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。

丸勝不動産
住所 台東区今戸２－３５－７
TEL 3871-1800 FAX 3873-6858

北口 健さん
（父）

昭子さん
（母）

和さん
（長男）
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Ｑ小さい頃の息子さんはどのようなお子さんでし

会社に入った当初は親子ですから、 これ違うん

たか？

じゃないのとか、 結構言ってたんですけど。 だ

（父） 真面目で実直って感じでしたね。 ヨコとか

んだん苦労をわかってくると、 文句を言わなく

ヒダリとか、 そういうことは何もなかったです。 こ

なったというか、 言えなくなりましたね。 こうす

の先まだわかりませんけどね （笑

ればもっと良く回るのかなぁとか自分なりに考え
たりして、 スタンスが変わったってことでしょうか。
Ｑお父様は体格が良かったということですが、
何かスポーツをされていたのですか？
（父） 柔道をやっていたんですよ。
Ｑお父様は息子さんに跡を継いで欲しいと思っ
ていましたか？実際同じ業界に入って跡を継ぎ
たいと言われた時、 どのように思いましたか？
（父） 継いで欲しいなぁってのはあったけど、
口から出なかったですね。 不動産の仕事をやり

Ｑ息子さんが小さい頃、ご家庭ではどのよう

たいんだって言ってくれた時は、 そんなに簡単

なお父様でしたか？

に出来るもんじゃないけどね、 お客さんを大事

（和） 今は痩せていますけど、 当時は 108 ㎏位

にしてくれればいいかなって。 もう 44、 5 年に

あったんですよ。 握力も 80 以上あって。 太って

なりますけど、 家内と二人でコツコツやってきた

いるというよりも相撲取りみたいな感じで。 ですか

んでね、 嬉しいな、 良かったぁっていうのは本

ら、 とにかく怖い。 反抗期ですと口答えとか多

音ですね。

少あるかと思うんですけど、 いわゆる父親を叩く
とか、 そういうことは全然考えも及ばないくらい、

Ｑ息子さんは小さい頃からお父様の跡を継ごう

とにかく怖いというイメージで。 そう見えて、 当

と考えていましたか？そうでないとすれば決心

時はリフォーム屋さんとかクリーニング業者さんと

するまでの経緯やきっかけを教えて下さい。

か無かったですから、 そういうのも含めて全部自
分達でやっていたんで、 器用だなという印象で
した。
（父） 昔は何でも出来ることはやってましてね。
クロス貼るなんていうと、 近所から 「俺手伝って
やるよ」 ってんで飛んできてくれて、「ありがとう」 っ
てな感じでね。 職人の町ですから、 助けてもらっ
たりして。
Ｑ一緒に働くようになって印象は変わりました
か？
（和） うちは社員が多くいる会社ではないので、
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実際仕事に携わってみると、 父も母も随分苦労

（和） 小さい時は漠然と継ぎたいなと思ってい

していたんだなぁと感じるようになりました。

たんですけど大学の頃は業界に関わって間接

的にサポートできればいいなと考えていて。 実
際住宅メーカーとかデベロッパーとか就職活動し
たんです。 ある大手の部長面接で、面接官に「他
に何かやりたいことがあるんじゃないの？」 って
見透かされて、 そういえば、 在学中に法律サー
クルに入っていて弁護士を志したことがあったの
を思い出して、 もう一度やってみようかなと。 そ
こから、 ぱったり就職活動を辞めて勉強を始め
たんです。 結局、 ８年くらい司法試験を１点２点
のところで落ち続けて。 ３１歳になっちゃったし、
これじゃダメだなって思って。 また簡単に、 勉強
を辞めてしまって、 半年くらいぶらぶらしていた
んです。 自分は社会経験もないですし、 中途
採用もそんなに無くて。 行きつく先はこれしかな
いなって。 かといって、 安易に入るんじゃいけな

（和） 頑固で意志固いところですかね。 あとは、

いと思って。 土下座して社長に 「もうどうにもな

家族の予定を度外視して仕事を入れてしまうとこ

らない。 覚悟を持ってやるんで、 やらせてくださ

ろとか。 車の運転になると人が変わってしまうと

い」 って頭下げて。

ころとか （笑）

自分の弱さというか意気地なしだったから、 結
局親に頼るしかなかったんですね。 何も言わな
かったけどずっと門戸を開けて待っていてくれた
のかな、 優しかったのかなって思います。
（父） 本音はね、 早く継いで欲しいな～って思っ
て見てましたけどね （笑）
Ｑ息子さんが司法試験の勉強をされていた８年
間はどのようなお気持ちでしたか？
（母） その頃、 主人の体の方が心配でしたので、
もともとおとなしい子だったから心配はしませんで
した。 ただ、 主人が病気になってちょうど良いタ
イミングで会社に入ってくれて、 ほっとしました。
神様がうまく導いてくれたのかな～と感じていま

Ｑ反対に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？
（和） 自分でこうだって思ったことは、 絶対曲げ
ない、 ぶれない。 神様でも仏様でも味方につ
けようっていうか、 とにかく信じるってところは、
まだ自分はできていないと思います。 今回雷門
に支店を出させてもらったのも、 前々から考え
てはいたんですけど、 私はあきらめていたんで
す。 １回ダメになっているので。 父は、 出れば
いいな～って言って、 それが、 偶然にも父の
誕生日の朝にレインズに物件が出てて、 ずっと
思い続けていると運が寄ってくるみたいな強さを
感じています。

す。

Ｑ平成２５年１月に雷門に支店を出された経緯

（和） 別に、 だから会社に入ったってわけでは

は、 物件があったので出店を決めたのか、 出

ないんですけどね。

店を考えていた時に物件が出てきたのか、 ど
ちらなんでしょうか？

Ｑ自分と似ているな～と思うところは？

（和） 父も私も今戸で育って縁が広がって商売

（父） 私がね、 １つ１つ進んでいく性格なので、

させていただいているんで、 こちらにいる意味

それを見ているから、 そういうところは似ているの

は十二分にあるんですけど、 長くやっていると

かなと思います。

浅草とか上野とか、 人が多いところで商売した
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いな～という商売人気質なんでしょうか、夢は持っ

払ってくださるお客様が非常に多くて。 本当に父

ていたようです。 ずっと前から考えていて、 ここ

は情に厚くて辛抱強いな～って思います。 あとは

５年位はそろそろと、 タイミングを計っていたので

記憶力ですね。 数か月後にまたフラッと訪ねてき

両方と言えますね。

ても 「○○さんですよね」 ってすぐに言えるのは
見習うべきかなと思います。 あと切り替えの早さで

Ｑ息子さんもなかなかやるな～と思うところはど

すね。 こういった商売は千三といいますけど、 逃

んなところですか？

げていった物件にはこだわらない。 先に先にいか
ないといけないな～と思いますけど、 私はうじうじ
してしまいます。
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） 後を継いでくれて、 夢を繋いでくれてうれし
いな～と思っています。
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？
（和） 守ってくれる壁ですかね。 親の傘があるうち
に家業を継がせていただいたのは有難いな～と
思っています。 最終的に変える場所がある安心
感を感じますね。
いろんな要素が繋がっているロープ。 何かあった
時にはいつでも頼ることができるような命綱で繋

（父） お客さんに離れた地域で探してくれって言

がっているのかな。

われた時とかね、 ちょこちょこっとパソコン使って、
こういうのがありますよってすぐ返事できるし。

Ｑ親子の絆についてどう思いますか？

私たちは有難いな～と思っていますね。

（和） 月並み言えば、 切っても切れない、 結婚と
は違う、 なるべくしてなったんだな～と思います。

Ｑお父様の尊敬する所、 見習いたい所はどんな

子供も親を守らなければいけないし、 親も子供を

所ですか？

守らなければいけない。 守ってくれる壁であると

（和） 父は最後まで人の面倒をみるんですね。

同時に超えたいな、 超えなくてはいけないと思い

時には賃料が払えない方々が出てくると、 私な

ます。 でも、 男親は負けてはいけないと自分も親

んか賃料払えないなら出て行ってもらったほうが

になって思いますね。

いいんじゃないのって思うんですけど。 それぞれ

2

色々な事情があって、 ギャンブルもあれば、 た

Ｑご両親から息子さんへ、 息子さんからご両親へ

またま会社の都合で解雇されたとか、 怪我をし

お互いメッセージをお願いします。

たから仕事ができなくったとか、 そういう時社長

（父） うちの会社を頼ってきたお客様に絶えず満

は分割でも何でもいいから２年間でとにかく追い

足を与えられるように大事にして安堵感がある商

つけって言うんですよ。 それなら頑張ろうって思っ

売をして欲しいと思います。 右も左もわからない

てくださるのか、 ２年間でちゃんんと追いついて

中で雷門支店に行ってお得意さんがあるわけじゃ

そういう関係も大事にしてもらいたいと思います。
（和） 父は体調が大変だと思いますけど、 「商
売は生きているうちは死ぬまで続く」 と、 祖母
の教え通り生きているうちは楽しくやれればいい
な～と思います。 時間が許す限り、 経験とか商
売の方法とかを教えてもらって、 孫と将棋をさ
せるくらい少しでも長生きして欲しいですね。 こ
れからもよろしくお願いします。
（母） 私はこっち （今戸） がなければ、 いつで
も雷門に応援に行ってあげたいんですけど、 人
手がないし、 主人も体があまり良くないんで。
（父） 家内が一人３役も４役もやってくれている
んですよ。
（母） 北口の母が商売が上手な人だったので、
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大変だろうな～と思いますけど、 商いは少ない

私も商売を嫌いにならずにやってこれたと思って

よ、 辛抱強く１つ１つ頑張っていくしかないよって

います。 雷門支店が軌道に乗るまでは大変だ

思います。

と思いますが、 しばらくの間、 乗り切って頑張っ

台東区支部の皆さんにも支えてもらっていて、

て欲しいと思います。

