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パネルディスカッション「ＳＯＨＯが創る新しい女性の生き方」 

2007 年 10 月 7日 14:15 から 15:45 

西尾劇場（西尾市花ノ木町 4-15）於 

 

本講演録は、当日の運営に協力いただいた旭川ＳＯＨＯ協議会、テープ起こしのＫＩＴさ

んのご好意により、録音、テープ起こしをしていただき、SOHO リレーフォーラム事務局に

よって作成されたものです。 

肩書きや紹介内容等は、2007 年当時のものです。無断の複写・転載を禁じます。 

 

出演者（敬称略）

 

コーディネーター 

大山 道代 (有限会社ルナプランニング代表取締役) 
2000 年「有限会社ルナプランニング」を設立。 
客を心から満足させる接客を身につけることの 
出来る、実践的な研修カリキュラムを提供。 
サービス業の幅広い活動をサポートしている。 

 

 

 

パネリスト 

中村 景子（科学技術コミュニケーション工
房スペースタイム代表) 

2006 年「科学技術コミュニケ
ーション工房スペースタイ
ム」を開業。「サイエンスコミ
ュニケーションをデザインす
る」をコンセプトに、イベン
ト、WEB、ライティングなど
を媒体として、科学技術を伝
える仕事を展開している。 

 
牛来 千鶴（有限会社ＳＯＨＯ総研代表取締
役／広島ＳＯＨＯ’クラブ代表） 

販促プランナーとして経験を
積み独立。その後、自らの経験
を元に 2000 年「広島 SOHO'
クラブ」を発足。2002 年(有)
ＳＯＨＯ総研を設立し、プロ意
識の高い SOHO 事業者と提携。
企業が SOHO へアウトソーシ

ングする際のコーディネート事業を展開。 

 
 

長谷川 陽子（有限会社 Will さんいん代表
取締役／しまねＳＯＨＯ協議会代表） 

2001 年に SOHO を自身のキー
ワードとして、SOHO コーディ
ネート企業、有限会社 Will
さんいんを設立する。2002 年
しまね SOHO 協議会を設立。現
在は全国各地で各種の研修や
講演会の講師を幅広く務める。 
 

 
深川 智恵美（FCM デザイン代表／ＳＯＨ
Ｏ筑後川 代表） 

幼稚園教諭や企業勤め後、
1999年に独立。2002年に SOHO
による地域振興をテーマに
SOHO 筑後川を設立。現在、Web
企画・制作等デザイン関連業
務を手がけ、地域の人材を育
てる SOHO 支援講座のプロデ

ュースなどを展開。 

 

 



【舟橋（SOHO リレーフォーラム事務局）】 
 北海道札幌市の方からお見えになった中

村景子さん。科学技術コミュニケーション

工房スペースタイム代表でございます。ど

うぞ、壇上へお上がりください。ぼくはい

まいちよく分からないんですが、広島と島

根はどっちが北になるんですかね。広島が

北？じゃあ次、広島ですね。次は広島から

お越しいただいた牛来千鶴さまです。広島

SOHO’クラブ代表、有限会社 SOHO 総研

代表取締役をされております。どうぞよろ

しくお願いします。その次は島根県松江か

らお越しいただきました、長谷川陽子さん、

よろしくお願いします。島根 SOHO 協議会

の会長をされております。また有限会社

Will さんいんの代表取締役でもあります。

最後に遠路からお越しいただいたお客様、

九州の福岡県、SOHO 筑後川を代表されて

います、深川智恵美さんです。よろしくお

願いします。SOHO 筑後川の代表もされて

いますが、FCM デザインという自分の事務

所もやられております。こういうこと言う

とあと怖いんですけど、比較的身勝手に好

きなことをしゃべる４人組をまとめて、お

話を進めていただくのにあたって、当地、

三河の代表的若手女性起業家の有限会社ル

ナ・プランニング代表の大山道代さんにコ

ーディネーターをお願いしたいと思います。

和服で、法被に合わせていただいて、よろ

しくお願いします。それではこの後はもう、

お話はコーディネーターの大山さんにお任

せしたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 
 
【大山】 
 皆さま、本日はお時間を取って来ていた

だきましてありがとうございます。コーデ

ィネーターを務めさせていただきます、大

山と申します。１時間半、お時間ちょうだ

いしておりますので、ちょっと座ってお話

をさせていただきますことを、ご了承いた

だきたいと思います。それでは１時間半、

お付き合いくださいませ。よろしくお願い

いたします。 
 それぞれ、北は北海道、南は九州福岡と

いうことで、ご紹介がございましたけれど

も、それぞれの方がそれぞれの歴史を持っ

ていらっしゃいます。どうして SOHO をや

られるようになったか、そういったことも

含めてですね、個人のお話が大変興味深く、

また参考にもなると思いますので、そうい

ったお話をからめまして、１時間半やって

まいりたいと思います。 
 まず、先ほど SOHO という言葉が何度も

出ておりました。略語でございますが、

Small Office Home Office ということで、

定義的に言うと 10 人以下でないと SOHO
と言わないそうなんですけども、法人であ

れ個人であれ、10 人以下でやっているとい

うことが定義だそうなんですけれども、そ

ういった形で自宅を職場とし、また小さな

オフィスを構えている、そういった形の仕

事形態を選ばれた方ということを、今回ご

招待しようということで、お話をさせてい

ただくということでございますけれども、

皆さま本当に先ほど昼をご一緒させていた

だきまして、私自身この四方と会いますの

は本日が初めてということで、お話を聞い

てただけでも本当にいろんな歴史をそれぞ

れお持ちでいらっしゃいますので、まず、

なぜそのような形で仕事を始められたかと

いうことですね。あとですね、偶然４人の



共通点がございまして、４人とも実は子供

がいるという。子供がいると何かと、元気

もくれますけれども、仕事を持つ女性にと

ってこれほど難儀なことはないというか、

いろんなこともございますが、４人とも子

供を持って仕事を選択するという人間が今

回はそろいました。そういった点もバック

グラウンドとしてございます。それを踏ま

えてですね、皆さんに順番に、先ほどお名

前のご紹介、北からございました。今回は

お話を南からしていただこうかと思います

ので、一番南の福岡からお越しの深川さん

から、ぜひお話を聞かせ願いたいと思いま

す。マイクの方よろしいでしょうか。 
 
【深川】 
 こんにちは。九州の福岡からやって来ま

した深川智恵美と申します。よろしくお願

いいたします。なぜ SOHO を始めたか。 
 
【大山】 
 そうですね。お仕事をずっと、先ほど伺

ったら、深川さんはあいてる時間がないと

いうか、ずっとお子さんを産んでもすぐ復

帰されて、お仕事をずっと継続されている

形で、個人の形態から今はどういう形態を

とるかっていう段階だと思うんですけれど

も、ちょっとそういった背景とか、何をな

さっていらっしゃるか、ちょっと具体的に

皆さまにもわかる形でご説明をお願いいた

します。 
 
【深川】 
 わたしは第一子を出産するまでは会社に

勤めておりまして、そのころは皆さん、結

婚とか出産と同時に退職する方が多かった

のですけれ、たまたま CAD といいましてパ

ソコンで図面を書く仕事をしておりました

ので、技術を持っている人が育つのに何年

かかかるということで、会社の方も続けて

欲しいということで、第一子を産むまでは

会社務めをしておりました。第二子を産む

ときに、なかなか一番上の子供と夕食が一

緒に取れず、もともとは、幼稚園に勤めて

おりまして幼児教育の専門の勉強をしてき

たものですから、このままでいいのかなと

思いまして、それで悩んだ結果、この仕事

は自宅でできるのかもしれないと思い、社

長と在宅で仕事をさせていただけないかと

いう話をしました。｢在宅であれば４か月ぐ

らいで復帰します。｣｢出産して帰るのだっ

たら１年はかかると思います。｣と、相談し

ていましたところ、｢じゃあもうパソコンと

CAD のソフトを貸してあげるから在宅で

仕事をしなさい、子供は国の宝だから。｣

と言ってくださって、それでまず会社に所

属しながら自宅で仕事をするっていうこと

を始めました。その後、１年ぐらいそうい

う状態でやっていたのですけど、知り合い

を集めてきて CAD を教えて、皆で態勢を整

えながら仕事をやっていましたら、社長の

方から、｢もうあなたは独立してやっていき

なさい。｣と言っていただいたので、SOHO
という形で事業を独立させました。それで

最初は CAD のみだったのですけれども、建

築業界がだんだん不景気になってきまして、

仕事が少なくなってきましたので、先ほど

講演で絵を書かれているとおっしゃってい

ましたが、わたしも絵を描いたり見たりす

るのが好きだったので、だんだんと CAD っ

ていうのは白黒の世界なのですけど、色が

ついた世界に行きたいなと思って、デザイ



ン関係の仕事を主に今やっております。 
 
【大山】 
 そうですか。ずいぶん理解のある社長さ

んに恵まれたということで、ある意味、大

変ラッキーだったんじゃないかと思うんで

すね。会社にいても、なかなか上司から背

中を押して前へ進みなさいということは、

まだまだ少ないような気がいたします。私

自身の周りを見ても、そういった状態にな

ったら、もう無理だよねっていう形で放り

出されてしまう例を限りなく見てきたもの

ですから。子供っていうのは今、少子化少

子化って言ってますけども、社会全体で見

ないと育たないっていうことがお分かりだ

という社長さんと出会われた、それがすご

い財産になって今があるということですよ

ね。 
 
【深川】 
 もう会社から離れて 10 年ぐらい経つん

ですけれども、いまだに年に１～２回はお

会いして、いろいろご相談とか近況報告等

をさせていただいています。 
 
【大山】 
 やはり今回は女性のフォーラムというこ

となんですけれども、性別問わず助け合っ

て、そういった形でサポートして、今はし

ていただくかもしれないけれども、将来的

には自分の経験から恩返しをする、後輩を

育てるという形に移られるんじゃないかと

は思うんですけれども。今、お仕事は建築

関係が減られた、で、デザインに移行され

た。実際、在宅のイメージで、SOHO です

ごい誤解されているのは、家から出ないん

じゃないか、仕事取りに外行かないんじゃ

ないか、待ちの仕事じゃないかっていう誤

解も多いんですけれども、実際に建築の仕

事が少なくなられて、デザインの仕事とい

うことで、仕事の受注っていうことはどう

いう形で仕掛けられたんでしょうか。 
 
【深川】 
 最初はですね、CAD の方で仕事を探して

いて、チラシを見ながら、オペレーター募

集しているところに営業に行きまして、｢広

告を見たのですけども、仕事をさせていた

だけませんか。｣と言って仕事をいただいて

いたのですけれど、それとは別に SOHO っ

ていう働き方をされている人は他にこの地

域でもいないかなって、SOHO という働き

方が、なかなか理解が得られないところが

あるので、そこで久留米や筑後で SOHO を

されている方たちとメーリングリストを作

って、意見交換しているうちに「SOHO 筑

後川」を立ち上げることになったのですけ

ども、そこでイベントや勉強会をしている

うちに、デザイン関係のことができる方と

声を掛けていただいて、イベントで知り合

った方とか、SOHO 筑後川で知り合った方

からお仕事をいただくことがどんどん多く

なって。 
 
【大山】 
 そうですね。待ってても仕事は来ないで

すから、やはり仕掛けていくっていうこと

をなさって、そういう新しい仕事を得られ

たっていうことになって、現在に至るとい

うことでございますよね。はい、ありがと

うございました。次ですね、山陰の方にま

いりたいと思いますけれども、島根の長谷



川さん、すいませんが同じようにお話をお

願いいたします。 
 
【長谷川】 
 皆さんこんにちは。島根からまいりまし

た有限会社Willさんいんの代表取締役とし

て、また SOHO 協議会の会長をいたしてお

ります長谷川と申します。島根と言えば、

皆さん、今、世界遺産ということで石見銀

山というものもございます。ぜひまた一度

お越しいただければ。という前ふりをさせ

ていただいて、実際、わたしの自己紹介を

簡単に申し上げますと、わたしは今、島根

に住んでいるわけなんですが、もともと生

まれて育ったのも島根県松江市、高校まで

は松江にいたんですが、大学進学とともに

関西の方に、大阪ですね、こちらの方に行

きまして、関西の流通業界で約６年以上、

マーチャンダイジングという仕事をしてお

りました。当時はバブルな時代でございま

して、非常に流通業界もサイクルもよく、

そこで多分マーケティングとかそういうよ

うなところ、仕入れのところ、マーチャン

ダイジング業を通していろいろなものを、

難波の商人魂をもしかしたら知らないうち

に身についたのかな、なんていうふうに思

っています。 
 その後、結婚をいたしまして、子供を産

んで、子供を産んだときはもう会社を辞め

て、２年間、専業主婦をして、一応、島根

松江の方にＵターンをしたのが、今から約

13 年前です。島根に帰って来たときに、大

阪から当然帰ってきているわけなんですが、

ものがないのにびっくりしたんですね。も

のがないのはこれ、しゃあないわっていう

ふうに思ってたんですが、ものだけではな

く情報もなかったんですね。６年間、営業

職を松江の方でやっていたんですが、特に

松江の経営者の方と直接お話をさせていた

だくような営業をやっていたんですが、松

江の経営者の方がほぼ 80％以上ぐらいで

すかね、皆さん、ここはダメだよとか、こ

の地域はもう未来がないよと、非常にネガ

ティブなことおっしゃっていたんですね。

わたしはその６年間営業していく中で、も

のがないのは仕方がない。でも、こんなに

ネガティブな発想することないじゃないか

と。情報がないんだったら、自分が情報を

発信する側になればいいんじゃないかとい

うことを、はたと思いついたのが 1999 年の

11 月 11 日。非常に日付も覚えているんで

すが、「全国マルチメディア祭」というイベ

ントがありまして、「in 島根」ということで

全国各県の皆さんが島根に集って、当時、

もうマルチメディアという言葉を使うのも

今から考えると古くなっちゃうんですけど

も、そういうイベントがあって、そこの中

で初めて多分島根に SOHO という言葉が

入ったんじゃないかなっていうふうに思い

ます。なんだ、こういう働き方もあるんだ

と。いわゆるどこか会社にお勤めするんじ

ゃなくて、パソコンを使って全国のいろん

な人たちと情報交換をして、自分は何か仕

事を作り出すことができるんじゃないかっ

ていうふうに、その日に思ったわけです。 
 翌年の 2000 年にはもうさっさと会社を

辞めて、何ももう本当に何か用意をする間

もなく、もうこっちの方が面白そうだとい

うことで、2000 年の多分３月ぐらいに起業

したんじゃないかなと思います。2000 年の

３月に起業して仕事をしていくわけなんで

すが、時まさに、前、森首相が「イット、



イット」と言って、とにかく各県ＩＴをや

らなきゃいけない、とにかくＩＴだという

ことで、島根県もご多分に漏れず、ＩＴを

リテラシー向上ということで、パソコン研

修の方を非常に熱心にやっていたんですね。

その波に乗って、翌 1 年後には「有限会社

Will さんいん」を立ち上げたというような

流れがございます。非常にわたしの方も自

分自身、さっきのここのランチをはさみな

がら皆さんとお話してたんですけれども、

会社を作ることを目的としてやっていたわ

けではなく、何かやっていくうちに会社を

作っていったっていうような経緯がござい

ます。そういったことが今日の働く女性の

フォーラムの中で、また後半お話ができれ

ばいいなっていうことで、簡単なプロフィ

ールに代えさせていただきたいと思います。 
 
【大山】 
 ありがとうございました。そうですよね、

初対面でしたけれども、ずいぶんランチで

お話が盛り上がりまして、生き方として、

背中をね、皆さんから押されて、気付いた

ら会社っていうケースがずいぶんあったと。

わたしもそうなんですけれども、自分から

起業しようっていう意志が全くない状態で、

わたしも会社を今あるんですけれども、周

りから押されてというか必要に迫られての

部分もありますけれども、口座を会社名で

作れという要求があったりとか、そういう

こともございましたけれども、そういった

形で起業家塾に通って、せっせと基礎を固

めて会社を起業したという方も中にはいら

っしゃいますが、ちょっと違った形でとい

うことで、長谷川さんもおっしゃいました

けれども。次は広島の牛来さん、お願いい

たします。 
 
【牛来】 
 皆さん、はじめまして。有限会社 SOHO
総研代表取締役の牛来と申します。プロフ

ィールに先ほど広島 SOHO’クラブ代表と

いうの出てましたけれども、広島 SOHO’
クラブはもうボランティアということで丸

７年になるんですが、SOHO のための交流

会をずっと続けていまして、現在 3,000 人

以上の仲間たちと交流を続けています。

SOHO 総研で会社の方でやっている中身と

いいますと、柱が今２つ、３つ目を立ち上

げたところなんですが、1 つ目は広島駅か

ら車で５分ぐらいの距離のところにビルを

丸ごと借りまして、SOHO のための共同オ

フィスを、どこからの支援も受けずに１人

で立ち上げまして、現在に至っております。

それからもう1つはSOHOコーディネート

事業ということで、企業と SOHO を直接つ

ないで契約をさせていくというコーディネ

ート事業、これも多分、全国初ではないか

と思うんですが、やっております。 
 そういう話をすると、最初から起業した

かったんじゃないかとか、とてもリーダー

シップのある人間だったんじゃないかとか

いうふうに思われるかもしれないんですが、

実はわたしの場合はとても早く 21 で結婚

しまして、６年間の専業主婦業を経て、そ

の後じゃあ起業したかというとそうではな

くて、たまたまフリーマーケットに参加し

たことがきっかけで、自分ができることか

ら、１日だけ店長さんをやるというフリー

マーケットに参加したことがきっかけで、

企画会社の人と知り合って、そこにパート

で入社し、社員となり、営業系となり、そ



の後、独立という経緯を踏んでいます。独

立した後、販売促進のプランナーとしてず

っと自宅で１人で仕事をしてたんですが、

やはり自宅で１人で、子供もまだ小さかっ

たので、仕事をしていく中で、いろんな悩

みが見えてきました。先ほど長谷川さんの

お話にもありましたけれども、やはり情報

が不足している。１人で遮断された中にい

ると、ネット上での情報やマスコミからの

情報というのはたくさんあるけれども、生

の情報っていうのが非常に不足しているん

ですね。同じ業界の人たちの話とか、会わ

なければ分からないような話とか。そこで

立ち上げたのが、実は先ほど申し上げた「広

島 SOHO’クラブ」という交流会で、情報交

換ができる場、そして１人でやってるから、

少人数でやってるからならではの悩み、本

音で聞けて話し合える相手が欲しいとかと

いうところも解決するために SOHO クラ

ブを立ち上げました。 
 そうやって毎月 50 人から 60 人、多いと

きは 70 人ぐらいの人たちが集まってくる

んですが、そういう交流をしていく中で、

自分だけではなくて周りの悩みも見えてく

るんですね。次にあったらいいなっていう

ものが次々と見えてきて、次に見えたのが、

じゃあ、共同オフィス欲しいよねと。自分

がオフィスが欲しいなと思っても敷金は高

い、オフィスを離れればやはり留守中に留

守番の人を入れなきゃいけないというとこ

ろで、じゃあそういうものを解決するため

に共同オフィスを作ろうということで、別

にわたしがビルの持ち主でもありませんし、

大きなお金を持っているわけでもない、本

当にただ一介の SOHO なんですれども、な

いんだったら作ろうという意気込みだけで、

お金をかけずに、本当に電話を引く工事費

20 万円ぐらいと、あとパーティションも全

部手作りで作って、中古の机も椅子も全部

運んできてというオフィスを作りました。 
 コーディネート事業というのは結局、そ

の中で仲間達とかかわっていく中で、じゃ

あ自分１人で、自分の人脈だけで営業して

いっても限界があるという悩みをもらった

ときに、じゃあ束になって営業しようよと

いうような意味合いで始めたのが、実はコ

ーディネート事業です。そのときに、それ

をやるからには、やはり個人ではなく法人

化しなければ信用性がないということで、

会社にしたというのが現在に至った経緯で

す。 
 
【大山】 
 ありがとうございます。非常に今のお話、

私自身も共感するところは多々あるんです

けれども、やはり対個人で向き合って欲し

い部分もあるんですけれども、法人という

形での信用窓口を要求される場合も当然、

仕事上は持たれますし、そういった形でま

とめられて、すごい誰かがお金持ちでビル

持っているから偶然入ろうではなく、皆さ

んの力で共同でっていうことは本当に素晴

らしいなと。皆さん同じ方向を向いてない

と、あっちこっち向いているとそういうこ

とも難しいかと思いますので、牛来さんが

リーダーシップを取られたんではないかと

思うんですけれども、まだまだ後ほど、い

ろいろ引き出しをいっぱい持っていらっし

ゃいそうですので、お伺いしたいと思いま

す。ありがとうございます。 
 一番北にまいりまして、中村さん、よろ

しくお願いいたします。 



 
【中村】 
 札幌からまいりました中村景子です。わ

たしは科学技術コミュニケーション工房ス

ペースタイムの代表をやっております。

SOHO を立ち上げましたのは昨年の７月で

すので、この中で一番の若手です。でも多

分、年は一番上じゃないかなと思うんです

けれども、家族は夫が１人と子供が２人、

５歳と 11 歳の男の子がいます。科学技術コ

ミュニケーションといってもちょっとイメ

ージがわかないので、仕事の内容を少しだ

け説明させていただきます。科学技術コミ

ュニケーターというのがわたしの役割でし

て、今、科学技術がとても難しく専門的に

なる中で、市民の皆さん、もしくは子供の

皆さんたちに分かりやすく正しく、より関

係のいい状態を作るというためのコミュニ

ケーターを、近年、作ろうということで国

の政策になっていました。国の政策の一環

として具体的にされたのが、北大と東大と

早稲田でそのコミュニケーターを養成しよ

うということで、講座が開かれたんですけ

れども、わたしはその北大の方の講座の第

一期生として出て、こういうものが社会の

ニーズとしてあるというのも感じましたし、

こういった形の社会貢献が、わたしのこれ

から 60 歳ぐらいになるまでの間でできた

らいいスタイルかなと思いまして、始めま

した。 
 最初は、お話にもあったように、決して

起業しようとか、会社を作ろうとかいうふ

うに思ってませんで、今はまだ個人事業主

なんですけれども、最初に大学のお仕事を

させていただいたときに、たまたま報酬を

大学側がわたしに払わなきゃいけない。だ

けど、中村景子という口座には振り込めな

いので、何か屋号を作って社判のような判

子があると通りがいいのでという、それだ

けの理由で慌てて屋号を作って、口座を作

って、そこにじゃあ振り込んでくださいと

いうことで始めたのが、実はきっかけなん

ですね。だからすごい野望はなかったんで

すけれども、そういう形で始めてみると、

実はそういうコミュニケーターという仕事

をやっていらっしゃる方がほとんどいない

んですね。大学の中にはそういった SOHO
の方たちは、それに代わる役割をしている

方はいますけれども、専門的にやっていら

っしゃる方はいなくて、逆に大学とか官公

庁の方に結構、今は貴重がられているとい

うか、使い勝手がいいと思われているのか、

何にも営業をしていないんですけれども、

仕事はひっきりなしにやっていっています。 
 自分は、科学技術を子供たちや市民の皆

さんにわかりやすく正しくということなん

ですが、それだけじゃちょっとお分かりに

ならないと思いますが、遺伝子組換えの食

べ物はいいのか悪いのかとか、そういった

議論をするときに、両方が対立するような

場では決していい結果を生み出さないので、

その間に立つコーディネーターが必要だっ

たり、あと子供たちに分かりやすく科学を

知っていただくという機会を作っても、専

門家の方のお話が難しかったりするのを、

どういうふうに加工しようかとか、あと市

民の皆さんが納豆を食べれば痩せれると思

ってしまう間違いを、どうやって皆さんに

気付かせていこうかとか、そういったこと

を具体的に本当に地道にやっていくのが、

科学技術コミュニケーターだなと思ってい

ます。 



 わたしはもともと大学を出てずっと東京

にいたんですけれども、松下で技術をやっ

ていました。工学部でバリバリの工学系の

人間だったんですけれども、会社という組

織の中で何気に馴染めない自分も知ってい

たので、すぐに会社を辞めて、学生に戻っ

たんですね。学生に戻ってから研究所で 18
年ほど働いていたんですけれども、もうそ

れを辞めるきっかけになったのは、夫が「ぼ

くももう一度学生をやりたい」と 40 過ぎに

なってから言いまして、それがたまたま北

大だったというのがあって、今、ですから

主人は失業中です。でも退職金だとかそれ

までに貯めたお金で、わたしたちは札幌に

行ったんですけれども、自分としてはちょ

っと時間をおいて仕事を辞めてみて、それ

までもう育児休業で休むことはあっても、

ほとんどずっと続けて仕事をしていたので

す。女性という立場で、苦労というか大変

な面はあるんですけれども、結構、女性と

いう立場で恵まれた職場だったので、さほ

ど実生活の中で女性であることをデメリッ

トに思ったことはほとんどなかったんです

ね。ですけど一応、少し休憩をしようと思

って、有閑マダムじゃないんですけどもや

ってたときに、やっぱり何かやりたいって

どこかで思いだしたときに、北大の講座に

出会ったというのがあります。 
 今、ここに立っているんですが、すごく

お恥ずかしいことに SOHO というくくり

に自分がいるとか、女性っていうくくりに

自分がいるというふうに意識したのは、こ

の機会をいただいて初めて思いまして、先

ほど皆さんのお話を聞いて、本当に今日は

勉強する側として来ていますので、皆さん

のお話をすごく楽しみにしております。よ

ろしくお願いします。 
 
【大山】 
 ありがとうございました。今、少し聞い

ていただいただけでもですね、皆さんそれ

ぞれのバックグラウンドで、どのようにし

て今に至るかということを、ちょっと簡潔

ではございましたけれどもお話をされて、

その中でもいろいろ悩まれたりとか、さっ

きの科学技術、始められた年月は関係なく、

すごくしっかりしたことをなさっていると

思うんですけれども、特に迷える子羊を導

いていただきたいなと思うのは、わたしも

寒天ダイエットがいいと言えば寒天を買い

に走り、ココアがいいと言えばココアに走

り、こないだは１日３杯お味噌汁、八丁味

噌を飲めば痩せると聞いて毎日３杯飲んで、

で、あの事件でしたので、そういう何も知

識がないことが怖いなってわたし自身思っ

ているので。それも科学技術、特にわたし

の場合は左脳はもう萎縮してしまって、な

い状態なので、科学というものが全然抜け

落ちている方、わたしのように多いかなと

も思うので、そういうことを分かりやすく、

分かるレベルまでやっていただくというの

は非常にありがたいなと。あと申し添えま

すと、一番上ではなく同い年ですので、そ

ういうことで心の年ということで、営業の

ハートで皆さん気持ちは一緒なので、気に

せず進めていきたいかなと思います。 
 あとですね、家庭に入って情報という問

題を皆さん、おっしゃってましたよね。情

報不足とか、県によって情報の量、すごく

差があるなとわたしも思います。東京の方

とお仕事をして、まず言われるのは、なぜ

東京に出て来ないの？なぜ愛知県なの？愛



知の中でもなぜ名古屋じゃないの？私自身、

事務所が岡崎にあるので、なぜ岡崎なの？

なぜ名古屋じゃないの？もう嫌というほど

そういうことを聞いたんですけれども、私

自身今、住んでいる岡崎という土地、すご

く大好きな土地ですし、愛知県でずっとい

まして、一度も外に、語学留学以外では出

たことのない人間ですので、愛知県しか知

らないような人間なものですから、確かに

情報は東京とかに比べて少ないかなと思う

んですけれども、ホームオフィス、SOHO
の中の定義でＩＴを利用するということも

あったと思うんですけれども、幸いインタ

ーネットがもう全世界を網羅しているって

いうことで、すごく私自身も活用させてい

ただいておりまして、うちも翻訳業をして

おりますので、翻訳者も世界中にいますの

で、インターネットで仕事をさせていただ

いている。ＩＴの活用ということに関しま

しても、当然、皆さんそれぞれ利用されて

いると思うので、まず人と会うことも当然

情報交換で大事だなということは、今日も

わたしも先ほど皆さんとお食事をして思っ

たんですが、こういったコーディネーター

を実はピンチヒッターで受けさせていただ

いたものですから、皆さまと全員初対面で、

で、メールを見たり、皆さまのホームペー

ジを見てイメージを描くことはできました

けれども、やはり短い時間でも何かお話を

させていただいただけで、皆さまの雰囲気

という直接感じる、それは確かにすごい得

がたいなと思っております。人と直接会っ

て情報交換できること、それも素晴らしい

と思うんですけれども、やはり武器として、

ＩＴ、SOHO ということでいいますと、活

用するツールとしてどのように皆さまは現

在使っておられるかということも、SOHO
ならではの武器としてお伺いできればと思

いますので、今度は逆に北からまいりまし

て、中村さんから順番に、南からだと思っ

て安心されてましたね？はい、油断しない

で下さいね。それではちょっとお伺いでき

ますでしょうか。 
 
【中村】 
 そうですね、ＩＴ、皆さん、ご承知だと

思いますけれども、やはり 24 時間メールを

出しておけるとか、電話だと９時～５時じ

ゃないと失礼だろうというところを超えら

れるところがあるんですけども、逆に自分

が制御しないと 24 時間仕事をしてしまう

というデメリットは感じています。あとイ

ンターネットというのは、本当に双方向性

になって来たということでは、例えばスカ

イプを使って、全く無料で電話代をかけず

に安上がりでコミュニケーションができる、

それも世界中の方と打ち合わせができるっ

ていうことがあります。ただ Web カメラを

通して話し合ったところで、やっぱり実感

のないコミュニケーションの限界みたいな

ものがありますので、そこはやはり人に会

いに行くということは交通費をかけ、時間

をかけるだけの価値というものは、バラン

スよく使っていきたいなと思っています。

あとは情報を得るという点では、先ほども

おっしゃっていましたが、ウィキペディア

はものすごい使っていますし、そこからリ

ンクされる世界に行けば大抵のことが検索

できてしまうわけでございます。ただやは

り、先ほどのわたしの立場からいうと、そ

れを丸飲みしてしまうと間違った情報に当

たることがありますので、そういうリサー



チ力っていうのは、ＩＴがどんなに進もう

と、合ってる間違ってるを見る目とかは養

っていかなきゃいけないかなというふうに

思っています。 
 
【大山】 
 はい、牛来さん、お願いいたします。 
 
【牛来】 
 本当にいろんな使い方をしていますけれ

ども、わたしがＩＴを活用して何を一番や

っているかと言うと、セールスプロモーシ

ョンに使う。イベントの集客だったりとか、

わたしどもの営業内容のＰＲだったりとか、

それはさまざまなんですが、それについて

はもう、例えばメールマガジンで発行する

っていうこともありますし、一斉にソフト

を使って相手様の名前、会社名、肩書き、

名前もちゃんと頭に入れた上でメールを送

るっていう方法もやっていますし、私信と

いうか個人の方に、わざとその方のお名前

を文中にも入れながら送るというような、

いろんな営業に使っています。 
 例えば、それと逆行してというか、それ

とほんとに相反するんですが、メールだけ

に頼りすぎてて、どっかでちょっとコミュ

ニケーションがおかしくなるというのも困

りますので、あえて会うということも重視

しているということはもちろん忘れちゃい

けないですし、例えば異業種交流会なんか

で会った方にお礼状を出すときに、メール

で済まさずに、あえてこういう時代だから

こそ、はがきで手書きで出したりっていう

ような、そういううまい使い分けをしてい

ます。最近、多分きっと皆さん、携帯の方

にパソコンに届いたメールを転送されたり

とかされている方は多いと思うんですが、

わたしはあえて実はそれをしていなくて、

携帯で外で受けるのはもう電話だけ、メー

ルはもうオフィスで見るということをしな

いと、本当にもうすごく追われてしまって

休息が取れないということで、そういう注

意をしています。 
 
【大山】 
 ありがとうございます。それでは長谷川

さん、お願いします。 
 
【長谷川】 
 もうお２人の方がおっしゃってたんです

けれども、ＩＴをツールとしてどんな活用

をしていう中で、やっぱりスカイプは本当

によく使っています。特に島根県内、先ほ

ど中村さんは全国の人ととか、すごいグロ

ーバルにおっしゃってましたけど、島根県

って東西 220～230km 離れてるんですね。

公共の交通機関はＪＲしかない。特急で端

から端へ行くと４時間かかっちゃう。島根

から４時間かかってどこに行けるか。東の

方へ行けばもっと遠いところまで行けます。

そういう意味で、島根県内のいろんなプラ

ンナーとの打ち合わせにスカイプのチャッ

トをかなり使ってます。もう本当にこない

だは島根県内のプランナーだけじゃなくて、

岡山や全国区の方々とも同時でスカイプの

チャットをやりながら、いろんな案件等を

ある程度のところまでは詰めることを、ス

カイプを使ってやっています。 
 それからあとツールとしては、牛来さん

が今おっしゃっていた部分で、わたしは逆

にリモートメールっていうのよく使ってい

て、転送かけちゃうともうすごいジャンク



メールも全部来るので、転送はさせてない

ですね。その代わりやっぱりこうやって出

先でちょっとメール見なきゃいけないって

いうことが多いので、サーバーに直接携帯

から見に行くツールとしてリモートメール

というのを使って、自分がメールを見たい

なっていったときに携帯を使ってチェック

するということをやっています。 
 あとはツールとしてかどうかはわからな

いんですが、やっぱりわたしも最終的には

リアルに勝るものはないっていうふうに思

ってますから、そういう意味では直接お会

いする際に、わたしという人間、長谷川陽

子がどんな人間か、実は長谷川陽子って検

索していただくと、世界一というか日本一

有名なチェリストの長谷川陽子と同姓同名

なので、どうしてもＳＥＯをかけてもわた

しはその人を抜けないんですね。それで、

長谷川陽子がどんな人かを分かってもらう

ために、やっぱり Web の方にわたしのブロ

グ、これを会う前に見ていただくとか、逆

に会った後にも、実はわたしが何やってい

るか、ごめんなさい、ここを見てください

っていうようなことを言っています。でも

本当にさっき申し上げたように、リアルに

勝るものはない、先ほどの西脇さまのお言

葉にもありましたけど、５つのまめの中に

あった「足まめ」、ちょっとここまで来たか

ら、もうちょっと足を伸ばして会いにいこ

う。もうこれは基本はずさないで、最近は

ちょっとだんだん体重も増加してきて、お

っくうにはなってきましたけれども、やっ

ぱりここまで来たら誰かに会いに行く、直

接会いに行くということを心がけて、なの

でツールとしてはスカイプとリモートメー

ルとブログ、これが３つかなというところ

です。 
 
【大山】 
 ありがとうございました。それでは深川

さん、お願いいたします。 
 
【深川】 
 わたしも大体皆さんと同じような感じで

すけれども、このごろは SOHO 希望者の方

に講座をすることが多くなって、講座だけ

だとその場で縁が切れてしまうというか、

３回やったら３回お会いして縁が切れてし

まうのでは、あんまり意味がないなと思っ

ていましたので、その後に例えばメーリン

グリストを作ってメールで登録していただ

いて、こういうのがあるから足運んでみた

らどうですかとか、情報を発信したり、SNS
に呼んで、自分のブログも登録しています

ので、例えばイベントのお知らせとか、こ

ういうことをやっていますとか知っていた

だくようなことをしていますね。大学と一

緒にやるものは予算がたくさんでもないで

すけど付きますので、チラシとかほかの方

法を取れるのですけれども、SOHO 筑後川

でやるイベントととしては予算もないので、

無料で活用できるＩＴを活用しています。 
 あとメールの件ですけど、わたしは

Google のＧメールを活用しまして、パソコ

ンでもＧメールを見て全部の自分に対する

メールはＧメールに集めていて、携帯でも

Ｇメールを見て、自宅にいなくても出張し

てもメールを確認するっていうことはやっ

ています。以上です。 
 
【大山】 
 ありがとうございます。今いろいろあり



ましたけれども、大きく４つあると思いま

して、まず情報、ウィキペディア、わたし

もよく使っております。すごい便利ですよ

ね。情報を検索するツールとしてのＩＴの

活用、そして情報の受信・発信にかかわる

ツールとしてのＩＴの活用、そして先ほど

少しおっしゃいましたけれども、深川さん

が、やはりタダっていうのは大きいですよ

ね。予算を節約する。はがきを買って切手

を貼ると、やっぱりそれなりに宅急便でも

予算がかかる。予算節約のツールとしての

ＩＴの活用、そしてもう１つ大きいことで、

きずなを結ぶツールとして、最後におっし

ゃいましたように、受講、例えばそういう

講座をですね、起業化の講座を受講して、

講座が終わったからもうこの人とは関係な

いなではなく、でも一対多ですよね。そう

すると、１人ずつに出せばベスト。先ほど

も皆さんおっしゃってますように、リアル

イズベストっていうのわたしも本当だと思

います。直接会ってお話するとお互いの信

頼関係が急に深まったりとかそういうこと

もございますし、直接会うメリットという

のは確かに計り知れない。ただ、それをや

ってたら、時間もお金ももちませんよね。

それを補ってくれるものとしてのツールと

して、きずなをずっと結び続けて、さらに

それを広げていくということで、メーリン

グリストなり、そういったことでＩＴを活

用する。今、主に大きく 4 つぐらい挙げら

れたんではないかと思うんですが、やはり

それを抜きに仕事をして下さいというと、

わたしもギブアップしてしまいますので、

SOHO が成り立つために、皆さまそれぞれ

活用していらっしゃったということですよ

ね。 

 あと、やはり講座を開いて次の世代とか

育てていらっしゃるとうお声も聞きました

けれども、私自身もよく、どうしたら会社

ってできるの？とか、どうしたら独立事業

主になるの？とか、そういうような起業化

願望の方もいらっしゃいますし、皆さんそ

れぞれお城を持ってらっしゃる、それぞれ

の居場所をいろいろな形態で持っていらっ

しゃるんですが、そういった形のお城作り

のヒントみたいな部分ですね、これからま

だまだわたしたちの代がどんどん、若い方

にですね、わたしたちは確かにいろんなこ

とを、先ほども西脇さまのお話から、まめ

であらねばとか、５つのごまめのお話とか、

すごい参考になったので、逆にわたしたち

からも次の世代にたすきを渡さないと、ど

っかで切れてしまうと、次の世代が育ちま

せんよね。ちょうど中間の世代じゃないで

すかね、わたしたちの世代は。たすきを西

脇さまのような人生の先輩から受け取ろう

として、そのたすきを落とさずに、なくさ

ずに次に渡すため、どのような形でたすき

を、次の SOHO やりたいとか、いろんな事

業をこれから始めたいという方に、こうい

うことはいいよということもあるかとは思

いますが、これぐらいの覚悟がないとやめ

た方がいいんじゃないかと、こういう覚悟

じゃないとそういう考えは持たない方がい

いよと、辛口の意見も当然あってしかるべ

きだと思いますので、それでは深川さんか

ら、そういうお話をお伺いしてよろしいで

すか？ 
 
【深川】 
 そうですね、今、筑後地区の行政機関と

一緒に SOHO 支援の講座をやらせていた



だいているのですけれども、SOHO という

働き方は、例えば家庭でできていいってい

う形で来られる方が多いのですけれども、

でも仕事には変わりはないので、仕事をき

ちっとやるという心構えを持って始めて欲

しいという話はしていますね。例えば１人

の SOHO の方が例えば納期を守らなかっ

たりとか、ちゃんとした仕事を戻せなかっ

たということで、全体の SOHO が駄目とい

うか、やっぱり個人事業主とか小規模だと

駄目だねって言われてしまう可能性もあり

ますので、１人が、全体の質を下げてしま

うということがありますので、覚悟してや

って下さいという話はさせていただいてい

ます。 
 来ていただく方を見ていると、わたしは

女性に接することが多いのですけれども、

例えば出産して家庭にいて、でも何か自分

は働きたいのだ、やりたいのだっていうす

ごい切実なものを、感じます。なかなか地

方になりますと再就職が難しいという現実

があって、わたしが家庭で仕事を始めたと

きに、知り合いに仕事を教えて、２～３か

月できちんと仕事できるようになったので

すよね。高い能力がある方が家庭に眠って

いるのを、ぜひ会社に活用して欲しいとい

うのと、そういう方が SOHO として立派に

１人で仕事ができるようになっていくよう

に、自分自身お手伝いをしていきたいなと

思って講座を企画させていただいています。 
 働く事を考えたときに、いろんな方と話

していると、会社に行って勤めて、お給料

をもらうのを働くっていう感覚がすごくあ

ると思って、わたしも２人子供がいますけ

ど、新しく仕事を作っていくっていうか、

特に筑後にいますので筑後にこだわって仕

事をしていきたいと思いますので、筑後の

良さを発信しながら新しい仕事に結びつけ

るっていうことができないかなって常々考

えているんです。地域の人にも、筑後の素

晴らしさを見直して、地域を良くして欲し

いっていう感覚と、あと子供たちには、仕

事は与えられるものじゃなくて自分で、も

ちろんいろんな方から縁があっていただく

ことも多いのですけれども、自分で企画し

て作り出していく楽しさもあるのだよとい

うことを伝えていきたいなとは思っていま

す。 
 
【大山】 
 ありがとうございます。それでは長谷川

さん、お願いいたします。 
 
【長谷川】 
 たすきの渡し方ですね？そうですね、具

体的にわたしの方は今、SOHO の方を直接

的な支援というのはもうやっていないんで

すね。島根 SOHO 協議会でも一緒です。い

わゆる島根でいいますと、SOHO っていう

言葉自体が、もう起業っていう大きな枠に

入っちゃったんですね。だから SOHO の支

援っていうよりは、今は起業家養成とかで

すね、女性のための創業塾だとか、そうい

う枠の中に入るので、スタートアップのと

ころはもう行政の方にお任せしましょうと。

いろいろ厚労系の予算のところもあります

し、県が直接やるパターンもありますし、

商工系が直接やるところもありますが、そ

ういったところでスタートアップのフォロ

ーはもう全部お任せすると。ただ、そこを

受けてきた方の中に、やっぱり意識が高い

方もいらっしゃるので、そういう方々に対



してはわたしの方に相談があれば、情報を

つないで差し上げるっていうようなことを

やっています。 
 じゃあ何か箱があればいいかな、なんて

ふうに思うんですが、島根県もインキュベ

ーション施設、大きな、本当にＩＴでバブ

ルで作っただろうっていうぐらいな、もう

特注の瓦、瓦は今非常に業界的にかなり倒

産もするんですけれども、特注の瓦を使っ

て６億で建てた建物があります。非常にそ

の建物の中にインキュベーションの施設が

あるんですが、そこでは集まってるだけな

んですね。横の情報がない。あとはなかな

か入居者がいない。なぜか？島根ってやっ

ぱり土地がたくさんあるんですね。家も広

い。大体もう皆さん、一家に５台ぐらい車

を、皆さん１人 1 台車が停めれるスペース

があって、大きな大きなお家があると。別

にその仕事場として全然求める必要性はな

い。ただ、情報交換をしたいっていうふう

に、わたしのところにも来られるので、わ

たしとしては今後たすきをつなぐ流れの１

つに、情報交換ができる場、交流会でもい

いんですが、そういうのを定期的にやりつ

つ、そこに行けばいろんな情報が入るよと

いうような流れを作りたいなと思っていま

す。 
 やっぱり島根の方は、さっきのランチの

ときにも言ったんですが、わたしみたいに

しゃべる人間は少ないんですね。非常に奥

ゆかしい。山陰の陰っていうのは、きっと

これは陰湿の陰なのかなと思うんですが、

非常に口が重い方がどちらかというと多い。

ですので、なかなか外に出て行かれないん

です。じゃあ出て行ける、わたしは出て行

くのが好きなので、わたしの方が東京なり

大阪なり、全国各地に直接出向いていって、

そこで得た情報を島根の皆さんにつないで

いくっていうようなことを、今、直接的で

はないんですが、間接的に情報をつなげる

っていうようなことをやってるんではない

かなっていうふうに思います。 
 あと、辛口なっていうことをおっしゃっ

て、さっき大山さんおっしゃってましたけ

ども、辛口なこと申し上げると、やっぱり

100 人相談に来られて、そうですね、５人

ぐらいですかね、実際、わたしと話をして、

「じゃあそれやりましょう」って、すぐ動

ける方。大体皆さん、「棺桶の花」っていう

んですが、「聞くだけ」。わかります？棺桶

の花って、すいません、菊しか入ってなか

ったり、宗教上いろいろあると思いますけ

ども、棺桶の花は菊だけと。皆さん、棺桶

の花なんですよ、聞くだけで終わっちゃっ

てる。いや、わたし、それ聞いたんですけ

ど、何々が足りなくてできないとか。なん

か皆さん、できない言い訳をする方が、100
人いると 95 人の方がそうおっしゃる方が

多いので、その残りの５人の前向きな方々

については、先ほど言ったようなサポート

をし続けていきたいなというふうに思って

います。すいません、長くなりました。 
 
【大山】 
 いえいえとんでもないです。棺桶の花は

菊、そうですよね。座布団１枚差し上げら

れられたら本当にいいんですけれど、座布

団がなくてすいません。それでは牛来さん、

お願いいたします。 
 
【牛来】 
 はい、最初にじゃあ辛口なところからで、



あと行きたいんですけども。 
 
【大山】 
 はい、ぜひお願いします。 
 
【牛来】 
 大したこと言えませんが、ちょっとだけ

辛口で。広島 SOHO’クラブのわたしどもの

交流会は、実は夕方の６時半からしかやっ

ていないんですね。中に時々、主婦の SOHO
ワーカーの方が来られて、お昼にもやって

くださいよって言われるんですね。どうし

て？っていうと、子供がいるんでっておっ

しゃるんですね。わたし実はこれは夕方か

らしかやっていないっていうのは理由がご

ざいまして、要は子供がいようが、介護す

る相手がいようが、自分が仕事をするから

にはそういったことをクリアに、自分の責

任でもってクリアにして、でないとわたし

は一緒に仕事もしたくないし、要は誰かの

せい、子供のせいにするような考え方では

逆に仕事はできない、SOHO として自立は

できないだろうという考え方でいます。 
 それはきっぱりと言えるのはなぜかって

言うと、自分自身も子育てをしながら、６

年間の専業主婦はありましたけれども、そ

の後は子育てをしながら、やはりいろんな

ことを自分自身で解決しながらやってきま

したので、それが言えるわけです。あると

きは打ち合わせに行くときに子供が急に熱

を出して、幼稚園にも預かってもらえない

と。で、どうしたかと言うと、一緒に連れ

て出て、車の中で「ごめんね、寝ててね。

１時間だけお母さん打ち合わせに行って来

るね」って言って、本当につらい思いをし

ながら営業もしてきた、打ち合わせもして

きたっていう経験があるから言えるわけな

んですが、それも１つ辛口なところと、も

う１つ、たすきを渡すというところで非常

に今感じているのが、いろんな具体的な技

術をお持ちの方で、具体的にもう独立した

いと決めてきている人の中でも、やはりそ

の経験であるとか実績を見ていくと、この

人はまだ１人前ではないなと、直接、企業

さんにつなぐにはちょっと恐ろしいよとい

う方がいらっしゃるんですね。それをどう

するかというと、足りないのは現場の経験

がちょっと足りなくて、技術的にはＯＫと

いう場合に、弊社で今やっているのが、共

同オフィスの中に入居している人たちのと

ころに弟子入りをさせるんですよ。インタ

ーンシップといったらちょっと軽い感じが

するんですが、本当に仕事現場に一緒に関

わりながら、見積もりの出し方、営業に行

ったときの交渉の仕方、何かトラブルが起

こったときのっていうような、自分では学

べないところを、そこで生の現場で伝えて

いくっていうことを始めています。そうい

った形で育てていきたい、たすきを渡した

いなと思います。 
 
【大山】 
 ありがとうございます。では中村さん、

お願いいたします。 
 
【中村】 
 SOHO としては１年生なので、育てる側

でなく、育てられたいなって思う側なんで、

そういった意味では実例はないんですけれ

ども、ただ自分の今の職があまりにも特殊

なものですから、仲間がいないに近いんで

すね。先ほど言いました北大の講座を受け



たのは 100 人ぐらいいますけれども、皆さ

ん企業に戻られたりとか、大学の研究室に

戻られたりということで、せっかく身につ

けた特殊な能力なんですけれども、それを

生かさずにいられる方があまりにも多いの

で、それをちょっとわたしも思ってたこと

があるので、昨年、自分が個人事業主にな

ったときに、「スケット登録」というのを始

めたんですね。 
 
【大山】 
 スケット登録ですか、いい名前ですよね。 
 
【中村】 
 「SKET」って言って、Specialist・
Knowledge・Engineer・Technology ってい

うことで、Technician とかっていうので、

勝手に「スケット」の方が先にできてて、

くっつけてきたんですけれども、単語を。

そういうのに皆さんになっていただいて、

研究の合間ですとか、お仕事の合間に、自

分のせっかくつけた能力を生かせる場を、

わたしが受けたお仕事で提供しようという

ことで、わたしの方も常に 30 人とかの人を

抱えることができませんので、イベントで

すとか Web ですとか作るときに、季節労働

的にすごく人がいる、そういうときにやは

り科学技術を分かって、コミュニケーショ

ンのできる方を希望するわけですけれども、

そういったときに登録していただいている

方に声を掛けると集まってくださるってい

うことで、そういうふうにしながら学生さ

んだったりとか、企業にいる方でも、体験

することで、これでも何か自分が社会貢献

としてやっていけるかもしれないという実

感を持ってくだされば、わたしのような起

業するという形で始められる方がいるんじ

ゃないかなという希望の元に、かなり特殊

なケースかと思いますけれども、科学技術

コミュニケーターを増やすということが今

のわたしの課題だなというふうに思ってや

っています。 
 
【大山】 
 そうですよね。特殊な技術とか、大学ま

ではわりと女性の方がお点がいいとかいう

ことも言いますし、決して勉強に関しては

引けを取ることはないと思いますが、それ

がいろんな形で出産を経験してブランクの

後、先ほど牛来さんもおっしゃいましたが、

わたしも６年間、仕事ブランク、子育てあ

りまして、今、５年って大きいですよね。

前は 10 年一昔って言っておりましたが、今

はもう５年だと大昔、そういった形の時代

の流れの中で、いかにして人を育てつつ自

分も向上しつつやっていくかということで、

今、お話の中で大変参考になることがあっ

たので、ちょっと振り返りたいと思うんで

すけれども。 
 最初におっしゃいましたけれども、仕事

をきちんとやる心構えがないとっていうこ

とを、深川さんがね、やはり仕事で受ける

というのは、ボランティアとは違うってい

うところが大きいと思います。仕事は何か

当然、報酬をいただくわけで、相手のクラ

イアントからすれば、これだけ報酬を渡し

たんだから、これだけのバックがあって当

然、できて当たり前、できなくて納期遅れ、

どうするの？っていう形があると思うんで

すね。それも共同作業でする仕事、１人で

やる仕事は一対一なので、その人個人の評

価によりますけれども、先ほどおっしゃっ



たように例えば事務所で受けるとか、そう

いう形で共同で受けた場合、たった１人が、

「急に子供が熱出て病院連れて行かなきゃ

いけなかったから、できなかったの」では

済まない現実があるということですね。 
 そういった意味も踏まえて、あえて牛来

さんもミーティングの時間を６時半に設定

されたという、よく気持ちが私自身も分か

ります。女性にどうしても比重としてかか

わってくる部分、要求される期待される部

分、家事をする、それもあります。子育て

をする、そして地域の活動、これもありま

すね、女性に期待されること。で、介護。

いろんなものが期待されて、なおかつ働か

なきゃっていうことがあると、どうしても

大変な部分で、言い訳したくなくてもせざ

るを得ない状況。でも、仕事というのはそ

んな甘いもんではなくて、先ほど子供が熱

出て、同じようなことをわたしも、車で 1
時間の打ち合わせだからねと言って、泣き

泣き置いたりして、たまたま真夏じゃなか

ったので記事にならずに、子供の死亡記事

が出なかったので良かったんですけれども、

本当にそういう綱渡り的なこともする覚悟、

やはり仕事というのはどういう仕事もそう

ですけど、覚悟がいりますよね。そういっ

たものがない方がなさろうとすると、やは

り仕事の信頼が得られない、起業しても長

くは続かない。今は 1 円から株式会社がで

きる、誰でも起業家の時代なので、起こす

のは簡単ですけれども続けるのは非常に難

しいということと、あと長谷川さんの方か

ら、地方は本当に仕事が難しいということ

が出て、限られた再就職が、一度辞めても

う一度新しい職は難しいということもおっ

しゃられているんですけれども、やはり地

方との格差はいろいろ感じられますか。東

京に行かれて、どうでしょう、長谷川さん。 
 
【長谷川】 
 多分、仕事をするスタンスっていう部分

は、ローカルな松江の方はまだまだアマチ

ュアな方がやっぱり多いのかな。やっぱり

扶養の中でやりたいって、結構多いんです

よね。やるからにはやろうよって言うんで

すが、いや旦那の理解が得られなくてとか、

そういうのは東京で出会う方々にはそうい

う方ってあんまりいらっしゃらないので、

そういう意識レベルがずいぶんローカルと

首都圏っていうんですかね、都会は違うの

かなと思います。あとはちょっとお昼のと

きにもずっと言っていたんですが、女性に

対するバッシングですね。多分、さっき深

川もそうだよねなんて言ってましたけど、

非常にローカルな、まだまだそういう部分

が残ってて、さっき大山さんもまだこの地

域もそうなんですよなんておっしゃってた

んですが、これは多分、大なり小なりある

ことだと思うんですが、やっぱりローカル

の方がまだまだ視野の狭い男性、先ほどの

西脇さまのような方々ばかりだったら。 
 
【大山】 
 そうですよね。ぜひ聞いていただきたい

という方いっぱいいらっしゃいますよね。 
 
【長谷川】 
 非常に女性がいいパワーを発揮していく

のではないかなと思うんですが、なかなか

そういう部分で、ローカルっていうのはま

だまだ女性蔑視の世界が多いというか、広

いのかなっというようなところですかね。



都会とローカルと行ったり来たりしている

と、非常に実感します。 
 
【大山】 
 そうですね、ありがとうございます。地

方でも有能な人材は本当にね、深川さんも

おっしゃいましたけど、埋もれてる。そう

いう方が仕事をされたいけど、受け皿がな

い。そういう受け皿作りの横のネットワー

クの SOHO ということも期待されている

部分ではないかなともすごく感じた次第な

んですけれども。あと、地域で頑張るとい

うことも大事かなと。地域の底上げなくし

て国全体の底上げっていうのはないのかな。

北海道で頑張る人がいて、九州で頑張る人

がいて、山陰で頑張る、山陽で頑張る、こ

の中京圏で頑張る。それぞれのところで、

みんな一極集中、東京とか大阪に集中しち

ゃうと、地方だけの文化の中で何か大事な

ものが欠けてきてしまう。皆さんにもこの

法被を、西脇さまにも着ていただいており

ますけれども、全国の職人の集いというこ

とで皆さんにも法被を着ていただいており

ますけれども、職人さんも全国にいまして、

それぞれが SOHO ですよね、ある意味、個

人でやってらっしゃる。やはり職人さんた

ちの横のつながり、情報の共有化というも

のが非常に少ない。それでこのような会が

催されているということで、SOHO に関し

ても同じような情報の共有化というのも、

出て行かないと得られない部分って本当に

大きいなと、今回も本当に思った次第なん

ですけれども、そういった情報の交換がで

きる場作りということで、いろいろ時間帯

が拘束されたりとかなさっていると思いま

すけれども、皆さんの業種と異業種の方の

交流とか、特に特殊なことをなさっていら

っしゃる中村さんの場合、異業種の方の交

流会とかそういうのは札幌では開いたりと

か、いかがでしょうか。 
 
【中村】 
 今日のお話を聞いていて、出ようかと思

いました。大切なことがあります。ただ、

自分がいろんな職種をやってきたコネクシ

ョンというのはずっと保っているので、そ

ういったコミュニティをずっと大切にする

ことは大切で、これから新たに作ることを

努力したいと思うんですけれども、意外な

つながりによってお仕事をいただくことが

あるんですね。それはもう学校のお母さん

友達だったりとかも含めて、辞めた会社、

それからその前にいた会社とか、そういっ

たことも全部含めて大切な、異業種といえ

ば異業種の、そういった時間の長い交流と

いうものを保つということも感じますし、

そこからいただく情報もとても使わせてい

ただいているという実感があります。 
 
【大山】 
 ありがとうございます。本当に PTA のお

母さん友達から思わぬ仕事が来たりか、い

ろいろあるかと思うんですけれども、やは

り皆さまのお話を聞いていて、特に感じた

のは、きずなを大事にする、人を大事にす

ること、これが皆さん頷かれておりますけ

れども、人を大事にすることからしか何も

始まらない。人から奪う、テイクばっかり

だったら何にもできないことですね。ただ、

与えるばかりじゃいけない。お互いの知

識・情報をギブアンドテイクをして、いい

人間関係を築く。それも一過性のものでな



く、継続すること。継続っていうのは本当

にわたし自身、継続で考えて浮かぶ言葉は

ひとこと「面倒くさい」なんですよね。面

倒くさいんですよ。メール書くにも、受信

ボックスを開けると恐ろしい数のスパムメ

ールも混じってたくさんある中で、メール

を拾い出して返事を書いて、出し漏れがな

いかとか、チェックするのも面倒くさいん

ですが、先ほど西脇さまがおっしゃったよ

うに、まめにならなければいけない。本当

にもう面倒くさいなと思う心をちょっと封

印しつつ、まめに情報のやり取りをする。

で、人間的であらねばいけない。そういう

ことも、皆さまのお人柄を通して感じたん

ですけれども、SOHO というとＩＴ活用で、

最前線で、人の温度がわりと薄いんじゃな

いかとか、いろんな部分も誤解されている

部分もあると思うんですけれども、最終的

には仕事いただくのも人からいただく、ス

タッフも人であるっていうことで、人間的

な部分がものすごく大きいことだなと。最

後は人であり、きずなであり、それが次の

文化を生んだり、創造を生んだりっていう

ことにつながってくるような気がいたしま

す。 
 それでは時間もかなり迫ってまいりまし

たので、ひとことずつ、これからの展開で

すね、こういうふうにしたいというような

思いを、ちょっと時間がもうあと５分ぐら

いしかなくて申し訳ないんですけれども、

お１人ずつ述べていただきたいと思います

ので、それでは深川さんに。45 分？あ、そ

うですか、大丈夫ですか。舟橋さんが出て

みえたので、もう終わらないといけないか

と。 
 

【舟橋】 
 そんなことないです。 
 
【大山】 
 45 分までやって大丈夫ですか。はい、良

かったです。何か前に出てみえたので、も

う終われというサインかと思ってしまいま

したけれど。はい、ちょっとプレッシャー

を感じてしまいましたが、まだ後 20 分ある

そうですので、皆さまの思いっていうこと

ですね。今後どうしていきたいとか、やは

りビジョン、思い描いたことが実現をする

きっかけにもなると思うんですが、ビジョ

ンなくしてそういった絵は描けないと思い

ますので、今後に対するビジョンですけれ

ども、先ほどから南からばかりでございま

すので、ちょっと安心して見えたので、中

村さん、北からですね、そういった将来に

向けてですね、フェイントをかけまして、

北の方からお話を聞いていこうかと思いま

すので、お願いいたします。 
 
【中村】 
 そうですね、わたしは自分は 60 で一応、

仕事を辞めようと思ってるんですね。仕事

という形態は辞めようかなというか、自分

がそういうふうに決めることで締め切りを

決めていると思うんですけれども、あと 14
年間ある。言っちゃったんですけど、14 年

間をですね、やっぱり後悔しないっていう

のが一番の大きな目標です。あと先ほどか

ら言っています、科学技術コミュニケーシ

ョンという、全く業界もない、人もいない

ところから昨年始めましたので、やっぱり

こういったことの存在感を認知していただ

く努力をこれからするというのが、自分の



今一番しなきゃいけないことかなと思って

います。その中でやはり、プロというのは

何なのかというのを、ボランティアでやっ

ていらっしゃる方はとても多いんですけれ

ども、例えば理科の学校の先生が、あると

きイベントで理科の実験を子供に見せると

いうのは今までもされてましたし、これも

科学技術コミュニケーションですけれども、

プロとしてやるっていうのはどういうライ

ン引きができるのかっていうのは、今、本

当にわたしの中で課題でして、そういった

ものを見つけるというのが短期計画の中に

あるかなというふうに思います。 
 あとは先ほど地域とおっしゃっていまし

たけども、わたしもやっぱり北海道という

地域が大好きで、20 年間東京にいると、わ

たしでなくてもいい人の仕事をわたしがや

ってるかもしれないみたいなところに長く

いたので、やはり北海道にいて、わたしで

なきゃ、北海道でなきゃ、あなたでなきゃ

みたいなものを、皆さんが実感できる幸せ

な瞬間みたいなものを、どういかにたくさ

んの人と作っていけるかというのは、ちょ

っと漠然としていますけれども、やってい

きたいというふうに思っています。 
 
【大山】 
 はい、それでは牛来さん、ビジョンをお

伺いできますか？ 
 
【牛来】 
 わたしはですね、120 歳まで生きようと

思っているんですよ。 
 
【大山】 
 はい、拍手が出ましたけども。人間、生

理学的に言うと、120 までは頑張れば生き

れるそうですよ。120 は、限界説があって、

大丈夫だそうです。 
 
【牛来】 
 120 まで生きるつもりなんですが、一生

現役で、もうオムツしてでもいろんなこと

をやっていこうと思っているんですけれど

も。広島で今現在やっている活動がありま

すよね、先ほどから申し上げている、それ

を基盤としたもので、今からもう４年後の

イメージなんですけれども、「創発集積地ソ

アラ」というのを作るというビジョン。な

んで４年後かというと、６年前の SOHO’
クラブの交流会一周年のときに、みんなの

前でわたしがそれを 10 年後の夢として発

表しているんですね。ずっとわたしはそれ

を 10 年後にやると。いつも 10 年後、10 年

後で自分自身のビジョンを描いていて、そ

のときにみんなに伝えたので、もうすでに

あと４年後に迫ったんですが、何かと言い

ますと、もうそこには有機的にかかわれる

人や企業、要は１＋１＝２ではなくて、３

にも５にも 10 にも 100 にもできる人や企

業が、300 人ぐらい集まるオフィスがあっ

て、そこにさっき申し上げた弟子入りして

くる、若手育成のための仕組みがあって、

そこで学びながら、もちろん在宅でも学ん

でいくという。それプラス、地場の今まで

すでにいる既存の企業さんで、製造業でも

何でもいいんですが、そういうところとこ

の入居しているオフィスとをつないでいっ

て、要は成功報酬型、インセンティブ契約

において商品作りをしていくということを

今、目指しています。そのインセンティブ

って一体何かと言いますと、要は依頼した



ら終わりですという、発注と受注者側とい

うそういう立場ではなくて、共に商品を開

発しましょうと。 
 
【大山】 
 協働でですね。 
 
【牛来】 
 そうですね。我々もリスクを負います。

で、先方にも最低限のリスクを負って下さ

い。でもこれが売れていったときに、ちゃ

んと還元できるインセンティブ契約を結び

ましょうということをつけることが、やは

り SOHO として生きていく人たちが、10
年後、20 年後、30 年後にも食べられる仕組

みを作ることにもつながると思いますし、

企業さんが今どこもやっぱり資金的に困っ

てらっしゃるので、クリエイターに SOHO
の仕事を依頼したいと思ってもなかなか大

きな予算がないからできないというところ

を助けることになるんですね。そうやって

広島、わたしどもは広島ですので、地域の

新しいおみやげ物だったりとか、新しいサ

ービスが出て行くことで、広島全体が元気

になっていくというような集積地、あるい

はそれは場所、ハードではなくてソフトも

詰まっていますが、そういうものを作ろう

と思ってます。具体的に今はそれをこつこ

つやってる部分が、先ほど言ってる部分も

ありまして、今、もみじ饅頭の会社とクリ

エイターがプロジェクトを作りまして、新

しいもみじ饅頭、今までなかったものを作

って、試作品ができるところで。 
 
【大山】 
 ぜひ送っていただきたいと思うんですけ

れども。はい。 
 
【牛来】 
 試作品なのでちょっとまだ改良しなけれ

ばいけない部分もあるんですが、それを今

回、広島とか大きなイベントで発表する予

定になっております。 
 
【大山】 
 素敵ですね。もみじ饅頭大好きです。こ

れだけアピールしておいたら、きっと送ら

れてくるんじゃないかと期待してしまうん

ですけれども、広島と言えば代名詞のよう

に、もみじ饅頭ということで。 
 
【牛来】 
 そうですね、逆に言えばそれしかないの

で、今それもまた全く違うものも開発する

中で、こんなんでちょっと違うバージョン

も作ろうということでスタートしています。

最終的には全く今までになかったような新

しい広島名物を作ろうということを目指し

ています。もみじ饅頭に代わる。 
 
【大山】 
 期待しております。広島駅でそれが買え

る日が来ることを楽しみにしております。 
 
【牛来】 
 宣言しましたので、絶対実現させます。 
 
【大山】 
 皆さん、お聞きになりましたか。宣言さ

れました。有言実行というのはね、自分で

自分の胸に刃を立てるようなもので、期限

を切るっていうこと、これもすごい勇気の



いることだけれど、なさいましたので、ぜ

ひご成功なさることをお祈りしております。 
 
【牛来】 
 ありがとうございます。 
 
【大山】 
 頑張って下さい。ありがとうございます。

それでは長谷川さん、お願いします。 
 
【長谷川】 
 牛来さんの 120 歳というのを聞いて、実

はわたし周りの方に、「わたしは 120 まで生

きるから」ってすごく言い続けてて、それ

も「長谷川さん、120 なったらヨーダだよ」

って言われてるんですが、ま、それでもい

いかなって思ってるんですね。じゃあ、わ

たしがこれから何を思い描いていくか。わ

たしはやっぱり関西が長かったので、関西

が第二の故郷なんですね。関西と島根をつ

なぎたいなとか、そういうのもいろいろ思

ってるんですが、やっぱり今、自分自身の

ミッションは何かっというと、やっぱり人

と地域と情報をリアルにつなぐ、これはも

う自分自身のミッションでもあり、モット

ーとしています。 
 その中で、実際どんなことでやってるの

かと言うと、簡単に言うと、いろんなとこ

ろで飲み会やってるんですね。これはもう

ビジネスがどうのこうのじゃなくって、先

般も東京に、そうですね大体東京には、最

低月 1 回行くんですが、先般も東京の方に

行きました。そのときに４人ぐらい、島根

の出身者もしくは島根に関係する人と飲め

たらいいなと思って、声を掛けたんですね。

そしたら、ふたを開けたら 20 名集まっちゃ

ったんですね。それも新宿で、島根にこだ

わって、新宿の南口出てすぐに「カバ」と

いう居酒屋があります。これ島根の人がや

ってるんですが、島根のお店で島根の人が

20 人集まったというようなところで、実際

それはふたを開けると、本当に異業種なん

ですね。SOHO をやってるのは当然わたし

だけで、サラリーマンから、スポーツイン

ストラクターから、さまざまな人が出会い

ました。やっぱりそういう出会いを通して、

またその出会った人たちが次の出会いにつ

なげていってくれている。わたしとしては、

何か将来的なイメージを彼ら彼女に託すた

めに飲み会をセッティングするんじゃなく

て、わたしという媒体を使って、何かきっ

かけにしていただいて、次に何か化学反応

が起こったらいいなというふうに思ってい

ます。 
 これが今わたしがやりたいことでもあり、

実際やっている流れの中で、そんな中でわ

たしは今、「島根コンシェルジェ」という簡

単なネーミングなんですが、そういうの県

の方からちょうだいしてですね、島根コン

シェルジェとしてさらに島根をつなげてい

きたい、広めていきたいなと思っています

し、じゃあ将来的に何やんの？って言われ

ると、やっぱり飲み屋やりたいなって思っ

ています。わたし、家が神社なんですが、

出世稲荷神社という神社なので、神社の境

内で、お神酒というか神様のお下がり品を

ネタにですね、「スナック稲荷」、稲荷神社

なので「稲荷」でもいいかななんて思いな

がら、将来的にはそういう飲み屋、簡単に

言うと飲み屋っていうと、ああ、なんか人

が集まれるねってイメージしていただきや

すいんで分かると思うんですが、最終的に



はそういう人がリアルに集まれる場所を作

りたいなと。今はリアルにつなぐために、

わたしが出て行ってるんですが、さすがに

120 になると足腰が立たないだろうなとい

うことで、あとは人がやってってくれる場

を作ろうかなというふうに思ってます。ビ

ジネス的には、いろいろ今ちょっと中国の

方も考えたりとか、いろいろしてるんです

が、やりたいこと、将来の自分の目標、ビ

ジョンというのは「飲み屋」でございます。 
 
【大山】 
 いいですよね。三河にもおいしいお酒が

ありますので、ぜひその節にはね、わたし

生きているかわかりませんけれども、頑張

って 105 までは生きれるかなと思っており

ますので、それまでにぜひお店を開いてい

ただきましたら、お神酒として三河のおい

しい地酒を持って、寄進したいと思います

ので、ご利益もいただけるのではないかと

思いますので。夢の実現を早めにお願いし

たいかなと。120 だとちょっときついかな

と思いますのでね。ちょっと早めに、西脇

先生もお元気のうちにぜひできて、それも

お願いできればと思います。それでは深川

さん、お願いいたします。 
 
【深川】 
今、わたしはこだわっているのが、まず

「SOHO 筑後川」というものを立ち上げて

いますけど、『筑後』という地域、それから

たまたまいろんな縁で、女性が社会進出を

するということのお手伝いをさせていただ

いていますので『女性』、それからもともと

デザインを仕事としていますので、『デザイ

ン』を今自分の中ではこだわっていきたい

なと思っています。子供がだんだん大きく

なっていく中で、どこを区切って会社とし

てきちんとした形にしてやっていくかとか、

事業の方向とかもいろいろ今もやもやと、

SOHO 支援をしながら自分の中ではいろん

な方に会いながら、自分はじゃあどうして

いくのだろうっていうところですごく迷っ

ているところがありまして、今回はここの

場に来させていただいて、先輩の方もいら

っしゃいますので、お話を聞きながら自分

で整理していきたいなと思いながら参加さ

せていただいています。またあさっても講

座があるのですよね、一つ。そこで今日学

んだことを皆さまにお話しますって言って

来ていますので、今日皆さまからいただい

たことは講座の受講生に伝えていこうと思

っています。 
 そういった中で、今ちょっとメインじゃ

ないのですけど、お手伝いという形で、筑

後の田舎の矢部川流域って、少子高齢化が

進んでいる地域があるのですけど、そうい

うところに都会の SOHO の方がお１人、男

性が住んでいただいて、そこに SOHO の人

たち、週延べで２日集まって、自分の仕事

を持ち込んでやるのですけど、田舎でも

SOHO として仕事をやっていくという実験

をすることになりつつあって、そこに集ま

る人がデザインが好きな人たちばっかりな

ので、その人たちと一緒に何か共同の企画

とか立ち上げられたら面白いなと思います

し、いろんな方に地域の方々を含め、子供

も大人もいろんな方々に見に来ていただき

たいなと思っています。そうやって大人が

わくわくして仕事をしていくっていう姿を

見ると、どうしても都会に子供たちは逃げ

ていってしまうのですけれども、大人が面



白いことやっている、この地域ではそんな

面白いことができるのだなっていうのを見

せることで、自分たちもここに残って、何

か面白いことをやっていこうって思ってい

ただくような地域を作っていけたらなと思

っています。そういったことをやれるよう

に、少しずつですけど進んでいきたいなと

思っています。 
 
【大山】 
 この中で実際、一番若い参加者でいらっ

しゃいますので、おっ？という顔されまし

たけど、どこからどう見ても一番若い参加

者だと思うんですけれども。お姉さま方、

周りにいっぱいいますので、これを機会に

メールとかでもお互いに相談して、分から

ないこと、自分の得意分野もありますし、

科学のことで何かわからないなと思ったら

もう中村さんを頼りにするとか、そういう

ようないろんな形でね、パネリストの中で

も情報交換を今後ともできたらいいなと思

いますし、有言実行をなさったということ

で、カウントダウンが始まってしまった牛

来さんもね、広島名物、地図をよく帰った

ら見たいなと思って、あと島根ですね。ま

だ自分自身、島根の位置と鳥取の位置がは

っきり分かってないところがあるので、島

根・鳥取でセットで覚えているので、どっ

ちが鳥取、どっちが島根か分からないとこ

ろがあるので、そういったのもね、まず家

に帰ったら地図帳を広げて、島根でこうや

って頑張っていらっしゃる方がいるんだな

ということでね。まず稲荷神社ですか？出

世稲荷神社、はい、お参りするとすごいご

利益がありそうな神社ですけれども。 
 

【長谷川】 
 信心深さに比例するんです。 
 
【大山】 
 信心深さに比例する、そうですよね。も

う欲だけでいくと駄目だということだと思

うんですけれども、本日は先ほども１時間

ほど西脇さまのお話を聞いて、わたしたち

も得るものがすごく多かったと思います。

ごまめというのは本当にね、まめであらね

ばとあらためて思った次第ですし、その得

たものですね、それぞれ消化している部分

もあると思いますし、まだ未消化の部分は、

また縁として情報交換をする中で、今後と

も補い合っていきたいなとも思いますし、

こういった形でいろんな方がつなぎあって、

人間関係をかもして未来につなげてってい

うことをしていけたら、きっと次にどんど

ん竹の子のようににょきにょきと、日本全

国、北海道から九州まで後輩達が続いて来

てくれるように思います。 
 その後輩たちのためにも、立ち止まるこ

となく、これからいろんな壁にわたしたち

もぶち当たると思います。女性であるがゆ

えの壁も、まだまだなくなったわけでは決

してない中、やってみえると思いますね。

子育てが一段落しても、次に介護という壁

が待っているかもしれません。それだけで

はなくいろんな壁が、見えない壁、いろん

な壁がありすぎる、女性にとっては。決し

て完璧な状態ではない日本の中で、北は北

海道から南は九州、こういって頑張ってら

っしゃるというパネリストのお招きして、

わたしも本日は大変勇気をちょうだいした

次第なんですけれども、わたし自身、日本

列島はあらためて長いなと思ったのが一番



の感想なんですけれども、ここで頑張って

る方、ぜひお互いにたすきを次に渡せるよ

うに、職人さんたちも次の方に技術を渡す

ように、日常を頑張ってみえると思うんで

すけれども、先ほどの弟子入りとかね、Ｉ

Ｔの方への弟子入りって面白いなと思いま

した。そういった形で原体験を積むことで

次につなげていく、縁をつなげる、こうい

ったことをわたしどもに願って、この会の

最後の言葉とさせていただきたいと思いま

す。1 時間半という長丁場、皆さま、席で

聞いていただいて本当にありがとうござい

ました。 
 
【舟橋】 
 コーディネーター、パネリストの皆さん、

1 時間半の長い間、どうもありがとうござ

いました。 
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