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座談会

三鷹ＳＯＨＯ倶楽部って何？

～今、ようやく明かされる SOHO ガイド発行元のプロフィール
最近活動も活発化し、
メディア露出度も増えて
きた三鷹ＳＯＨＯ倶楽部。
ＳＯＨＯ有志が集まって
運営している任意団体な
のだが、行政やＮＰＯと
混同されたり、どうも「よく
わか らない団体」と して
捉えられているような気
配も見受けられる。
今回は本ガイド３号目の発行を記念（？）して、三鷹ＳＯＨＯ倶楽部の成り立ちと沿
革、そこから生まれた独特の気風に迫ってみたい。
三鷹ＳＯＨＯ倶楽部の前身は
「パイロットオフィス検討チーム」

知りたいと思ってたんですよ。
― まず、発足の経緯というか、なぜ三

― 本日はお忙しいところお集まりいた

鷹ＳＯＨＯ倶楽部ができたのかというと
ころからお聞きしたいと思います。

だきありがとうございます。
実は、森下さんと私はメンバーであり

河瀬 ９７年８月に、三鷹市ＳＯＨＯパイ
ロットオフィスの検討チームが発足した

ながら、途中から巻き込まれたという関
係でそもそも三鷹ＳＯＨＯ倶楽部がどう

んですよ。そのへんからですね、当初
のメンバーが集まってきたのは。

してできたのか、何をやってきたのか、
よく知らないんですよ（笑）。そこで創立

古川 えっ、あれってそんな名前がつ
いていたんですか？ 「宇山チーム」だ

当時からのメンバーの皆さんに、そこの
ところを突っ込んで聞こうと思っていま

と思っていた（笑）
― 当時、ＳＯＨＯ ＣＩＴＹみたか構想

す。
森下 そうそう。私も実はこれを機会に

（注１）

の立役者の一人といわれた宇山さ
ん
が、検討チームを率いていたわ
（注２）

注１：三鷹市のＳＯＨＯ支援施策。９７年に基本コンセプトが打ち出された。
注２：宇山正幸さん。当時、三鷹市まちづくり公社主査として SOHO 支援を担当していた。現在、三鷹市情
報推進室室長。
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けですね。
河瀬 宇山さんがチームの座長兼進行

いみたいですね。
河瀬 そう（笑）「宇山チーム」に続々と

役で、最初は面白かったんだけれど、
途中で三鷹市のＯＫ、つまり市長の決

いろんな人が集まってきたわけですよ。
でも、そのきっかけは色々だよね。

定がなかなか降りずに、数ヶ月中だる
みしたんだよね。一時期夢のマルチメ

今日はいないけど、運営メンバーの
斉藤さんは、その頃公社でアルバイトし

ディアといわれたキャプテンシステムや
ＩＮＳが、実際には思うように普及しなか

ていた友人の家の離れに住んでいて、
「おまえもＳＯＨＯだろ」って紹介された

った前例もあったから、行政としても慎
重になったんでしょう。

らしいし。デザイナーの並木さんもこの
チームから参加したよね。第

古川 私が覚えているのは、
当時宇山さんがＳＯＨＯ向け

一回のフェスタで大活躍する
平場さんは日経の記事を見

のアンケートを実施したこと
ですね。９７年の１月か２月か、

て宇山さんに連絡して来た
はずだから、もう少し後かな。

寒い時だった。私は三鷹市
がＳＯＨＯ向けのアンケート

― 私は三鷹ＳＯＨＯ倶楽部
の存在を知るずっと前に、斉

をやるというので、じゃあ、三
鷹に住んでいるしやってみよ
うかなと思って回答したら、あ
る日「すみません、こういう会
合をやるんですけれど来ま
せんか」と連絡が来たんです。

河瀬謙一
三鷹ＳＯＨＯ倶楽部
代表
（華麗堂代表）

続々といろんな人が集
まってきた。きっかけは
色々だけど。

藤さんが講師をしていたマッ
クとウィンドウズのデータ互換
講座に出たのを覚えていま
すよ。
じゃあ、本当にみんなばら
ばらに集まってきたんですね。

そこで宇山さんにつられて参加したと。
河瀬 僕が宇山さんと知り合ったのは、

お互いに知り合いでもなかった？
河瀬 そう、だから最初はみんな戦々

「手のひら公園」ワークショップ（注３）です
ね。当時の三鷹市まちづくり公社の職

恐々としていたよね。
古川 えっ、結構みんな好き勝手言っ

員が、僕のことを宇山さんに紹介したら
しくて、宇山さんが紺色の背広を着て

ていたような気がするけど（笑）。
河瀬 僕らのほかにも、建築系ではレッ

事務所に会いに来たんです。
― 宇山さんが三鷹ＳＯＨＯ倶楽部設

クさん、デルファイ研究所さん、内田洋
行さん、コクヨさんなどの企業も参加し

立の影のキーパーソンなのは間違いな

ていたかな。

注３：三鷹台の住民参加型まちづくりワークショップ。
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― つまりＳＯＨＯパイロットオフィスをど
う作るかという、具体的な案件があって

なが親密になってきたのはどの辺から
ですか？

人が集まっていたというわけですね。当
時の検討チームの皆さんから、ＳＯＨＯ

河瀬 市の決定が降りずに３、４ヶ月足
踏みしていたころかな。やっぱり、ミー

としての立場から意見を言って欲しいと
いうことだったんでしょうか？

ティング後の飲み会（笑）。
確か斉藤さんは羽田野さんのオフィ

河瀬 多分ね。僕はそのとき初めて、
「へえ、自分はＳＯＨＯなんだ」って思っ

スに遊びに行ったんじゃないかな。羽
田野さんは、各地のＳＯＨＯ支援の現

たけどね（笑）。そんなもんですよ。
― その頃は定期的に会合をしていた

状をよく知っていた。
古川 羽田野さんは当時オフィスが永

んですか？
古川 一ヶ月に一度くらいだ

山の方で遠かったんですよね。
ＳＯＨＯ事情の詳しさを買わ

ったかな。
河瀬 楽しかったよね。

れて参加したんでしたっけ？
河瀬 たしか内田洋行の後藤

森下 その頃ＮＨＫが検討
チームを取材したビデオが

さんが、「もうそういうＳＯＨＯス
タイルで仕事をしている人が

パイロットオフィスに残って
いますよ。今見るとみんな若

古川あづさ

いるから」って連れてきたんじ
ゃなかったかな。

いの（笑）。
河瀬 この頃、検討会の後

三鷹ＳＯＨＯ倶楽部
副代表
（（株）日本情報技研代表）

― この頃はまだＳＯＨＯ倶楽
部とは名乗っていないんです

の飲み会で今の市長の清
原さんに会っているよ。当時

結構、みんな好き勝手
言っていたような気が
するけど。

ね。
河瀬 それは検討チームが解

はルーテル大の教授で、そ
れから東京工科大に行って学部長に

散したあとだから。
森下 年表を見ると９８年の１０月に「上

なって、三鷹市長になった。
古川 歴史を感じますよね。

記検討チームの物好きが集まり三鷹Ｓ
ＯＨＯ倶楽部を発足」とありますが、１０

検討チームの解散

月に何があったんですか？
河瀬 チームの解散があって、「せっか

三鷹ＳＯＨＯ倶楽部の結成へ

くこういう人たちがいるんだから倶楽部
のような集まりを続けていって、新しく入

― 初対面の「おすまし」が取れてみん

ってくるＳＯＨＯの受け皿にもなれると

注４：１９９８年１２月に開設。正式名称は、三鷹市ＳＯＨＯパイロットオフィス。三鷹市のＳＯＨＯ支援施策の
ための実証実験を行う場でもあり、当時、行政初のＳＯＨＯ支援を行う施設として話題となった。
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いいね」という話をビール飲みながらし
ていたの。

この頃、森下さんがパートでパイロット
オフィスの受付にいたんですね？

三鷹ＳＯＨＯ倶楽部という名前は、み
んなで考えてきて投票したんですよ。

森下 そうですね。私はもともと主婦で
したから、最初は受付って来客の対応

「電脳トキワ荘」とか７つくらいあって、ふ
たを開けたら一番平凡な名前に決まっ

や電話を受け取るだけだと思っていた
んですが、甘かった（笑）。

て、ちょっとがっかり（笑）。
古川 いいんじゃないですか。電脳トキ

堅苦しい枠がない軟弱な組織を選択

ワ荘では若い人にはわからないし（笑）
― で、その後、パイロットオフィスが開

― いったん整理しますと、三鷹ＳＯＨ

（注４）

設
されて、河瀬さん、羽
田野さんがＳＯＨＯの相談を

Ｏ倶楽部発足当時のメンバー
は、ほぼ検討チームのままで

受けるコーディネータになっ
たんですよね。

すか？
河瀬 古川さん、平場さん、

河瀬 すごくどきどきしたの
を覚えている。「どういう相談

並木さん、斉藤さん、武内さ
ん、後藤さん、羽田野さん、そ

が来るん だろう。自分の経
験したことはしゃべれるけれ

森下ことみ

して僕の１０人だったかな。
この頃、ＳＯＨＯ倶楽部の

ど、それ以外の難しいことを
聞か れたらどうし よう」って

三鷹ＳＯＨＯ倶楽部
運営メンバー
（（有）そーほっと代表）

形態についてずいぶん悩ん
だんです。全国で協議会方

（笑）。
― しかし、メンバーは、当

ここ２、３年ですね。ＳＯ
ＨＯが集まっているとい
う実感があるのは。

式が流行っていて、会費を取
って協議会を作る形態が多か

時、誰もパイロットオフィスに
入居していませんね。今でこそ森下さ

った。で、しばらく悩んで、会
費無料、入会金なし、その場精算、堅

んと羽田野さんが入居していますが。
河瀬 もうすでにみんな事業をして、オ

苦しい規約なしに決めた。
― それはなぜですか？

フィスもあったからね。僕は実家がオフ
ィスだけど。

河瀬 ひとつはお金を管理するのが面
倒くさかったから。それにお金をもらっ

古川 私も、まだ売り上げ規模も小さい
から家でいいやと思っていたし。

たら、会員サービスをしなければいけな
いし、何をすればよいのかわからなか

― まさにＨＯＭＥ ＯＦＦＩＣＥですね。

った。
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ＳＯＨＯはいわゆる業種ではなくて形
態だから、必要とすることは様々だろう

なければちゃんとした規約もないし、何
をやっているんだかよくわからないと…

し、全部なんて応えられない。それに、
協力会社が筑波にあった古川さんに筑

― でも確かに、自分たちがそうだから
って、三鷹や周辺のＳＯＨＯの実態や

波の状況を聞いていたので、やがてパ
イが小さくなったときに内部分裂するん

ニーズとかを把握できるわけじゃないで
すもの。無理に協議会にしなくてよかっ

じゃないかな、とも思ったし。
古川 筑波はバブルがはじけた後遺症

たんじゃないですか。
森下 私も受付業務について３年くらい

で、研究所の入札業者の仕事をやって
いれば何とか食べていけるけれど、そ

は、人の出入りが少なくて「この辺にＳ
ＯＨＯはいないんじゃないか」みたいな

れから漏れた人は東京から仕事を引っ
張ってくるしかない。だから地元で同じ

感じを受けていました。ちょうど当時マ
スコミでは、三鷹のＳＯＨＯがすごく取り

仕事がぐるぐる回っている状況だった
んです。

上げられていたんだけれど、それとは
だいぶギャップがありました。

あそこは産官学共同の声は上がるん
だけれど、なかなかビジネスにつながら

ＳＯＨＯが集まってくるというより見学
の方の方がはるかに多かったし。むし

ないのね。だから筑波万博の頃から地
元密着でやっているところは何とかなっ

ろここ２、３年ですね。ＳＯＨＯが集まっ
ているという実感があるのは。

ていても、その頃実家が茨城にあるか
らといって企業からＳＯＨＯとして独立

ＳＯＨＯフェスタを企画運営

した人は仕事を干されている状況があ
ったんです。

ガイド発行まで

河瀬 会員同士でパイの奪い合いをす
るようになったら終わりだなと思って、協

河瀬 パイロットオフィスができた年の
暮れ、１２月の半ばに、宇山さんが「ＳＯ

議会方式はやめにしました。規約はね
倶楽部の通帳を作るために必要だから

ＨＯのイベントをやりたい」と言い出した
んだよね。

作ったのをそのまま流用（笑）。お金が
かかる時は、その場で割り勘だし。

古川 何かやりたいから「年明けまでに
企画を考えてほしい」って（笑）。実質１

森下 いいですね。わかりやすくて。
河瀬 でも行政側から見たら、ものすご

～２週間しかないの。
森下 それで２月に第一回ＳＯＨＯフェ

く軟弱な組織に見えるみたい。会費も

スタ（注５）開催だったんですね。

注５：正式名称は、ＳＯＨＯフェスタ ｉｎ ＭＩＴＡＫＡ。ＳＯＨＯをＰＲするための事業者見本市。１９９９年２月
を皮切りに毎年行われている。
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古川 そう。年度内にやりたいと
い うこ と で 、 急遽 ２月に なっ た
の。
河瀬 それで吉祥寺の第一ホテ
ルの喫茶室に１月早々に三鷹Ｓ
ＯＨＯ倶楽部の招集をかけたの
を覚えている。
― 何で第一ホテルなんで す
か？
河瀬 ＳＯＨＯ＝お金がないとい
第１回ＳＯＨＯフェスタのスタッフ。中心の男性が宇山さん
う図式になってしまうのはよくな
いと思って。お茶を飲むときくらいゆっ
すからね。

たりしようよ、という反発心があった（笑）
― でも宇山さんは、その軟弱なわけ

河瀬 先にモデルを考えてしまうからね。
でもそんなに理想的には物事は進まな

のわからない組織にあえて任せようとし
たんですね。いくら検討チームで一緒

いし。
実は、２０００年にオープンした三立Ｓ

だったとはいえ。
河瀬 おそらく、「実際に、こいつらにや

ＯＨＯ支援センターの検討チームにも
倶楽部が参画したんだけど、そういう感

らせてみたらどうなるんだろう」と試す感
じもあったと思うよ。僕らも初めて知らな

じはしたね。途中で産業プラザ（注７）の企
画が始まって、三立の検討チームは尻

い人と一緒に仕事をする時はそういうと
ころがあるでしょう。仕事をやってみて

切れトンボになって残念でしたが・・・
― なるほど。私は倶楽部に絡んだの

初めて実力がわかる、みたいな。
森下 宇山さんの英断だったんですね。

は５回目のフェスタからなんで「最初の
フェスタは大変だったんだよ」という話

その頃からもう市内のＳＯＨＯと企業の
マッチングを考えていたのかしら？

をずいぶん聞かされたんですけれど。
それで、年明けに企画を出してその

河瀬 行政としては、ＳＯＨＯ ＣＩＴＹ推
進協議会（注６）や市内の商工業者との連

後どうしたんですか。
河瀬 何回か打ち合わせをするうちに

携やマッチングというストーリーはあっ
たんでしょうね。

「イベントだから人が来てくれないと話
にならないよね」ということになって、平

古川 でも官の主導には限界がありま

場さんが「闇夜の集蛾灯」説（注８）を出し

注６：三鷹のＳＯＨＯ支援に対し応援団をつとめる企業の集まり。
注７：三鷹市のＳＯＨＯ支援の中核施設。ＴＭＯの（株）まちづくり三鷹もここに入っている。
注８：闇夜の街灯に蛾が集まって来るように、目立つ企画をフェスタの軸にしてお客さんを集めようとした。
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た。人を集めるにはＳＯＨＯでは弱いか
ら企業出展だ、ということになってＳＯＨ

古川 工事のスタッフがヘルメットかぶ
って行き来する隣でね（笑）。

Ｏ ＣＩＴＹ推進協議会に出展要請をし
た記憶がある。あの時は、まず企業が

河瀬 このとき初めてＳＯＨＯガイド（注 10）
を発行したんだ。ずいぶん前から古川

いてのＳＯＨＯだったんだよ。
森下 へ～え！

さんのところにもＳＯＨＯのデーターベ
ースを作りたいという話はあったみたい

河瀬 当初、この時の想定会場は、市
内某企業のショールームだったんだけ

だけれど。
古川 結局印刷物じゃないと、誰も見な

れど、色々あって使えなくなってしまっ
た。結局、会場は市の公会堂の別館（注

いんじゃないか、ということでペンディン
グになっていたんですよ。そうしたらい

９）

になった。駅から遠いし、しかも展示
は２階だったんだよね。事情を知ってい

つの間にかに斉藤さんが作ってしまっ
た。やられちゃった（笑）。

る人から「ここで色々なイベントをやった
けど、人が来たことがない」とおどされ

河瀬 印刷代がなくて、三鷹ＳＯＨＯ倶
楽部の有志が費用を出し合って、とりあ

たもの（笑）。
古川 そうですね。セミナーが１階で展

えず出しちゃったんだよね。よく８０件も
集まったよね。実は最後の８０件目が三

示は２階。
でもふたを開けてみたら、結構お客さ

鷹ＳＯＨＯ倶楽部なんだけど（笑）。
最初はぜんぜん集まらなくて、締切

んが多かったんですよね。
河瀬 当日はすごく寒くて、開始直前

間近にはなんと 20 件しか原稿が集まら
なくて。みんなでノルマを決めてわーっ

に雪になった。それでも、ほぼ６００人
入場者があって、ほっとした。

と声をかけていった。だから８０件にな
った時は、すごくほっとしたのを覚えて

－ このとき三鷹ＳＯＨＯ倶楽部が初め
てコラボレーションでイベントを実施し

いる。森下さんにも入居者に声をかけ

たんですね。そのあと、その年の１１月
に第２回、翌年に第３回のフェスタを開
催し、４回目は予算縮小のためノータッ
チで、また５回目からやっていると。
河瀬 第５回は産業プラザが工事中で、
すごい状況だった。溶剤が目にしみる
中、涙を流しながら展示をしていたね。
注９：いわゆる公民館。別館は本館の裏手にあり、駅から遠く、目立たず、設備が古いのが難点。
注１０：正式名称は三鷹とその周辺のＳＯＨＯガイド。三鷹という地域ではなく、人の繋がりでＳＯＨＯをＰＲ
するためのデータブック。

－ 10 －

座談会●三鷹 SOHO 倶楽部って何？

てもらって、すごく助かった。
― あの時は、直接出向いたり、電話

ったの。
古川 でも、武内さんも入居せずに、井

で声をかけてお願いする大切さを痛感
しましたね。それに、斉藤さんが出来上

の頭に自宅兼仕事場がありますよね。
武内 そのあと、お袋が逝っちゃったん

がり見本をつくってから、イメージしや
すくなって急に参加が増えました。

で、福岡に移る必要がなくなったから
ね。

河瀬 具体性は大事だよ。ガイドも好評
で、紙の媒体の力を再認識したね。そ

― 皆さん、色々な理由で集まってきた
んですね。

して何より、みんなで協力してワーッと
動けば実現できるんだという

森下 素朴な疑問なんですが、その頃
の倶楽部のメンバーって、固

ことがよくわかった。

定していたんですか？
武内 わかんないんだよね、

～メンバーの武内さんが
遅れて登場～

それが（笑）
河瀬 あえて言えば、古川さ

― ところで武内さんは、どう

んに立ててもらったメーリング
リスト（注１１）のメンバーかな。対

いうきっかけで参加したんで
すか。
武内 僕は当時、福岡と 東
京を行ったり来たりだったん
ですよ。福岡で店をやってい
たお袋の老後のことを考えて

武内邦愛
三鷹ＳＯＨＯ倶楽部
運営メンバー
（Stasiun Langit 代表）

福岡に移ろうとしたけど、
主な仕事は東京だから
足場が欲しかった。

外的にはそういうことになって
いるよ（笑）
森下 でも現在も、メーリング
リストのメンバーであっても、
自分がＳＯＨＯ倶楽部のメン
バーだと思っている人も、そう

仕事の基点を福岡に移そうと考えてい
たんだけれど、仕事のメインは東京だ

でない人もいますよね。
― 私が河瀬さんに取材に行って、引

から、こちらにも足場が欲しかった。
そこで色々調べたら、パイロットオフ

っ張り込まれた時は、入会書類があっ
て「これに書いてね」って言われました

ィスが使えるかな、と。宇山さんにコンタ
クトを取って「詳しいことを教えてくださ

が。
河瀬 そういう時期もあったね。面倒く

い」といったら、「よかったらミーティング
があるから来ませんか」といわれて、立

さいからやめちゃったけれど（笑）。
検討チームからのメンバーはそういう

ち上げ準備段階から顔を出すようにな

のは書かなかったし。それを書いたの、

注１１：三鷹ＳＯＨＯ倶楽部が運営するメーリングリスト。仕事以外にも趣味や四方山話も流れている。登録
者は約３０名。現在、メンバーは募集していない。
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もしかして萩谷さんと僕だけかも（笑）。
その後も紹介者がいれば、まず大丈夫

したのが、第４回フェスタの頃かな。産
業プラザに視察のお客さんが移って、

だろうということで。
― まあ、本当によい意味でいい加減

パイロットオフィスが閑散としたころだよ
ね。

な組織ですよね。
河瀬 三鷹ＳＯＨＯ倶楽部のイメージは

森下 そうそう。コーディネータも産業
プラザに移って、本当に人が来なくなり

軟弱だって最初に言ったけれど、それ
はみんな仕事をもっているからだよ。忙

ましたね。
古川 その頃は市もＳＯＨＯから市民

しい倶楽部活動はできないだろうなと
いうのがあって、まあ、鎮守の森みたい

TV とか市民活動系に移っていた時期
でもありますね。

に、いつもそこにあって、たまたま暇が
できた人がお茶を飲みにきたり、お酒

河瀬 産業プラザは駅から遠いこともあ
って、相談者も少なくて。水曜（注１２）にな

持ってきたり、それでいいよね、と考え
ていたから。

ると斉藤さんが遊びに来て、一緒にお
昼を食べていんだよ。なんせ斉藤さん

ＮＰＯ法が施行されるちょっと前かな、
三鷹ＳＯＨＯ倶楽部をＮＰＯにしたらど

は産業プラザから徒歩 30 秒のところに
住んでいたから（笑）。

うかという話が宇山さんからあったんだ
けれど、ＮＰＯについて調べてみても僕

そこからランチョンミーティング （注１３）
が始まった。ランチならみんな来るかな、

らの倶楽部にとってのメリットがよくわか
らないし、普段がこんなんだから決算の

ということで。そこから新しいメンバーが
増えて、いろいろ動き出すんだよね。

ために活動するのは、ちょっと違うんじ
ゃないかなと思ったのでやめにした。

― その頃から「ＳＯＨＯサロン」、「手作
り研究会」や「ＳＯＨＯ茶会」、そして「日

人の動きに伴い
三鷹ＳＯＨＯ倶楽部も第二期に移行
河瀬 それから平場さんが忙しくなった
り、並木さんが引っ越して大学の先生
になったり、古川さんの事務所が台東
区に移ったりして、最初のメンバーの活
動がいったん中だるみというか一区切り

ＳＯＨＯ茶会の様子。２００３年１月に武内宅にて

注１２：毎週水曜は、河瀬さんがコーディネータで産業プラザにいる日。
注１３：時間のある人が集まり、昼食を取りながら仕事の話や四方山話をする会。昼食前後に行う場合は、
ＳＯＨＯサロンという呼び方に変わる。
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本の心研究会」、「有言実行の会」など
倶楽部内で自主活動が始まったんで

Ｏ倶楽部の謎は解明されました？
森下 解明というかなんというか、なん

すよね。
河瀬 何か面白いことをやりたいね、と

だ見てきた通りかって（笑）。期待した
私がバカだったというか・・・でも結局、

いう気持ちがあった。第５回のフェスタ
あたりからは、ＳＯＨＯガイドも出したし、

組織の枠組みより、皆さんのお人柄が
滲んでいるというか。

各地のＳＯＨＯ団体との交流も増えたし、
「有言実行の会」のように自分のビジネ

河瀬 お人柄…（笑）
森下 でもこれから三鷹ＳＯＨＯ倶楽部

スを磨こうという活動も増えてきた。
― ますます、三鷹ＳＯＨＯ倶楽部が何

は「ＳＯＨＯプラザ（注１４）」も運営するわけ
ですし、対外的にもっとかっちりした組

なのか 、わかりにくくなるわけですね
（笑）

織にするつもりはないんですか。
河瀬 ぜんぜん考えていなかった（笑）。

河瀬 ＳＯＨＯ倶楽部全体で動くんじゃ
なくて、この指とまれ方式で、やりたい

事業が増えたら必要に応じて、やりや
すい形態をとっていこうと思う（注１５） けれ

人が率先して動いていくからね。
森下 でも、あまり聞かないですよね。

ど、ＳＯＨＯ倶楽部自体は「鎮守の森」
として残しておきたいかな。

こういう形式の組織って。
河瀬 ギリギリでもとにかく自分の仕事

古川 やっぱり三鷹ＳＯＨＯ倶楽部は、
変にお金のにおいをさせないままがい

で食べられている人が集まっているとこ
ろがポイントだろうね。仕事やお金の分

いですよ。
河瀬 それがないから、色々楽しくやれ

配という生々しいところが入ってこない
から。確かに行政からの委託も受けて

てきたわけだしね。
― 結局、軟弱なままでよい、形よりも

いるけれど、本業で稼げば困らないか
らね。

中身いうところに落ち着いたようですね。
結局、私も分かったような分からなかっ

ゴーイング・マイウェイの形がいいん
じゃないかというのは、もともと宇山さん

たような・・・
本日は皆さん、ありがとうございました。

のスタンスでもあったんだよ。きちんと
組織を作って、やらないといけないこと
が増えて、それに縛られるちゃうのは本
末転倒かなと思った。

2005 年 1 月 28 日
於三鷹市ＳＯＨＯパイロットオフィス

古川 森下さん、どうですか？ ＳＯＨ

インタビュア：萩谷美也子

注１４：２００５年４月にオープンするレンタルオフィス。三鷹ＳＯＨＯ倶楽部内のプロジェクトチームが企画
運営する。
注１５：プロジェクトによっては LLP・LLC などの形態も検討中。
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座談会参加者プロフィール
●河瀬謙一 三鷹ＳＯＨＯ倶楽
部代表。三鷹市在住。趣味は園
芸と散歩。産業プラザのコーディ
ネイタとして、水曜日に勤務。不
定期に「SOHO サロン」を開催し、
「好きなもの、面白いと思うものを
作って売ってみよう」と声をかけ
る。現在、万華鏡の魅力に取りつ
かれ、その製作・販売を行う華麗
堂を主宰。（有）ビッツアンドカン
パニー代表取締役。
●古川あづさ 三鷹ＳＯＨＯ倶楽
部副代表（チーママ）兼メーリン
グリスト管理人。三鷹市在住。趣
味は音楽、旅行、美術館＆博物
館めぐり、食べ歩き。東京都内ｏｒ
多摩地区で「ドライフルーツのドリ
アン」を売っているお店を御存知
の方、御一報下さいませ。（株）
日本情報技研代表取締役。
●森下ことみ 三鷹ＳＯＨＯ倶楽
部運営メンバー。三鷹市在勤。
三鷹駅前にある SOHO パイロット
オフィスの受付アルバイトから始
まり、入居者のニーズを満たして
いく中で会社を設立。SOHO の
お母さん的な気の利くサービスが
特徴。趣味は歌舞伎、お寺（仏
像）巡り。（有）そーほっと代表取
締役。
●武内邦愛 三鷹ＳＯＨＯ倶楽
部運営メンバー。三鷹市在住。
音楽関係の翻訳（訳詩・字幕な
ど）を続けるかたわら、ここ十数年
インドネシア・バリ島の文化に傾
倒し、機内誌のライター、旅行ガ
イドブックのほか、バリ文化につ
いての講演なども行う。最近のマ
イブームは 「無国籍な庭造り」。
Stasiun Langit 代表。

三鷹ＳＯＨＯ倶楽部の主な活動プロフィール
1997 年

夏頃

三鷹市 SOHO パイロットオフィス
検討チームが発足
1998 年 3 月
同第 3 分科会がＳＯＨＯ ＣＩＴＹ
を盛り込んだ最終報告書を市
長に提言
9月
同検討チームの解散
10 月
三鷹ＳＯＨＯ倶楽部の発足
12 月
三鷹市ＳＯＨＯパイロットオフィ
スの開設
河瀬がＳＯＨＯコーディネータ
に就任
ＳＯＨＯフェスタの依頼
1999 年 1 月
吉祥寺第一ホテルにフェスタチ
ームが参集
2月
第１回ＳＯＨＯフェスタを実施
4月
三立 SOHO 支援センター検討
チームに参画
～この頃、倶楽部が中だるみする～
2001 年 5 月
ＳＯＨＯサロンの開始
8月
ランチョンミーティングの開始
2002 年 5 月
手づくり研究会の開始
11 月
手づくり研究会発表会の開催
2003 年 1 月
ＳＯＨＯ茶会の実施
日本の心研究会の開始
3月
第１回目の三鷹ＳＯＨＯガイドを
発行
4月
ＳＯＨＯベンチャーカレッジの講
師に代表の河瀬と副代表の古
川が就任（継続）
12 月
ISICO の宮前さんが倶楽部の
活動をヒアリングに来られた
2004 年 2 月
河瀬が第 3 回ホームページコン
テスト旭川の審査委員に
3月
有言実行の会の開始
（株）キャラウィット代表米澤さん
を囲んでの放談会を開催
6月
八王子のＳＯＨＯとの交流会を
開催
11 月
ＸＯＯＰＳでＳＯＨＯコミュニティ
「三鷹ブレインズ」を構築
2005 年 4 月
レンタルオフィス「ＳＯＨＯプラ
ザ」を開設予定
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