q8

フェアトレードであることでデメリットとなってしま

今後の展開はどのように考えていますか

うことはないですか？

は違うのですが、安定とはちがう歓びを感
じられます。私自身も社会人生活をしてい
たので、生活のためやなんとなく日々に終

やっぱり経営上でという意味では、仕入れ

われて「まいっか」となってしまう気持ち

単が高いことですね。当然、値切ったりで

いまは週末だけの営業なので、また通常営

もわかるので、その上でやっぱり自分の今

きる業界ではないので（笑）

業（週５営業）くらいに戻して、きちんと

が自分が望んでいることなのかを多くの人

あと、デメリットではないのですが、商品

続けて行きたいです。

に考えてほしいと思うし、そのきっかけを

が入ってこなくて品切れになってしまうこ

あとは地域とのつながりをもう少し強めら

このカフェが提供する場になれたらなあと

ともよくあります。そういうときは、別の

れたら・・・と思っています。

思っています。

商品をメニューに加えたりなどの工夫をし
て、あるもので柔軟に回していくようにし
ているのでそれもカフェのひとつのスタイ
ルになっています。

大丈夫、意外と生きていけますよ☆

カフェスローや吉岡さんが
魅力的なのは、「
言ってい
ること」と「やっているこ
と」の矛盾を少しでもなく
そうと、常に向上していく
姿勢を行動で示している
ことだと感じました。言
うこと 言えるだけの考え
と言葉をもつこと だって
なかなかできないし素敵
な行動だけど、さらに、と
いう意識を持ち続けてい
くこと、その姿勢を私自
身も持って、少しずつでも
形にしていきたいと思いま
した。
(

)

カフェスロー

×

キキ・ｔｅａ

わたしたちの、
カンジタコト

「人を巻き込む」
「自分の持つ物をどんどん減らすと、
自分の豊かさはどんどん増える」
いらないものを捨てることで、いるものがはっきりする。大
切なものだけを大切にする気持ちがうまれ、それが自分
自身の豊かさにつながるということだと解釈しました。

「肯定をのばしていく」
ここができていない、ではなくこうすればできる、
という発想。当たり前のこととして言う吉岡さん
を本当に素敵だと思いました。

１人１人の力はちっぽけなものでも集まれば大きなこと
ができる。何かの団体としてもだし、自分ひとりのスタン
スとしても言えることだなと改めて気づかされました。

「具体的なものから
取り組んでいく」
人生は自分探しの旅のようなものだと吉岡さんは言う。自分を探して
いくことには答えはないし、終わりもない、じゃあいつまでも「わからな
い」でいいのかというとそうではない。小さな発見の積み重ねが増え
ていくのだと思う。ではどうすればいいのか、吉岡さんは具体的な事
柄を行動して積み重ねていくのがいいと言う。身近なこと、小さなこと
でいいから（例えば、自分の撮った写真をいつもは見せない人に見せ
てみる。そこから個展を開いてみるなど）一度形にすると具体的な課
題も次のステップも見えやすくなるそう。確かに。

キミドリ

×

おすぎ・キキ

わたしたちの、
カンジタコト

「意識するか、しないか」
「外にアンテナをもって発信する」
一年前からベランダでハーブを育てている。なぜか。食べれるハーブ。買った基準
はそれだけだった。食。という人間であるからして必要不可欠な行動。食に関心を
持つことの一つの方法として「植物を育ててみること」を挙げられた。その言葉に、
我が家のベランダのハーブが私の心の中で敏感に反応した。ほんの小さな鉢に植え

「自らつながろうとしないと
つながりはうまれない」

られた今にも折れてしまいそうなハーブ。しかし私はハーブから「食べる」という
枠を超えて小さな幸せをたくさんもらっている気がしてならない。
水をやる。そのためにベランダに出る。見える景色は同じで、その「同じ」にホッ
ともするけれど、そこに広がる世界はたくさんの「違う」でもあふれているのだ。

佐々木さんがとてもこころの開けた方で、初めての素人のインタビューでも楽しく
進行することができた。お店の様子も活気があって、従業員も楽しそうに働いてい
たのが印象的でした。従業員はみんな仲が良くて、朝霧 JAM とかみんなでテント持
ち寄って行ったりするそう。

季節が変われば夕焼けの色が違うということ、階下のベランダから聞こえてくる風
鈴の音が冬は空寒いこと。どうでもいいことを発見できた自分に自然に笑みが出る。
摘む。家中に広がる香り。冷蔵庫に入れておいたら防臭剤。摘んだ先から 1 週間後
には新しい葉が開いている。そのたくましさとまた食べれることに笑みがこぼれる。

入って来たばかりの新人は、とことんいじってやる。そうすればどんな人かがみ
んなわかってくるし、そいつが困ってたら助けようという気持ちが（愛着？）沸い

食べる。おいしい！主役にはなれないこのハーブが、我が家では主役級に成り得る。

てくるし、逆にそいつも他の先輩が困ってたら助けようと思うようになるからって。

自分で水をやった、摘んだ、おいしい！誰かに食べさせてあげたい！それが心の豊

そんな佐々木さんの下で働いているからこそ、このような楽しい雰囲気のお店が出

かさにつながっていく。生活の一場面の笑みにつながっていく。食に関心を持つこ

来るんだろうと思った。さらに、コンセプトもはっきりしていて、方向性がちゃん

と。始め方、感じ方は人それぞれ。お話を聞いたことから、自分に合ったスローラ

としているからお店としても魅力的なんだと思う。

イフのあり方を考えるきっかけとなったように思う。

×

ｔｅａ

ＮＯＡＨ‘Ｓ ＣＡＦＥ

「ムカデになる」
経済的な余裕と心の余裕のバランスをとっていくこと。これ
がいちばんむずかしい
たくさん手を広げて、ひとつだめになっても他で補えばいいや
と思えるくらいの気持ちの余裕を持つように心がけたいんです
よねとお茶を飲みながらお話した。

「都会で自然を自然に」
東中野という本当に便利な場所にありながら、「うちのお客
さん」と押野さんが口にするときに思い浮かべるのは、半径１
キロ以内に住むご近所の人々。天気のよい日は自転車での買
い物帰りにふと立ち寄ってくれる人がいて、雨がふるとお店は
静かになり、さむい日はあたたかい飲み物がよくでる。都会で
も、地域の人と共に在る姿を大事にしているのが伝わってきま
した。

「がんばらないをがんばる」

東中野の駅を降り、にぎやかな商

店街をぬけて、のどかな道には遠くで

自転車のちりりんという音がきこえ

る。のんびりとした休日のひとときの

中歩いていると、いつのまにか通り過

”
。そこでは時

ぎてしまうほどちいさな隠れ家のよ

うなお店“

間の流れ方が本当にゆったりとしてい

る。何も考えずのんびりするのではな

く、静かに穏やかに沢山の事柄に思い

を馳せ考える時間。

押野さんの、迷いながらも、試行錯

誤しながらも、一歩ずつ進むそのうし

ろ姿をみて、自分自身についても問い

直すきっかけをもらった人が少なから

ずいるだろう。

ど ん な 言 葉 を 言わ れ る よ り も 、 実 際

に 一 歩 を 踏 み 出 し た 人 の 後ろ 姿 が 周

り の 人 に 力 を 与え て い る よ う に 感 じ

た。

何かを始める大変さは、大変だけど本当にたのしくて、
どんどんがんばれること。
続けることの大変さは、日々の中での小さな積み重ねで
あったり、気分が乗らない日や嬉しいお客さんばかりでは
ない日でも、また次の日もお店を開きずっと続けていった
りすること。だから、気負いすぎないように自分が自分が
と自分の周りばかり見てしまわないように、することなの
かもしれないと感じた。
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