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防 府 若 手 社 員 座 談 会

で、
防府に住んで正解だったなと感じています。

防府の良さを
どう感じていますか？
製造業
サービス業

松本 香織さん
大村印刷 株式会社
➡P13 check!

防府で就職したきっかけや、改めて気付いた防府の魅力など、
防府市で活躍中の11人に、本音トークを展開してもらいました。
防府で働く先輩たちの声を、
ぜひ参考にしてくださいね！

藤山さん：みんな温かい人ばかり。人と人との

製造業

田畑 由昭さん
三國重工業 株式会社
山口工場

甲斐 友徳さん
葬祭と仏壇のおおすみ
（株式会社 大隅）

➡P39 check!

建設業

新田 晋嗣さん
株式会社 羽嶋松翠園

➡P108 check!

➡P63 check!

れる人が多いですよね。

➡P142 check!

丸山 真司さん
防府グランドホテル

に出掛けたときなど、地域の方が声をかけてく

宮本さん：仕事柄、
各地で車を運転していて思

ておすすめです。他にも市内には沢山おしゃれ

ださったり、道をあけてくださったり…皆さんの

うのですが、
山口県は運転マナーがとても良い

なカフェが増えてきていますね。

製造業

楠 蘭さん
大村印刷 株式会社
➡P13 check!

サービス業

建設業

宮本 大夢さん
株式会社 三友

➡P51 check!

松原 遥香さん
社会福祉法人 蓬莱会
➡P132 check!

佐藤 真子さん
株式会社 防長トラベル
防府支店
➡P125 check!

座談会を行った場所：防府市 大村印刷株式会社
2016年開催

松原さん：車塚に行けば、
いろいろなお店をは

近所付き合いがなかったのですが、防府で暮

松本さん：駐車場もたくさんあって、都会に比

しごできますよね。飲んだ後の締めのラーメン

よね。イオンタウンの近くに住んでいるので、
に買えるので助かります。

社で地元の方と一緒にしめ縄作りを体験しま

をご存知ですか？ 私もチームに所属していま

した。

す。毎月試合があるので、週末は
「ソルトアリー

あるのは防 府 市だけ。ほかにも、映 画 館や

宮本さん：私は5歳から空手を習っていて、
今で

しかないお店もたくさんあるので、市外に住ん

宮本さん：弊社も裸坊祭には毎年参加します。

も毎週日曜は稽古に励んでいます。
中学･高校

でいる側から見ると羨ましいですね。

行事やイベントに参加するたびに、防府の方々

と陸上部に所属していたので、
ジョギングも続

藤井さん：裸坊祭をはじめとする祭りが盛んで、
団結力が強い町というイメージがあります。

ナ防府」
で練習をしています。

けています。仕事が終わってから時間さえあれ
ば走っています。
今度、
駅伝に参加するので、
今
すごく火がついています。

に一旦大阪へ出た後、
Uターンしました。

なぜ防府で就職しようと
思われたのですか？

あるので、
これからの展開に期待しています。

て、
町のサイズ感がちょうどいいですね。

ようになって2年目になります。

佐藤さん：防府に帰りたかったというのが一番

楠 さ ん：印刷･デザインの前段階として原稿

新田さん：造 園工事や剪定も含めた庭の管

の理由ですね。一度離れたからこそ、地元の良

す。10年間山口市で過ごし、再び防府で暮らす

理、
エクステリアの施工など、
さまざまな業務に

さに気づくことができたのだと思います。

から一旦広島へ出た後、
Uターン就職しました。

携わっています。
出身は光市です。防府で働き

甲斐さん：葬祭業および仏壇販売の企画･広

始めて4年目になります。

会にも仕事にも慣れていないため、
目には見え

報主任として、一つずつの現場施工の管理や、

田畑さん：産業用のコンプレッサーを製造して

ホームページなどのシステム関連のメンテナン

いる会社で、総務を担当しています。
出身は島

ないストレスがあります。
だから、家族が近くに

根県浜田市です。山口大学に進学し、防府で

楠 さ ん：社会人になりたてのころは、
まだ社

いる地元での就職は安心感がありました。

藤山さん：私も進学で一旦防府を離れてみて、

藤山さん：都会はごちゃごちゃしていて、
店や物
が多すぎて、
どこに行けばいいのか迷ってしま
います。
その点、防府は全てが適度に揃ってい
甲斐さん：防府って地理的にすごく恵まれてい

ますよね。
山や海、港があり、大きな川が流れて

いて、平野も広がっている。
ハイキングや登山、

おすすめスポットを
教えてください！

甲斐さん：実は、県内で
「アカチャンホンポ」
が

チェーン系のカフェ、有名ショップなど、防府に

防府を一言で言うと？
楠 さ ん：心の原点！ 一生住み続けたい町

田畑さん：第二のふるさとです。

松本さん：仕事だけでなく、生活も楽しめる場

所です。
これからもずっと防府で暮らしたいなと
思っています。

松本さん：やはり防府天満宮です。
近所なので、
運動不足の解消をかねてよく出掛けます。雅な
音楽に耳を傾けながら鳩を見る…ちょっと地
味ですが癒されます。
新田さん：毛利氏庭園です。実は、
つい先程ま

で剪定をしていました
（笑）。
邸宅の一部を利用した毛利

就職しました。
防府に住んで10年になります。

やはり慣れ親しんだ地元で働きたいと思いまし

博物館も広くて見応えがあり

た。

佐 藤さん：旅行代理店の営業として、各種旅

た。
防府が恋しくなりましたね。

ますよ。

松本さん：デザイン部に所属し、印刷物のデザ

行商品のご提案･販売をしています。
ときにはツ
アーに添乗することもあります。大学進学で一

松本さん：職場に短大の先輩が多かったこと、

藤井さん：その近くのゴルフ

イン制作に携わっています。
山陽小野田市出身

防府出身の友達が多かったことが大きな理由

場を利用したことがありま

旦福岡に出た後、
防府にUターンしました。

です。

す。
山口県最古のゴルフ場だ

田畑さん：私も、大学在学中にバスケットボー

そうです。

丸山さん：バンケットコーディネーターとして、
ホ

「明日あれが要る！」
という急な場合でも、
すぐ

です。

したのをきっかけに、防府で働くようになりまし

藤山さん：銀行で外回りの営業をしています。
出

型店が揃っているから、市外に出なくても、車

新田さん：防府にフットサルのリーグがあるの

丸山さん：たまに釣りに出掛けます。防府市は

松原さん：指定障害者支援施設で、障害のあ

松原さん：カラオケ屋が多くて、安いのも魅力

一台あれば、何でも買い揃えることができます

中関や西浦など、
釣りスポットも多いですよね。

しています。

で、
就職を機に防府に引っ越しました。

6

松本さん：家で過ごすことが多いですね。周り

個店の活気がないのがちょっと寂しいですね。

る方の生活支援をしています。出身は防府で

スを担当しています。
6年前、
会社の本部が移転

です。
イオンタウンやイオン、
ゆめタウンなど、
大

でも最近、防府を盛り上げようとする雰囲気が

宮本さん：情報システム事業部に所属し、
コン

整理を担当しています。大学進学を機に、防府

休日はどのように
過ごしていますか？

回っています。
出身は下松市で、大学進学を機

後、
福岡に出て、
6年前にUターンしました。

佐藤さん：私は
「博多ラーメン」
が好きです！

が静かなのでゆっくり過ごせます。

人が多いように感じます。
町としては、
商店街や
藤井さん：印刷業の営業を担当し、
県内を飛び

もおいしい店が多いですしね。

新田さん：私も、行事を通じて地域の人々との

新田さん：市役所の雰囲気も明るくて、親切な

ピューター周辺機器やシステム販売などを担当

べて割安なので助かります。

触れ合いを楽しんでいます。昨年は、近所の神

の「地域愛」
を強く感じますね。

まず、自己紹介を
お願いします。

藤井さん：居酒屋は多い方だと思います。

多いので、
とても運転しやすいです。

に帰ってくるときもほっとします
（笑）
。

サービス業

ですよね。道幅が広くて、道を譲ってくれる人も

楠 さ ん：広島で一人暮らしをしていたときは、

のですが、防府にも似たような温かさを感じて

➡P127 check!

オープンした
「三日月堂珈琲」
は、
雰囲気が良く

なるので、
こうした制度はとても助かりますね。

います。
地元に帰省するときと同じように、
防府

➡P13 check!

聞いています。
子どもが小さいうちはよく病気に

松原さん：仕事で障害のある方と公園に散歩

田畑さん：私の田舎も近所付き合いが盛んな

サービス業

きても大丈夫という安心感があります。

田畑さん：防府市は小学6年生までの医療費

くださるので、
とても居心地がいいです。

藤井 佑亮さん
大村印刷 株式会社

松原さん：確かに、子連れで遊べる所もたくさ

んありますよね！ 防府で結婚して、
子どもがで

が無料ですよね。
県内では唯一の取り組みだと

果物をいただく機会が増えました。親切にして

製造業

集約されていますよね。県内でもこれだけ揃っ

ているところはほかにないと思います。

丸山さん：他人の立場になって物事を考えら

らすようになってからは、近所の方から野菜や

藤山 翔さん
株式会社 西京銀行
防府支店

浴も楽しめる。
いい意味で、何でもコンパクトに

つながりを大切にする印象があります。

気遣いに心が温まります。

金融・保険業

サイクリングや釣りもできるし、富海では海水

身は防府で、
大学で広島に出た後、
Uターンしま

テルウエディングや宴会、宿泊、
ラウンジなど、

ルを通じて仲良くなった人が防府にいたことが

新田さん：小さなお店を探す

した。

さまざまな業務に携わっています。高校卒業

影響しています。人とのつながりが広がったの

のも楽しいですよ。2年前に

松原さん：結婚して、子どもができても、
ずっと
暮らしていける自慢の町です。

甲斐さん：山口県の中でいうと
「太陽」
のような

存在。温かい人のつながりがこれからもずっと
続いてほしいと願っています。

