




























五業を代表する飲食店をご紹介。
変化と多様化の時代を生き抜く「　　　」を探るインタビューです。

教えて、その

［特集］五業ピックアップ！
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店を育てるヒミツ

変わらないヒミツ

地域に愛されるヒミツ

人に愛されるヒミツ

景気に左右されないヒミツ

持った。「提供するのは本格的な茶懐石です
が、お客さまにはただ美味しいと感じてもら
えれば、それでいいと思います。」店を営む中
で、設計士や器屋の店主などたくさんの良
き出会いがあり、高みを目指し、店を育てて
いくことを学んだと言う。「店で得た利益は
店のために還元して、店を育てていくこと。
もっと昔のことも勉強して行きたい。そし
て、10年後には九州ではここだけ、と思える
店を造りたいと思っています。」

花見にゴルフコンペ、浴衣会、お月見、母の
日には手作りのピンクのカーネーションを
お客様にプレゼントなど、ちょっとした気
持ちを添えるのが「たつき流」。ひとつひと
つ、丁寧に。地域に愛されつづけるお店であ
りたいと、出前も一人前からでも対応する。
高齢の一人暮らしの方の出前も多いとい
う。「いつも出前をいただく方が、間が空く
と心配になっちゃいますね。」

州出身のお客様から「懐かしい。昔と変わら
ない味」と言っていただくこともよくあると
いう。6月13日には小倉コレットの１階に新
しい店がオープンしたばかり。新しい店でも
同じメニューを同じこだわりで楽しんでもら
う。何もかもどんどん
変わっていく、この時
代だからこそ「変わら
ない」ことが愛される
理由なのだろう。

金を集めて投資してくれたんですよ。」カウン
ターの中で、ママの渡辺未知世さんは、ニコニ
コと微笑む。まだ時代がのんびりしていたとは
いえ、そんなことがあるのか。だが、それはやっ
ぱり未知世ママの人柄と信頼。「ちょうど、時代
もよくて、県庁、県警、NTTの方がよく使ってく
れて。今でもOBの方や部下の方が来てくれま
す。」女性だけのお客様や同窓会の二次会も多
いそう。「今でも、お客様が飲んで唄って楽し
んでくださるのが一番嬉しいんですよ」

の間で、いつが一番大変でしたか？と尋ねる
とバブルがはじけた時だと言う。「ウチは安
い店なので、バブルがはじけた後が忙しかっ
た！毎日夕方の五時になると、お客様が、それ
はもう沢山来てくださって…。うれしい悲鳴
で、対応にてんてこ舞いでした。」メニューは
豊富で特に魚は新鮮。刺身が美味い。また「み
そもつ鍋」もおすすめ。煮込むのではなく、自
分で味噌を溶きながら食べるので、味もお好
みにできて、香りも立つ人気メニューだそう。

　北九州は八幡で13年間店を構え、福岡に
昨年の3月移転してきた懐石の店「馳走なか
むら」。青紅葉の鮮やかな玄関口から店に入
ると、ここが都心の一角であることを忘れる
空間がそこにある。店主の中村さんは「福岡
へ来た理由は、やはり街の力があると思った
から」と言う。そして博多区対馬小路に本格
的な数寄屋造りの店を構えた。料理は茶懐
石。小学生の頃から料理人になりたいと願
い、奈良で修行をし目標だった30歳で店を

　福岡の西、姪浜で先代が店を始めたのが、
昭和41年。最初は出前中心の営業だったと
いう。2000年に先代から、娘である美希子
さんが女将として店を引き継ぎ、店舗も立
て替えた。職人技が自慢の寿司は、新鮮で美
味しいものを提供するのは当然ながら、こ
だわったのは、気軽に来店できるあたたか
い店づくり。「女性がお一人でも気軽に入れ
るような寿司屋でありたいと思っていま
す。」お客様がいつも何かしら足が向くよう

　昭和29年にお父様が、小倉京町に店を出
したのが「甘味喫茶　若竹」の始まり。当時
からの名物「釜焼うどん」は、もちろん今でも
小倉っ子に愛されている。「親の味を変えず
守っていくことが私の使命だと思っていま
す。材料の質も落とさずに、と思うとやっぱり
経営的には大変。でも儲けに走らず今の味を
守っていきたいんです。」他にもぜんざい等
の甘味など長年変わらないメニューと味は、
親子に渡って愛され続け、福岡の店でも北九

　福岡は天神のすぐ近く、国体道路沿いのビ
ルにある「スナック未知世」。この福岡の中心
部で40年スナックを営んでいくのは並大抵で
はないだろう。ましてや女性ひとりで資金、そ
の他、どうやって店を持ったのですか？「熊本
の山鹿から福岡に出てきて10年間会社勤めを
したんです。もともと飲むのも唄うのもおしゃ
べりも大好きで、友人たちが集まる場所が欲
しくてお店を開きたかったんですけど、資金
もないでしょ。そしたら、周りの友人知人がお

　博多駅筑紫口から出てすぐ、飲食店が立ち
並ぶ一角に「大衆割烹 寿久」はある。周囲の店
の看板や電飾のアピールの強さとは裏腹に
間口は少し奥まっていて控えめ。しかし、店内
に入るとズラリとカウンターと客席が並ぶ。
なんと１F、２F、３F と50席づつあり店内は
広々。「ウチはサラリ－マン対象なので、安い
ですよ。客単価が2,000円～3,000円くらい」
48年前の開店当初は合同庁舎、NTT、当時の
国鉄（現JR）のお客様が沢山来ていた。48年

●馳走 なかむら／福岡市博多区対馬小路2-10 TEL.092-292-7663
●営業／11：30～14：00 ※入店は12：00まで　18：00～22：30 ※入店は19：30まで 
●定休日／日曜日・月曜の昼（完全予約制）

●甘味喫茶　若竹／小倉北区船場町1-1 井筒屋新館4Ｆ TEL.093-522-2099
●営業／10：00～19：00（O.S.18：30）   ●定休日／なし

●スナック未知世／福岡市中央区今泉1-21-10-4F TEL.092-711-0300
●営業／19：00～24：00   ●定休日／日曜日

●大衆割烹 寿久／福岡市博多区博多駅中央街5-24 TEL.092-431-0209
●営業／17：00～23：00   ●定休日／日曜祝日

●寿司・割烹 たつき／福岡市西区姪浜1-13-28 TEL.092-881-1223
●営業／11：00～22：00（出前21：30まで）   ●定休日／なし

「良き出会い」のもと、高みを目指す

親の味を変えない。それが大事なこと。

飲んで、唄って。人と時代に助けられ40年

サラリーマンに愛されて48年お客さまに愛され続けて51年目
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組合員＆従業員＆そのご家族で使える！福利厚生サービス

今号のプレゼント①お食事券１万円相当②ビール（350ml）×24本プレゼント
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7月末締切り

★三瀬ルベール牧場 どんぐり村無料ご招待！

★城島高原パーク 入園料無料ご招待

お食事券１万円相当
ビール（350ml）×24本プレゼント

一般社団法人

福岡県飲食業生活衛生同業組合

福岡県社交飲食業生活衛生同業組合

福岡県すし商生活衛生同業組合

福岡県料理業生活衛生同業組合

福岡県喫茶飲食生活衛生同業組合

福岡県料飲業生活衛生組合連合会

Vol.102017.11

発行元：一般社団法人　福岡県料飲業生活衛生組合連合会　〒812-0044　福岡市博多区千代1-2-4　福岡生活衛生食品会館内　TEL （092）-641-8111

n o n k u

http://www.f-ryoin.jp

●公式ホームページはコチラ！

ご家族や従業員の皆様と！

コンペもおすすめ！お店にも・・・
厳選の宿＆ホテル

厳選ゴルフプラン＆ゴルフパック

家庭用常備薬あっせんのご案内

教えて、その

［特集］五業ピックアップ！

大募集！大感謝！

組合員＆従業員＆そのご家族で使える！福利厚生サービス

お食事券１万円相当
ビール（350ml）×24本プレゼント

流されないヒミツ

女性経営者のヒミツ

長く栄えるヒミツ

「真面目」のヒミツ３世代に愛されるヒミツ

組合員＆従業員＆そのご家族で使える！福利厚生サービス

★三瀬ルベール牧場 どんぐり村無料ご招待！

★城島高原パーク 入園料無料ご招待
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