


   OKAYAMA MOVE UP

日本を元気に！ E-girls
圧巻のパフォーマンスと音楽性に加え、ファッションセンスや生活スタイルが、
男性のみならず、女性からも多くの支持を集めているE-girls。昨年は、初のア
リーナツアー、3カ月連続リリースと勢いに乗る彼女たちのニュー・アルバムが
2015年 1月1日に発売。『E-girls LIVE TOUR 2014 "COLORFUL LAND" in 
日本武道館』の映像が付いたスペシャル・パッケージもリリースされたE-girls
のAyaと鷲尾伶菜が今年にかける意気込みと、これからのE-girlsについて語る。

Aya & 鷲尾伶菜

一木「2014年はどんな年でしたか？」
Aya「昨年E-girlsが HIROさんからいた
だいたテーマは“結束力”で、メンバーは
常にそのテーマを胸に活動してきました。
その中でも夏に行った初のアリーナツアー
は、その結束力を高めるのに、すごく大き
かったんじゃないかなって思います。その
テーマに沿ってやったというわけではあり
ませんが、結束力が強固なものになった
のが、そのツアーだったと思います」
鷲尾「私は2014年はすごい学びの年だっ
たと感じています。E-girls の初のアリー
ナツアーもそうですが、そのあとすぐに
EXILE TRIBEさんのツアーに出させて
いただいて、本当にE-girlsとして、学ん
だことが多い年でした。やはりドームとい
う規模ではまだE-girlsだけではできない
ので、いつかE-girlsとしてできるように、
イメージトレーニングじゃないですけど、
先輩の背中を常に見て学ばさせていただ
いています。ですから、2014 年は自分に
とってもグループにとっても学びの1年
だったかなと思っています」
一木「EXILE TRIBEのツアーでもE-gi 
rlsが登場するとすごく盛り上がるよね」
Aya「これまで何度かEXILE TRIBEの
ツアーに出させていただいているんです
けど、最初のころはE-girls が出てもシー
ンっていう感じで（笑）。でもそれが回を
重ねるごとに、お客さんが盛り上がるよう
になって、E-girls の名前を知って下さっ
ているんだなって感じることができるよう
になりました。ボーカルはイヤモニをして
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リリースイベントで全国を回って、一番盛り上がったのが岡山。
何を言っても盛り上がるし、街や店でも気軽に声をかけてくれる。
自分の地元じゃないのに、地元に帰ってきたみたいな心地よさを感じました（Aya）
るので、見た目も大切ですが、まずはパ
フォーマンスが全力でできる靴や洋服っ
ていうのを最優先にしています。ですか
らTETSUYAさんからいただいた靴でツ
アーもやらせていただいています。そこは
ほかの女性アーティストさんと違うところ
なんじゃないかな」
一木「Ayaさんは11月4日に倉敷に行っ
たと伺いましたが、いかがでしたか」
Aya「リリースイベントで、日本中を結構
回ったんですけど、一番盛り上がったの
が岡山だったんです。人もすごく集まって
下さって。メンバーのErieの地元という
こともあったんですけど、何を言っても盛
り上がって下さるし、街を歩いていてもた
くさんの方に話しかけていただいて。お

店でも声をかけてもらいましたし、すごく
優しいというか、暖かく歓迎してもらえて
いると感じました。メンバーの地元に行け
るのってすごくうれしいですし、自分の地
元じゃないのに、地元感を味わうことがで
きました」
一木「今年は1月1日に『E.G. TIME』
というアルバムを出しましたが」
Aya「はい。タイトルの通り、E-girls の
時間を楽しんでいただきたいという気持ち
で作りました。昨年は1月1日に三代目J 
Soul brothersさんがアルバムをリリース
して、ツアーが始まってっていう流れだっ
たので、今年はE-girls が新年一発目で
アルバム発売ということで、周りも期待し
てくださっているのかなって感じるので、

そういった意味でも自分たちに誇りを持っ
て、E-girls の新たな幕開けという年にし
たいです。私たちが新しい時代を切り開
いていくつもりで、頑張りたい。そんな気
持ちも込めましたので、音楽的にも映像
的にもすごく楽しいアルバムになったと思
います。カバー曲があり、新曲があり、シ
ングル曲がありと、2014年のE-girlsの集
大成になりました。あと、一番特徴的な
のが、2014 年 の『E-girls LIVE TOUR 
2014 "COLORFUL LAND" in 日本武道
館』がブルーレイとDVDに収録されて
います。普通なら、DVDだけでリリース
してもいいんですけど、E-girlsはとにかく
ライブに来ていただきたいという気持ちが
強いので、このアルバムを通してE-girls

のライブを見ていただきたい。そして2月
からのアリーナツアーに足を運んでみたい
なって思ってもらえたらいいなと思い、ア
ルバムにライブDVDをつけました」
鷲尾「おどるポンポコリンから、山口百恵
さんのロックンロール・ウィドウまで、幅
広い年代の方に聞いていただける楽曲な
ので、小さいお子さんから大人の方まで
いろいろな年代、ジャンルの方に聞いて
ほしいです。ロックンロール・ウィドウは、
私のお母さんがすごく喜んでくれて、お
母さんのお友達が連絡を下さったりする
ので、すごくうれしいです。それをまた新
たなアレンジで歌っているので、ぜひたく
さんの方に聞いてほしいです」

̶いつも忙しいお2人ですが、息抜きや
ストレス解消法は？
Aya「短い時間でも友達に会うことを大
切にしています。夜中に焼き肉に行くこと
にはまっているんですけど（笑）、1～ 2
時間だけでも友達と焼き肉に行ったり、家
でお酒飲んだりとかして、仕事終わりの
時間を大切にしています」
鷲尾「私は時間を見つけて一人で映画に
行きます。映画館が大好きで、それも一
人でいくのが好き。変装も全然せずに行
きますけど、案外見つかりませんよ（笑）」

̶E-girlsとしての夢と個人としての夢を
教えてください」
Aya「E-girlsとしての夢はメンバーみん
な同じだと思うんですけど、EXILEさん
みたいに、ライブを続けられるアーティス
トになりたいなっていうのが一番の夢で
す。レコーディングも作品作りもトレーニ
ングもすべてライブにつながっているし、
そのライブでお客さんと間近でコミュニ
ケーションを取れるのを常に喜びに感じ
ているので、その場所をいつまでも作っ

ていけるアーティストになりたいです。個
人的には、昨年DreamのCDジャケット
や写真集のプロデュースをやらせていた
だいたので、今年はメンバーのスタイル
ブックとかをプロデュースしたいです。ま
たDream以外のE-girls や外部の人の
アートディレクションまでできるように、
そちらのクリエイティブな部分も高めてい
きたいです」
鷲尾「E-girlsのEはEXILEさんのEを
使わせていただいているので、その名前
に恥じないようなアーティストになりたい
です。それはパフォーマンスもですが、中
身からそういう人間にならなければいけな
いと思っています。具体的にはEXILEさ
んが今までやってこられたドームとかスタ
ジアムとか、もっと大きなステージでライ
ブができるビッグなアーティストにならな
きゃいけないという思いがあります。その
ために、内面からE-girlsはしっかりして
いるねって言っていただけるように、普段
から気をつけていきたいです。また個人と
してはボーカル力を高めて、自分が苦手
だと思うような歌もしっかり研究し、どん

な曲がきても歌いこなせるボーカリストに
なるのが夢です」

̶スタイル抜群ですが、家でしているト
レーニングがあったら教えて下さい
Aya「あまり激しい運動はしていません
が、私はヨガのポーズを寝る前にやって
います。あと、朝起きて体を動かすことも
大事だと思うので、起きた時に太陽の光

を浴びることをしています」
鷲尾「私はそろそろやらなきゃまずいなっ
て思ったらやります（笑）。メンバーを家
に呼んで筋トレに付き合ってもらったり。
毎朝やっているのは、起きて白湯を飲む
こと。むくみもとれるし、体も目覚めると
聞いたので。あとはお風呂で半身浴をし
たりなど、毎日できる事を続けています」

答えて！Ayaさん、鷲尾さん

Aya さんと鷲尾伶菜さんのサイン入り色紙を
3名にプレゼント！PRESENT

OKAYAMA MOVE UP

読者から寄せられた質問にAyaと鷲尾伶菜が回答。質問が採用された人には、2人から名前入りでサインをプレゼント！
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Aya &鷲尾伶菜'S 

POSITIVE 
ITEM
いつも前向きなAya と鷲尾伶菜の気持ちがアガる
ポジティブアイテムを紹介

ずっと続けているんですが、メンバーの写真を撮ることが楽
しい。新しいカメラも増えて、さらにいろいろな撮り方でメン
バーの写真を撮っています（Aya）
写真：幻冬舎 『カラフル・ダイアリー』より

HIROさんの「ビビリ」と見城徹さんと藤田晋さんの対談本「憂鬱でなけ
れば、仕事じゃない」です。その2冊をたまに読み返すと、ちゃんとしな
きゃなって背筋が伸びる（笑）。落ち込んだ時に読むと、これだけ苦労し
ている人がいるんだから、自分はまだ大丈夫だって思える元気をくれる本
です（Aya）

「呪怨」「死霊のはらわた」
ホラーは邦画、洋画問わず好きです。普段は一人じゃ見られないからメン
バーを呼んで見ます（笑）。でも悩んでいる時は怖い怖いって言いながら
一人で見る。怖さで悩みを忘れさせてるのかも知れないです（笑）」（鷲
尾）

豆乳鍋
最近豆乳鍋を食べる機会が多くて、すごくハマっています。最後にソーメ
ンを入れると美味しいんです。スタッフさんの家で豆乳鍋をした時に、締
めでソーメンを入れてくれて、最初は疑っていたんですけど、めちゃくち
ゃおいしくて、それから定番になりました。（鷲尾）

CAMERA

BOOK

MOVIE

FOOD

一木広治（ICHIKI KOJI）
株式会社ヘッドライン代表取締役社長 / 二十一世紀倶楽部理事・事務局長 / 夢の課外授業総合プロデュー
サー /2020 東京オリンピックパラリンピック招致委員会・事業広報アドバイザー（2011 年～ 2013 年）/
LDH 顧問エグゼクティブプロデューサー / ローソン・ローソン HMV エンタテインメント顧問 / アンファー
顧問 / モブキャスト社外取締役 / チヨダ顧問 / ベクトル顧問 / USEN 顧問
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岡山県出身のシンガーソングライターで作曲家の中西圭三。EXILEがカバーし、再
び大ヒットとした「Choo Choo TRAIN」からNHKの「おかあさんといっしょ」の
楽曲まで幅広く手がけ、歌手としてはもちろんそのマルチな才能が日本の音楽シー
ンで高い評価を受けている。そんな中西が、小さいころの光景で思い出すのは、倉
敷球場で見た野球の試合と母親の手作りのユニフォームでキャッチボールをする自
分の姿。音楽とスポーツが大好きだった中西が、音楽への道を進むことを決心して
から、現在に至るまでに起こったターニングポイントを振り返る。

中西圭三
NAKANISHI KEIZO

ポジティブでいるためには無邪気
さが必要。どれだけ自分がワクワ
クできるか、楽しめるかが大切。
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「生まれは岡山県の水島です。コンビナー
ト地帯なんですが、うちの親父が三菱自
工水島で働いていたので、僕はそこの三
菱病院で11月11日に生まれました。11
月11日を漢字で縦書きにすると“圭 ”、
そして三菱病院で生まれたから、そこか
ら“三 ”をとって“圭三 ”になったってい
うのが名前の由来だと聞かされています。
次男なのに“三 ”が付くなんて、突っ込ん
じゃいけない大人の事情があるのかなと
思っていましたけど、子どものころは（笑）。
小さいころの思い出は、幼稚園の先生に
倉敷球場に野球の試合を見に連れていっ
てもらったことかな。その先生は星野仙
一さんのお姉さんで、中日ドラゴンズが
倉敷に来ると、よく連れて行ってくれたん
です。それでときめいちゃって、おふくろ
に、当時の星野さんの背番号と同じ22番
のユニフォームを作ってもらいました。そ
れを着てキャッチボールをやっている写
真も残っていますし、野球を見に行ったり、

キャッチボールをしたりしたことが一番鮮
明に覚えている思い出です。その後、小
学校1年生の時に児島郡長崎町に引っ越
しをしたんですが、そこには少年野球団
がなくて、小学校 5年生の時にやっとで
きたんです。もちろん意気揚 と々参加しま
したが、ポジションが二軍の正捕手という
なんとも微妙な…（笑）。ピッチャーにボー
ルを返そうとすると、ピッチャーはいちい
ちマウンドを降りながら捕らなきゃならな
い（笑）。おまけに目の前でバットを振ら
れると怖いとか、そういう感じだったの
で、早々に挫折しました。音楽は中学生
のころからバンドを始めて、文化祭とか
で演奏するのがとにかく楽しかった。バ
ンドといっても、みんなよく分かってない
から、とにかく“バンド組もうぜ ”で集まっ
たら、全員ギターを持ってきたという。ロ
スパンチェスかって（笑）。だって、誰も
バンドにパートがあるって知らなかったか
ら（笑）。とにかくそういう経験をしながら、
バンドっぽいことをやっていましたね」

少年時代の思い出は野球観戦

「岡山を出たのは高校を卒業した年。実は
受験で全滅しておりまして、浪人決定だっ
たのですが、兄が東京に出ていたので、
東京で浪人したいと親に頼んだんです。
兄貴が東京は楽しいぞって吹き込むから
（笑）。それに音楽をやりたいとぼんやり
思っていたので。それで一浪して、東京
の大学に入り、音楽サークルに入りまし
た。そこで、サークルの横のつながりから
池田聡さんと知り合ったんです。もちろん、
池田さんがデビューする前です。そこか
らあれよあれよという間に、池田さんはデ
ビューして、CMから池田さんの曲が流
れて、ザ・ベストテンという音楽番組では、
もうすぐベストテンというコーナーで、鏡
の向こうから出てくる。身近な人が画面か
ら出てくるのを目の当たりにして、僕も音

楽を仕事にできたらいいなというあこがれ
が具体的なものになった気がします。手
が届かない夢じゃなくて、そこにある現実
としてとらえられたというか…。ただ、実
際に卒業が近づいてくると、周りはみんな
就職活動をしているし、自分も受けた不
動産会社から内定をいただいたので、そ
こに就職するのかなって…。でも内定者
の集いに出席した時に、往生際が悪いん
だけど、これで就職して音楽ができなく
なるのはイヤだって、ふつふつと音楽をや
りたい気持ちが出てきた（笑）。それから、
このまま何もチャレンジしないで、終わる
のかってさびしくなってきたんです。で
もその気持ちを抑えつつ、田舎に電話し
て、不動産会社に内定したことを伝えた
ら、母親から一喝されました。“音楽をや

浪人時代を経て東京の大学で音楽活動 りたいから東京に行ったんじゃないのか。
音楽に関する仕事ならまだしも、なんで
不動産屋なんだ ”って。それで背中を押

撮影・神谷渚

「それで友達にも、音楽をやる宣言をした
ら、それを人づてに聞いた友達が、池田
さんに“圭三が音楽をやるって言っている
から、なんとかしてやって下さいよ”って
言ってくれたんです。そしたら1週間もし
ないうちに、池田さんから来年の4月から
始まるツアーに参加しながら、業界の勉
強をしたらって声をかけてもらって、コー
ラスの仕事を頂きました。だからタイミン
グ的にはミュージシャンに就職するような
形で、トントン拍子でしたね。そう考え
ると、就職の内定を断ったっていうのが、
人生のターニングポイントでしょうね。そ

のあとは、音楽をやるって決めて、宣言
した瞬間から、その道へバーっと運ばれ
て行くみたいで、すごく不思議な体験で
した。そこから、素晴らしい人との出会
いがあり、曲を作るように勧められて作る
ようになり、事務所にも所属するようにな
り…と環境が一気に整ったわけですから、
今考えても不思議としか言いようがない。
多分一人だったら、まったく何もできな
かったかもしれないけど、いろいろ言って
くれる人が周りにたくさんいたから、やれ
たことがいっぱいあったと思っています」

何かに導かれるようにプロのミュージシャンに

母親に一喝されて、就職の内定を断った
ことが人生のターニングポイント。
そこから導かれるように音楽の道へ

されたというか、チャレンジしてもいいん
だって思って、翌日その不動産会社に内
定辞退の電話を入れました」
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「ご縁を大切にしていきたいと思っていま
す。いろいろな所で出会いがあって、例
えば地域を盛り上げるためとか、ほかにも
こういうことのために楽曲が作れないです
かねっていうお話があり、それが僕の気
持ちの引き金を引いてくれた人には、期
待に応えたいっていうのはありますよね。

“やっちもねえ”なんて言って様子をみ
ないで、とにかく“やってみる”こと

そのスタンスはあまり変わらなくて、今の
厳しい音楽業界の中でも役割をまっとう
できることを探しながら生きているところ
はあります。また、曲を作る立場として、
歌い継いでいくことの素晴らしさを伝えた
いし、僕は歌い手だから、そういう歌を
自分も歌っていかないといけないと思って
います。2020年のオリンピックで東京は、
世界から注目を浴びると思うので、日本の
アイデンティティーのようなものも、届け
られたらと思っています」

今後の抱負は？

岡山の人へメッセージ
「岡山の人ってどこか保守的なんじゃない
かなって思うんです。でもそんな中でチャ
レンジで突き抜けて行く人はすごくたくさ
んいる。でもそれが個人技みたいなとこ
ろがあるように感じるので、もっとある意
味連携をとって、みんなでやっていっても
いいんじゃないかな。僕ね、勝手に自分
で立ち上げてるんだけど「やっちもねえ、
排斥運動」っていうのがあるんです（笑）。
“やっちもねえ”って、“つまらない”とか
“どうせ ”みたいな言葉なんだけど、新し
いことを起こそうとする時とか、起こそう
とする人に“やっちもねえ”っていうのは
やめようよって。自分は関係ないみたいな
顔して、盛り上がり始めたら参加するぐら
いなら、最初から乗っちゃいなと。頑張ろ
うとする新しい力に“やっちもねえ”って
言ったら終わりじゃないですか。その精神
を捨てて、まずは前のめりに立ち上げに
参加したら、すごいことが起こると思うん
です。今の若い人たちは、僕らなんかよ
り考え方がはっきりしていて、組織のつく
り方なんかは長けていると思うので、そこ
を伸ばしていってほしいと思うし、岡山の
中で独自性を持って生まれてくるものを、
発信して全国を凌駕していくようになって
ほしい。だから“やっちもねえ”を言わな
い、心の中でもつぶやかないで、とりあえ
ずチャレンジしてほしいですよね」
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中西圭三'S 

POSITIVE ITEM
いつも前向きな中西圭三の気持ちがアガるポジティブアイテムを紹介

毎朝フェイスブックに朝日の写真を上げているんです。自宅の近くからレ
インボーブリッジと海が見え、その向こうから朝日が上がってくる。すご
いエネルギーがあって、早起きをすると三文どころじゃない得があるって
感じ。毎日違うし、毎日見ても飽きない。自分も気持ちいいし、楽しみに
してくれている人もいるんですよ。「今日、雨ですね」って。天気予報がわ
りなのかな（笑）

トム・ハンクスの「ビッグ」です。すごく好きなんですよ。無邪気さって
すごく大切だと思うんですけど。それが描かれていて。本当に子どもの心
ってすごいと。だから僕のバイブルのような作品です。この映画を見ると、
忘れちゃいけないことを思い出すんですよね。あの無邪気さがあったら、
なんだって発明できるんだよねって。

東京の魅力は歩いて楽しいところ。街をよく散歩するんですけど、ちょっ
と行かないとすぐに新しい店ができていて、なんという新陳代謝の激しさ
なんだって感激する（笑）。そこで、なんだかおもしろそうだなっていう店
があったらすぐ入っちゃう。この前もなんだか分からないけど行列ができ
ていたので、自分も並んでみたら南インドのカレー屋さんだった。後で調
べたらすごく有名なお店で、確かにすごくおいしかった。そういうことを
するのが好きだし、楽しいですよね。

朝日

映画

散歩

応募方法などの詳しい内容は「OKAYAMA 
MOVE UP」公式 facebookページよりご覧下
さい！

中西圭三さんのサイン入り色紙を 3名にプレゼント！
PRESENT

OKAYAMA MOVE UP

ringo

ringo

ringo

ringo
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須賀健太
4歳で子役デビューを果たし、8歳の時には『人にやさし
く』という連続ドラマ（フジテレビ系）に出演した須賀。一
躍人気子役として注目を浴びることになった彼は、その後
も順調にキャリアを積み重ね、現在ではテレビや映画、さ
らに舞台の世界でも活躍中だ。2月14日に岡山先行ロード
ショーされる、岡山を舞台にした映画『でーれーガールズ』
に出演する須賀に、岡山での撮影裏話などを聞く。
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『でーれーガールズ』は、風景、空気感、方言など、岡山のいいところが詰まった作品。
少女たちの友情が育まれていく過程は、男女年齢問わず共感できるはず

「それまで岡山は行ったことがありません
でしたが、今回撮影で 1 週間ぐらい滞在
しました。僕の関わるシーンは撮影日数も
少なかったので、全体の空気になじめる
のかが心配でした。ほかのキャストは既
に撮影をしていましたし、スタッフさんと
のコミュニケーションも取れていて、チー
ムが出来上がっていたので、そこは意識
しましたね。でも主演の優希美青ちゃん
と足立梨花ちゃんは事務所も同じで年も
近いので全然大丈夫でした。足立梨花
ちゃんとは前にも映画で共演したことがあ
りましたし、すごくやりやすかった。お二
人とも現場の雰囲気作りがうまく、そうい
う部分でも助けられましたね。岡山では
一緒にラーメンも食べましたよ（笑）。ほ
かにも、個人的に空き時間が比較的あっ
たので、一人で岡山観光をしました。美
観地区も行きましたし、あとは桃太郎温
泉！　桃太郎温泉って実は 2 つあるんで
すよ。有名な所と地元の人しかいないよ
うな、知る人ぞ知る所。僕は両方制覇し
ました。ちなみに、知る人ぞ知るほうは、
岡山市内からバスと電車を使って 30 〜

40 分ぐらいで、バス停からさらに 20 分ぐ
らい歩いた山の中。地元の人しかいない
ような、ほんと地方ならではな感じがすご
くいい温泉でした。もうひとつの桃太郎
温泉は、岡山のスタッフさんに連れて行っ
てもらいました。食べ物はママカリとか、
黄ニラとか岡山の名産品を結構食べまし
た。普段はそんなにアグレッシブに行動
するほうじゃないんですけど、なかなか行
かないところですし、せっかく来たんだか
らって。もちろん映画の舞台が岡山なので、
少しでも岡山のいいところを知れたらい
いなという気持ちもありました。そういえ
ば、黄ニラを食べたってツイッターに載せ
たら、黄ニラ大使っていう方からお礼のコ
メントいただきました（笑）。観光や食べ
ることに関しては岡山でいろいろな人から
情報収集をしましたね。その土地の名産
とかって地方の魅力というか、醍醐味じゃ
ないですか。だから今回は、岡山を思いっ
きりエンジョイしました。撮影で来たんだ
か、遊びに来たんだか分からないぐらい
遊んでた（笑）」

『でーれーガールズ』の撮影で初めて行った岡山をエンジョイ

子役時代、現場は単純に楽しい場所

「子役から現在に至るまで、いろいろ言わ
れたこともありましたし、葛藤がなかった
といえば嘘になります。中学生、高校生
のころはすごく気になっていました。でも
自分的には勝手に成長しているので、そ
んなこと言われても困るなというのが本音
でしたね。ただ、仕事はすごく好きだっ
たし、自分なりに一本一本楽しんで携わ
るように心がけていましたので、仕事面
での葛藤というのはあまり感じてなかっ
たです。自然の流れで成長できましたし、
逆にこれからじゃないかと思っています。
20 代に入ったので、ここからどう変わる
か。いろいろな面を見せていくことが、こ
れから役者として重要なんじゃないかと
思っています。子役のころのイメージから、
可愛いとか、いい子のイメージが強いの
で、逆手にとって冷酷な殺人鬼の役とか
をやってみたいですね。やはり意外性の
ある役には興味もありますし、魅力を感じ
るので、自分にはないイメージの役にあえ
て挑戦してみたい。子役のころは単純に
現場が楽しいっていう気持ちでした。学

校に行っているだけだと、大人の方々と
触れ合うことってなかなかありませんし、
みんなでひとつの作品を作るエネルギー
を小さなころに感じられたことは、良かっ
たと思います。学校や塾に行っているだ
けでは感じられないものを、その年で得ら
れたっていうのはすごく大きいことだと思
うし、それを思いっきり楽しむことができ
たのは財産ですね。その時はそんなこと
も考えずに、ただ遊びに行く感覚でした
けど。大人がかまってくれるし、お菓子
もある（笑）。楽しい場所に毎日行ってい
るという感じでした。もともと戦隊ものの
特撮にあこがれてこの世界に入ったので、
ずっと続けるつもりは最初はなかった。で
も“作品を見たよ”とか、 “面白かったよ”っ
て言ってもらえるのは小さなころからうれ
しかったし、そういうところから、徐々に
この仕事を続けていきたいと思うようにな
りました。今のところ無事に続けてこられ
たので、このままいければ（笑）。今後、
どうなっていくのか、また大人の魅力を出
していけるのか、自分でも楽しみです」

夢はフェスを主催すること 岡山に暮らす同年代の人にメッセージ

「音楽を聞くのがすごく好きで、特にメ
ジャーデビューしている、していないに
かかわらずバンドが好きです。チケット
も自分でとって、ライブハウスにもよく
いきますよ。KREVA さんとかも好きで、
KREVAさんのライブはなるべくいいとこ
ろを取るように頑張る（笑）。曲のつなぎ
目とか、MC からの曲ふりみたいなところ
もちゃんと聞きたくて、結構真剣です。ラ
イブを見るたびに、自分でも演奏してみ

たいと思うんですけど、やれる気がしな
い（笑）。中 1 の時にギターを買ってもらっ
たんですけど、思っていたより全然でき
なくて、ちっとも面白くない（笑）。見て
いたからすぐできるつもりでいたけど、実
際はそんなことなくて、勝手に挫折して
聞く専門に戻りました。バンドマンの役？　
そうですね。そうしたら嫌でも練習しな
きゃならないから、うまくなるかも知れな
い（笑）。環境に放り込まれたら全力でや

るほうなので、それもいいかもしれないで
すね。その時はドラマーがいいな。でも、
最近は好きなバンドの CD の帯のコメント
を書かせていただくお仕事もさせてもらっ

岡山の人におすすめの『でーれーガールズ』の楽しみ方

「今回は学校がメインの作品で、エキスト
ラも岡山の方々に協力していただいたりし
て、すごくありがたかったです。撮影をし
ていても、“でーれーガールズの撮影だ”っ
て、みなさん理解して下さって、でーれー
ガールズの認知度を実感しました。オー
ルロケだったので、撮影で使われた場所
は、自分の出演シーンじゃなくても勝手に
訪ねて行きました（笑）。どこも景色がい
いし、雰囲気もある。中でもあの橋は良
かったな。僕は関係ないんですけど（笑）。
あとは、僕が出演したシーンに使われた
カフェ。そこもすごく雰囲気が良くてお気
に入りです。ですから、岡山の方が見て
いただいたら、親近感が持てると思いま

「僕たちの年ごろって、“ 最近の若者は ”
みたいなことや “ ゆとり”とかってよく言
われるけど、僕自身はそんなことないぞと
いう気持ちは常に持っています。ちょっと
前に舞台で部活の物語をやらせていただ
いたんですけど、その時にもあらためて、
若い子の持っているエネルギーがすごい
なと思った。だから、若い人のエネルギーっ
て今も昔も全然変わらないはずだし、や
りたいことに対して素直になるのが一番な

んじゃないかなって思う。今はいろいろな
ことを地方から発信できる環境が整って
いるし、自分がやりたいことを明確にもっ
ていれば、できることはたくさんあると思
うので、それに向かってぜひ挑戦してほ
しいです。夢をしっかり持っていることは
格好悪いことじゃないので、恥ずかしがっ
たり、腐ったりすることなく、自分の道を
信じて進んでほしいですね」

す。映画を見て、その後ロケ地巡りをす
るとおもしろいんじゃないかな。風景、空
気感、方言など、作品全体が岡山のいい
ところを詰め込んだ作品だと思うし、原作
も岡山の愛情にあふれた作品なので、きっ
と岡山に住んでいる方も納得していただ
ける作品になっていると思います。また、
2 つの時代の女の子同士の友情の話だっ
たりするので幅広い世代の方に楽しんで
もらえるものができたんじゃないでしょう
か。その 2 つの時代の切り替わりもすご
く分かりやすく作られていて、少女と大人
の女性の友情がきちんと共存して描かれ
ているので、男女問わず共感して見るこ
とができると思います」

たりする機会も増えたので、それはうれし
いなと。ラジオもやってみたいですし、フェ
スも主催したいですね。小籔さんにならっ
て、スガソニックとかいいですね（笑）」

撮影・神谷渚
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株式会社エー・ピーカンパニー 代表取締役
SPECIAL

INTERVIEW 米山 久 HISASHI 
YONEYAMA

「塚田農場」「四十八漁場」「芝浦食肉」「関根精肉店」「じとっこ」「わが家」など、多く
の飲食店チェーンブランドを持つエー・ピーカンパニー。誰もが知る人気の店舗ばかり
だが、会社がここまで成長するには、大きな危機やターニングポイントが何度もあった。「20
代のころはどうやったら儲かるかを考えていた」という米山社長が、同社を立ち上げ見
つけたミッションとは。また、数々のブランドを成功に導いた道のりを語る。

おいしくて安全、そしてリーズナブルなものを提供したい
――米山さんはいろいろな職種を経て、
現在では塚田農場など、さまざまな飲食
ブランドを持つエー・ピーカンパニーを
立ち上げたということですが、会社が軌
道にのるまで一番ピンチだったことは？

「この会社を立ち上げたのは30 歳の時で、
20 代のころはどちらかというと、どうやっ
たらお金儲けができるだろうと模索してい
ました。祖父、父と2 代続けて公務員の
家庭でしたので、なんだかそれがつまら
なく、自分で何かをやりたいと思っていた
のです。でもそのときはやるべきものは何
も持っていなかった。ですから、不動産
会社ですとか、販売代理店など、メーカー
として物は作れないけど、作ったものを売
る仕事をやりました。作ったものを代理店
として売るなら、オフィスひとつと営業マ
ンがいればいい。親からお金を投資して
もらってというものがなかったので、0か
らできることですよね。あとはハワイ挙式
のプロデュース会社。これも教会や衣装
屋さんを持っていなくても、提携というこ
とで全部つなげて、いわゆる手数料で小
銭を稼いでいた。その中で、自分が本当
にやりたいことってなんだろうと考えてい
たのが 20 代ですね。24 歳の時には起業
していましたし、経営というものをなんと
なく肌で学んでいましたから、その経営
手法をどうやったら世の中のために生か
せるだろうっていうのを探していた時期で
すね。だからブライダルをやっていても、
目の前のお客さんが喜んでくださるのはと
てもうれしかったけど、ブライダル事業に
はリピーターが存在しないんですよ。全
部単発の仕事ですし、ほかの不動産や販
売業も、商品を右から左に流して手数料
をもらうというのでは、3 年ぐらいで飽き
てしまっていたんです。そんな時に飲食
業を行う会社としてエー・ピーカンパニー
を立ち上げ、不動産業のかたわら副業で
始めたんですけど、そこではじめて仕事
をしてやりがいを感じました。というのは、
先ほども言いましたけど、ブライダル業界
ではリピーターはいなかったけど、飲食
業では500円のビールを飲んで喜んで下
さる方がいて、また次の日もお店に足を運
んで下さる。そういうちゃんとした評価な
り、自分たちが提案したことがすぐに返っ
てくるということに、まずやりがいを感じ
たんです。それがスタートで、事業を展
開してきたわけですけど、そもそも最初に
会社を立ち上げた時は、生産者さんのた
めとか、地域の活性化なんて、今やって
いるようなことはちっとも考えていなかっ
た。僕が飲食店を始めた時は創作料理と
いうものが流行っていた時代で、素材と
いうより見た目重視。見せかけだけのパ
フォーマンスで、それじゃつまらないと。
これからは本物の時代が来るから、企業
努力をしておいしくて安いものをお客さ
んのお皿に並べられたらいいなと思った。
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ミッションを持って仕事をすることで会社は成長する
だから肉屋から仕入れる前の段階で生産
から加工までできる店を提案できればと
いうのが最初の発想だったんです」

――その後、店舗のオープンが契約農家
の数に追いつかないため、一番のピンチ
を迎える。

「一緒に取り組みを行って頂ける生産者を
探すことはそれほど難しくはありませんで
した。現状に問題意識を持っている生産
者の方はたくさんいましたので、焼酎瓶
を持って行って、お酒を酌み交わしたら、
大体打ち解けた（笑）。そんな感じで生
産者を巻き込んで直接やったほうが、お
客様に安価で良いものを提供できると思
いましたので、苦労したのはそっちの開
拓より、その後ですね。最初に始めた 2
つの農家さんが、それまでは豚や野菜を
やっていたんですが、全然潤っていなかっ
た。でも僕たちが地鶏を勧めて、一緒に
養鶏を始めたら、いきなり儲かっちゃった

（笑）。4 万 7000 人の町ですからね、それ
が目立っちゃって、その 2 農家に続けと
ばかりに、一気に 13 農家が集まったんで
す。その時はまだ 3 〜 4 店舗しかなかっ
たので、13 農家分の地鶏を販売するとな
るとちょっときつい。そのときが一番苦し
かったですね。ですから、まずこの 13 農
家分を潤すだけの店舗をあと10 店舗作ら
なきゃいけない。その時が一番の危機で
したが、自分たちの金儲けのための出店
だったら、おそらく今の成功はなかったで
しょうね。生産者のためという大義があっ
たから、危機を乗り越えられたというか、
無茶ができたと思います」

――これまで約3年周期で職種を変えて
いたという米山さんが、この仕事は続け
ているのはなぜか。

「自分が飽きちゃうのもそうなんですけど、
社員にしても組織が社長の金儲けのため
には付き合っていられないと思い始める
んじゃないでしょうか。それは結局、会社
の企業理念がないからなんですね。我々
は会社を拡大することで、生産者が潤う、
地域に加工所などを作るのでそこに雇用
が生まれる、それにより地域が活性化す
る。つまり、売上利益以外の副次的効果
となる社会性が事業の核に根付いていっ
たんです。これまではただの社長の事業
の成功のための仕事だったけど、今は社
会に貢献するということに目的が変わって
いる。それが一番のターニングポイントだ
と思います。事業はただ単に自己実現じゃ
なくて、事業を成立させることで、世の中
に必要とされ続ける会社にならなければ
いけない。そうすればそこに賛同する人も
いて、それまでとは全然違う質の人が集
まってくる。そのミッションが見えるまで、
僕がどうやって社員を集めたかというと、
頑張って独立しろって言っていた。でも
ある程度までいって独立されたら、組織
は大きくならないですよね。そうじゃなく
て今は、組織として世の中に価値あるこ
とを提案できるということで、十分にいい
人材が集まるように変わってきました」

1970 年生まれ。東京都八王子市出身。高校卒業後、電話回線の販売代理店に就職。営
業力を磨きトップセールスマンに昇りつめた。後に起業し、不動産事業、海外挙式のプロ
デュース事業などを手がける。2001 年に（株）エー・ピーカンパニーを設立。2004 年、「み
やざき地頭鶏（じとっこ）」 専門居酒屋 「わが家」 を出店。2006 年には宮崎県日南市に自
社養鶏場と加工センターを立ち上げて蓄産業に進出した。以降、漁船を保有し定置網漁
を開始するなど漁業への進出も果たす。2012 年 9 月に東証マザーズ上場、同年 10 月に
シンガポールにも出店する。2013 年 9 月、東証一部へと市場を変更。1 月11日現在、「塚
田農場」「四十八漁場」 などの外食ブランドで 205 店舗を展開中。著書に、『ありきたりじゃ
ない 新・外食』（商業界）がある。

――ミッションが明確になったことで、業
績も伸びてきた同社は、人材の育成にも
力を入れている。

「店員については、おかげさまで、すごく
お褒めの言葉をいただくんですが、社員
にも店舗のアルバイトにも、お辞儀の仕
方やトークについて、あまりあれこれ言っ
てはいません。それより、従業員教育の
過程で、例えば地鶏の屠殺シーンなども
含めたリアルな生産の現場を見せること
で、目の前にあるのは単なる肉の塊では
なく、生産者が想いをかけて育てた食材
で、我々が携わることによってお客様に
美味しく提供することができるんだよとい
うことを教えたりしています。そうした会
社の取り組みに共感してもらえるような研
修を徹底的にやる。そしたら、あとは何
も言わなくても、生産者さんの想いを伝え
たいと、自分で考えてやってくれますから。
生産者さんのことを知ってもらうには、ど
ういうふうにお客様に発信すればいいか、
個々が考えて自由にやっています。会社

の志に共感できるかですね。それにアル
バイトさんが賛同して、お客様に伝えると
いう流れ。アルバイトですが、自分たちも
社会貢献に関わっているっていう意識が
ありますし、全体戦略の中でものすごく重
要なポジションに自分たちはいるんだとい
うことをちゃんと認識してくれていると思
います。塚田農場でアルバイトして、そ
こでは時給稼ぎ以上に自己成長にもなり、
意義を感じながら働ける。そこが今の学
生というか若い人は腑に落ちるようです。
僕は最初はそれがピンとこなかったんで
すね。僕の若いころは逆で、とにかく時
給を稼ぎたいと常にお金にギラギラして
いましたから（笑）」

――今後の展開は？

「地域の活性化という目的を持った事業
は、居酒屋だけではなくて、弁当だったり、
海外だったり、EC 通販だったり、いろい
ろなことができると思うので、それらいろ
いろな販売チャネルを開拓していきたいと

考えています。塚田農場ブランドを居酒
屋だけではなくて、家でも会社でも味わ
える。どこよりも新鮮で安く安全という差
別化で、いろいろなシーンでご提供でき
たらなと思っております」

――岡山の若い人にメッセージをお願い
します。

「塚田農場はまだ岡山にはありませんが、
出店計画の中に入っていますし、いずれ
みなさんに塚田農場のこだわりの味をご
提供できると思いますので楽しみにして
いて下さい。若い方には、飽和状態とい
われる業界でも、そこにはまだまだやれる
べきことがたくさんあるので、その可能性
を見つけて、もっともっと世の中に新しい
価値提案をしていけるような発想や考え
方を持つ訓練をしてほしいですね。そし
て柔軟な発想を持って、今までにない価
値を提案していってほしいと思います」
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　店内も落ち着いたスペースになっていてゆっくりお寿司を堪能でき
ます。店主の馬戸さんも気さくでとても面白く、魚の事にもお寿司の
食べ方にもとても詳しい方で、刺し身の盛りつけも繊細で綺麗です。
季節にあった魚や少し珍しい調理をされたお魚も出してくれます。な
にを食べても絶品です。女将さんも元気がよく笑顔が素敵なアットホー
ムなお店となっています。先月お仕事を頑張った自分へのご褒美に、
いつも助けてくれている恋人と、大事なお友達と、行ってみてはいか
がでしょうか ?

肩ひじ張らずに、旬の魚と酒を味わう、
心地よくて粋な寿司

――この道（寿司屋）を目指そうと思っ
たキッカケは ?

　実は 16 歳で家出をしまして（笑）。平
成元年に岡山に来ました。それで、寿司
屋の大将に拾われて、その店に 10 年い
ました。10 年務めて、これはもう寿司屋
の道しかない、と思いました。そう決めた
のは、やはり師匠の存在が大きいですね。
何しろ僕は 16 歳で家出をしたので、右も
左も分からないわけです。それを、社会
人としていろいろ教えてくれたのが大将
でした。接客から世間の厳しさまで、大
事な事をすべて教わりました（笑）。師匠
は今も岡山でお店をやっていて、よく会い
に行きます。やっぱり10 年いたので、今
もあのお店が僕の原点なんですよね。自
分のベースはあの店にあると思っていま
す。
　その後、また違う店で 6 年、さらに 4
年務めて、今のお店を持ちました。37 歳
で独立なので、遅いですけどね。この店
は 2015 年 4 月で 5 年目になります。

――馬戸さんが考える魚の魅力とは ?

　魚 1 つとっても、脂っこかったり淡泊
だったり、食感にしても厚く切るか薄く切
るかで味が変わってくる。目で見れば新
鮮さは分かりますけど、新鮮だから味も
いいかというと、そうとは限らないんです
よね。魚の魅力とは、一概には言えない
ということでしょうか（笑）。

――お店のこだわり、またプライドはな
んですか ?

　寿司を握ることから接客まで、すべて
においてただただ仕事を一所懸命にやる
ということ、でしょうか。あとは、多少の
遊びを感じていただけるようにというか、
リラックスして食べて頂けるようなお店の
雰囲気作りを心がけています。

――お店の構えは格式高い感じですが？

　全然そんなことはありません（笑）。寿
司というと肩の凝るような店も多いですけ
ど、僕はそういう雰囲気が苦手なので、アッ
トホームな肩の凝らない感じでやっていき
たいと思っています。
　またお酒も寿司と同様、季節のものを
お出ししています。その時期しか飲めな
いようなお酒も一緒に味わっていただきた
いですね。暑いころには冷やおろし、冬
になれば冬限定のお酒もご用意していま
す。もちろん旬の魚にもこだわっています。
魚は、今の季節ならブリやサワラなどが
おすすめです。貝なら貝柱もあるし、赤貝、
カキ。あとはワタリガニなどもおいしいで
すよ。

――なにが好きだから頑張れますか ?

　お寿司が好きだから（笑）。僕自身、寿
司が一番好きな食べ物なんです。肉とか

他のものよりも、食べていて一番、幸せ
だなと思える食べ物なんですよね。だか
ら、この仕事は天職だと思っています。

街の巨匠 
from okayama ★★★

vol.4

鮨 馬戸 owner
馬戸正貴

鮨 馬戸
住所：岡山市北区柳町 1-7-3 SP 岡山柳町ビル 1F 
電話番号：086-233-7858
店休：日・祝（不定休）
お 1 人様単価：6000 円〜 10000 円
営業時間：18:00 〜 25:00（L.O 24:30）
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馬鹿げたイメージでも、照れずに抱き続けるのが大事。
玉川：松下さんは、カラオケ喫茶『赤れ
んが』を経営されていますけど、ご自身
も歌って、コンテストでたくさん賞を取っ
ていると聞きました。
松下：以前は、ですけどね。オーディショ
ンとかではなくて、上の世代の方たちに
交じって出る大会だけど、楽しくて、年に
10 回ぐらい出ていたときもありましたね。
今も少しは出ていますけど。
玉川：そんな松下さんが『赤れんが』を
始めたのはどうしてですか？
松下：目標だとか、夢だとかって、段階
段階で変わっていくんですよ。大会に出
ているころは、次はあの大会に出ようとか、
あの大会で優勝したいっていうのが目標
でしたけど、それがいつしか店を持ちた
いになったんです。大会や発表会に出て
いると、自然と友達がたくさんできるんで
す。みんな歌好きで、目的を持っている
人たちだから話しているとすごく楽しいん
です。熱いしね。そうすると、歌のことば
かり考えるようになって……。そのなかで、
子どものころ、親に連れられて行ってたカ
ラオケ喫茶、そのマスターっていうのがあ
こがれになったんです。お客さんを相手
にしたり、暇な時には自分でも歌える、そ
ういうのが仕事としてできるなら楽しいか
なって。遠方の知り合いも「店を始める
なら行くよ！」って。そんなこと言われた
ら、その気になりますよ（笑）。ちょうど『赤
れんが』の物件が遊んだままになってい
たのを知っていたし、ここでできたらと思
い始めました。
玉川：『赤れんが』を知ってる人、僕のつ
ながりでも知ってる人多いんです。　
松下：歌が上手い人が来てくれたりする

と、「わしも行こう」って言って来てくれた
りする人もいるんですよ。それと、僕自身
が YOUTUBE 上に何曲か動画を上げて
いるので、それを聞いて来てくれる人もい
ます。「絶対1度は行きたいんです！」って、
県外から電話してきてくれたりもします。
そんなことがあると、お店を始めて良かっ
た、歌をやってて良かったって思います。
玉川：歌好きって熱いですよね。ジャン
ルとかの壁もないですし。
松下：お客さんが外国の方を連れてきて
聞かせてやってくれって言われたりもしま
すよ。何を歌ったらいいのか分からなかっ
たからコテコテの歌謡曲を歌いましたけど

（笑）。
玉川：自分で歌われるときは、どんな曲
を歌っているんですか？
松下：歌謡曲かな、バラード中心に。演
歌も歌うし、広く浅くを目指しています。
お店には、いろんな年齢層の方がいらっ
しゃるし、同年代でもポップス好き、ジャ
ズ好きとか、洋楽好きもいます。ただ、洋
楽は未知の部分だから、上手な人の歌を

聞いて、聞き覚えで歌ってます。
玉川：コンテストに出ていたとき、どうやっ
て歌に臨んでいたんですか？
松下：予備知識みたいなものがあればい
いですけど、いきなり最初から入賞ってい
うのはないですよね。だから大会に出な
がら、上位に入られる方の歌や歌唱方法
を研究しました。大会でも、県外に行く
と選曲からして全然違うし、びっくりさせ
られる歌唱をされる方も多くて、今の自分
じゃだめだなって刺激を受けましたね。
玉川：それがあって今があるんですね。
松下：いいところを吸収できるようにって、
いろいろ見てきたつもりです。
玉川：ところで、夢や目標が段階で変わっ
てきたっておっしゃいましたが、今の夢っ
てなんですか？
松下：今は歌手とかプロになるっていう
のではなくて、自分がおじいちゃんになっ
ても、今のお店を続けていられるようにっ
てことと、玉川くんのように歌に熱いもの
を持っている若い世代の人たちとお付き
合いを続けていける関係を作っていきた

いっていうことかな。歌好きの集まる場を
作れたらいいなって。
玉川：CD が売れないとか、ダウンロード
だとか、時代で音楽を取り巻く環境も大
きく変わって、その波に乗りながら行か
ないとっていうのもありますけど、歌を好
きな気持ちって変わらないです。変わっ
ても変わらないものを大切にしていきた
いですよね。
松下：シメにふさわしい、いいことを言っ
たね（笑）！
玉川：松下さんのお話を聞いたうえで感
じたことですよ！　では最後に、歌手に
なりたいであるとか、経営者になりたい
であるとか自分の夢を追う岡山の若者た
ちにメッセージをいただけますか？
松下：……僕がそういう若者にガッツをい
ただきたいんだけどなあ…（笑）。歌手を
目指す人、会社経営したいっていう人は
尊敬できるし、やろうという気持ちを持っ
ている人はすごいと思います。何か言え
ることがあるとするなら、イメージだけは
常に持っているのがいいと思います。僕
の「カラオケ喫茶のマスター」っていうの
は妄想に近かったと思うけど（笑）、馬鹿
げたイメージだとしても、照れずにそれ
を抱き続けるのが大切だと思います。そ
の上で、資金を作るとかツテを作るとか、
段階を経て夢に近づいていけばいいのか
な。何を想うか、考えるかでやり方も変わっ
てくるだろうけど、間違いないと思います。
玉川：僕も歌にその勢いを持ってやっ
ていこうと思います。これから帰って、
DVD なんかを見て、将来の自分とアー
ティストと掛け合わせて、妄想してみよう
と思います。ありがとうございました。

赤れんが
〒709-0411岡山県和気郡和気
町吉田 726−1
TEL：086-993-0336

【会場】BLUE BLUES（ブルース ブルース） 岡山市北区表町３町
目12-12  【日時】2015 年 3 月15日（日）開場：18 時 30 分～ 開演：
19 時 00 分～ 【料金】前売り￥2500  当日￥3000＋１ドリンク制 【お
問い合わせ】086-227-5000
Ameba : http://ameblo.jp/0912yosuke1225/
facebook : 玉川洋輔で検索

狭いながらも歌好きの集まる
アットホームなお店です。皆
さん気軽に遊びに来て下さい。　
by 三枝拓矢

玉川洋輔 ワンマンコンサート
【―DREAM STATION― Season２】

撮影 元山龍斗

GUEST 松下 芳弘
1971 年 4月2日生まれ

岡山県出身

MC 玉川洋輔
1989 年 9月12日生まれ

岡山県出身

Special Interview column

DREAM
ARTIST
Okayama

vol.3 GUEST 松下芳弘
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――運転について、御社で気をつけてい
る事または規則を教えてください。

　私も毎月１回安全意識のため、年間計
画に基づき安全教育を行っています。行っ
てはいますが、運転手一人ひとりの安全
意識向上、継続はまだまだ不足している
と私は思います。そのために、弊社では
毎朝絶対に事故を起こさないという心、
信念のスイッチを入れるための時間を設
けています。毎日の日常点検とは他に、
乗車前にタイヤ等、外回りの再チェックを
行っています。特に、忙しい時や急いで
いる時には心の余裕を作るリセット時間に
もなるのではないでしょうか。

　すべて毎日きちんとし、一人ひとり意識
をさせるといった事を弊社では行っていま
す。

――御社として、伝えていきたい事は？

　現在、日本国内の貨物輸送の約９割を
トラック輸送が占めています。皆さんが普
段使っている物、生活している物はほと
んどトラック輸送なんですよ。これはいか
に経済や暮らしを支える重要な役割であ
り、皆さんの生活を支えているのはトラッ
クドライバーであるという事を多くの方に
認識していただきたいですね。また、トラッ
クドライバーは生活に不可欠な存在であ
る事を再認識し、誇りを持って業務に臨
むべきだと考えています。もちろん、“運
転 ”という事に対しても皆さん、一般ドラ
イバーの見本になる運転をするべきだと
考えています。

――御社が思う“ 運転 ”とは？

　運転中は、全く知らない運転者や歩行

者との相互作用の連続です。
　お互いに言葉を発するコミュニケーショ
ンがないため、些細な事から誤解が重な
り怒りを感じ、危険運転になってしまった
りすると思います。
　運転中のそういった感情は運転を乱暴
にしてしまうのでとても危険です。運転
中の怒りやイライラは誰にでもある事だと
思いますし、仕方のない事なのかもしれ
ませんが、自分なりに相手の気持ちを良
い方向で理解し、「急いでいたのかな？」、

「大切な人が危険なのかな？」などと思い、
怒りやイライラをコントロールしていく努
力をしてみてください。一人ひとりが、こ
ういった行動や発想をすれば事故も少な
くなると考えています。交通社会を車と車
といった考え方をするのではなく、運転者
と運転者の関係でとらえれば、お互い譲
り合える機会も増えてくるのではないかな
と思います。
　そして、相手の気持ちに立つ心のゆと
り、譲り合い、思いやりをする事ができれ
ば安全運転にもつながると思います。

「心のゆとり」、「譲り合い」、「思いやり」、

この3つが快適な交通社会づくりに必要
な事だと私は思います。

――「岡山から日本を元気に！」をスロー
ガンに活動を行っているのですが交通を
通じてなにを伝えていきたいですか？

　省エネ運転（エコドライブ）を試して
みてください。エコドライブとは、ブレー
キを踏まず自然に停車する事をいいます。
燃料を大きく消費するのはブレーキです。
その原因は、イライラ運転そして車間距
離が極端に近い事だと思います。36メー
トルはあけておかないといけませんから、
皆さんすごく車間距離は近いなと思いま
すね。そして、それが事故の原因にもつ
ながります。全員がブレーキを踏まず自
然に停車するエコドライブを行えばしっか
り車間距離もとれ、渋滞もする事はない
でしょう。渋滞のイライラや事故も防ぐ事
もでき、みんな元気になるのではないのか
なと思います。そういったことが「日本を
元気に！」につながるのではないでしょう
か。

『飲酒運転』、『無免許運転』ゼロを目指し、『命の大切さ』というものを強く岡山から発信し、岡山をより良い街へ。
『誰かのために今』、なにをするか考え、そしてみんなが『愛のある運転を。』という想いをこめたプロジェクトです。L♡D 

MOVE UP DRIVING

― Love Driver ―

vol.4

「心のゆとり」、「譲り合い」、「思いやり」、この 3 つが快適な交通社会づくりに必要

株式会社安田商事運輸　常務取締役

橋本 真一郎氏
Love Driver 
Teacher

岡山県岡山市南区北浦７３２−１　TEL：086-267-3000 従業員募集　株式会社安田商事運輸
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神奈川県横須賀市出身。19歳からダンスを始め、横須賀、横浜、東京などのクラブイベントで活動。ダンススクール「EXPG」にてインストラクター
をしながら､ さまざまなアーティストのバックダンサーとして活動。2007年 1月､ 新生 J Soul Brothers のメンバーに抜擢され、2009年 2月に
デビュー。同3月1日からはEXILEのパフォーマーとして多方面で活躍。adidas と共同開発したダンスシューズを発表。絶賛発売中。

EXILE TETSUYA “ 男を上げる ”Monthly Column supported by ANGFA 

DANCEの道
第 29回 ワクワクするような目標がめちゃくちゃある
　2014 年最後のコラムになりました、今年1年、
皆さんいかがでしたでしょうか？ 良い事も悪い
事も年越しまでには笑って過ごせたらいいですね
（笑）。このコラムを書きながらいろいろ振り返っ
てみるともう29回目なんですね！ 初めてこのお話
をいただいた時には、正直ここまで続くとは思っ
てもいなかったのですが、書けば書くほど面白く
なってきて、書く事によって自分のDANCEへ
の考え方もまとまるし、読み返した時に初心に還
ることができますし、これだけ自分と向き合って
DANCEの事を考えて文章にする時間ていうのは
なかなかできる事ではないので、本当にありがた
いなぁ～と思います。いつも締め切りギリギリに
なってしまっていてスタッフさんには申し訳ない
のですが ...（笑）。このコラムを読んでいただいた
皆さんからの感想やメッセージは、うれしい限り
です！ 2015年も許される限り頑張って締め切りと
闘っていこうと思いますので、引き続き温かい応
援をよろしくお願い致します！
　さて今年の反省はたくさんありますが、それも
踏まえて来年はどんな活動をしていこうかと考え
てみると、言える事とまだ言えない事、たくさん
ありますが、今からワクワクするような目標や夢が
めちゃくちゃあります！
　EXILEとしては第四章が始動して約3年ぶり

のアルバムもリリースできますし、ドームツアーも
決まっています。改めて考えてみると、これだけ
毎年ドームでツアーできる事のありがたさはとん
でもない事なんだなぁと思います、応援してくれ
るファンの皆さんがいてくれるからこそ成し遂げ
られますし、だからこそ必ず満足してもらえるエ
ンターテインメントを作り上げたいと毎回気合が
入ります。
　そして、またお芝居もしたいですね、今年は
DANCE EARTHの舞台に立たせていただき自
分のやりたい表現をすべてやらせていただきまし
た（笑）。USAさんに感謝です！ あの期間、物語
の登場人物として稽古から千秋楽まで没頭でき
る時間がたまらなく好きです！ お芝居も歌も（笑）
またやらせてもらえるように自分磨きをしておきま
す！
　そしてそして、自分の個人活動でもあるEXILE
パフォーマンス研究所もまだまだやりたい事だら
けです！ DANCEをスポーツに！というテーマを
2011年に掲げてから3年、いろんなインプットを
してきて、だんだんと形になってきましたし、これ
から形になりそうな事もあります、TETSUYA's
カリキュラムも来年は更にパワーアップしていきた
いですし、靴もまた作りたいし、大学の講義もや
りたいし、スーパーニュースさんでやらせて頂い

たスポーツリポーターもやりたいし ... 新しくスポー
ツDANCEなんてモノも作りたかったり（笑）｡
　並べてみるとやりたい事だらけで、も
う1年埋まった感じがしてしまいま
す（笑）｡ 実際にはどこまで形にで
きるか分かりませんが、自分の大
きな夢である、2020 年東京オリン
ピック･パラリンピックの開会式
で踊りたいとか、僕らがやってい
るDANCEを競技にしたいとか、
そこにつながる活動をしていき
たいです。なかなか難しいのは
分かっているのですが、だか
らこそ楽しんで一つひとつ丁
寧に心を込めて形にしていき
たいと思います。　もうすぐ
2015年が始まります、皆さ
んにとって素敵な2014 年
の終わりと2015 年の始ま
りが同時に訪れますように
心から願っています。大
晦日には紅白歌合戦で最
高のパフォーマンスをし
たいと思いますので、ぜ
ひ見ていてください！

※TOKYO HEADLINE vol.633（12月22日発行）より転載
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