
第２回　聖護院八ッ橋総本店　専務取締役
鈴鹿 可奈子様インタビュー （Vol.3）

京都・滋賀の
　女性経営者へ突撃！！スペシャル企画Ⅱ

会報部

　私たち公認会計士は、会計監査人やアドバイザーとして企業を中心とした各種団体に関与しており、その
ような経験を通して事業の永続性について考える機会が多くあります。代を重ねて長く続いている企業は、
伝統を守りつつも必ず革新し続けており、特に京滋地区に於いては100年以上の老舗が多く、長く続くため
の風土が地域に根付いているように感じます。
　その中で、これまでの会報においては、京滋地区においては大学が多く学生の街とも言われることから大
学の理事長や学長へインタビューさせていただきましたが、2021年は女性経営者層・女将へのインタビュー
記事の掲載を行っていきます。「伝統と革新」をテーマにマネジメントに関するお話や、今後の展望など日々
お感じになられていることをお伺いすることにより、その知見は私たちにとって参考になるものと確信して
おります。
　今回は、聖護院八ッ橋総本店の鈴鹿可奈子専務取締役へお話をお伺いしました。

※紙面の都合上、当インタビューは2021年６月号から8月号までの連載となります。

実 施 日
実 施 場 所
インタビュアー
　

： 2021 年 3 月 24 日
： 聖護院八ッ橋総本店
： 会　　長 中野雄介
　 会報部長 川元麻衣

コロナ禍での会社経営

（川元）ところで、日本だけじゃなくて、今はコロ
ナで海外のお客さんも少なくなってきてると思う
んですけど、八ッ橋は京都のTHE土産だという

ことで、買われる方がすごく多いと思うんですけ
ど、海外の方の反響とか、実際どのような形で受
け止められていますか。

（専務）海外の方には、ニッキ（シナモン）が馴染
みある香辛料なので、食べていただくと美味しい
とおっしゃっていただけます。ヨーロッパ圏の
方々には焼いた八ッ橋の方が食べやすいようで人
気が高いですが、昨今日本のお餅のような食感に
馴染みがでてきたのか、どちらもお召し上がりい
ただけます。アジアではどちらも、懐かしい味と
言われたりしますね。ただ、敢えて海外の方向け
に、いわゆるインバウンド需要を狙って商品開発
をするということはしていません。あくまで京都
の地元の方が愛するお菓子だから、お土産として
親しまれる。これが本当のお土産だと思っていま
す。店内にも外国語を貼るようなことはしません
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し、包装紙にも記載しません。ソフト面で販売員
さんが尋ねられたときに困らないように三か国語
で表記した説明の紙は渡しています。私たちが海
外旅行に行った際に、日本語がぺたぺた貼ってあ
るようなお店では買い物をしても興がそがれるで
しょうし、日本語で表記されたお菓子をお土産に
はしませんものね。

（川元）今って、日本食ブームだったり、日本の和
菓子ブームだったりするので、日本食は美味しい
だけではなく体に良いというイメージが浸透して
いますよね。

（専務）そうなのです。海外の方に、グルテンフリー
ですねと言われたことがあり、私も逆に気付かさ
れました。和菓子は洋菓子よりも、脂と糖を一緒
に摂りにくいということで体に良いイメージにな
るのだと思います。

（川元）昨年から予期せぬコロナ禍という、本当に
大きな変化があり、今も続いているんですが、ど
のように乗り越えられようとされているのか、た
いへん難しい問題ですが、お考えをお聞かせいた
だけますか。

（専務）まだ感染者数を見ていると「乗り越えた」
という気分になかなかなれませんね。日常に食べ
ていただきたいと言ってもやはりお土産需要が多
いものですから、対応も難しいです。ただ、ネガ
ティブなことばかり考えていても仕方が無いので、
これを機に、今まで出来なかった社内の整備を、
設備の点でも制度の点でも整えていければと思い
ます。思い返せばこれまでは有難いことに、京都
の観光都市としての知名度のお陰が大きいのです
が、品切れの心配ばかりしていました。毎日作っ
て届けるので精いっぱい、工場も休みなく動かし
ていました。その分自由に休みが取りづらい環境
で、この点をなんとか改善しなければと思いなが
らも日々の業務に追われていたのです。コロナ禍
となり無駄を省く中で、たとえば週一日はこうい
うやり方をすれば皆がきちんと休め、身体の面で
も心の面でも健康に働けるのでは？という実験を
時間があるからこそ試すことが出来、実際実を結

んでいます。ちょうど一人一人の働き方について
丁寧に考えなければならない時期だったので、コ
ロナ禍が落ち着いてからも、以前のように無理す
ることなく今回学んだことを生かしていくために
も、実践しています。さらに先程ちらっとお話し
たウェブサイトのリニューアルですが、こちらも
今までは、京都に来ていただいてお召し上がりい
ただくことを主体に考えていました。この考えは
変わらず、やはり旅行が自由に出来るようになれ
ば、わざわざ京都に来て本店に足を運んでくだ
さった方には、他に無い経験をしていただけるよ
うに工夫したい。けれどもコロナ禍で自由に行き
来できない間は、ネット販売を通じて、少しでも
私たちの味に触れていただきたいと、お客さんの
気持ちになって販売方法など考えるようにしてい
ます。こうしたシステムを作っていくと、これか
ら先も、コロナは関係なくとも京都が好きだけれ
ども体の自由が利かない等様々な理由で移動が出
来ない方にも、私たちの美味しさを届け、楽しん
でいただけるようになると幅が広がると思ってい
ます。また、どうしても忙しい中ですと、お客様
の大多数を占める観光客の方々ばかりを見てしま
いがちでしたが、今回の経験でいかに地元の皆様
に愛されるお菓子で居られることが大切か、見失
わないようにしたいと痛感しました。

（川元）コロナ前のインバウンドでは、海外からお
客さんがいっぱい来て、それを目当てに今から商
売しようとする人って、今までけっこういたと思
うんです。ホテルも京都市内に乱立しているよう
な状態で、そうではなくて本当に伝統的な会社っ
て、いかにして地元の方に愛されるかというのを
常に考えておられるなという印象をすごく受ける
ので、まずはやっぱり土台と言うかそういうとこ
ろがしっかりされているんだなと思いました。

（専務）こういう事態が起こると、本当にそれが生
きてくると思います。当社の場合、海外のお客様
よりも日本のお客様の方がたくさん購入してくだ
さっていたり、日ごろから本店や熊野店などでは
地元の方がご来店いただいていたり、という点も
あったので救われました。インバウンド需要が大
きく伸びた時には、京都でも海外の方しか見ずに
新しくお商売を始められる会社が数多く見られま
したね。一時的な業績だけを見るとこうした経営
は目立つのですが、私たちは300年以上続いてき
た企業として次に繋げること、続けていくことを
目的にしているので、地元の方と手を取り合って
進んでいきたいです。

（中野）世の中、コロナ疲れしてる中で、懐かしい

2



コトやモノをとり戻したいという思いがあったり、
コロナが明けてパッと明るく晴れやかにやってい
きたいという気持ちがあると思います。そんな時
に、懐かしい味でもあるし、かつ、華やかな楽し
い仕掛けができるnikinikiなどはうってつけのよ
うに思います。今は辛抱の時期とはいうものの、
これからのことも既にお考えでしょうし、何かコ
ロナ後にできることがあるんではないかと我々は
期待しています。

（専務）今の時間を利用して、社内を整えていくと
同時に、様々な新商品開発のベースを作ったり味
を再度見直してみたりなど、土台を固めて未来に
備えたいと思います。

事業承継について

（中野）話は変わりますが、鈴鹿さんの旦那さんも
また老舗の跡取りさんですね。夫婦がともに老舗
の跡取りというケースは珍しいと思います。これ
からの世の中って少子化で、また、結婚する人も
少なくなってきていて、事業承継の新しい形かな
と思うんです。それに対してどのように考えてお
られますか。

（専務）ベンチャー同士、などはよく聞くのですが、
老舗同士となると珍しいパターンなのかもしれま
せんね。事業継承という点では、少子化の影響も
あり、こういう形も今後増えていくのではと思い
ます。大変でしょう、と言われることも多いです
が、案外お互いの価値観が一緒なので楽だと感じ
ることが多いのですよ。例えば急遽、こういう会
で出席をしなければならない、と言えば、経営者
として当然そういうものだとすんなり背景も含め
理解し合えますし。子育てに於いても、お互い経
営者というのは、ある程度時間の融通が利くのも
有難いです。また会社の話でも、深い話はそれぞ
れ別会社なのでしないにしても、悩みやわからな
いことを相談し合えたり。家でまで仕事の話？と
思われてしまうかもしれませんが、私たちにとっ
てこれはとても過ごしやすい環境ですし、お互い
のやり方を学べたりするなど勉強し合えることも

多いです。
（中野）今の時代、特に続けていくことが難しいので、

何かもっと新しい化学反応みたいなものがあって、
良いお手本になるといいなと思います。

（専務）ちらほら周りでも、そういうご夫婦のお話
を伺うことがあります。老舗のお店でも女性の跡
継ぎが増えてきたので、結果、自然とこうした形
を選ばれるようになるのかもしれません。まだ少
ないパターンでしょうが、共働きが大多数の時代
ですから、ただそれが社長同士というだけ。今後、
家と自分の気持ちや生涯とを天秤にかけるなどと
いう苦しい思いをする人が居なくなるよう、普通
のことになるような前例になっていると良いです
ね。

（中野）日本人って、前例がないと臆するところが
ありますね。

社会へのメッセージ

（川元）最後に、メッセージみたいなものをいただ
きたいんですけれども、特に女性の経営者の方に
インタビューをお願いしているので、今問題に
なっているコロナ禍での女性の自殺者が増えてき
てる件に関してです。リーマンショックがピーク
で、そこからずーっと率は下がってたんですけど、
2020年は前年を上回ったようです。なかなか社会
に出れないという理由で女性の自殺者が多いみた
いなんですけど、そのような社会へのメッセージ
をいただけたらなと思います。

（専務）私事になりますが、妊娠出産を経験して、
改めてその大変さを知りました。バリバリ大きな
おなかで働いている方も多く見て来ましたし、子
供が居てもパワフルな女性もたくさんいらっしゃ
います。そうした方々のように私も、と思ってい
ましたが、私の場合、つわりもひどく産後の体調
もなかなか回復せず、今でも体力が戻らないぐら
い。本調子には程遠いです。おそらく力強く働い
ているように見えた方々も大きな覚悟が必要で
あったり、またその後ろにはたくさんの、働きた
いけれども体質的に難しい方もいらっしゃるとい
うことに、気付かされました。

　　これまで働いてきて、男女の差は無いとずっと
考えていたのです。この考えは私より下の世代の
経営者の方々に尋ねると顕著で、自分が女だから
なんてことは全く考えたことはなく、相手が男性
かどうかも気にしていなかったとおっしゃる方が
多いです。同様に私もハードルを感じず、確かに
まだまだ男性経営者が多い社会ですが、却って女
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性が少なくすぐに顔を覚えていただけて有難い、
とすら感じていました。

　　それが妊娠出産を経て、大きなハンデを感じる
ことになりました。体のことですから、こればか
りはコントロール出来ない。さらにこれは今の時
代男女問わず言えることですが、子供の体調も思
い通りになりません。子育てをしていると予想外
のことばかり。母の手助けを受けられるという環
境にあった私でさえ、ぐったりすることが多く、
他の方の毎日を聞いて焦る気持ちがありました。

　　そして娘を園に預けて以前のように働こう、と
意気込んだところで、新型コロナウイルスが蔓延
し、たった１週間で園が休みとなりました。よう
やく社会に出られる、となったときのストップと
なり、精神的に落ち込みました。振り返れば短期
間のこと、大きな問題ではないのですが、その時
は鬱々となってしまったのです。「できない」と
いうことを自分自身に対して責めるのでしょうね。

「もう、私は社会に貢献していないんじゃないか」
「このままでは私の存在意義は何なのか」等、と
りとめもないことを思ってしまう。冷静に考える
と、存在しているだけで十分な話なのですが、いっ
たん負の感情に入ると止まらず、結果悲しいこと
に自殺という選択肢を選ばれる方もいらっしゃる
のかもしれません。経済的な理由での自殺もあれ
ば、こうした理由もあり得ると思います。

　　私の場合、夫がネガティブな感情を根気強く追

い払い、存在意義を言い聞かせてくれたことで、
良い方向に舵が取れました。蓄えている時期に居
るので無駄な時間などでは全く無い、目の前に居
ることに集中しようと決めました。方向転換が出
来るまでが辛いですよね。誰だって、いざ頑張ろ
うと意気込んだところでストップをかけられたら、
気が滅入るものです。

　　長くなりましたがメッセージとしては、何事も
絶対に、今進んでいることに意味があるというこ
と。ちゃんと目を開けて目の前にあるものにただ
向き合うことが生きていく上で大切だと、この１
年を経験して思いました。実はこのやり方は、続
いていくための私たちの経営と同じだったりする
のです。続けるためには、ずっと先を見て予想を
たててというのも勿論必要ですが、まずは足元を
しっかり固めるしかありません。５年後10年後の
ビジョンといっても、今回のコロナ禍のように何
がどう崩れるかわからない。その中で頼れるのは、
毎日きっちりとこなしてきたという積み重ねだと
思います。毎日の味見や、日々美味しいものを作
ろうという気持ち。これを見失ってしまうと会社
の根幹が崩れるのと同様、私たち自身も日々を大
切に積み上げていくことこそが、生きている意義
なのだと思っています。

（川元）色々と重い言葉で心に響きました。ありが
とうございました。

（中野）本日はどうもありがとうございました。

聖護院八ッ橋総本店

所 在 地	 本　店：京都市左京区聖護院山王町６	
	 熊野店：京都市左京区聖護院山王町16

連 絡 先	 	TEL：075-761-5151

沿　　革	 	聖護院八ッ橋総本店は、元禄２年（1689）に
聖護院の地に起り「玄鶴堂」の屋号が始まりで
す。以来330年以上の間、京都を代表する銘菓
としての八ッ橋を現在の本店の地で作り続け
ております。

事業内容	 	和菓子販売・オンライン販売

商品紹介	 	聖護院八ッ橋・聖・生八ッ橋

　　聖護院 URL	 ：http://www.shogoin.co.jp/	
　　聖護院 通販サイト	：https://shop.shogoin.co.jp/
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