特集

絆
シリーズ

“親子

おやこ”

東日本大震災の復興の最中、人と人との繫がりや絆について見つめ直した人も少なくないと思い
ます。まさに、親子は命をつなぐ原点です。
後継者問題で悩む業界が多い中、われわれ不動産業界では親子二世代、三世代で営んでいるとこ
ろが大変多いです。
そうした方々にスポットをあて、レポートしたいと思います。
世代間のギャップを浮き彫りにしながら、親から子へ受け継がれ守り続けていくもの、共に働く
親子の絆を伝えたいと思います。
大手とは違った、街の不動産屋のあたたかい雰囲気を伝えられたらと思います。

㈱日本不動産
住所 台東区浅草６－３２－８
TEL 3875-7281 FAX 3875-7392

栄資さん
（長男）

山下欽司さん
（父）

泰弘さん
（次男）
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Q お父様に伺います。

いて将来やりたい事を言うんだけどね。お兄ち

㈱日本不動産は、欽司さんが開業されて大きく

ゃんは水族館の仕事をやりたいとか言ったかな。

してこられましたが、開業した当初から、息子

弟の方はね「親父の跡を継いで会社を大きくす

さん方に同じ会社をやってほしいと思っていた

る」って言って、仲間に「お前の倅は大したも

のですか？

んだ」って言われた事があったね。まあ、その

（父） 私がこの業界に入ったのは20歳。その

後は、俺の方からは言ったような言わないよう

時に、私は茨城の田舎なんだけど、二回り以上

な形だったけど、基本的には本人がやりたいと

も年の離れた従兄に「なんでお前不動産屋なん

思っていたようだったから「どうなんだ」って

て入ったんだ。」って聞かれて、「なんで？」っ

言ったら「やってもいいよ」って感じかな。

て言ったら、「不動産屋なんてろくなもんじゃ
ねぇ。だいたい世の中食いつぶした奴が、やる

Q 小さい頃からお父様と同じお仕事をしたい

ことねぇから不動産屋でもやるかってなもんで。

と考えていましたか？そうでないとすれば、

お前なんか向かないよ」と言われてね。私が世

決心するまでの経緯やきっかけを教えて下さい。

話になったのは、皆さんご存じかもしれないけ
ど、日本堤の不二家不動産。そこに叔母の紹介
で入った。ここの社長は、戦前はおまわりさ
んで、とても真面目な人だったから、私は「そ
んな悪い感じはしないよ」って答えてね。ただ、
私はそう言われた事がずっと心の底に残ってて。
私に子供ができる。その子供に継がせられない
ような仕事じゃ困る。やるからにはしっかりや
って、子供にも孫にも継がせられるような仕事
にしなきゃダメだと思って、25歳で独立しま
したけど、その時からそういう気持ちでやって
きましたね。

（栄資） 私の場合は、不動産屋になるんだって
いう気持ちは正直なかったですね。親父がやっ

Q お父様の方から会社に入るように言ったの

ているので興味はありましたけども。きっかけ

か、息子さん方の方からやりたいと言ったのか、

は、社員が何人かまとまって抜ける時期があり

どんな流れだったんですか？

まして。その当時私は他の所に行ってたんです

（父） 小学校卒業の時、そこの富士小学校では

けど、人手が足りないということで、「手伝っ

卒業式で卒業証書をもらったら、父兄の方を向

てくれないか」と言われて「いいですよ」と。
（泰弘） 子供の頃は、子供ながらにさっき親父
が言ったように思っていました。でも、年頃に
なってくると遊びとかアルバイトが楽しくて遠
回りした感じもしますけど、将来は親父の家業
を手伝っていくんだろうなっていう思いはあり
ました。
Q 前はどんなお仕事をなさっていたんですか？
（栄資） 建物の管理関係です。
Q 何か若い時に熱中されていたものはあるん
ですか？
（泰弘） そうですね。不動産業は堅いイメージ
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でしたので、会社に入って仕事に就くまでは、

Q お父様と似ているな～と思う部分を教えて

それこそ好きなことを好きなだけやっていたと

下さい。

いう感じですね。

（栄資） 根が真面目。それと頑固ですね。言い
出すとそれを貫くみたいな。

Q 息子さん方が小さい頃、ご家庭ではどのよ

（泰弘） 情にもろいところですね。

うなお父様でしたか？一緒に働くようになって
印象は変わりましたか？

Q お父様からみて、息子さん方の自分と似て

（栄資） 印象が変わったというのはないですね。

いるな～と思う部分、自分とはまったく違うな

昔から、他の人でも家族でも態度を変えずに、

～と思う部分はどんなところでしょうか？

ぶっちゃけて話すタイプだと思いますね。僕が

（父） 基本的に真面目なところは、親父似なん

小さい頃虫取りが好きだっていうと、結構まめ

だと思う。私も最初から真面目だったわけでは

に色々連れて行ってくれたりとかしましたね。

なくて、20歳前に2度ばっかり、嘘ついたり人

（泰弘） 裏表がないですね。職場に入ってから

に迷惑かけたりして失敗して、自分で修正して。

も同じように感じます。私が小さい頃、野球を

自分に嘘をつかない、人に嘘をつかない、こう

やっていた時はプロ野球に連れて行ってくれま

いうことを原則としてやるんだ。この業界に入

したし。家族旅行の思い出もたくさんあります

った時も自分にも言い聞かせて、社員の皆さん

し。忙しいながらも、家族の面倒をよく見てく
れていたのかなと思います。
Q ご兄弟でも性格は違うのでしょうか？お互
いに、自分と似ているな～と思う部分、自分と
はまったく違うな～と思う部分はどんなところ
でしょうか？
（栄資） やっぱり同じ環境で育っていても別々
なんですね。性格も違います。僕はどっちかっ
ていうと寡黙なタイプですけど、弟の方が私よ
り社交的かな。
（泰弘） 自分で言うのもなんですが、気質は親
父の血を引き継いで二人とも真面目なのかなと
思いますね。確かに兄貴は、余計なことは言わ
ない。

にも言ってきた。商売だから駆け引きはいいけ
れども、嘘は絶対だめよ。後で自分が大きな恥
をかくことになる。そうかといってね、何でも
かんでも開けっ放しって訳にはいかないから、
ぼやけるところもあると思うけど。基本的には、
どこから照らされても、そんなに変な影がある
ことはない。そういう人間だってところ。
それと、結婚する前は、ある程度の社会勉強
はさせてもらったけど、結婚してからは、うち
は年子だから次々と生まれて、母ちゃんが大変
なわけよ。で、私はおむつ変えたりミルク飲ま
せたり。
月4回のうち1回くらいの休みは家族のために
取っておく。家庭を壊すようなことはしない。
子供たちも家庭を大事にするところは似ている
んじゃないかな。違うのは、兄貴は酒を飲まな
いけど、弟は酒のアルバイトをしていたくらい
だから。
Q お父様から見て、息子さん方もなかなかや
るな～と思う所はどんな所ですか？
（父） 栄資君はね、今管理の方でトラブルやな
んかを請け負ってやってますけど、彼はねちっ
こくやるね。あんまり怒らない。お客さんにい
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ろんなこと言われたとしても、カーっとしない。
そういうところは感心するね。泰弘君は、如才
ないところがあるというか、営業マン的センス
は多分持っていると思う。そのへんのところが
良いところだね。まあ、悪いところはいっぱい
あるやね（笑） まだ、お互い未熟ってことで、
自分で気が付いたら直してもらえば良いと思う
けど。大変だと思うよ。これから。（笑）

やるべきことはやる、言うべきことは言う。そ
れを離れたら、あいつは付き合いやすいよ。相
手に隙を見せてね。あんまりカチッとはまっち
ゃうと付き合いづらくなるから。馬鹿になる時
は馬鹿になる。そういうことは、いつの時代で
も大事なんじゃないかなと思うね。あとは、常
に職業意識、プロ意識。良く言うんだけど、専
門的知識と人格は常に車の両輪。仕事はできる
けど、人間的に好きじゃないって人とか、人間

Q お父様の尊敬する所、見習いたい所はどん
な所ですか？
（父） 全部見習わなきゃいかんだろ（笑）
（栄資） そうですね。人徳があるっていうか。
お客さんからもそうですし、見た感じも滲んで
いると思うんですけど。年とって、こんな風に
まろやかな感じになれたら良いなと思いますね。
（泰弘） うちの親父は、子供から見ても正直欠
点がないなって思いますね。やっぱり、タフで
もあるでしょうし、努力もされてるのかな、勉
強もしているんだろうな。バランスの良い人だ
なと子供ながらに思いますね。

的にはいいんだけど、なんか頼むと有耶無耶に
なっててさ、結論がでねえんだよとか。これじ
ゃダメだ。それと、この業界はまとめてなんぼ
の世界だから。業者同士でお互いに協力しあお
うよ、どういう方向性でいったらまとまるんだ
ろう、そういう基本的なものをわきまえて、一
生懸命努力する。自分だけよくなるって事は絶
対にないんだから、人と共に、共生っていうの
かな、そういうことにしっかりした考えを持っ
てもらいたいな。
Q 反対に、息子さん方が自分の代で、新しく

Q 時代は変わっても、変わらずに引き継いで、
息子さんに守っていってもらいたいことは何で
しょうか？
（父） 自分に嘘つかない、人に嘘つかない、親
切、誠実。そういうことをやっていける商売が
どうか難しいけれども。商売になったら鬼にな
って、それを離れたらいい人だよなって言われ
るような、人としての基本的な物を持ってやっ
てもらえたらいいな。仕事になった丁々発止、

取り組みたいことなどはありますか？
（栄資） 特別今はないんですけどね。ここのメ
モ帳に書いてあるのは、いつも社長が言ってい
ることですけど「人の世の人の情けに生きる我
人の世のため誠を尽くさん」こんなことを肝に
銘じながらやっていきたい。
（泰弘） 景気が悪い中、考えて何か新しいこと
も生み出していかないといけないのかなとは思
いますけれども、もっと足元の段階で、日常の
仕事を普通に、まだ怒られる事も多いですし、
ミスすることも多いので、そういったことをし
っかりできるようになってから、徐々にステッ
プを踏んでいきたいなと考えています。
Q お父様にとって、子供という存在は一言で
いうと何でしょうか？
（父） どこの親でもそうだと思うけど、みんな
子供ってのは可愛いと思うんだよね。
特に小さい子供達ってのは本当に無邪気で。そ
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れが大きくなって、なんで血の通った者同士が
喧嘩しなくちゃならないんだろうって不思議に
思うね。社会が悪いのか、親が悪いのか。だか
ら私は、この子供達には、一緒にお互いに協力
し合わなくちゃならないんだから、私がいる間
に協力し合えるような形に仕事を分けている。
今のところは、泰弘君が不動産の仲介、建物の
管理、リフォームとか清掃とかは栄資君。とい
うふうに分けてね、喧嘩しないで、仲良くやっ
ていってもらいたいと思っている。
Q 息子さんにとって、親という存在は一言で
いうと何でしょうか？
（栄資） 偉大な存在というイメージですかね。
（泰弘） 人生最大の先輩であり、仕事の最大の
師匠ですね。
Q 親子の絆についてどう思いますか？
（父） 今の自分があるのは、あくまでご先祖さ
んのおかげ。代々続いてきて、こんにち自分が
あるんだ。それをまた私が受け継いで、次の世
代にバトンタッチしていく。先祖伝来っていう
かね。親がいなかったら出てこないんだし。私
は、そんな風に絆ってものを理解しているけど

ね。皆さんがもっとご先祖を大事にしてくれた
ら、世の中もっと違うんじゃないかな。
（栄資） 親父が言ったように、過去の流れが繋
がって今の自分があると、小さい時から教えら
れてきたし、お墓参りもよく行っているんで。
絆っていうか流れっていうのは感じますね。
（泰弘） 改めて絆って言われるとなんですけど。
なんとなく過ごしてきた中で、自然と培ってい
るものなのかなと思います。ご先祖様を大切に
とか、ちゃんと供養するようにということを小
さい頃から伝えられてきているので。
Q お父様からそれぞれの息子さんへ、息子さ
んからお父様へ、お互いにメッセージをお願い
します。
（父） 健康でやってもらいたい。あとは好きな
ようにやれ（笑）
（栄資） 好きなようにやれと言われましたんで、
のびのびやらせてもらいたいと思います（笑）
（泰弘） 僕は、まだまだ吸収させてもらいたい
んで、色々教えてもらいたいと思います。
（父） 全面的に協力します。これは、子供に限
らず社員にも言っていることですが、私に出来
ることは何でもやります。
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