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はじめに 
  
 近年、沖縄は本島だけではなく、八重山諸島や宮古諸島といった周りの島々にも多くの

関心が集まっている。沖縄観光は本島をメインとして発達してきたが、1996 年以降は県全

体の観光客の約３割を離島圏が占めるほど、離島は近年観光地域としても発展している。

その要因として、「リピーター」の増加が関係しているようだ[西村 2008：12]。リピーター

増加の背景は、沖縄観光において個人旅行が主流になったことで、自分で行きたい所を選

択して訪れるようになったためである[岩佐 2007：103]。2005 年にはリピーターの存在が

ビギナーの割合を上まわった1。そして、離島での長期滞在を志望するリピーターも多く、

その存在が移住に発展することも多いようである。 
 例えば沖縄県の離島の一つ宮古島は、「みんなが夢を叶えられる島」と言われているよう

だ。なぜなら、宮古島に移住してお店を出す、フリーペーパーを発行する、アートギャラ

リーを開く、藍染を本格的に始めるなど、本土ではやろうと思う前に諦めていたというこ

とを始める人が多いからである。そのように本土から移住した人が自営業を始めるケース

をよく目にする。本論は、その中でも、人と人との繋がりが欠かせず、地元の中で営んで

いくカフェに着目する。カフェとは、フード、ドリンク、音楽、雑貨、インテリア、空間

といった文化的な要素が詰まったものである。また、そこには経営者の想いや捉え方で１

軒１軒異なったオリジナリティが発揮されていると考えたからである。具体的には、文化

的要素を多く含み、人と人とのつながりが欠かせない場所であるカフェを移住して経営す

る経営者に話を聞くなかで、沖縄の離島において移住者が営むカフェはどのような役割を

担い、また、経営者自身はどのような想いで島に溶け込んでいるのか、経営者の人生にお

いて沖縄の離島はどんな位置づけであるのかということを明らかにしていく。 
  また、今日、沖縄開発庁の沖縄離島振興開発政策や、内閣府沖縄政策担当局による美

ら島ブランドの構築など、沖縄離島独自の自然の財産や、伝統的な文化など今まで培って

きたものを壊さずに発展させていこうという流れがある。しかし、沖縄の離島が注目され

るにあたって、沖縄に憧れを抱いて離島に移住してくる人々が増える中、地域との関わり

を持とうとする移住者が少なく、現地住民と移住者はそれぞれのコミュニティを形成して

いることによって、同じ島の中で住人同士の結びつきが弱いという現実がある。移住者が

島に抱いてくる想いは様々であり、彼らの流入は島の伝統を薄れさせる原因ともなる。し

かし、他方で離島の経済の一端を担い、島の活性剤となっているのも彼らなのであり、一

概に移住を良い悪いとは言うことができない。 
このような状況を踏まえて、本論では、移住者が沖縄の離島でカフェを営む中で感じる

想いやカフェが担う役割を明らかにすることを通して、異文化における移住者の適応を明

らかにし、移住者を受け入れて変化する離島の伝統やアイデンティティとは何なのかを考

                                                  
1 昭和 58年には全沖縄観光客のうち約 80％はビギナーであったが、2005年にはついにリピーターの比率が逆転した[西
村 2008：12]。 
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察することを目的とする。 
 論文の構成としては、第１章では先行研究の整理を行い、沖縄の離島が観光地として発

展してきた歴史、沖縄の離島を訪れる側と受け入れる側それぞれの捉え方、また、沖縄の

離島への移住ブームがこれまでどのように研究されてきたのかをまとめる。第２章では、

沖縄のカフェブームから沖縄で営むからこそ意味のあるカフェの役割を探り、また、カフ

ェ自体が担う役割がこれまでどのように捉えられ、研究されてきたのかをまとめる。第３

章では筆者が2009年９月に石垣島で実施したカフェの経営者へのインタビュー調査に基づ

いて、それぞれの人が「カフェ」「移住」というものをどのように捉えているのかを明らか

にする。具体的にはまずカフェ経営者の一人一人のライフヒストリーを明らかにし、そこ

から移住者としての適応のあり方を検討し、インタビュー全体を通して移住者が沖縄の離

島でカフェを営む中で感じる想いやカフェが担う役割を明らかにすることを通して、異文

化における移住者の適応を明らかにし、移住者を受け入れて変化する離島の伝統やアイデ

ンティティとは何なのかについて考察を行う。そして、最後に全章を通して現代の人々の

欲するものについて考察を行う。 
 フィールドワークは、2009 年９月に石垣島において７名（A さん～F さん）のカフェ経

営者を対象に実施した。近年の沖縄への移住ブームにおいて、石垣島は移住先として大き

な人気を誇っているため、石垣島を調査対象の地とした。まず、インターネットなどを使

って沖縄県石垣島のカフェを検索し、経営者である A さん、B さん、C さん、F さん、G
さんにはメールでインタビューへの協力をお願いした。D さん、E さんには直接現地で交

渉しインタビューへの協力をお願いした。会話の内容は、了承していただいた方には録音

をさせていただき、了承を得られなかった方には録音せずにノートに記述する形式をとっ

た。インタビュー時間は一人 15 分～１時間で、本調査に対する補足調査としてメールのや

りとり、経営者の方のブログも採用している。 
 また、インタビューにご協力いただいた方の希望により、本論中では店名を伏せ、本名

も伏せてアルファベットで記載する。録音させていただいた会話についても、店やご本人

が特定される恐れのある部分は、省略、あるいは言い回しを変更して記載する。 
 
 
 
Ⅰ 観光地としての沖縄・離島 
 
本章では、先行研究の整理を行い、沖縄の離島が観光地として発展してきた歴史、沖縄

の離島を訪れる側と受け入れる側それぞれの捉え方、また、沖縄の離島への移住ブームが

これまでどのように研究されてきたのかをまとめる。１では、沖縄観光において本島、そ

して離島、移住ブームと発展してきた要因、歴史を明らかにする。２では、多くの人を魅

了しながらも受け入れる立場である離島の現状、課題から沖縄の離島が目指す姿を明らか
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にする。３では、沖縄の離島の移住ブームの要因、移住ブームによって離島が受ける影響、

移住者が離島に与える影響を明らかにしていく。 
 

 
 
１ 沖縄観光～本島から離島へ～ 
 
 「沖縄」と聞いてイメージすることは、青い海、白い砂浜、といった美しい自然や南国

のような暖かい亜熱帯性の気候、またゴーヤチャンプルや沖縄そばなどの郷土料理や三線

の音色に乗る沖縄民謡などの音楽といった沖縄独特の文化が挙げられるだろう。これらの

イメージは今やテレビや雑誌に頻繁に登場している。 
 この沖縄イメージを人々に広めたものとして、雑誌やポスターなど視覚的にメディアが取 
り上げたことがあげられる。多田[2004：30-31]によると、沖縄復帰直後の『anan』（1973 
年６月５日号）では、「海の特集号」として沖縄の特集が組まれている。「亜熱帯の海のリゾ 
ート」として、エメラルドグリーンの海に水着を着た女性モデルの写真が掲載されている。 
西村[2008：4]が言うように、航空会社による「沖縄キャンペーン」などの大規模な宣伝活 
動も人々に沖縄のイメージを定着させた要因だと言えるだろう。また、沖縄海洋博2におい 
て沖縄の地理的・自然的条件は手を加えられて示されたことから、現代に繋がる沖縄のイメ 
ージとは創り出されたイメージだということがいえる[西村 2008：4]。 
 本土復帰により気軽に沖縄を訪れることが可能になった3矢先、1975 年に開催された沖縄 
海洋博により観光客数は一気に年間 156 万人を上った[西村 2008：10-11]。しかし、海洋 
博で観光客数を大きく伸ばした沖縄であるが、翌年には観光客数は半減、観光収入も同じく 
半減している[西村 2008：10-11]。ここから沖縄が再び急激に観光客数を伸ばしていった 
要因は、航空会社と旅行代理店を中心に始められた「沖縄キャンペーン」である[西村 2008： 
10]。つまり、沖縄の観光発展と相まって視覚的効果の強いポスターなどで人々の中に沖縄 
イメージを浸透させたと考えられる。 
 沖縄キャンペーン開始以降、観光客数は 200 万人に迫るところまで増加した[西村 2008： 
10]。その後、一時停滞の時期が続いたが、リゾートホテルタイプの宿泊施設の増加によっ 
て再び観光客の数は増加した[西村 2008：12]。海外旅行との競争で成長した4沖縄に再び 
観光客が増加したが[岩佐 2007：101-102]、2001 年の同時多発テロの影響で観光産業は 
大打撃を受けた[西村 2008：12]。ここから沖縄の観光産業が復活した要因は、2001 年に 
放送された「ちゅらさん」5、航空運賃の低減、美ら海水族館のリニューアル、大型免税店 
                                                  
2 本土復帰以降、高度成長期に本土で実践されていた「開発」が沖縄に本格的に流れ込む中、沖縄海洋博の開催が決定

する。大きなイベント開催に伴い、インフラ整備がいっせいに進められることによって、巨額の経済効果をあげ、大規

模な観光開発をすすめることを狙った[多田 2004]。 
3 復帰以前は、沖縄に渡るのにもパスポートが必要だった[西村 2008：10]。 
4 海外旅行の旅行料金の低廉化に伴い、1995、96 年あたりから沖縄路線の航空運賃の低廉化が図られたこと、また、

同じ時期にパックツアーの低廉化が進んだことも相まって、海外旅行との価格競争力がついた[岩佐 2007：101-102]。 
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「DFS ギャラリア」などによって沖縄人気が再び過熱した[久住 2008：86]。それ以降、観 
光客数は増加の一途を辿っている[西村 2008：12]。 
 このように、沖縄観光は本島をメインとして発達してきたが6、1996 年以降は県全体の観 
光客の約３割を離島圏7が占めている[岩佐 2007：99-100]ことから、近年観光客や観光産 
業関係者の目が本島だけではなく離島にも向けられていると言えるだろう。 
 その現状に影響を与えたものは、リゾート法成立後に離島圏に宿泊施設が整備されたこ 
と、テレビや雑誌などのメディアが取り上げたこと、離島におけるリピーターの存在である 
と考えられる[西村 2008：12]。特に、リピーターの存在は本島中心の沖縄観光から離島観 
光への分化に大きな役割を果たしてきたと考える。2005 年の沖縄県の「観光要覧」による 
と沖縄観光を訪れる人のビギナー、リピーター比率の推移を見ると、1983 年には沖縄観光 
客の約８割がビギナーであったが、2005 年にはついにリピーターがビギナーを上回ってい 
る[西村 2008：12-13]。また、長期滞在を志望するリピーターも多く、発展して長期滞在、 
移住と発展していくケースも少なくないと考えられる[西村 2008：12]。 
 
 
２ 沖縄の離島の振興策 
 
 沖縄県は日本で唯一亜熱帯・海洋性気候に属し、温暖な気候に恵まれリゾート地として

の人気が高まり、離島においても年間約 280 万人もの観光客が訪れている[久住 2007：107]。
しかし、迎え入れる沖縄の離島にはリゾート地という顔だけではなく、日常生活の場とい

う側面ももちろん持っている。四方を海で囲まれ、本土の文化圏から遠く離れているため、

離島で生活している人達の暮らしは、必ずしも快適なものではない。沖縄県以外にも離島

を持つ都道府県は数多くあるが、沖縄県自体が本土から遠く離れたところに位置するため、

沖縄県の離島に対する支援は、他の都道府県と比べて厳しい状況にある[久住 2007：107]。
したがって、この節では、沖縄の離島の現状、課題から沖縄の離島が目指す姿を明らかに

する。 
 沖縄の離島に関しては、その地域特性から地域経済や振興策、医療についての研究が多

くされてきている。振興策について研究したものには、宮野の研究［宮野 2008］、松本の研

究［松本 2008］ 、松井の研究［松井 2008］、久住の研究［久住 2008］[久住 2007]がある。 
 沖縄県の離島の経済・社会状況を見ていくと、離島間の所得格差が大きく8、それを解消

                                                                                                                                                  
5 『ちゅらさん』は 2001 年に放映されていた八重山諸島の小浜島を舞台とする NHK の連続ドラマ。平均視聴率 26％
を超える人気作品で本編放送終了後もパート 2,3,4 と続編が放送された[西村 2008：7]。 
6 宿泊施設の動向についてみると、昭和 50 年代は那覇を中心とした本島南部が県全体の 56％と過半数を占めていた[西
村 2008：12-13]。 
7離島圏とは、沖縄県の本島以外にあたる島々のことを指している。 
8 沖縄県の県民所得は約 205 万円で、全国最下位。県内で最も所得が高いのは、離島である北大東島の北大東村で 300
万円超、最も低いのは、離島の宮古島の城辺町で 120 万円以下。離島間、離島内の市町村間で大きな格差が生じている

[久住 2007：108]。 
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するためには個々の地域に即した離島振興策が必要になってくると考えられる[宮野 2008]。
松本[2008]も、地域ブランド育成の取り組みが、島の活性化の鍵になると述べている。今後

は、それぞれの島が、その島の歴史や特色を最大限に発揮できるアイデアを主体的に出し、

具体化して、それを積極的に情報発信していく取り組みが、島の活性化のためにさらに重

要になる[松本 2008]。しかし、松井[2008]は、地域ブランドの育成を進めると共に、離島

の大きな魅力はその豊かな自然及び伝統文化にあるので、観光・リゾート産業の振興は、

商品等のブランド化の推進だけでなく、離島の自然や伝統文化をより生かした形で行われ

る必要があると述べている[松井：2008]。久住[2007]は、これらに加え、情報格差の是正も

今後重要だと述べている。 
また、沖縄全体を通して、観光は沖縄経済が自立し発展していくうえで重要な鍵となる

が、今後、観光振興の諸施策を推進していく上で、自然環境に配慮した取り組みにも目を

向けていくことが必要である[久住：2008]。これは本間[2008]も同意見を述べている。離島

自治体の主体的な政策への取り組みが今後必要になっている一方で、本土の市民と島民の

意見を調整して、持続可能な生態系の保全と利用がなされる仕組みが構築されるべきであ

ると本間は指摘している[本間 2008]。 
そして、地域ごとの将来に対するビジョンとそれを実現するための地域住民の努力、そ

して国や都道府県による、単に財政支援等にとどまらない多面的な支援体制が今後の離島

振興には強く求められている［宮野 2008］。松井は、加えて、離島市町村自治体を通じて住

民の生の声をよく聞きながら、離島の真のブランドである豊かで貴重な自然を守りつつ、

各島がそれぞれの特性を踏まえ、着実に発展していくことが今後、離島に望まれることだ

と述べている[松井 2008]。 
 
 
３ 移住ブーム 
 
 移住ブームと言われる近年の沖縄の離島への流入者の増加は、人口データを見ても明ら

かである。石垣島の石垣市9における５年間の転入者の動向を見ると増加傾向にあり、石垣

市への転入者は 2001年から 2005年までの５年間で総数 7424人にのぼる[西村 2008：15]。
しかし、住民票を移さずに移住している人も多いと推測され、転入者数の合計はさらに増

えるものと考えられる[西村 2008：15]。 
 沖縄・離島への流入者の増加について研究したものに、西村の論文[西村 2008]、伊藤の

論文[伊藤 2007]、大谷・仲村の研究[大谷・仲村 2008]がある。 
 西村[2008]は次のように述べている。1975 年に開催された沖縄海洋博の開催に伴い、沖

縄特有の自然や気候を中心に「沖縄イメージ」が形成され、そして大規模な観光開発や航

                                                  
9 石垣島としての統計データはないため、石垣市の統計データを使用する。石垣氏には尖閣諸島も含まれているが、そ

れらの島々はすべて無人島であるため、石垣市の人口データとしてみなしてもほとんど問題はないものと考える[西村

2008：15]。 
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空会社の沖縄キャンペーンなどによって、沖縄が観光地として発展していく中で「沖縄イ

メージ」は人々の中に広がっていった。ただ漠然と「沖縄イメージ」として存在していた

ものが本島や離島というように切り離されてみられるようになり始めたのが離島の観光ブ

ームであり、航空会社や旅行会社で企画されるツアーの宣伝などによって、「沖縄」という

漠然とした認識から「沖縄の本島／離島」というイメージの分化がおこった。イメージは

さらに「沖縄」へ観光客を呼び寄せ、観光発展を続けていく中で、観光客のリピーター率

が高まってくる。こうしたリピーターの中から長期滞在者、あるいは移住者へとシフトし

はじめる者が現れはじめ、そこにメディアや移住仲介業者・不動産業者のはたらきも加わ

って、移住者が増加し、「移住ブーム」へとつながっていったと考えられると述べている[西
村 2008：4-14]。 
 さらに、西村は、離島への移住ブームに大きな影響を与えたものとしてテレビドラマ『ち

ゅらさん』をあげている。八重山諸島の小浜島を舞台としてオープニングから海や山など

その自然の美しさがふんだんに映し出されていることによって沖縄の離島イメージに視覚

的具体性をもたらした。加えて、日常生活の場としての沖縄が描かれていることによって、

観光地として発展してきた沖縄に「日常生活の場」としての側面があることを印象づけた。

『ちゅらさん』のテレビ放映は、視聴者に離島イメージの視覚的具体性をもたせただけで

なく、沖縄での日常生活を意識させる効果を持ち、近年の沖縄、離島への移住ブームに大

きな影響を与えたと考えられる[西村 2008：7]。 
 沖縄への移住増加を受けて、「移住本」なるものが出版されたり、インターネットでも移

住を支援する移住仲介業者や不動産業者の HP や移住者のブログなどを通して沖縄移住に

関する情報が提供されたりしている。移住仲介業者や旅行会社は移住下見ツアーを企画す

るなど、「移住ビジネス」がさかんになった。[西村 2008：28-31]。 
 また、宮古島を対象とした伊藤は『宮古島への流入者と宮古島社会が及ぼし合う影響』

の中で、宮古島へ流入する島外出身者と、それを受け入れる立場にある宮古社会という、

双方の立場に視野を広げて研究を行っている[伊藤 2007]。 
 島内の高等学校を卒業する者が置かれる状況と彼らの進路に目を向けると、宮古地区に

は高等学校より上級の教育機関や専門学校がなく、高卒後の就職先も限定されるため、島

外で進学、就職する若者が８割に上ると述べている[伊藤 2007]。しかし、島内での就職口

の不足に関わらず島外出身者の流入が進んでいることも確認している。その受け皿として、

サービス業を中心に従業員に島外出身者を求める動きもあった。それは島外出身者が宮古

へやってきて開業したマリンショップ、飲食店、雑貨屋などの場合に限らず、地元の人が

島外出身者の採用に積極的であるケースも含んでいるという[伊藤 2007]。 
 こうした移住ブームのもと、石垣島では観光客数は毎年増え続け、マンションやアパー

トなどの建設が盛んで、一部の経済関係者には「沖縄では八重山の１人勝ち」といわれる

ほど景気は活気づいている。しかし、そのようにささやかれる一方で、それが石垣島の人々

には十分に配分されていない現状や、石垣市の財政も依然財政難の状況を脱していない現
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実がある。また、新たに生じている問題もいくつかある。石垣島における無秩序な建設ラ

ッシュにより、海洋汚染や景観破壊が起こっていたり、移住者が居住している地区の道路

や水道などのインフラが未整備な状態であっても、市は財政難のため早急に対処できない

現状がある。しかし、市街地には移住者が経営する店なども多くあり、石垣島の経済の一

端を担う存在として無視することはできないというのも事実である。その事実を受けて、

地元住民は地元住民の、移住者は移住者のコミュニティが別に形成される場合が多く、地

域との関わりに消極的な人も少なくはなく、住人同士の結びつきが弱いところもあると言

われている中で、西村は互いが地域問題解決に向けてどのように連帯していけるかが課題

であると述べている[西村 2008]。 
 伊藤[2007]は、今後もさらに島外出身者が経営する事業所が増えていく可能性があると述

べている。一例として飲み屋を挙げれば、顧客の中には「ナイチャーと関われる」という

気持ちから店に通う者も少なくないという。しかし、「ナイチャー」であることを売りにし

た商売は、宮古の人の島外出身者に対する「ナイチャー」に対する差別的意識を生み出し

ていた[伊藤 2007]。 
伊藤[2007]は、そういった地元の人と島外出身者の間の葛藤や棲み分けについて、現地で

の聞き取り調査を含めて考察している。観光地として島が発展するためには変革と同時に

これまでの姿を残す工夫も必要なのだが、島を変えていこうという島外出身者と、島の今

の姿を守っていこうとする地元の人の間には、精神的な衝突が生じている。それは、全居

住年数で共通しているのは観光振興に対して「雇用の増加」という期待であり、居住年数

の浅い住民からは「新たな産業創出」という意向が見られた[大谷・仲村 2008]ということ

からもうかがえる。また、情報収集に困らない本土に長く住んでいた者の方が、新たな事

業を起こす宣伝にしろ集客にしろ、有効な手段を活用して成功を収めている。島外出身者

の流入により島が活気づいている事実と、彼らの商売上の実績を目前にしていると、地元

の人たちは否応なしに受け入れざるをえない部分もあった。しかし、島で生活して地元の

人間と関わる中で、葛藤しつつも繋がりを強め、お互い歩み寄った関係もあり、島外出身

者たちは宮古を「食い物」にしているだけではないということがわかったという。島外出

身者が宮古にやってきてそこを休息の地とし、元の島のかたちを変形させ、あるいは事業

を成功させ金儲けをしている、それだけではなかった。彼らは宮古島社会にとっての何ら

かの還元を残していた。島で暮らしていく中で思うところもそれぞれ違っていて、対「宮

古人」や島外出身者同士の関わり合いについての見解も多種多様であったという。各立場

にあった本土の人間が、宮古に対する各様の想いを胸に上陸してくる。そういった本土の

人々は宮古にとっての活性剤となりながら、宮古の独自性を薄める要因ともなってしまっ

ている。それに対しての意識を持たず、地元の人たちと関わらないまま宮古に身を置く「ナ

イチャー」もいたが、そういった者よりは両者の関係を気にかけている者が多かったとい

う。全く同化することは不可能にしろ、相手をわかろうとする意識が両者の溝を埋めてい

く可能性を感じ取れたと述べている[伊藤 2007]。 
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また、西村[2008]も石垣島での移住者への聞き取り調査を通して、最初に移住する際には

漠然としたイメージを持ち、そのイメージに沿って移住者が移住先を具体的に絞り込んで

いけばいくほど、実際の生活における利便性やインフラなどの問題が意思決定に大きく影

響を与えていき、移住者の主観だけに頼った移住地選好が為されにくくなることがわかっ

たという。そこからは移住者側は憧れやイメージを持って移住先を選択していくが、その

過程の中で選択肢が必然的に限定されていくという構造が浮かび上がってくると述べてい

る[西村 2008]。 
 
 
 
Ⅱ 沖縄・離島におけるカフェブーム 
 
 本章では、沖縄のカフェブームから沖縄で営むからこそ意味のあるカフェの役割を探り、

また、カフェ自体が担う役割がこれまでどのように捉えられ、研究されてきたのかをまと

める。１では、沖縄のカフェブームの先駆けともいわれる「浜辺の茶屋」から、沖縄での

カフェが担う役割を探っていく。２では、現代のカフェブームの要因を明らかにし、現代

の人々がカフェに求めるもの、また、カフェが人々に与えることのできる豊かさ、つまり

役割を探っていく。 
 
 
１ 沖縄×カフェ 
 
 現代の「ロケーション・カフェ」ブームの火付け役となったのが、沖縄の本島南部に位

置する「浜辺の茶屋」である。そして、この浜辺の茶屋が出来て人々に受け入れられるよ

うになったまでをまとめたのが『奇跡のカフェ 沖縄「浜辺の茶屋」物語』[小林 2008]で
ある。 
 これによると、浜辺の茶屋は「建物を自然にはめ込む」発想で、沖縄の美しい海を最も

美しく見せるよう作られた自然も生き物も人間も幸せになれるのが浜辺の茶屋のこの形だ

ったそうだ[小林 2008：187]。そして、海や空を見ながらゆっくりして穏やかな気持ちにな

ると、人は素の部分を見つけることができる、そうさせてくれるのが海を臨むこのカフェ

なのだという[小林 2008：91-92]。そして、自然は、「人間はそれでいいのか？」と私たち

の生き方をも問うてくるという[小林 2008：188]。青い海や青い空は世界のどこにでもある

けれど、イノー（サンゴ礁）のなんともいえない美しい魅力が沖縄を守ってきた一つであ

るそうだ。たくさんの生物が暮らすこのイノーは、世界的に見渡してみてもこの沖縄にし

かない貴重なものであり、そんな豊かな自然の尊さをこのカフェでは目の当たりにできる

[小林 2008：110-112]。そんな浜辺の茶屋を小林は“人生に柔らかく切り込んでくるカフェ”
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と表現している[小林 2008：188]。つまり、浜辺の茶屋の人気に火がついたのはその立地も

さることながら、経営者の方の「心を満たす喫茶店にしたい」という想いと方針が人々を

惹きつけたからなのである[小林 2008：8]。 
 
 
２ 現代のカフェブーム 
  
現代のカフェブームに関する研究としては、野添の論文[野添 2002]がある。そこからは、

現代の日本人がカフェに求めているものを見ていくことができる。 
 野添によると、現代に受け入れられているカフェの魅力には、「居住性」「新しい人や物

との出会い」「変化」がキーワードとして挙げられると述べている。 
 これまで、多くの人がカフェ＝コーヒーを飲む場所として捉えてきたが、現在は、一人

でカフェに入り、本を読んだり、手紙を書いたり、ぼーっとしたり、コーヒー一杯で何時

間も居座るのが自然なことのように捉えられている。これにはお店側が「居住性」を高く

するために工夫をしているからだという。居心地のよさは人によってそれぞれで、そのた

めにお店によって居心地のよい空間の作り方は違い、その雰囲気が人々の好みの居心地の

よさにつながっている。また、雰囲気作りだけでなく、カフェスタッフも居心地のよさに

繋がる一つの工夫であり、カフェで働く人の魅力に癒されるということも居心地のよさを

作り出しているのではないかと提言している。今のカフェにとって居心地のよさは一番の

魅力といっていいかもしれない[野添 2002]。 
 また、カフェのオーナーがカフェの魅力について聞かれると多くの人が「新しい人や物

との出会い」が魅力であると考え、そういうカフェを理想としてつくっているようである

と述べている。とびきり特別なことはなくても、ある人にとって何か新しいことが存在す

る場所、あるいは何か新しい人と出会う場所、それがカフェの魅力であるという。新しい

音楽の発見であったり、新しい時間の過ごし方の発見であったり、新しい食べ物、飲み物

の発見であったり、新しい生活スタイルの発見であったり、大きくても小さくても何か新

しいことに出会うことは、カフェを訪れる人にとっても、カフェをつくる人にとっても、

カフェの魅力として大切にすべきことなのではないだろうかとしている[野添 2002]。 
 また、「変化」を怖がらずに、新しいスタイルを求め続けるカフェの姿勢もカフェの魅力

のひとつといえるのではと述べている。変化をすることがお店を訪れる人々に刺激を与え

ることは確かである。変えるものと変えないもののバランスが必要であり、そのバランス

のとり方が上手いカフェが長く続くのかもしれないとしている[野添 2002]。 
 以上の理由などから、カフェブームと言われるのは、急激にカフェの魅力が広まり、認

められたからなのかもしれない[野添 2002]。 
 野添は、人と人が出会う場所、あるいは人と物が出会う場所、新たな感覚を生み出す場

所、あるいは新たな文化を生み出す場所として、カフェに存在していってほしいと述べて
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いる。カフェから生まれる文化はそんなに大きなものではないかもしれない。しかし、「人

と人をつなぎ、会話が生まれ、そこから何かが生まれる」‥それも文化と呼べないかと提

言し、カフェの持つ、人々に提供される、様々な豊かさは変わらないでほしいとしている[野
添 2002]。 
 
 
 
Ⅲ 石垣島でカフェを営む人々～フィールドワーク調査から～ 
 
 本章では、石垣島のカフェの経営者に対するインタビュー調査をもとに、カフェの役割

を明らかにすることを通して移住者の想いを明らかにしていく。 
 
  
１ 調査の概要 
 
 本調査では、2009 年の９月 24 日～28 日に石垣島のカフェの経営者７名を対象にインタ

ビューを行った。インタビューの時間は対象者によって 15 分～１時間とボリュームに差が

あるが、質問はすべての人に共通している。質問内容は、出身地、年齢、移住の経緯、カ

フェを開いた動機、目指す店のかたち、お客様との関わりについて、現在の生活で感じる

ギャップなどである。インタビューは実際に経営されているお店を訪れて、経営者の言葉

と店の雰囲気などを照らし合わせながら行い、許可をして頂いた方のお話は録音させて頂

いた。また、インタビュー調査後の質問等はメールでやり取りをさせて頂いた。メール調

査ではインタビューに比べて想いの強さや話している雰囲気から感じ取れることは少なか

った。調査の全容は最後に参考資料としてまとめた。 
 調査地に選んだ沖縄県の石垣島は八重山諸島に属し、八重山諸島の政治・経済・交通・

教育などの中心地となっている。沖縄県では３番目に大きな島で、島の中央には沖縄最高

峰の於茂登岳（526ｍ）がそびえ、山岳部には亜熱帯の樹木、平野部にはさとうきび畑や牧

草地が広がり、その一方で、日本百景のひとつ川平湾などの海の美しさも多くの観光客を

魅了する。 
 
 
２ カフェ経営の経緯とカフェへの想い 
  
 ここでは、カフェ経営者７名それぞれについて、石垣島にカフェを開業することになっ

た経緯とカフェへの思いをインタビュー調査に基づいて検討する。 
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事例①【A さん 兵庫県出身 39 歳 男性】 
店の営業年数 ５年（2004 年 11 月 open） 
目指す店の在り方 目の前の自然の素晴らしさを改めて感じてもらえる店。 

癒しや新たなアクションのきっかけを提供できる店。 
地元の雇用や経済に貢献できる店。 

石垣島での居住年数 ９年間 
移住の経緯 日本各地でリゾートのアルバイトなどをしたのち、沖縄の島々を

働きながら旅しており、訪れた石垣島が住みやすかったため移住。

その理由は、他の島だと田舎すぎるが沖縄本島だと都会過ぎるこ

と、また、石垣島は外の人を受け入れてくれる島であること。 
 A さんは、石垣島の海や空を眺めることの出来るカフェ＆バーレストランのオーナーであ

る。生まれた頃から海の近くで育ったことから、海沿いには思い入れがあるという。 
23 歳まで、地元関西でサラリーマンをしていたが、関西大地震がきて避難所暮らしをし

ばらくした後、北海道に移転し、２年間ほどペンション、スキーホテルなどで働きリゾー

ト経営などを見ていたそうだ。25 歳から３年間ほど沖縄周辺の離島（与論島、久米島、慶

良間諸島、沖縄本島）で働きながら（リゾートホテル、ダイビングペンション、バーテン

ダー）周った。働きながら空き時間にはダイビングをしたり、出身地年代問わず友達がで

き楽しかったという。また、ペンションでは、お父さん、お母さん、各職場の人生の先輩

方、その土地土地の方々、色々助けられ本当にお世話になったという。そして、じゃあ今

度は八重山に行ってみようかなという気持ちで石垣を訪れた。そして、30 歳で石垣に移住

した。しかし、追い詰められた状況で、やりたいことというよりもやるしかないという気

持ちで、最初はリゾートホテルにいたが、居酒屋、カフェで下積みを積んだ。飲食店やサ

ービス業で働いてきた経験や下積みが今の店を開くことに繋がり、36 歳で独立した。そう

して少しづつできることの幅を広げてきて、現在に至っている。 

A さんはこのカフェを通して観光客にも、改めて島の住民にも石垣の空や海をいいなあと

思ってもらいたいという。アットホームな手作りウエディングも行っており、そこには自

分自身が本音でおすすめできるロケーションがあるからというのも大きな理由である。 
 お客様は観光客に加え、島の住民が半分くらいだという。A さんには、“島で商売する以

上、地元の方に受け入れてもらえないとやる意味がない”という強い想いがある。その大

きな理由はどうしても“本土の人間”という歴史の線を感じるからだそうだ。そのため地

元の方に楽しんでもらえるようにということを常日頃意識しているという。また、店作り

をするうえでも地元の雇用や経済にも貢献していきたいという想いがあるのだそうだ。 
逆に観光客には、自分と向き合う場所、癒してくれる場所、また新たなアクションのき

っかけを提供できる場所であってほしいという。 
 
「店として目指す、例えば観光の方ですと、やっぱり忙しい生活の中で、まあ、高い
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お金払って石垣来てね、こういう景色見たりしていろいろ考えられると思うんですよね、

自分の生活を。そういう場所でありたいなとも思うし、書いてもらって（お店のノートに）

僕らも逆に元気出てくるし、明日からまた東京帰って頑張りますとか、そうゆう癒しの場

所であってもらいたいし、例えば綺麗だなあと思うわけじゃないですか。この綺麗な景色、

まあ日本、地球っていうね、こういう景色がまだまだあるわけで、でもないとこもあるじ

ゃないですか。そういうことを個人個人感じてくれたら、いろいろ考えるんちゃうかなと。

ね。それで何をしろとか、何をっていう運動とかはあんまり僕はしないんですけど、僕の

やり方では、見て、それぞれ考えたらおもしろいんちゃうっていう。いいなあと思えて。

で、そのいいなあと思ったことを誰かに伝えて、そんなとこあるんだあって。その中で、

これから先も色々ある中でいいものが伝わっていって、さあどうする。考えるのはそれぞ

れですよね。それじゃあ何かしようって考える人もいるかもしれないし、普通にそのまま

とか、いろいろあるかもしれないけど、なんかねそういうアクションのひとつになれれば

いいかなって思いますけどね。子供を作って連れてこようとかね、なんでもいいじゃない

ですか。なんかこう、いいものをね。」 

 
料理も、島の住民には都会っぽい味を、観光客には島素材を使った料理を提供するなど、

どちらにも気に入っていただけるような店作りをしている。 
また、石垣島を活かした経営方針も持っている。 
 
「ゆったりとした空気だね。あの、サービス、うちの従業員のサービスとかも、あん

まりこうバシバシしてない方で、それは経営方針なんですけど、あの、いいも悪いもこっ

ちのゆるい空気を大切にしたほうがいいのかなと。だから、そういうとこが気になる人は

やっぱちょっと何か思うかもしれないけど、それはちょっとこういうとこ来たんだからほ

わっとした空気でね、すみませんって呼ぶまで来なかったりするかもしれませんけど、逆

にそれまでほっといてくれるっていう、旅の、自分らのペースでいられるから。なんかあ

んまりバシバシ、パリパリ入ってこられてもしんどいじゃないですか。話してんのにお冷

やまたとか。そういうのを意識はしないよね、あんまりこう言わない。のんびりとした空

気の中で最低のサービスをしなさいと。あんまり都会みたいなサービスしてもおもしろく

ないかなあと。」 

 
 お客様、スタッフとの関係性に難しさを感じながら、店を経営しているという。 
 
事例②【B さん 神奈川県出身 42 歳 女性】 

店の営業年数 12 年 
目指す店の在り方 地元と本土の架け橋になれる店。ポリシーは、地元で取れたもの

を地元で、自分たちのアレンジで出す。 
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お金を地元でまわす店。 
石垣島での居住年数 ？年間 
移住の経緯 18 年前にオートバイの一人旅で竹富島を訪れ、そこに移り住ん

だ。その後、竹富島10で出会ったご主人と結婚し、石垣島に移っ

た。 
B さんは、沖縄に来る前は鎌倉の日産のショールームで営業をしていたそうだ。その後、

東京から船に乗って、オートバイの一人旅で竹富島を訪れた。ガイドブックに載っていた

竹富島の民宿泉やの入口のブーゲンビリアのアーチの写真に一目ぼれして来たそうだ。そ

してそこが気に入り、１年ぐらい住んで帰るつもりで 25 歳の時に竹富島に移住した。竹富

島は信号もなく、当時は人口 250 人の小さな島である。当時はすべてのことが新鮮で楽し

くて、楽しかったことしか思い出せないぐらいだという。竹富島は街並保存地域に指定さ

れており、現在も赤瓦の家が軒を連ね、とても人気がある。しかし、竹富島は仕事がない

と住めないそうで、B さんはたまたま仕事が見つかって、その家の裏側を少しだけ使わせて

もらって暮らしていたという。 
沖縄に来てから絵を描きにヨーロッパにも行っていたそうだ。最初に就いたカメラマン

の仕事が夏はまったく仕事が無かったので、２７歳でフランスとスペインに１ケ月行き、

今度は 29 歳くらいからスペイン・ギリシャに３年、その後イタリアに３ケ月行っていた。

旅に出てみて絵はどこでも描けるということを学んだという。 
その後、竹富島で現在のご主人と出会い、結婚して、石垣島に移り店を開いた。最初は

港のほうで店を開いていたが、現在は中心地に程近い民家に囲まれた場所でバーを開いて

いる。現在の場所は、繁華街より緑が多く、隠れ家のようで落ち着くのだそうだ。 
 現在のお店のコンセプトは“ハワイのおばーちゃんのおうち”ということで、ハワイへ

の思い入れについて聞くと、以下のように語った。 
 

「ハワイはマスターがサーフィンなど海のスポーツをやっていることもあり、友人が

多く、自分たちの結婚式もハワイで挙げた。」 

 
また、ハワイっぽいお店がなかったこともコンセプトの設定に影響したようだ。 
しかし、最初に店を出した時は物が手に入らなくて大変だったという。 
 
「あのー、ライム、そのライムもなかったから石垣に（出して頂いたドリンクの中の

ライム）。12 年前は。だから、その頃、ちょうど同じ頃に２、３軒できたのね。同じような

年代の人たちが。その人たち皆で３店舗で、じゃあ１箱ライムを取ろうって言って、八百

屋さんに頼んで。で、１箱３店舗で分けて。だから、地元の人もライムを出すとびっくり

                                                  
10 竹富島は、沖縄県の八重山諸島のひとつで、沖縄県八重山郡竹富町に属す。石垣島からは、高速船で約 10 分（約６

km）の距離にある。 
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してたんですよね。初めて、ね。そのぐらい田舎だったというか。住みやすくなったけど、

便利になって。いろんなものが手に入るし、今ではライムもスーパーで売ってるし。」 

 
 B さんがご主人と経営するのは、口コミなどではカフェのカテゴリーに入っているがバー

である。 
地元を大切にし、島食材を自分たち流にアレンジして出していくことを大切にしている。 
 
「あの、いろんなお店があって、やっぱり、イタリアからの直輸入のチーズを出して

ますーとかさ。それはそれでいいと思うんだけど、うちのこのポリシー的には、地元でと

れたものを地元で、私たちのアレンジで出すってゆうやり方でやってます。それがやっぱ

りお金を、ほらあの、移り住んできてここで商売させてもらっている立場だから、お金を

こう地元でまわしたいから、いろいろと、ねえ、あのどっかから珍しいものを取り寄せた

り、そういうのはほとんどないです。ここでまわしたいっていうのがある。うん。大きい

スーパーで買うより、内地の資本じゃないですか。それもやっぱり近くの商店でなるべく

買って、そういうちょっとしたこだわりかな。」 

  
また、“地元と本土の架け橋になりたい”という想いから 10 周年のイベントを違う店で

地元の人、本土の人約半々を呼んで行ったという。お客様に運営や、出し物をしてもらい、

地元、本土関係なくお客様に愛される店作りをしてきたようだ。 
 現在は、バーの営業のかたわら、また新たな商売に向けて日々頑張っているところ。そ

こには地元の雇用にも貢献したいという想いがあるようだ。 
 

「なんだろ、また先の目標ができてるもんだから、いっぱい売って、次のお店にした

いし、今やってる新しい仕事を、そうだなあ、ちょっと軌道に乗せて、あの、自分たちの

周り？自分の周りにいる人たちに幸せになってもらいたいなあって。ちょっとうまく言え

ないんだけど、あの、やっぱり手伝ってもらったりいろいろしてるんですよ。こうゆう箱

で売ってるからさ。全部包装したりなんだかんだ。こうゆうのもやっぱり、売れば売るほ

ど、ねえ、いろんな人たちを、バイトでやってもらったりとか、助けてもらったりして。

回るじゃないですか。そういうふうにしたい。」 

 
他にも、趣味で琉球空手をしたり、子供たちに絵を教えているそうだ。また、この島で生

きていく覚悟、島の人間として生きていきたいという強い意志を感じた。 
 
「で、私の好きな言葉が、その、あれにも書いてあるとおり、ゆいまーるって言うん

です。ゆいまーる。ゆいまーるって意味が、結ぶ。あの、まあるく、手を結ぶって意味だ

から、あの、皆で助け合って円を作りましょうっていうか。そういう意味なんですよ。人
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と助け合って、手を繋ぐって意味なんで。今やってる新しい仕事も、この今の仕事もそれ

を目指して今、頑張ってます。」 

 
夢は昔も今も“画家になること・画家でいること”だが、現在は絵を描くことを中断し

て、新しい事業の方に力を入れているようだ。 
 
事例③【C さん 埼玉県出身 30 歳 女性】 

店の営業年数 １年半（2008 年２月 open） 
目指す店の在り方 子連れの母親が来やすいお店。 

子供が安心して食べられるものを提供するお店。 
地元の無農薬農家に貢献できる店。 
新しい食事の提案ができる店。 

石垣島での居住年数 ６年間 
移住の経緯 一人旅で石垣を訪れダイビングをしていたり、友達が結婚して石

垣島に住むようになり遊びに訪れており、気がついたらこの土地

で暮らしいていたという感覚だという。 
 Cさんは、妹さんと２人で、昼はマクロビオティック11のカフェ、夜はバーを営んでいる。 

C さんは、ダイビングをするなど一人旅で石垣島を訪れたり、石垣島の友達の自宅を訪れ

るうちに、定住するようになった。C さんにとって石垣島は子育てにちょうどいいそうだ。 
 
「子育てしやすい。渋滞とかもないし、普通に海とか連れてこうと思ったら、普通に

埼玉とか出ようとしたら大変な、ね、10 分、15 分とか車走らせればすごいいろんなとこに

連れていけるし、仲のいい人が近くにいるから、電車に乗って友達に会いに行くとかもな

いし、子供同士遊ばせたり。」 

  
今のお店は、友達のお店が閉店した後に開いた。 

 現在は C さん自身も子供連れで働いており、同じように子連れのお母さんたちが来やす

い店作り、子供の体のことを考えた料理を提供している。そのため、料理はマクロビオテ

ィックで自然食を提供している。お客様も子連れのお母さんが多いという。 
 逆に、夜は妹さんがバーを営み、地元の常連の方が多く訪れる。  
 C さんは、この店を通して、無農薬で作物を作っている方に貢献したり、新たな食材の使

い方を提案していきたいそうだ。 
 

「地元のものとか出来る限り使っているのもひとつで、そうゆう一切農薬とかを使わ

                                                  
11 マクロビオティックとは、玄米を主食、野菜や漬物や乾物などを副食とすることを基本とし、独自の陰陽論を元に食

材や調理法のバランスを考える食事法のこと。 
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ないで作っている方とかに少しでも貢献できると、もうちょっと広げてこうゆう食事の使

い方できるよとか、そういうのを広めていけたらいいかなあと。」 

 

事例④【D さん 千葉県出身 35 歳 男性】 
店の営業年数 ６年 
目指す店の在り方 お酒が飲める人も飲めない人も楽しく過ごせるお店。 

地元に愛される店。 
石垣島での居住年数 11 年間 
移住の経緯 石垣島のホテルの募集があって流れついた。移住したのは居心地

が良かったという理由と、東京で殺伐と働きたくなかったからだ

という。 
また、18 歳から“30 歳でお店を持ちたい”という想いがあり、 
場所を探していたところ石垣は低価格でお店を出せたため。 

 D さんは、若い頃に友人が行って来た話を聞いてうらやましくなり、英語の勉強もした 
かったため、ワーキングホリデーに参加していた。いろんな国を回ってキャンプをするなど 
の経験から、石垣島での生活にギャップを感じることもあったが、不便には感じなかった 
という。沖縄に来る前は千葉県でホテルの料理人をしていた。石垣島にはホテルの募集が 
あったため訪れたそうだが、石垣島は夢を叶えられる場所だった。５年間住んでみて、居 
心地がよく、街の大きさがほどよく、自然に溢れていて居心地がよかった。尚且つ、D さ

んには 18 歳から“30 歳でお店を持ちたい”という夢があり、石垣島であれば少ない初期投

資で店を出せるということからここに決めたそうだ。実際にその夢は 30 歳と１週間の時に

実現した。石垣島でお店をやるのには、楽しいという理由が大きい。大変な部分もあるが、

都会で店を開くよりも楽しいという。 
 コンセプトは“お酒が飲める人も飲めない人も楽しく過ごせるお店”で、実際に飲めな

い人のためにノンアルコールのドリンクやスイーツも充実している。そして、地元に愛さ

れるお店にしていきたいという。そのためか、島の人が知らないものを提供しているとい

う。 
 お客様は、小学生～74 歳の方までと幅広い。観光客が４割、６割は地元の方だという。 
 
事例⑤【E さん 兵庫県出身 56 歳 男性】 

店の営業年数 ４年 
目指す店の在り方 のんびりできるお店 
石垣島での居住年数 ５年間 
移住の経緯 会社を解雇されたことがきっかけで、南の島で生活をしてみよう

と思うようになった。奥さんにも店をやりたという想いがあった

ため、夫婦で移住。 
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 E さんは、会社を解雇された時に、南の島で生活したいと思うようになり、夫婦で石垣島

に移住してきた。海の見える物件を探して、１ヶ月ほど居住地を決めるのに費やしたそう

だ。そして現在、海の見えるカフェを営まれており、自宅も同じ場所で毎日変わる海の表

情を楽しんでいるという。E さん自身、学生時代に一度石垣島を訪れたことがあるらしく、

石垣島に対していいイメージを持っていたという。現在はのんびりと過ごせることを大切

に、こちらで稼いで一旗挙げようとは考えていないそうだ。 
 また、カフェを通して、お客様にのんびりしてもらえたらという想いがあるそうだ。 
 
 

「まあ、のんびりしたもの、お客さんにものんびりしてもらえたらいいなあと。今日

はもうシーズンオフやからね。シーズン中でものんびりしてもらって。体も楽やし。」 
 
事例⑥【F さん 東京都出身 30 代半ば 女性／奈良県出身 30 代半ば 男性】 

店の営業年数 １年半（2008 年５月 open） 
目指す店の在り方 島食材のおいしさを伝えられる店。 

島の人に通ってもらえる飽きの来ない店。 
「おいしい」＝「また来たい」と思ってもらえる店。 
みんながのんびりできる店。 

石垣島での居住年数 １年半 
移住の経緯 奥さんにいつか海の近くに住みたいという強い意志があった。石

垣島は、本島ほど都会でもなく、渋滞もなく、米軍基地もなく、

空港があり、少し都会で、自然が豊富で石垣島は海も山もあって

おもしろいから。お隣がいないところに住みたかったというのも

理由。 
 F さん夫妻は、奥さんが学生時代から友人と沖縄に通い、魅力に取り付かれて、いつか海

の近くに住みたいと考えており、結婚するときから旦那さんと約束をして移住したそうだ。 
 

「仕事も、私なんか特に、やる気がないっていうか続けられないと思ってたから、２

人でできる仕事を１からやってもまあ、収入はねもちろん差はありますけど、やりたいこ

とやった方がいいかなっていう、やっぱりね住みたいところに住んだ方がいいかなってい

う。」 

 
石垣島に来る前は、旦那さんは機械の製造販売営業マン、奥さんは専門商社の営業事務

をしていた。奥さんのほうは、東京にいた頃から会社員をしながらカフェでアルバイトも

していたという。その頃の繋がりが、現在のお店の在り方にも影響しているそうだ。 
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「バイトしたところの方が、すごく、お菓子も料理も創作する方で、あの、かなり影

響を受けてるし、似たものというか、その素材を変えてレシピ教えていただいて作ってる

のもあるんですけど。」 

 

移住の意志は強かったようで、ずっとこつこつ準備をしてきたそうだ。 
 

「あの、私はもうずっと石垣に行くって会社でもずっと言ってきたので、全然、だい

たいいつぐらいに辞めますっていう話もしてたんで全然いいんですけど、主人はやっぱり

そう簡単には辞められないので、こっそりずっと準備をしてぱっと来たっていう感じです

けどね。」 

 
「貯金はめちゃくちゃしました。学生のときからずっとお年玉から何からみんな貯金

して、若いときから家建てたかったんで、ずっと貯金。結婚してからも新しいものほとん

ど買わずにこっちで揃えようと思ったから、結婚して５年でこっち来たのかな、それまで

はみんなもうあの古いものそのまま使ってずっと我慢して。引越しにあわせて新調したも

のが多いですね。相当貯金してこないとやっぱり。２人の収入の東京での収入の半分以下

になるんじゃないかな。うん。普通に働きに出てたら４分の１ぐらいになっちゃうかもし

れないし、びっくりする。」 

 
 そして、２人で一緒にできる仕事で、お互いに興味のあるものを探してカフェを経営す

ることに決めた。 
 
「そうですね、あの、うん、それこそ八百屋さんでもいいしなんでもよかったんです

けど、できればその家と同じ敷地で、あの犬も連れてくるつもりがあったので、あの、二

人がサラリーマンやってたときは、ねえ、朝から別々のとこに行って帰ってきて食事して

寝るだけみたいなかたちだったから、犬もかわいそうだし、２人話した時間も少ないし、

だからまあ、自然と、２人でできる仕事を探して、で、敷地でできて、あ、そう、通勤時

間とかあまりないこと。」 

 

「そうですね、他に何ができるかなっていろいろ考えて、うーん、食べることも作る

のも好きだし、彼もあの男でも料理とかしてたんで、これならできるかなっていう感じで

しょうね。」 

 
F さんは、この店を通して、食材の新たなアレンジ方法を楽しんでもらいたいという。 
 
「できればそのチャンプルとかねおそばは地元の人が作ったほうがおいしいに決まっ
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てるから、そのへんは真似はしないで、その、同じ食材でも、その洋食にアレンジとかス

イーツにアレンジとか、そうゆう意味合いで。例えば紅芋ひとつとっても、こっちだとお

まんじゅうとか、あの、お餅とか、そうゆう感じで使うのを、ちょっと洋風のお菓子にア

レンジするとか、そうゆう感じで。こっちの人も紅芋ってこうやって食べれるの？とかそ

ういう楽しみ方ができればいいなあと。」 

 
また、お客様の「石垣で、これだけのスイーツメニューがあって、どれも美味しいし、近

くにあればもっと通うのにぃ～」という声からも、石垣島でこのカフェが担う役割が見え

てくる。また、のんびりできる雰囲気も大事にしているそうだ。 
 

「どっちかというと、あんまりその、とにかく早く出来るもの出してって言われると、

逆に焦るというか、二人でやってるんでね、バイトもまあ雇う気ないし、できる範囲でや

りたいから、お待たせするのはいやだけれども、あまりせかせかされるのもちょっと、せ

っかくこんなとこ来てね、っては思ってはいるんですけど。最長で５時間ぐらいいた人い

ますよ。昼から夕方まで。お昼ごはん食べて、それからしばらくしてお茶飲みはじめてと

か。寝ちゃう人とかもいますけどね。本当カフェってつもりでやってるところは少ないか

も。□□さんもやっぱり食事メインかなって感じで。それでもやっぱりもちろんいいと思

うんですけど。」 

 
ブログから 
 
「１人～２人旅、特に女性の方々が増えている気がします。ゆったり、のんびりした

雰囲気で、急いでない感じ。テラスで庭を見ながら…ソファ席でじっくり本を読みながら

…（感動して涙したり）今日のダイビングの感想を仲良く話しながら… 「う～ん、カフ

ェ！」って思う瞬間です。」 

 
お客様は、移住者（女性が６割以上）が４～５割、地元の島民（家族連れ）が２～３割、 

観光客（リピーター）が２割だという。 
 

「やっぱり地元の人が新しいお店ができたっていうとまあものめずらしくだいたい入

ってくるんですよ。で、そういう方々がけっこうリピーターになってくれて、そう、犬も

テラスは OK なので、そういった繋がりでわんちゃん連れとかがすごく多いですね。わんち

ゃん連れて行けるところってあんまりないんで、うん、そうゆうのも。で、移住者の方が、

沖縄そばとかが好きじゃない人でも、やっぱりいるから、しいていえば普通の洋食とかも

食べたいし、このメニューだけ食べに来るっていう人もいますね。うん、だからそうゆう

のでまた繋がりがたくさんできて、そうゆう人たちがまたお友達が内地から来たときとか
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一緒に連れて来てくれたりとかするから、どっちかっていうと移住者でこっちに住んでる

方のお客様が多分一番多い。」 

 
また、F さんが経営するカフェは１日中営業をしている。とても大変なことだが、その 

理由を次のように語っている。 
 
「島の飲食店は、ほとんどがランチタイム後に２～３時間の夜用の準備時間を設けるため 

に閉めるか、夜の営業をせずに、売り切れ次第、あるいは同じメニューで夕方まで続ける 

代わりに、夕食時間前に閉店してしまうお店が多いが、食堂やレストランではあり得るが、 

普通に考えて「カフェ」と言っておきながら、その形態で営業するのは何だかおかしいと 

思っていた。奥さんの由子さんが東京でアルバイトしていたカフェは、個人で経営されて 

いて、バイトなしで１人でやっている曜日もあったが、やはりランチ～カフェ～ディナー 

という流れで１日を構成していたので、「そういうものだ」と思っていた面もある。「お茶 

する」という感覚も島の人に持ってもらいたいし、そういうお店も北部には少ないし、ス 

イーツもぜひ召し上がって欲しいと思ったので、ランチタイム後も営業するつもりは最初 

からあった。また、観光の方は色々な時間帯にもお食事をしたいだろう、とも考え、中休 

みなく１日中営業することにした。ディナータイムに関しては、近くに素泊まり宿がいく 

つかあることもあり、需要があるだろうと考えたから。」 

  
事例⑦【G さん 九州出身 ？歳 女性】 
店の営業年数 半年（2009 年４月 open） 
目指す店の在り方 癒しを提供できる店。 
石垣島での居住年数 半年 
移住の経緯 外国を転々として、７～８年前に日本に戻り、都会で暮らせない家

族がいたため西表島に移り住み、ヒーラーという仕事をする中でお

客様の交通の便を考えて石垣に移った。 
 G さんは、外国を転々として、７～８年前に日本に戻り、都会で暮らせない家族がいた

ため西表島に移り住み、その後石垣島に移住した。石垣島に移住したのには、ヒーラーと

いう仕事をする中で、石垣島のほうがお客様にとって交通の便がいいという理由からだ。 
 G さんには現在 60 名ほどのヒーラーの生徒さんがおり、カフェを開いたのは、治療、メ

ンタルの癒しが目的である。海、空、風などの自然、空間、スタッフ、料理、会話が癒し

に繋がるという。カフェという場所を通して肉体、精神共に癒しを提供したいという想い

があり、そのためには石垣まで来ることにも意味があるのだそうだ。 
 癒しが目的のカフェであるが、夕日を見に訪れる方など一般のお客様も多く訪れ、お客

様や天気に合わせて音楽も変えている。G さんはこのカフェをどんなお客様にも癒しを提

供していく“国境がない場所”として捉えている。店名にも、家族にとっても、大切な仲
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間たちにとっても、これから出会う方々にとっても、ここが楽園でありますようにという

願いがこめられている。 
 このカフェで問題を解決したお客様が今度はヒーラー、スタッフといった癒しを提供す

る側になっていくケースが多いという。 
 今後は、癒しグッズのお店を３店舗目としてオープンし、将来的にも“癒し”の手段と

して様々な事業を展開されるようである。 
 
 
３ 移住者としての生活と異文化としての石垣島 
 
 青い空や青い海、リゾートのように感じる石垣島。その素晴らしい自然に憧れを抱くが、

実際その地に住んで生活をしてみるとどうなのだろうか。インタビュー対象者であるカフ

ェ経営者７名は全員が移住者である。インタビュー対象者が（１）．いつ移住し、（２）．な

ぜ石垣島を選んだのか、（３）．移住地として生活に何を感じたか、（４）．異文化としての

島の文化をどのように捉えたのか、（５）．本土から来た人と島の人で感じる溝、（６）．島

外出身者だからこそ島に貢献できることとは、（７）．移住者の目には石垣島はどう映って

いるのかを明らかにする。 
 
〔３－１〕移住時期の違い 
 18 年前に八重山に移住してきた B さんによると、18 年前は石垣島でもアパートを借りる

ことすら難しかったという。 
 

「で、18 年前も石垣島はアパートとかいっぱいあったんですね。今ほどじゃないけど。

で、内地、本土から来た人がアパートを借りようとすると、どの不動産屋さんもその頃は、

島の人の保証人を２人つけてください、じゃないと貸しませんって言ってたの。そのぐら

い、本土の人に信用がないっていうか、まだ外人枠みたいな感じで、だから自分たちはけ

っこう島の人にいろいろ助けてもらって、今まで来てるかな。うん。だから、本当今より

全然違う状態ですね。今はもう、誰でも住めますからね。お金があれば。」【Ｂさん】 

 

「もう、７、８年ぐらい前なのかなあ。やっぱりその石垣島が癒しとか移住ブームにな

って、いろんな本見ても移住したい地域のナンバー１だったんですよ。その頃。それで急

にもうアパートがばーっと建って、不動産屋も前はそうやって言ってたけど、内地の人に

は。あのー、保証協会っていうのに保証人になってもらえばどんどん貸しますよーって、

もう商売、商売になってきたの。うん。だから、信用とかではない。お金になるなーって

思ったっていう感じでいいのかなー。いい意味では、寛大になったんだと思うけどー、う

ーん、いい面も悪い面もありますね。そうすると、別にお金さえあれば、ほら移り住める
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ような島になってしまったから、やっぱり、前はすごく安全な島でも、今はもうアパート

に住んでたら隣の人が誰かわかんないなんてあると思うし、今は、石垣島はね。前はそれ

が厳しい分なかったじゃん。あの、島の人２人保証人につけて借りてたわけだから。その

辺が、やっぱり悪いところにも…でも、ここ何年か、１、２年でちょっと落ち着いてきた。

その移住ブームが。だから、お店もここ何年かですごくいっぱいできているんだよね、そ

のカフェとか。」【Ｂさん】 

 
また、街並保存地域に指定されている竹富島でさえ、変化があるという。 

 
「あのー、赤瓦じゃないと今でも建てられないし、もんのすごく厳しい、えーとね、

街並保存に指定の、街並保存地域っていうのに指定されてるんですよ。竹富島が。だから、

例えば２階立てのコンクリート屋を建てたいってなっても、建てらんない。そのぐらい厳

しく守ってるところなんで、昔の、まあ家だけどね。街並だけど。あそこの守ってるもの

は。見たほうがいいよ絶対。だからアパートもないし、２階屋も１軒だけしかない。建て

られない。それがねー、今は、（新しいお店が）あるよ。うん。自分たちは考えられなかっ

た。その頃はね。住んでる頃は。まったく考えらんない。もう、地元、そうね、考えらん

ない。ここ何年で、今はある。本土から来て、お店やってる人が。うん。何件もあると思

う。」【Ｂさん】 

 
〔３－２〕石垣島に住む理由 
 20 代の頃にバックパッカーをしていた A さんは、沖縄でもいろんな島を訪れ、最終的に

石垣島に定住を決めた。 
 

「で、石垣に住んだ理由は、住みやすかったんですよね、単純に。あの、他の島って

言うのはもうちょっと田舎じゃないですか。だけど、沖縄本島だと都会過ぎるというか、

あの、行かれたことあるかどうかわからないですけど。石垣はちょうど 10 年くらい前は、

まあわりと大きいし、で、僕らみたいな外の人を受け入れてくれる島なんですよ、わりと。

うん、あのね、田舎って閉鎖的なところもあるじゃないですか。そういう島も実はあるん

ですけど、ここは意外と昔からなんかそういう特徴があります。」【Ａさん】 

 
F さんも、沖縄でも石垣島を選んだのには、本島は都会過ぎて、車の渋滞や米軍基地が嫌

だったという理由がある。 
 
「私は米軍基地があるのが嫌でこっちに来たんですけど、なんとなくその別に嫌いじ

ゃないんですけど、我が物顔っていう顔がやっぱりするじゃないですか。なんかものすご

いいい土地もってたりするでしょ。海とか、それこそ見えるようないいところにね、軍の
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基地があったりとかするとなんで日本なのにって思っちゃうから。私たちは戦争知らない

から、別にアメリカに守ってもらわなくてもいいですってちょっと思っちゃったりするん

ですよね。こっちの人はそれは、そうゆう感覚は多分ないと思うし、軍があるから商売成

り立ってる人っていうのも本島にはいるとおもうんですよ。中で働ける人、英語が喋れれ

ば働けるし、その人達用のものを売る人とかはやっぱり儲かるし。そうゆうしがらみはな

いから、こっちは。軍が、基地がなくなったら仕事もなくなっちゃうみたいな危機はこっ

ちにはない。だけど、自分たちでなんとかやってかなきゃいけないけど。」【Ｆさん】 

 
石垣島は空港も、少し都会も、自然も十分あるため決めたのだという。 

 
「でも、神奈川の海とかだと、結局そこからどこか東京とかへ出勤するっていうことに

もなるから、生活は変わらないだろうと思って、だからおもいきって家が建てられそうな

ところ、うん、家を建てるっていうのはけっこう目標でもあったので、そのへんで沖縄好

きだからっていうのはあったかなーと思いますけど。」【Ｆさん】 

 

「まあ、基本的には海が好きで、スキューバとかそんなにやらないんですけど、そう

いうのを見てるだけでも好きだし、日本の中ではの外国みたいな感じがするっていうのは

思ってました。」【Ｆさん】 

 

「他の島も行きました。宮古島見たし、本島。最後は宮古か石垣かっていう。で、空

港があって、適度に街もあって、で、自然が残っていて、できれば東京直行便があってっ

ていう。まあそこまでこだわんなくてもいいんですけど、まあ一応何かあった時とかにね

帰れるっていう、そのへんは考えてて。で、石垣の方が山もあったから、宮古島って平坦

なんですよ。もうなんにもまったいらな島で、ちょっとつまんないかなって。石垣はこう

起伏があるから、おもしろい。山も海も綺麗だし。」【Ｆさん】 

 
また、移住に対して特に抵抗はなかったという。 

 
「あの、沖縄だから石垣だからっていうか、そのまあちょっとブームがあったからそ

ういうのあるかもしれないんですけど、単に転職して単に引っ越したっていうふうに私た

ちは思ってる。ていうか、沖縄だと移住って言葉が使われますけど、べつに大きな問題じ

ゃないっていうか、まあ、ね、今会社クビになる人もたくさんいますから、べつにどの仕

事をどれだけ続けるかっていう分岐点にもちょうどなったし。」【Ｆさん】 

 
 E さんも、南国で暮らしたいという想いとともに、石垣島を選んだことに米軍基地の有無

も関係したようだ。また、便利さの必要性というのも今強く感じるという。 
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  「でも、今考えると、やっぱり、西表はもう。石垣には内地のものもまあそこそこ。

ジャスコとかサンエーとか。ジャスコの子会社のマックスバリューだったりそういうのが

あったら便利やし。一番最近ならマックかな。マックとかモスとかね、一応ケンタッキー

もあるし、TSUTAYA もあるし GEO もあるしヤマダは来てないかな。だからそうゆうのも

石垣にはある。だから西表とかそのほかの多良間とかそういうのがないからきついんだよ

ね。」【Ｅさん】 
 
  「スーパーですね。あと島のこの農家がちょろっと出してるような野菜とか。肉類と

かはもう内地ですね。那覇から。そうゆうのが中継地だからすぐね。それが西表とかやっ

たら、石垣港から石垣のスーパーに買いに来てる、船で積んでもらう。だから、スーパー

の、離島便とかって、離島から来た人が荷物を運んでもらう。そのあとレジ並んだら大変

や。買うときも空港のカードみたいなのがいるんですよ。ちょこっと来れないのでね。ち

ょっと風吹いたら船動かんし。そうゆうの考えたら石垣がよかったなと。他の島でもあん

まり関係ないと思いますよ。島で 15 分とかね。たとえ 15 分でも風が吹いたら一緒ですし

ね。年に何回も。大変やと思います。台風意外でも波高かったら出れない。」【Ｅさん】 
 

「そう、都会で、自然もある。今年、先月かな。デジタル放送が来たり。石垣で来て

るのはここだけ。」【Ｅさん】 
   

D さんは居心地の良さと、東京で殺伐と働きたくないという想いから石垣島に決めたと

いう。また、“30 歳でお店を持ちたい”という夢を叶えるのに、石垣島は低価格でお店を出

せたからというのも大きな理由のひとつである。 
 
〔３－３〕島での生活 
 本土とは気候も異なる石垣島では、生活して初めて気付くこともあるだろう。A さんは、

台風に一番驚いたという。 
 

「暑さ。暑い。びっくりするぐらい暑いね。今もう涼しいけど。これ全然涼しい。あ

とは台風だな。これはもう、被害ね、風の強さ。電柱倒れますから。倒れて、屋根もふっ

とび、船とかも破壊力が。それが一番びっくりした。」【Ａさん】 

 
Ｆさん 

「やっぱり最初は海見ながら生活したいなってもちろん思ってたんです。だから、本

当はちょっと高くして、見下ろす感じでってゆう感じにしたいなあなんて思ってたんです

けど、まあ、元々お向かいに先に住んでる方もいるし、ね、やっぱりそんなに高い建物建
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てるのも失礼だし、海が見えるってことは風が強いってことだから、だったら低く作りな

さいってこっちの人は言うんですよ。だから、行けるからいいかっていう。だから大変で

すよね、海が見えるお宅っていうのは、本当に台風対策しっかりしないと、何が飛んでく

るかわからないですから。以外と、木の葉っぱが、こう、網戸の目にささったりするんで

すよ。片付けは大変ですよね。」 

 
D さんも、暑さには驚いたという。また、移住して 18 年の B さんは、島での生活を移住

希望者に話すこともよくあるという。 
 

「でもうちのお店に来た人には本当に、お客さんでね、来たりすると本音で話すし、

だからうちのお客さんで初めは旅行で来てて移り住んだって人はすごい多いですよ。うん。

自分たち、いいことだけしか言わないし、あの、いいことだけ全然言わないんですよ。だ

ってこっちに住んだらみんな、例えばこの沖縄スタイル（雑誌）とかのあれもそうだけど、

のんびりしていいなあって思うじゃん。でも実際ないんだ、そんなの。うん。実際ないの。

お店やってたら、なんだろ、お茶をゆっくり縁側で飲むなんてないですからね。で、ほら

こっち沖縄はあの、賃金が安いっていうじゃないですか。だから、みんな勤めてる人も大

変だし、こうゆうお店やってる自営業の人たちだってやっぱり本当に休みなく働かないと

生活できないんで、本音を言うんですよ。でも、それでも移り住んで頑張ってる人もいっ

ぱいいるし、うん。すごい多いよ、うちのお店。お客さんで最初来てね、今住んでるって

いう人。で、変わってくるまた、あの、どんどん、住んでると。ほら、自分たちがこうい

う気持ちでいると、そういうお客さんが集まるじゃないですか。うーん、だから他の店は

わからないけどこう、なんていうのかな、ちょっと人生疲れちゃってとか、仕事あんまし

たくないんだよねっていうので来てる人もいると思うし、えっと、それで成り立ってる人

もいるのかもしれないけど、自分たちはちょっと違うので、あの、そうゆう人たちがあま

り来ないし、うん、なんだろう、前向きに前向きにいきたいと思っていますね。」【Ｂさん】 

 
 周りを海で囲まれた離島には、島ならではの“人と人の繋がり”がある。A さんは、島の

人間関係の近さにギャップを感じたという。 
 

「例えば、単純にね都会でこう人間関係で嫌になったら連絡取らなければもう会わな

いじゃないですか。こっちは会うんですよ。どこかの店で。そういうストレスもあります

よね。そうすると、あんまり嫌な関係になれないですよね。わーってやっちゃうと、会わ

なきゃいいじゃすまないでしょ。そういうのもありますよね。だから、繋がりとか、人と

人を大事にする、もっと言ってしまえば人と人で繋がってきた文化があるんですよね。」【Ａ

さん】 
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いいにも悪いにも自分のしたことが戻ってくることを感じ、そんな島の感覚に A さんは

勉強させられているという。C さんも人間関係の近さはとても感じているようだ。 
 

「田舎だからすごく狭いし、友達の友達が友達の友達みたいな。こう繋がり、みんな

繋がってるんで。」 

 

「壁ではないんですけど、狭さにびっくりして。部屋借りようと思ったら友達のお父

さんの物件だったりとかして、そういうのばっかりですよ。」 
 

 方言もあるが、生活するうえで困ることはないという。 
 
Ｂさん 

「言葉はね、あの、地元の人は同士で話してたらわからなかったけど、最初のうちは。

自分たちにはその言葉で話してこないから。みんな話せるから、普通に。おじい、おばあ

でもね。だからまったく困んない。」 

  
また、D さんは石垣島でサービスの質や、カードが使えないことにはギャップを感じた

という。 
 
〔３－４〕島の文化 
 移住してくると石垣島独特の文化、異文化を感じることになる。以下、文化の違いとし

て移住者が受け取った事例について検討する。 
 
Ａさん 

「日本に近いかって言うよりも、台湾に近い、文化が。その時代からね、領土の線引

きをした時に、日本に入っただけなんでしょうね。」 

 
Ｆさん 

「戦争のことはほとんど気にしている人はいないけど、それよりやっぱり先祖代々と

かっていうのを重んじる人たちなので、なんかこう、なんか祀ってるところ、あの、すご

く、あのなんていうか、普通の人がずかずかとやっぱり入っちゃいけないようなところは

あるので、そうゆうところはちゃんと気をつけないと、観光客がわあっと写真撮っちゃっ

たりすると地元の人は怒ったりとか、お墓もそうだし、必ずそれこそお祭りがあるとこう

お米とかお酒を置いてお祈りするところもあるんですよね。いろんな集落で。そうゆうと

ころはまあ、必ず巫女さんみたいな人が来てお祈りしたり。宗教というよりは、先祖の方

を大事にする人種というか。」 
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 逆に、G さんは異文化と捉えていないという話をされた。どんな人にも癒しを提供する

“国境がない場所”として、カフェも経営されているようだ。 
①集落ごとに異なる伝統的な祭り 
 
Ｂさん 

「よく８月には豊年祭って言って、えーと、五穀豊穣とかそれを、またお祭り見ても

らうとすごくこっちの文化がわかると思うんですけど、んと、内地の、自分もお神輿なん

か担いだりしてたんだけど、ちょっと違うんですよね。お祭りの感じが。すごくね、あの、

もう少しこう神様に近いというか、うん。ぱーっとしたお祭り騒ぎじゃないんですよ。（厳

かな感じが）あるし、ちゃんと地元の人がまた若いのが、どんどん継承されてる、お祭り

が。」 

 
「あの、沖縄は全部旧暦で動いてるんですよ。行事が全部旧暦なのね。だから、豊年

祭は、いつだろう。７月、８月ぐらい。うん。もう終わっちゃってる。でね、このお祭り

の、だからあの、ずっと受け継いでいくあれも、石垣の中でも宮良っていうね、えっと、

ちょっとこっちから離れた集落があるんですよね。そこはハカマタって、お祭りが独特な

んですよ。その豊年祭が。これをさ、こうやって、見たことあるんだけど、口で内容を言

ってもいけないの、こう。見たことない人に。で、写真も禁止だし、携帯も撮ったりとか、

一切禁止。何か記録に残すことは。ってゆうお祭りがあるのね。これもまあ豊年祭の時期

だから７月、８月ぐらいなんだけど。これを初めて見た時に、こうお祭りをずっと同じス

タイルで続けていくにはこれなのかなって思った。ほら記録とか、ビデオとか撮ってたら、

安心しちゃうんじゃんね。一切ないから。みんな若い人たちが、なんだろ、真剣にってい

うかさ。うん。それでさ、語り継がれていくわけじゃんね、そのお祭りが。なんか、そこ

は独特なんですそれが。その意味がわかった気がした、行って。すごい神がかってるし、

うん、おもしろいよ。」【Ｂさん】 

 
C さん 

「お祭り、参加、行きますねお客として。本土のお祭り見てもあんまり若い人とかい

ないですけど、こんなにこの島に人がいたんだなって思う。けっこう都会にいるみたいな

人の数、久々に、祭りでしか感じられないから。」 

 
Ａさん 

「台湾、チャイニーズの文化も入ってきてますよね、お祭りとかもちょっと台湾ぽか

ったりとか。」 
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D さんも石垣島の祭りについては聖域と感じているそうだ。 
 

「見たりはするが、参加するのはまだ早いと思っている。参加頻度もきつい。」【Ｄさ

ん】 

 
F さんは集落のイベントには時間との相談で参加しているが、積極的ではないという。 

 
「北部の方ではけっこう大きな集落なので、いろいろお祭りとかはあります。で、あ

の、海開き、海開きって言ったら変かな、あの、海の事故がないようにこう船のお祭りと

か、豊年祭とか、あと集まってみんなで海のゴミ拾いとか、芝刈りとかはあります。まあ

まああるかな。」【Ｆさん】 

 

「結局、あの、土日の作業が多い場合とかお祭りもそうだったり、あの、旧暦で動い

ているので、突然不思議な日にお祭りがあったり、毎年同じ日じゃないわけなんですよ。

だから、あの、予定が組めないのと、あの、やっぱり朝から昼間での作業だともうお店開

けられなくなっちゃうので、本当だったら奥様連中の婦人会、男性陣はなんとか会とか青

年団とかもあるので、それぞれにもまた加わっていろいろやらなきゃいけないんですけど、

それには入らないでただのこう町内会みたいな中だけ。やっぱりどうしても出られないの

で、声ね毎回かけられてもこっちも負担になっちゃうところはちょっとあって、集落から

ちょっと離れてるんですよ、うち。だから、伊原間っていう集落はもうちょっと北にかた

まってるのでまあ一歩情報が遅れるっていうか、なので、あんまり出なくても何言われる

わけじゃないし、でもやっぱりポイントポイントの時にはなるべく、別に仲良くはしたい

ので、行くようにはしてます。あとね、お布施じゃないけど、物をもってこいみたいな感

じになっちゃうときがあるし、で、ちゃんと会費、町内会費みたいのは払ってるんだけど、

お祭りだからお酒もってこいとか、誰々の家が建つからお祝いもってこいみたいな、まあ

密度が濃い、そうゆうのがなくてもあまり何も言われないというか、そうゆうのはありま

す。まあ何噂されてるかわかんないですけど、まあ、一応そうゆうの、うん。だからわか

ってるものに関してはなるべくやるようにしてますけど、あんまり、余計なお金って言っ

たら変ですけど、お菓子作って持ってったりとか、そうゆうことはします。現金とか、そ

うゆうのはあんまりやらないようにしてます。せっかくね、飲食店だから、作ったものを。

そうゆうふうにしてますね。」【Ｆさん】 

 
 また、集落によっては、移住者が入りこんで行きづらいところもあるそうだ。 
 
F さん 
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「川平12が一番大変かな。川平に住んでると、本当にどっぷり浸かろうっていうつもり

の人か、まったく無視してもう自分たちだけで生活するからほっといてっていうタイプと、

もう、だからどっぷり浸かろうっていう人は大変かもしれない。」 

 

Ｅさん 

「だからそうゆう中でも石垣の中でも、白保とか宮良とか昔からあるようなところは

もう内地の人来たら、行事とか儀式とかもうお手上げやと思う。まして商売するなら。行

事とか月２、３回あったりして、なんとか祭りとか、そういうのあるから大変。ここはそ

うゆうのがない。」 

 
②泡盛を始めとする酒文化 
 
Ａさん 

「酒は、こっちは、お酒を飲まないとつきあいがはじまらないっていうのはあります

よね。」 

 

「あとは酒飲むこと。それはもうびっくりしますよね。女の子とか居酒屋に入ってボ

トルで注文することあんまりないでしょ。普通にボトルで注文ですからね。２人でも、４

人でも。あと夜が遅い。８時集合とかで 12 時で１次会終わるん。12 時から２次会が４時ぐ

らいまで。考えられないでしょ。なんでかゆうと家近いから。終電ないから。」【Ａさん】 
 
D さん 

「同じ酒を飲むことで文化に溶け込む。」 

 
③食文化 
 
Ｂさん 

「食っていうのも全然困んない。んー、たまにとっても、こっちの食事が合わないっ

て人もいると思うんだけど、ま、そうゆう人はやっぱり住めないですよね。うん。長くは。

私は全然、合うし、大丈夫です。食で困ったっていうのはないな。」 

 
また、カフェという概念も異なるという。 

 
Ｆさん 

                                                  
12 石垣島北西部の地域。川平と呼ばれるのは川平地区、川平吉原地区、川平山原地区の３地区である。ただし、山原は

移住者によって世帯数が増えている。 

 
 

32



「あと、カフェっていっても、カフェだと思って入ってくる人ってあんまりいないん

ですよね。ランチするところとか、食事がないところは、本当喫茶店とか、だから、食事

しに来る、いわゆるお茶するって人とかはすごく少ない。そうゆう概念がないと思う。特

にこっちの人とか、観光の人もそんなにね、お茶しよっかって観光地であんまり言わない

のかな。軽井沢とか言ったら話は別だと思うんですけど。うん、多分、そう、わかんない

けれど。だから、うちもスイーツとかたくさん作ってますけど、どれだけ受け入れられる

のかすごく心配ではありますね。」 

 

「なんかカフェっていうと食事はカフェ飯っぽいものを、東京だとね想像しちゃって、

例えば量が少なかったり、見た目だけかわいいとか、そうゆう感じのところはあんまりな

い。やっぱりどんなカフェも、石垣牛とかをつい皆やっぱり期待するから、結局そうゆう

の出しとかないとまたお客さん来なかったりするんで。しょうがないですけど。でも地元

の人でも、あの、一応黒鶏っていう鶏をね、石垣で育ってる鶏を出してるんですけど、知

らなかったって食べてくださる方、それを食べにきてくださる方もいるし、まあ地鶏です

よね。」【Ｆさん】 

  
④上下関係 
 
Ａさん 

「古いって言っていいのかちょっとわかんないですけど、上下関係もまだすごく残っ

てる島なんですよね。だから、僕らよりもちょっと昭和みたいな感じの、お父さんは一番

偉いし、よく言えば昔のいい日本の文化が残ってるのかもしれない。先輩は絶対やし、っ

ていうのがありますよね。」 

  
⑤雰囲気 
また、ゆったりとした空気もこの島の独特の文化であるようだ。 

 
Ｃさん 

「のんびりっていうイメージがあったんですけど、住み続けてもそんなに変わんない

かな。」 

 

「けっこういいかげんなこともあるので。業者さんとか。来るっていう時に来なかっ

たりとか。」【Ｃさん】 

 
Ｂさん 

「島の人たちみんな、なんていうのかな、気分で動いてるって言ったら変な言い方だ
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けど、今日は飲みたいなとか、約束してても今日は雨だからやめようとか、そうゆうノリ

なんで、自分のこの気持ちに素直に動いてるもんだから、混む日はみーんな来るんですよ。

みんな同じなんです飲みたい日は。飲みたくない日もみんな同じだから。」 

 
 また、石垣島ではガラス張りはタブーだという。D さんの店はガラス張りで、意外なと

ころでもギャップを感じたそうだ。その理由を D さんは、みんな恥ずかしがりやだからと

話していた。 
 
〔３－５〕“ナイチャー”と“ウチナー” 
 ナイチャーと呼ばれる本土から入ってきた人と、ウチナーと呼ばれる島の人、この両者

の関係はどうなのだろうか。A さんは統治されてきたこの島の歴史を今だに感じている。 
 

「例えば琉球の時は那覇に統治されてたと思いますし、それが今度は本土、本土から

支配を受けて、常に支配を受けている島なので、なんていうんだろう、そっちがわの立場

ですよね。僕らは、正直もう僕らの年代やもっと若いし、関係なくても、歴史の中でおま

えら外の人間だよって思われるわけですよ。ねえ、沖縄は戦争とかいろいろ慰霊とか必ず

あるでしょ。まあ、あるんですよ。だからその部分で、おじいちゃんおばあちゃん、おじ

いおばあっていうんですけど素直に見てくれない人もいますし、そういうのありますよね。

だからおまえら大和の人間だって言われるんですよ。大和の人間だって言われてもわかん

ないですよね、一瞬ね。だからそれぐらい古いところまで、あの、あったりもするわけで

すよね。だから、そういう意味では、そういう歴史的ななんか人間の支配みたいなことも

考えが違うし、戦争っていうのもあっただろうしね。やっぱこんだけ尾をひくんかなあっ

て思いますよね。」【Ａさん】 

 
A さんは、そう強く感じるからこそ島の方を大事にしないとやっていけないという想いを

店作りでも大切にしているそうだ。 
 

「地元にも貢献したいって思いますね、石垣島に。あの、僕商売させていただいてる

んで、暮らしていけるので、税金もいっぱい払てね、貢献しようかなと思ったりとか、そ

の程度ですよね。」【Ａさん】 

 
 F さんも外から入っていく意識というものを感じているようだ。 
 

「沖縄の企業は特になるべく地元の人を雇いたいから、移住者に仕事をとられるとか

って思っちゃう人もまあいるんですよ。そうゆうとこばっかりじゃないんですけど。長く

仕事があればいいんですけど。でも、沖縄本当に失業率高いし。うん、そこにね無理やり
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入り込むのも地元の人にも悪いし、うん、自営業っていうのは決めてた。」【Ｆさん】 

 
 B さんは、石垣島でお店を営み、島の人や移住者いろいろな人と接する中で、自分が何か

少しでも島にとっていいことをしていきたいという想いを持ちはじめたという。 
 
「最初のうちは、竹富に住んだ頃なんかは、もう毎日楽しくて、悩みもなく、ストレ

スもなく、わー楽しい！みたいな感じだったんだけど、何年かした時に、あれ、これでい

いのかなーって。理想的な生活だなあなんて思ってたんだよね。だけど、なんかねある時、

だんだんこの、まあ楽しいには楽しいんだけど、いいのかなーなんて思い出して。で、や

っぱりお店やってこういろいろな人と接して、島の人でもそうだし、移り住んだ人でも。

うーん、やっぱり、偉そうな感じだけど、島にとっていいことを、何か自分が少しでもっ

ていうかやっていきたいなあって思う。それはね、ここ何年間で、やっぱ、これまた批判

的になっちゃうんだけど、移り住んだ人だとかそういうのは、ちょっとやっぱり、自分勝

手な人が多い。うん。自分さえよければみたいなさ。うーん、そういうのをいろいろ見て

くると、やっぱり自分はそういたくないなーと思うし、何かしらこう返したいっていうか。

もう、内地に戻るつもりもないし、こっちでずっとやってくつもりでいるもんですからね。」

【Ｂさん】 

 
その想いは、お祭りで強く感じるそうだ。 

 
「うーん、だから、（お祭りは）地元の人しかやってない。ただ、もうすごく根付いて

こっちでやってる人、例えばまあ、簡単だったら、夫婦でもどちらかが、奥さんが地元の

人だとか、内地の旦那さんだとするじゃんね。そしたらわりとこう、お祭りにも入りやす

い。でもね、あたし、なんか今年のお祭りを見たときに、今まで思わなかった、こう、ち

ょっとやきもちじゃないけど、地元の人は多分それを、お祭りをほら続けてかなきゃなん

ないっていうのは、いろいろ自分の時間もとられるし、嫌なことだと思ってる方のが多い

のかもしれない。でも、やんなきゃなんないことじゃんね。青年会の人たちとか。それを

見て、今年、なんか初めてやきもちみたいのをやいた。ああ、いいなあって。だから、そ

うだなあ、自分もいつかそれに入りたい。すごく。」【Ｂさん】 

 
地元の人に認められて、いつかお祭りに出たいという願いが B さんにはある。 

 また、B さんは、地元の人に認められる難しさも語っている。 
 

「で、こうやってお店やってると、地元の人も来るし、家もその目の前なのね。その

赤瓦のお家。うん。このへん本当に昔からのお家がすごい多いから、ここでお店をやって

ること自体、けっこう地元の人には「すごいよー」って言われるんですよ。すごく、なん
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だろう、このへんは由緒正しいお家ばかりだから。そこに今、家は借家だけど住んで、お

店やってると、やっぱりすごく、なんだろう、多分見られてる。周りの、地元の人に。で、

２、３年であの、よし認めてやろうなんてそんな早い話じゃない。例えば毎日そこの外を

掃くんですけど、竹の、竹箒で。そういうのも見てるけど、どっかで見てるんだ、多分。

だけど褒めたりはしないんですよ、地元の人は。いつもやってえらいねーみたいな、そう

いうのもないの。だけど、見てるの。で、そうだなあ、もう、だからお店もそう。２、３

年でこう地元の人が、心開いてって言ったら変だけど、そういうのは難しい。もう本当に

10 年やって、うん、初めてこう、本心を見せてくれたり、うん、「いつも掃除ありがとね」

って言ってくれたりとか、そういうのってやっぱりすごく、長い、ね、長い間、うーんと、

見てるし、こっちも続けてかないと、うん、認められないって言ったら変だけど、打ち解

けないのかなーって思う。うん、地元の人と。」【Ｂさん】 

 
 B さんの石垣島への思い入れは店のイベントからも感じられる。お店の 10 周年のイベン

トを、沖縄のあしびなーという伝統的なスタイルで行った。 
 

「去年、初めてイベントをやったんですよ。10 周年、本当は 11 周年なんだけど、10

周年のイベントを違う場所でやったのね。うちのお客さんたちが全部来てくれて。で、違

う場所で、うんと、やったんですけど、あしびなーってゆう言葉がこっちの言葉でね、え

っと、あしびなー、外遊びみたいな、庭遊び。昔の琉球王朝の時代にそうゆう上の位の人

たちがお庭でこう、もうお庭での宴会だね。そういう意味なんだ、あしびなーって。だか

ら、自分たちは、その違う場所でいろんなお客さんに参加してもらって出し物を。」【Ｂさ

ん】 

 

「で、子供も来てほしいと思ったから、みんな子持ちの人なんかはどうぞどうぞ連れ

てきてって。ほら、大人たちはこんなふうにして楽しんでるんだっていうのを見せたかっ

たし、なかなかここまで、あの、あしびなースタイルをねやるイベントも本当にないと思

うんですよ。こっちでイベントあってもやっぱり夜のクラブの踊ったりーとかさ、まあ島

とは全然関係ないじゃないですか、あーゆうの。こうゆうのはあるけど、こういうイベン

ト本当ないんで、あの、子供には見てもらいたかった。で、出し物も、だから半々。」【Ｂ

さん】 

 
 逆に、移住者同士のコミュニティもあるそうだ。 
 
Ｆさん 

「うん、そんなに一生懸命繋がるっていう人は多分いないと思うんですけど、なんて

いうかな、あの、ひとつは、うち車が品川ナンバーのままなんですよ。で、それを見て話

 
 

36



しかけに来てくれる、東京どこなの？とか。そうゆうので、私も近くに住んでたのよとか

っていう繋がりで、なんとなく名前知ってっていうのもあるし、あと、ここもちょっとハ

ワイっぽいカフェなので、石垣でハワイ好きの人はかたまるところがなんとなくあるんで

すよ。そうゆう人たちがこうどんどんかわるがわる来てくれて、あとはやっぱりわんちゃ

ん。こっちの人はどっちかっていうと番犬扱いなんですけど、移住者の人は本当に家族の

ように可愛がってる人多いから、そうゆう人たちが、あの、通ってきてくださって、はが

きとかくれるようになって、名刺とかくれるようになって、繋がる。集落の方けっこう移

住者多いので、ここの一体はもうほとんど移住者とか、やっぱりなんとなく繋がっちゃう

というかするんだと思うんですよね。別に仲悪くしてるわけでも、全然、あの、地元の人

とね、そういうんでもないんですけど。やっぱりなんとなく、うん。」 

 

Ｅさん 

「ナイチャーの方が多いね。地元の人とはあんまりないかな。」 

 
〔３－６〕島外出身者だからこそ島に貢献できること 
 A さんは地元のお店と差別化をはかり、台風の多い沖縄で地元の人は避ける海沿いにカフ

ェを開いた。島外出身者だからこその目線で石垣島の海や空の美しさをウリにしたカフェ

を経営している。 
 

「この店やるっていうのは島の方に、僕らの感覚というか、まあそういう、僕らから

見た石垣、そうゆうのを考えもありました。～中略～なんかこう石垣の海とか空とか見せ

ていいなあって思っていただきたい、そういうのやっぱありますよね。」【Ａさん】 

 
それには理由があるという。 

 
「夜なんかすごい星が見えたりするんですけど、それはもうこっちの人にしたら当た

り前と。もちろん何が好きでとか、もちろんその島人でこう守っていきたいとかってそう

いうのもいるんですけども、あんまり忘れてしまっているっていうかね、もう当たり前す

ぎて。そうゆう地元の方もやっぱり多いです。」【Ａさん】 

 
当たり前に存在する綺麗な海や空や星を眺めてもらうことで、島の方にも改めて良さを

伝えていこうとしている。 
 B さんは、島食材を自分たちのアレンジで提供している。地元でお金をまわしたいという

想いと、新しい料理との出会いの提供という理由からだ。F さんも島食材の新しいアレンジ

を提案していたり、C さんも新しい食事の方法を提案していたり、D さんも島の人が知ら

ないものを提供しているということで、島の人に新しい出会いを提供できるのは移住者な
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らではでないだろうか。 
 
〔３－７〕移住者から見た石垣島 
 自然豊かな石垣島だが、環境問題は年々深刻化。赤土の流入、サンゴの減少、オニヒト

デの増加、ごみの増加、漂着ゴミなどの問題を実際に感じているという。A さんは海の漂着

ゴミなどのゴミを拾うビーチクリーンをボランティアで行っている。 
 

「漂着ごみ、例えば日本が出してるのじゃない、台湾とか中国のあれ、朝鮮半島とか

そのへんの文字のごみが多い。今あっちが発展してるでしょ。だから、すごい出てると思

うんですよ。で、その海流とか風の関係でこっちに全部、で、一番キャッチするのがこの

八重山。最初にね。このへんはもう国際問題ですよね。だからその、今鳩山さんとかにな

ってね、ここまで日本やと思うならそのへんまで見られたらどうかなと思いますよ。まあ

一人一人のモラルの問題もありますけどね。外国のごみが流れ着いてるってすごいでしょ。

それがすごい量なんですよ。もう、すごい。僕あの、サーフィンねやりますから海行くじ

ゃないですか。それで、サーファーの間で、いわゆるビーチクリーンっていうのをやって

るんですよ、ボランティアでね。で、市からちょっと予算をもらって。一番多分お金かか

るのがトラックで運んだりとか、で、運ぶって言ってもね、燃やさない、燃えないごみっ

ていうのは燃やさないからね、結局、場所を移動するだけですよね。そこの根本的な問題

とか、すごい感じますよね、僕は。たまっていくからね。この島から出ないから。すごい

と思いません？これ。で、焼却の施設も、都会だと例えばダイオキシンの出ないような設

備、絶対ないから、ないんですよね。生ごみとかそんなんはいいけど、漂着ごみの 99.9％

はプラスチックとかいわゆる洗剤とかペットボトル、ものすごいですよ。一回時間があっ

たら行ってください。あのね、人が行きそうなところは拾ってて、まあこの間もちょっと

見たら、あとでねそこから降りれますから。このへんは綺麗だったりするけど。たまりや

すい場所ってね、こう湾になってたりとか。ちょっと街から離れてたりとか、意外とあっ

たりしますよ。で、もちろんその台湾、中国ってことなので、島がありまして、北西です

よね、東の、北西にね全部着きますから。拾って、そこは綺麗になるけど、石垣の山のと

こに、掘って、山積みにしてってどうすんのって話じゃないですか。」【Ａさん】 

 
他にも、若い子達がエコを推進する音楽イベントなど環境保全のための動きは広がって

いるようだ。 
 また、人の出入りが増えるにつれて島の性格も変わってきているようだ。 
 
Ｆさん 

「宮古島の方が団結力があるみたいです。なんかやろうって思うと、マンゴーひとつ

とっても石垣より多分宮古のマンゴーの方が有名っていうか、なるように政府と市と市民
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がすごくタッグを組める。石垣はけっこうばらばらっていうか、そういう団結力の面では

少ないんで、何やるにもちょっと。宮古島は綺麗な空港がずいぶん前にあるんですけど、

石垣はまだだし。そうゆうところはちょっとある、団結力に欠けるところ。みんなが自分

が良ければ、悪く言えば自分が良ければいいと思ってる。」 

 
 
 
Ⅳ 考察 
  
 本章では、カフェ経営者の一人一人のライフヒストリーを明らかにし、そこから移住者

としての適応のあり方を検討し、インタビュー全体を通して移住者が沖縄の離島でカフェ

を営む中で感じる想いやカフェが担う役割を明らかにすることを通して、異文化における

移住者の適応を明らかにし、移住者を受け入れて変化する離島の伝統やアイデンティティ

とは何なのかについて考察を行う。 
  
 
１ 移住者の適応 
 
 インタビューを通して、カフェの経営者であるという前に、まず石垣島という島で生活

する一人の人間だということを感じ取ることができた。居住暦が長い B さんからは、自分

は島の人間に近い存在なんだというプライドのようなものを感じた。だからこそ、18 年石

垣で生活しても島の伝統文化に参加できないもどかしさのようなものも感じとれた。F さん

は、地元の人との繋がりを大切に考えつつも、無理をせずに、できる限りするという自分

なりの線引きを持って生活しているようだ。逆に、自分の目的が叶う場所として石垣島を

選んで移住した D さんや G さんは、文化の違いはそれほど重要な問題ではなく、そこに入

っていくことに抵抗もあまり感じていないようだった。 
これらのことから、どの人も地元との関わりに対して前向きだが、目的意識によって地

元住民や島の伝統との関わり方に違いが出てくると考えられる。B さんは沖縄が好き、竹富

島や石垣島が好きという理由で居住していることから、好きな地域の地元に積極的に関わ

っていきたいという想いがわかる。F さんや E さんは、「いつか海の近くに住みたい」とい

う願望があったことから、南国の気候や自然に囲まれた生活が目的だったと考えられ、自

身の生活スタイルを大切にしながら地元とつきあっていこうという想いがあると考えられ

る。また、D さんや G さんは自分の夢の実現が目的であることから、本土での人間関係と

変わらない感じで地元と関わっていると考えられる。つまり、移住者の島への適応には、

一人一人の移住目的によって感じ方に違いがあると考えられる。また、島の生活は人と人

との繋がりが大事だと感じている移住者の方が多く、その感覚はカフェの経営にも影響し
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ているようだ。多くの経営者の方が地元の方に受け入れられる店を目指し、またそうでな

ければやっていけないと話していた。 
 
 

２ 移住地として選ばれる石垣島 
 
 インタビューを通して、移住ブームと言われるように人々が沖縄の離島に惹かれる理由

が見えてきた。西村[2008]の研究の通り、A さん、C さんのようにリピーター→長期滞在者

→移住という流れで石垣島にいきついた方、また一方で、B さん、E さん、F さん、G さん

のように沖縄の離島イメージから影響を受けて移住を志したと考えられる方もいた。夢の

実現に重きをおいていた D さんにおいても、石垣島の持つ自然はとても魅力的だったよう

だ。つまり、沖縄の離島に「住む」という思考は、離島の自然への憧れと、日本であると

いう２点によって為されているのではないか。沖縄本島だと都会すぎるという意見が目立

つことから、沖縄の離島が持つ自然というのがやはり大きな魅力であるようだ。また、F さ

んは、沖縄を日本の中の外国と感じていたと話していた。島での生活の中で人間関係や文

化にギャップを感じたという意見も多いことから、ハワイが好きな人、海が好きな人も、

そのギャップを軽減するために日本、沖縄の離島を選んだと考えることができるのではな

いだろうか。また、離島の中でも石垣島を選択する背景には、憧れと現実の狭間が垣間見

えた。自然への憧れとインフラがある程度整備されているところという日常生活の間にあ

るのが石垣島のようだ。集落ごとに伝統のイベントが異なるため、石垣島の中でも居住地

の選択は大きいようだ。よって、昔からの由緒正しい家ばかりの地域にはあまり移住者は

住まない傾向がある。 
 
 
３ 移住者が営むカフェの役割 
 
 野添は現代のカフェブームの要因として、「居住性」「新しい人や物との出会い」「変化」

を指摘している[野添 2002]。沖縄の離島で営まれるカフェもこれらを持ち合わせていた。

「居住性」は沖縄が自然と持つ独特の空気や豊かな自然によって持ち合わせ、大きな強み

となっていると感じた。移住者である経営者の方々からも、「ゆったりとした空気」を大切

にしているという声を多く聞いた。また、浜辺の茶屋が海や空を見ながらゆっくりして穏

やかな気持ちになれる時間を提供しているように、沖縄の持つ自然とゆったりとした空気

が、沖縄のカフェがもつ独特の「居住性」なのではなかろうか。また、インタビューを通

して、移住者ならではの意見として目立ったのが、カフェを通して再発見、素の自分、新

しい料理、新しい食事の仕方、新しい考えとの出会いなど「新しい人や物との出会い」を

提供していきたいという想いである。これらは、移住者だからこそ提供できる豊かさでは
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ないだろうか。そして、この２点が「変化」に結び付くと考えられる。変えるものと変え

ないもののバランス[野添 2002]、それを上手くもっているのが沖縄の離島のカフェなので

はないだろうか。「変えるもの」、それは「新しい人や物との出会い」に通じる、料理メニ

ューなど新しいアレンジ方法などとの出会いによってお店を訪れる人々に刺激を与える。

「変えないもの」、それはゆったりとした空気や豊かな自然による「居住性」である。観光

客であろうと地元住民であろうと、いつ来ても居心地がよく、でも、新しい出会いにわく

わくさせてくれる。それこそが移住者が営む沖縄の離島のカフェが担う役割なのではない

だろうか。 
 
 
４ 揺れ動く離島のアイデンティティ 
 
 先行研究から、今後の沖縄の離島は、離島の大きな魅力である豊かな自然及び伝統文化

を守り、それらを生かした形で観光・リゾート産業の推進、地域問題解決に向けて住民の

連帯が望まれると述べられているが[松井 2008][久住 2008][本間 2008]、インタビュー調査

からもそれは否めなかった。人の流入が激しいということで、団結力の乏しさが気になっ

た。しかし、ほとんどの人が島に溶け込もうという感覚を持っているようで、生活する中

で少なからず異文化の中で生活していると感じる部分があるようだ。外の人を受け入れて

くれる島だと聞いたが、いろんなルーツが混じりあって島の伝統はこれからどうなってい

くのだろうか。しかし、インタビュー結果から、島外出身者だからこそ、島に還元できる

利益も多くあるように感じられた。島の人が知らないもの、逆に島外出身者だからこそ感

じる沖縄の魅力を提供できるというのは島の人に豊かさを提供できているのではないだろ

うか。島外出身者が沖縄の魅力を今度はアウトプットしていこうとする姿も見受けられた。   
他方で、インタビューから過去の歴史や伝統文化においてまだまだ移住者と地元住民の

間には壁があることもわかった。地元住民の本土の人間への先入観や伝統の堅持、そして

移住者はそこに近づきたくても容易に入っていけないジレンマや遠慮も感じているようだ

った。移住者が持つ新しい波と、地元住民の守る伝統、財産、この両者がうまくバランス

を取りながら共存していけることが理想ではないだろうか。また、「浜辺の茶屋」のように

沖縄の財産である自然を生かした形でカフェを作り豊かさを提供していくロケーション・

カフェは実際に沖縄の観光の一端を担っていることから、守るものと発展していくものの

両立の実現は不可能ではないだろう。今回の調査は移住者側に特化して行ったが、「地元の

雇用に貢献したい」という声が多く出るなど、全員が少なからず共存意識を持っており、

石垣島を愛しているということから、移住者の歩み寄りの姿勢は確認することができた。

その意識をお互いが持ち、移住者であっても島の自分の好きな部分を大切にしていくこと

が、沖縄の離島のアイデンティティを守りつつ発展させていくきっかけになるのではない

だろうか。また、島のいいところを改めて移住者が再発信していくことは、島の過疎化食
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い止めにも繋がるのではないだろうか。 
 この調査から、彼らはそれぞれの想いで移住してきているが、「よその地で生活させても

らっている」という意識があり、共にこの地で生活し、その恩恵の還元をしたいと考えて

いることがわかった。カフェは、地元住民に移住の恩恵を還元し共存するための場を提供

するという役割を果たしているのではないか。そして、、地元住民と移住者がお互いに歩み

寄り交流することを通して生み出されていく文化こそが離島としてのアイデンティティの

核となっていくのではないだろうか。 
  
  

 
おわりに 
 以上から、沖縄の離島の移住ブームというのは、沖縄の離島イメージが広く世に知れ渡

り、離島の観光の発展、そこからリピーターが生まれ長期滞在者、移住に繋がってきたこ

とがわかった。一方で、沖縄の離島は、その地域特性から経済・社会状況において所得格

差やインフラの未整備、環境問題など課題も抱えており、その事実は、人々が描く沖縄の

離島イメージと必ずしも一致していない。このような状況で、石垣市への転入者が 2001 年

から2005年までの５年間で総数7424人にのぼるほど移住ブームは盛んである。その結果、

島の経済が活性化するという良い面と、景観破壊、環境汚染、島の独自性が弱まるなどと

いった問題点もあげられてきた。しかし、移住者は自己中心的な利益を求めるだけではな

く、今まで深い歴史が刻まれてきたよその地で生活させてもらっているという意識をもっ

て、土足で踏み入るべきでない部分、地元の一員として協力する部分のバランスを移住者

なりに考えながら、地元の住民に配慮しながら歩み寄る姿勢が見受けられた。その姿勢か

ら、生活をさせてもらっている島に還元したいという声も多く聞かれた。そして、インタ

ビューからその還元の場として役割を担っているのがカフェであるとわかった。移住者だ

からこそ提供できる「新しい出会い」、さらに沖縄の持つゆったりとした空気が居心地の良

さを与えてくれ、移住者の営むカフェは観光客だけでなく地元住民に刺激と癒しを提供し

ている。それは、地元住民が新たな夢、発想を持つことに繋がるのではないだろうか。そ

れはひいては沖縄の離島の経済発展にも力を貸すことになるかもしれない。 
他方で、島に新しい文化が入ってくる分、今まで培ってきた伝統の文化が薄まっていく

ことも危惧される。伊藤[2007]も述べていたように、今後の離島のアイデンティティの在り

方として、全く同化することは不可能にしろ、相手をわかろうとする意識が両者の溝を埋

めていくと考える。移住者の中には、島の伝統文化に積極的に関わっていきたいという者

もいるが、そこまで手に負えないという者もおり、離島独自のアイデンティティの継承の

仕方は課題である。例えば、B さんの話してくれた記録に残すのが一切禁止という石垣島の

ある地域のお祭りは、伝統を守るうえで一種の工夫の仕方である。しかし、それに伴い新

しいアイデンティティが入ってくる中で、石垣島はどんな形で独自のアイデンティティを
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形成していくのだろうか。それは無視できない現実であると共に、前向きに捉えていくこ

ともできるのかもしれない。 
 インタビュー調査において、個別に面接で話させていただいだが、「移住者」という言葉

に抵抗のある人もいるように感じた。「移住者」という言葉にはネガティブな要素があるの

だろうか。移住者は、より笑顔で暮らすために移住してきたが、その一方で地元の人に申

し訳なさのようなものも感じているように思った。 
 また、離島自体、A さんが話してくれた漂着ゴミの問題など、離島の財産を守っていくた

めの課題はまだまだあるようだ。漂着ゴミにおいては、那覇の処理施設に運ぶのにもお金

がかかるということで困難な問題だと見られていたが、鳩間島では漂着ゴミをハイオクレ

ベルの上質な油に変えるプロジェクトが立ち上がるなど、ピンチをチャンスに変えながら

島のブランドを作っていく試みも見られている。移住者の方へのインタビュー、観光客と

しての目線、そして一人の人間としての目線、また、カフェのノートに書かれた他の多く

の観光客の言葉から、離島の財産のひとつである豊かな自然は生命にも大きなエネルギー

を与えてくれるものだと感じた。この研究、また、石垣島以外の離島にもいくつか訪れ沖

縄の離島に魅せられた私自身、今後、微力ではあるが何らかの形で、沖縄の離島の持つ素

晴らしい財産を後世に残していければと思う。 
 最後に、本論執筆にあたって熱心にご指導してくださった山本須美子先生、お忙しい中、

お時間を取って頂きお話を聴かせてくださったカフェの経営者の方々に深く感謝したい。 
 ありがとうございました。 
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資料 聞き取り調査結果概要 
 

[B さん] 

『自分たちがやってきて間違ってないなっていったら変だけど、やっぱりこうゆう形になったかなって思

いました。』 

じゃあ、思ったとおりに進んでこれたという感じですか。 

『そうですね。はい。』 

では、元々神奈川にいらっしゃったということで、こちら（石垣島）に来て何が一番困りましたか。壁と

いうか。 

『すごく細かいことではいっぱいあったと思うんだけど、自分たちは、私はだけどね、私とマスターでま

た移り住んだ経歴が違うんだけど、私はまずオートバイの一人旅でここに来て、東京から船に乗ってね。

で、竹富島って言う島があるんですよ。石垣島からすごい近いんだけど、すごい小っちゃい島で、人口が

250 人くらいしかいなかったの、その時は。そこが気に入って、移り住んだんですね。だから石垣じゃな

くて、もっとまた離島だったんですよ、何にもない。だから、移り住んだときにはもう、なんていうんだ

ろうなー、楽しくて。楽しいし、あの、まあ、どうせ１年ぐらいで飽きるだろうなって、こんなにほら環

境が違いすぎるじゃないですか。もう全てが新鮮だし、まあ、１年ぐらい住んで、また帰ろうってゆう軽

い気持ちで来てたんですよね、気分は。マスターはまた全然違うんだけど。で、マスターもまた竹富に住

んでたんですけどね。だからねー、わりとこう、ほら今沖縄っていうとスローライフとか癒しとかってい

うのに代表的になるじゃない。その１８年前に私が来た時にはそういうイメージもなかったし、癒された

いとか。もうある意味、逆にねえ、バイクで一人でくるとか元気まんまんだったんだよね。だからこっち

へ来てへこたれたりとか、そうゆうのはあまりなかった。もういつも、ハイテンション！ぐらいの、そう

いう感じだったもんだから、だから少しづついろんなことであったと思うんだけど、覚えてないというか、
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逆に困ったなーってことよりも、皆が何かしてくれたことの方が、島の人とかさ。そうゆうこと、楽しか

ったことのほうが覚えてて。今、思い出せない。このへんもまた、いつ移り住んだか、移り住んだ経歴で

まったくいろんな人の意見があると思うんだよね。すごい嫌な思いしたりね。で、ここ数年移住ブームと

かなってから来た人はまた全然違う移り住み方をしているし、そのへんはだから人それぞれだと思うんだ

けど、私は、あんまり思い出せないですね。言葉はね、あの、地元の人は同士で話してたらわからなかっ

たけど、最初のうちは。自分たちにはその言葉で話してこないから。みんな話せるから、普通に。おじい、

おばあでもね。だからまったく困んないし、食っていうのも全然困んない。んー、たまにとっても、こっ

ちの食事が合わないって人もいると思うんだけど、ま、そうゆう人はやっぱり住めないですよね。うん。

長くは。私は全然、合うし、大丈夫です。食で困ったっていうのはないな。だから今ここのお店で出して

いるメニューなんかも、こうなるべく島で買える物を原材料にして、あの、メニューも全部作ってるのね。

あの、いろんなお店があって、やっぱり、イタリアからの直輸入のチーズを出してますーとかさ。それは

それでいいと思うんだけど、うちのこのポリシー的には、地元でとれたものを地元で、私たちのアレンジ

で出すってゆうやり方でやってます。それがやっぱりお金を、ほらあの、移り住んできてここで商売させ

てもらっている立場だから、お金をこう地元でまわしたいから、いろいろと、ねえ、あのどっかから珍し

いものを取り寄せたり、そういうのはほとんどないです。ここでまわしたいっていうのがある。うん。大

きいスーパーで買うより、内地の資本じゃないですか。それもやっぱり近くの商店でなるべく買って、そ

ういうちょっとしたこだわりかな。』 

一番最初にこちらに来た時にはマンションとかに住んでらしたんですか。 

『こっちは初めてですか。石垣に来たのは』 

はい。石垣は初めてです。 

『あのー、竹富島っていうところは、行けたら行ってほしいんだけど、本当すぐ行けるから。あのねえ、

行ったらわかるけど、赤瓦のお家しかないんですよね。アパートもなくて、１軒だけ寮があるので、その

寮がアパート形式になってるんだけど。だからねえ、みんなこういう家（向かいの赤瓦のお家を指して）。

で、そこに、だから住みたくても住めないんですよ。竹富島とかは。すごい人気あるんだけど、あのー仕

事がないと住めない。まず、仕事が見つからないと。私はたまたま仕事が見つかって、で、仕事が見つか

ると、そのお家を裏側だけちょっと使わせてもらったりとか。そうゆうアパートとかはないです。うん。

で、18 年前も石垣島はアパートとかいっぱいあったんですね。今ほどじゃないけど。で、内地、本土から

来た人がアパートを借りようとすると、どの不動産屋さんもその頃は、島の人の保証人を２人つけてくだ

さい、じゃないと貸しませんって言ってたの。そのぐらい、本土の人に信用がないっていうか、まだ外人

枠みたいな感じで、だから自分たちはけっこう島の人にいろいろ助けてもらって、今まで来てるかな。う

ん。だから、本当今より全然違う状態ですね。今はもう、誰でも住めますからね。お金があれば。』 

じゃあ、竹富島に移った時は、どんな仕事がしたいからっていうよりも、住みたいって気持ちのほうが強

かったんですか。 

『そうそう。はい。まだ若かったし、うん、仕事はなんでもよかった。ただ竹富に住みたくて。ぜひ行っ

てください。日帰りで行けるから。うん。４、５時間あれば行けるよ。船も 30 分ごとに出てて、これねえ、

もうほんっと行ったほうがいい。こっちの、沖縄の、うーん、凝縮された島なんですよ。沖縄のスタイル
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を守ってる。だから行ってみた方がいいですよ。』 

一番“沖縄”が残ってるっていうことですか。 

『うん。あのー、赤瓦じゃないと今でも建てられないし、もんのすごく厳しい、えーとね、街並保存に指

定の、街並保存地域っていうのに指定されてるんですよ。竹富島が。だから、例えば２階立てのコンクリ

ート屋を建てたいってなっても、建てらんない。そのぐらい厳しく守ってるところなんで、昔の、まあ家

だけどね。街並だけど。あそこの守ってるものは。見たほうがいいよ絶対。だからアパートもないし、２

階屋も１軒だけしかない。建てられない。』 

竹富島にお店を出そうと思っても、それはすごく難しいことなんですか。 

『それがねー、今は、あるよ。うん。自分たちは考えられなかった。その頃はね。住んでる頃は。まった

く考えらんない。もう、地元、そうね、考えらんない。ここ何年で、今はある。本土から来て、お店やっ

てる人が。うん。何件もあると思う。それもおもしろいかもね。調べると。』 

それは、本土の人との信頼ができてきたとかっていうことなんですか。 

『うん、もう、なんていうのかなー、信頼とかじゃないなー。もう、７、８年ぐらい前なのかなあ。やっ

ぱりその石垣島が癒しとか移住ブームになって、いろんな本見ても移住したい地域のナンバー１だったん

ですよ。その頃。それで急にもうアパートがばーっと建って、不動産屋も前はそうやって言ってたけど、

内地の人には。あのー、保証協会っていうのに保証人になってもらえばどんどん貸しますよーって、もう

商売、商売になってきたの。うん。だから、信用とかではない。お金になるなーって思ったっていう感じ

でいいのかなー。いい意味では、寛大になったんだと思うけどー、うーん、いい面も悪い面もありますね。

そうすると、別にお金さえあれば、ほら移り住めるような島になってしまったから、やっぱり、前はすご

く安全な島でも、今はもうアパートに住んでたら隣の人が誰かわかんないなんてあると思うし、今は、石

垣島はね。前はそれが厳しい分なかったじゃん。あの、島の人２人保証人につけて借りてたわけだから。

その辺が、やっぱり悪いところにも…でも、ここ何年か、１、２年でちょっと落ち着いてきた。その移住

ブームが。だから、お店もここ何年かですごくいっぱいできているんだよね、そのカフェとか。その私は

ね、だから、うーん、カフェっていうのが実はあんまりなかった。だから、どのへんのお店行くのかわか

んないけど、すごく新しいお店じゃないですか。』 

多分そうだと思います。今知っている限りでは。 

『うん。カフェっていうのがさ、７、８年前はなかったし、うーんと、うちの店が 12 年前にこの場所じゃ

ないもっと港の方でやってたのね。それをマスターがオープンしたときに、あの、バーもほとんどなかっ

たし、みんな居酒屋とかさ、あと、スナック、っていうのがほとんどだったんですよ。だから、ここ数年

でいっぱいお店ができたもんだから、そのへんが、うーん、どうだろうね。これから。だから、マスター

がお店出した時には本当に大変でしたよ。あのー、ライム、そのライムもなかったから石垣に（出して頂

いたドリンクの中のライム）。12 年前は。だから、その頃、ちょうど同じ頃に２、３軒できたのね。同じ

ような年代の人たちが。その人たち皆で３店舗で、じゃあ１箱ライムを取ろうって言って、八百屋さんに

頼んで。で、１箱３店舗で分けて。だから、地元の人もライムを出すとびっくりしてたんですよね。初め

て、ね。そのぐらい田舎だったというか。住みやすくなったけど、便利になって。いろんなものが手に入

るし、今ではライムもスーパーで売ってるし。』 
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難しいですね。 

『うん。地元との、うーん、文化。でね、うちもバーだからね、今ほら近藤さんがやってるカフェとまた

ね形態が違うから。』 

B さんが、今でも、昔からでもいいんですけど、一番大切にしていることってなんですか。ものでも想い

でも人でもなんでもいいんですけど、大切っていうとあれなんですけど、これは守っておきたいっていう、

自分の信念みたいなものや、ものでもいいですし、あれば知りたいです。 

『一番大切にしているもの…そうだなあ。なんかね、私は、ちょっとうまく言えるかわかんないんですけ

ど、えっと、島に移り住んできて、仕事もやって、いろんな人と接するじゃないですか。最初のうちは、

竹富に住んだ頃なんかは、もう毎日楽しくて、悩みもなく、ストレスもなく、わー楽しい！みたいな感じ

だったんだけど、何年かした時に、あれ、これでいいのかなーって。理想的な生活だなあなんて思ってた

んだよね。だけど、なんかねある時、だんだんこの、まあ楽しいには楽しいんだけど、いいのかなーなん

て思い出して。で、やっぱりお店やってこういろいろな人と接して、島の人でもそうだし、移り住んだ人

でも。うーん、やっぱり、偉そうな感じだけど、島にとっていいことを、何か自分が少しでもっていうか

やっていきたいなあって思う。それはね、ここ何年間で、やっぱ、これまた批判的になっちゃうんだけど、

移り住んだ人だとかそういうのは、ちょっとやっぱり、自分勝手な人が多い。うん。自分さえよければみ

たいなさ。うーん、そういうのをいろいろ見てくると、やっぱり自分はそういたくないなーと思うし、何

かしらこう返したいっていうか。もう、内地に戻るつもりもないし、こっちでずっとやってくつもりでい

るもんですからね。うーん、やっぱり、そうだなあ、わかりやすく言ったら、こっちのお祭りがあるのね。

うん。よく８月には豊年祭って言って、えーと、五穀豊穣とかそれを、またお祭り見てもらうとすごくこ

っちの文化がわかると思うんですけど、んと、内地の、自分もお神輿なんか担いだりしてたんだけど、ち

ょっと違うんですよね。お祭りの感じが。すごくね、あの、もう少しこう神様に近いというか、うん。ぱ

ーっとしたお祭り騒ぎじゃないんですよ。』 

厳かな感じがあるってことですか。 

『うん。あるある。あるし、ちゃんと地元の人がまた若いのが、どんどん継承されてる、お祭りが。』 

誰でも参加できるんですか。 

『うーん、だから、地元の人しかやってない。ただ、もうすごく根付いてこっちでやってる人、例えばま

あ、簡単だったら、夫婦でもどちらかが、奥さんが地元の人だとか、内地の旦那さんだとするじゃんね。

そしたらわりとこう、お祭りにも入りやすい。でもね、あたし、なんか今年のお祭りを見たときに、今ま

で思わなかった、こう、ちょっとやきもちじゃないけど、地元の人は多分それを、お祭りをほら続けてか

なきゃなんないっていうのは、いろいろ自分の時間もとられるし、嫌なことだと思ってる方のが多いのか

もしれない。でも、やんなきゃなんないことじゃんね。青年会の人たちとか。それを見て、今年、なんか

初めてやきもちみたいのをやいた。ああ、いいなあって。だから、そうだなあ、自分もいつかそれに入り

たい。すごく。で、こうやってお店やってると、地元の人も来るし、家もその目の前なのね。その赤瓦の

お家。うん。このへん本当に昔からのお家がすごい多いから、ここでお店をやってること自体、けっこう

地元の人には「すごいよー」って言われるんですよ。すごく、なんだろう、このへんは由緒正しいお家ば

かりだから。そこに今、家は借家だけど住んで、お店やってると、やっぱりすごく、なんだろう、多分見
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られてる。周りの、地元の人に。で、２、３年であの、よし認めてやろうなんてそんな早い話じゃない。

例えば毎日そこの外を掃くんですけど、竹の、竹箒で。そういうのも見てるけど、どっかで見てるんだ、

多分。だけど褒めたりはしないんですよ、地元の人は。いつもやってえらいねーみたいな、そういうのも

ないの。だけど、見てるの。で、そうだなあ、もう、だからお店もそう。２、３年でこう地元の人が、心

開いてって言ったら変だけど、そういうのは難しい。もう本当に 10 年やって、うん、初めてこう、本心を

見せてくれたり、うん、「いつも掃除ありがとね」って言ってくれたりとか、そういうのってやっぱりすご

く、長い、ね、長い間、うーんと、見てるし、こっちも続けてかないと、うん、認められないって言った

ら変だけど、打ち解けないのかなーって思う。うん、地元の人と。だから、そう、だから、お祭りに出た

いな、いつか。うん。今度見てくれたら、本当。』 

ぜひ見たいです。いつも、いつですか。秋とか、春ですか。 

『うーんと、夏だね。あの、沖縄は全部旧暦で動いてるんですよ。行事が全部旧暦なのね。だから、豊年

祭は、いつだろう。７月、８月ぐらい。うん。もう終わっちゃってる。でね、このお祭りの、だからあの、

ずっと受け継いでいくあれも、石垣の中でも宮良っていうね、えっと、ちょっとこっちから離れた集落が

あるんですよね。そこはハカマタって、お祭りが独特なんですよ。その豊年祭が。これをさ、こうやって、

見たことあるんだけど、口で内容を言ってもいけないの、こう。見たことない人に。で、写真も禁止だし、

携帯も撮ったりとか、一切禁止。何か記録に残すことは。ってゆうお祭りがあるのね。これもまあ豊年祭

の時期だから７月、８月ぐらいなんだけど。これを初めて見た時に、こうお祭りをずっと同じスタイルで

続けていくにはこれなのかなって思った。ほら記録とか、ビデオとか撮ってたら、安心しちゃうんじゃん

ね。一切ないから。みんな若い人たちが、なんだろ、真剣にっていうかさ。うん。それでさ、語り継がれ

ていくわけじゃんね、そのお祭りが。なんか、そこは独特なんですそれが。その意味がわかった気がした、

行って。すごい神がかってるし、うん、おもしろいよ。 

それで、私、今次も行くのかな。すごくわかると思って DVD をさ、見せようと思ったんだけど。これを

見たらすごくわかると。去年、初めてイベントをやったんですよ。10 周年、本当は 11 周年なんだけど、

10 周年のイベントを違う場所でやったのね。うちのお客さんたちが全部来てくれて。で、違う場所で、う

んと、やったんですけど、あしびなーってゆう言葉がこっちの言葉でね、えっと、あしびなー、外遊びみ

たいな、庭遊び。昔の琉球王朝の時代にそうゆう上の位の人たちがお庭でこう、もうお庭での宴会だね。

そういう意味なんだ、あしびなーって。だから、自分たちは、その違う場所でいろんなお客さんに参加し

てもらって出し物を。出し物って言ってもね、みんなプロレベルなんですよ。これが、あの、去年やった

イベントなんだけど、すごくこれを見たらね、うちのお店の感じがわかる。これは、あの○○っていうレ

ストランです。』 

あ、このあとにお伺いさせていただきます。 

『あ、本当。今日？○○で、やらせてもらったんですよ。で、これに来たお客さんが、さっき言ったよう

に地元と本土からの人と半々ぐらい。うん。で、出し物を見るとまたよくわかるんですけど。すごい長い

の。全部録ってるからさ。お客さんの入場から。こっちが海。地元の二人に実行委員をお願いして、うん。

これ出し物を見るとまた。で、子供も来てほしいと思ったから、みんな子持ちの人なんかはどうぞどうぞ

連れてきてって。ほら、大人たちはこんなふうにして楽しんでるんだっていうのを見せたかったし、なか
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なかここまで、あの、あしびなースタイルをねやるイベントも本当にないと思うんですよ。こっちでイベ

ントあってもやっぱり夜のクラブの踊ったりーとかさ、まあ島とは全然関係ないじゃないですか、あーゆ

うの。こうゆうのはあるけど、こういうイベント本当ないんで、あの、子供には見てもらいたかった。で、

出し物も、だから半々。あの、最初はフラダンス。うん。この人たちはみんな、あの、ハワイアンに習っ

てるすごく上手な人たち。うん。ちょっとさわりだけですぐとばすね。長いんだすごく。マスターがね海

のスポーツしてるんだよね、サーフィンとか。そのもうサーフィンの仲間で。ちょっととばします。えっ

と、フラメンコが始まるんだ。男の人の。その人の、そのあとがね、これは沖縄のエイサーって知ってま

す？太鼓の、踊り。これはみんなお客さんです。うちの、10 周年だからっていって、いつも練習してやっ

てくれたの。』 

みんな常連さんなんですか。 

『そうですね。うん。見たことあります？エイサー、どっかで。』 

ちょっとだけなら。 

『太鼓も石垣では高くて８千円ぐらい。内地から旅行で来てくれた人もいる。この日のために。１泊で。

これはちょっと見たら、ね。今日はじゃあ、これから○○さん？』 

はい。○○さんに。 

『○○さんもお友達で、快く引き受けてくれて。すごく大変だったと思う、この用意が。このイベントが、

うちの店のスタイルをすべてこう物語ってると思う。あの、今回の。』 

ああ、そうですね。音楽とかもじゃあ沖縄のものも。 

『さっきも言ったように、架け橋になればいい、なりたいって思うし、それが地元の人はやっぱり地元だ

けのなんかねこうゆうあれになるかもしれないけど、ただ私たちはそうじゃないものをこう、そういう意

味ですごくわかりやすいかなって。思いついたんだよね、近藤さんが来るのに。で、エイサーやってるの

は全部地元の女の子。ちょっと次はお笑いなので、とばすね。ちょっとだけ見る？これはマスターのサー

フィン仲間の人たちが裸で出てきて。沖縄の音楽とか聞きますか？』 

民謡とかけっこう好きなのは。 

『そうなんだ。あやかじって知ってます？石垣を拠点でやってる人たちなんだけど、そのボーカルの人に

ね、最後、友達なんでお願いして歌ってもらったんです。 

あと、自分はね、子供たちに、週末絵画教室ってゆって、あの、絵を教えてます。絵描くのが趣味なんで。

このへんの絵とか描いてるんですけど（店内に飾ってある絵）。 

あ、これねえ私たち。お笑い。コスプレで。私琉球空手をやってるんですよ趣味で。型をさ、これで。こ

っからは最後に島の音楽ですね。これはもう本当に 18 年前に移り住んだときからお世話になっている竹富

島の人なんですよ（踊っている方）。めでたい節っていう踊りを。で、三線も竹富の人。すごくもう、先生

クラス。BEGIN の CD に、なんだろ、ちょっと入ったりとかするぐらいの人で。最後に、女の人に涙そう

そうとか皆の歌える歌を歌ってもらって、最後はもうみんなで踊っておわり。こっちの踊りを。うん。っ

てゆうイベントをやりました、去年、○○さんで。これが、凝縮されてる。うちの、ねえ、みんなで、み

んなが本当、お客さんがみんなやってくれて、お客さんのあれで作られたイベント。しかも、そうやって、

そんなね、フラとかエイサーとかこう入り混じった感じで。みんな喜んでくれた。』 
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まさに架け橋ですよね。 

『うんうんうん、本当に。楽しかったです。』 

あの、個人的な想いでもいいんですけど、これから、また、地元の人たちと密着していくのと、また新し

く入ってくる人たちが増えるかもしれない中で、どうなっていってほしいとかっていうのはありますか。 

『うーん、そうだなあ。難しいなあ。空港がほら、できるじゃないですか。４年後とかに。できるってい

う計画で今やってるんだけどね。』 

大きくなるんですよね。 

『そうそうそう。ジャンボが着く空港になるんだよね。なんか、でも、そこまで大きく空港をしても、島

自体のこの受け入れ態勢がまだないと思うから、ぐちゃぐちゃになるかなあって思う。ただ、移住の件に

ついてはね、移住はもうあんまりないような気がする。もう落ち着いてるし、で、やっぱりほら移り住ん

でみたらすごくいろんなギャップがあるんですよ。それこそ食が合わないとか。あの、台風が厳しいとか。

そういうのがあるから、あのみんなやっぱりなんだろ、上辺だけ見て来た人たちはやっぱりすぐ帰っちゃ

うし。そのへんはずっと変わらないだろうし。なんだろ、もう、なんかちょっとえらそうな言い方、自分

たちもう 18 年目ぐらいになったから、だんだんと少しづつだけどこう、うーん、確立、自分のこう生きた

いっていうのが確立されてきている、少しづつね。なってるから、人が入ってこようが、出ようが、あま

りこうもう関係ないって言ったらちょっと、無責任ぽいけどね、でもうちのお店に来た人には本当に、お

客さんでね、来たりすると本音で話すし、だからうちのお客さんで初めは旅行で来てて移り住んだって人

はすごい多いですよ。うん。自分たち、いいことだけしか言わないし、あの、いいことだけ全然言わない

んですよ。だってこっちに住んだらみんな、例えばこの沖縄スタイル（雑誌）とかのあれもそうだけど、

のんびりしていいなあって思うじゃん。でも実際ないんだ、そんなの。うん。実際ないの。お店やってた

ら、なんだろ、お茶をゆっくり縁側で飲むなんてないですからね。で、ほらこっち沖縄はあの、賃金が安

いっていうじゃないですか。だから、みんな勤めてる人も大変だし、こうゆうお店やってる自営業の人た

ちだってやっぱり本当に休みなく働かないと生活できないんで、本音を言うんですよ。でも、それでも移

り住んで頑張ってる人もいっぱいいるし、うん。すごい多いよ、うちのお店。お客さんで最初来てね、今

住んでるっていう人。で、変わってくるまた、あの、どんどん、住んでると。ほら、自分たちがこういう

気持ちでいると、そういうお客さんが集まるじゃないですか。うーん、だから他の店はわからないけどこ

う、なんていうのかな、ちょっと人生疲れちゃってとか、仕事あんましたくないんだよねっていうので来

てる人もいると思うし、えっと、それで成り立ってる人もいるのかもしれないけど、自分たちはちょっと

違うので、あの、そうゆう人たちがあまり来ないし、うん、なんだろう、前向きに前向きにいきたいと思

っていますね。だから、うん、そうです。今やってる新しい仕事も今、今年になって初めて通信販売とか

始めたんだけど、お客さんが分けて分けてーって最初話しててね、で、もう瓶とか買って、売るようにな

ったんです。このへんも、やっぱり、今すごい私は燃えてて、いっぱい売って、次のお店をまたやりたい

と思ってるんですよ。ここではない、うん。なんだろ、また先の目標ができてるもんだから、いっぱい売

って、次のお店にしたいし、今やってる新しい仕事を、そうだなあ、ちょっと軌道に乗せて、あの、自分

たちの周り？自分の周りにいる人たちに幸せになってもらいたいなあって。ちょっとうまく言えないんだ

けど、あの、やっぱり手伝ってもらったりいろいろしてるんですよ。こうゆう箱で売ってるからさ。全部

 
 

50



包装したりなんだかんだ。こうゆうのもやっぱり、売れば売るほど、ねえ、いろんな人たちを、バイトで

やってもらったりとか、助けてもらったりして。回るじゃないですか。そういうふうにしたい。はい。で、

私の好きな言葉が、その、あれにも書いてあるとおり、ゆいまーるって言うんです。ゆいまーる。ゆいま

ーるって意味が、結ぶ。あの、まあるく、手を結ぶって意味だから、あの、皆で助け合って円を作りまし

ょうっていうか。そういう意味なんですよ。人と助け合って、手を繋ぐって意味なんで。今やってる新し

い仕事も、この今の仕事もそれを目指して今、頑張ってます。はい。』 

やっぱりこう、沖縄ってお酒も根強い文化みたいのであるんですか。 

『うん。そうですね。皆さん好きですね。だから泡盛も、八重山のはほとんどおいてます。』 

マスターとはこちらに来てから出会ったんですか？ 

『そうですね。竹富で出会ったの。マスターのが先に住んでて、竹富にね。マスターもバイクでちょっと

まあ、全然いきさつは違う。そう、で、私が後から竹富に住んで、知り合って、で、結婚したんですよ。』 

夜とか、けっこう混みますか。 

『いやもう、日によるのね、これが。曜日とかも関係なく。お酒出してると特に。カフェとかはどうなん

だろう。島の人たちみんな、なんていうのかな、気分で動いてるって言ったら変な言い方だけど、今日は

飲みたいなとか、約束してても今日は雨だからやめようとか、そうゆうノリなんで、自分のこの気持ちに

素直に動いてるもんだから、混む日はみーんな来るんですよ。みんな同じなんです飲みたい日は。飲みた

くない日もみんな同じだから。』 

●メールによる調査 

・年齢‥42 際 八重山に移住したのは 25 歳 

・竹富島に一人旅で訪れたきっかけ‥オートバイの１人旅の目的地を竹富島の民宿泉やと決めていたから。 

 ガイドブックに載っていた泉やの入口のブーゲンビリアのアーチの

写真に一目ぼれして。 

・バーをこの場所に開いた理由‥繁華街より緑が多く、隠れ家のようで落ち着くので。 

・ハワイへの思い入れについて‥・ハワイはマスターがサーフィンなど海のスポーツをやっていることも 

あり、友人が多く、自分たちの結婚式もハワイで挙げた。 

 この場所に移転する際に店のコンセプトを決める時、石垣とハワイ 

 似ているところが多いのにハワイっぽいお店が１軒も無かったので、 

じゃあハワイのおばーちゃんのおうちをイメージして作ろうというこ 

とになった。ほぼ２人で手造りした。 

・沖縄に来る以前のこと‥沖縄に来る前は鎌倉の日産のショールームで営業をしていた。 

世の中はバブルだったので、高級車も売れた。そのショールームは今はもうな 

い。鎌倉の１等地に和風の作りのバブリーなショールームだったのでバブルの 

産物。 

・ 絵を描くことについて‥絵を描きにヨーロッパに行ったのは沖縄に来てから。 

最初に就いたカメラマンの仕事が夏はまったく仕事が無かったので、まず２ 

７歳でフランスとスペインに１ケ月行ったのが始まり。 
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その後は２９歳くらいから３年 今度はスペイン・ギリシャ、その後イタリ 

アに３ケ月。 

その頃の夢も今も変わらず「画家になること・画家でいること」です。 

旅に出てみて、絵はどこでも描けるなってことが判った。もちろん石垣島で

も東京でも。自分の気持ち次第。 

そして、今は描くのは少し中断。 

今やってる新しい仕事が面白いし、こちらを形にしてからじっくりと描こう

と思っている。 

 

[A さん] 

ウエディングとかもやってるんですよね。 

『そうですね。ウエディング、やってますよ。』 

お店は今始めてどれくらいなんですか。 

『お店は 2004 年の 11 月ですので、えー、ちょうど丸５年ですね。さ来月で丸５年。で、６年目に入りま

すね。そこから。』 

なんでこの場所を選んだんですか。 

『あの、まあ、ねえ、やっぱり海沿いいいですよね。』 

すごく綺麗なところですよね。 

『そうですね。あの、非常に、石垣全体的に綺麗なんですけど、海沿いでお店があるのは限られてまして、

街では少ないですね。地元の方っていうのは、あの、基本的に、あの、台風などもいろいろありまして、

海沿いとかってあんまり家とか、お店とかも考えられないので。』 

ここが丈夫なんですか。 

『ここですか。いや、丈夫とかいうかね、やっぱり大変ですよ。やっぱすごいですよ、台風とか。だから、

島人って言葉知ってますか。その反対の言葉で、僕らみたいな県外の方で移住されてる方を内地人とかナ

イチャーって呼ばれてますね。で、ナイチャーって言われる方が、けっこう移住組の方が、ま、こういう

のが多いですよね。どっちかといえば。はい。地元の方で海沿いであんまり何かするってのは、あんまり

ないですよね。』 

けっこうこのへんまで水が来たりもするんですか。 

『あの、風、海風ですよね。風で、雨とっていうのが、海の水がここまでっていうのはないですね。はい。』 

どんな人がこのお店を訪れていらっしゃるんですか。 

『お客さんですか。はい。もちろん観光はね来ていただくけど、島の方ですよね。島の方が半分くらいは。

うん。いらしていただいてます。その、この店やるっていうのは島の方に、僕らの感覚というか、まあそ

ういう、僕らから見た石垣、そうゆうのを考えもありましたし、もちろん観光の方で石垣に来て例えばハ

ワイの方がよかったよとか言われんのがいややなって、なんかね、そういうのもありますね。なんかこう

石垣の海とか空とか見せていいなあって思っていただきたい、そういうのやっぱありますよね。』 

じゃあ、この島にいる人は石垣島をそういうふうに捉えていないんですか。 
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『そうですね。例えば、神戸、芦屋神戸の感覚でいうと異人館って行ったことないですか。地元の人間が

あんまり神戸の港がいいと言われても、まあ普段からあったりとかして、だから当たり前なんですよ。夜

なんかすごい星が見えたりするんですけど、それはもうこっちの人にしたら当たり前と。もちろん何が好

きでとか、もちろんその島人でこう守っていきたいとかってそういうのもいるんですけども、あんまり忘

れてしまっているっていうかね、もう当たり前すぎて。そうゆう地元の方もやっぱり多いです。海に入ら

れることも少ないですね。はい。だから海人ってわかります。あの漁師さんの、こっちのね。でもそれ以

外は海で泳ぐとかってすごい少ないですよ。だから意外と焼けてるのはナイチャー。焼かれてないのは島

の方とか。はい。特に今の時代、まあ、多いですよね。そうゆうのがちょっとあります。』 

そういうことから島のいいところを改めて島の人に見てもらいたいってことですか。 

『そうですね。まあ、あの、島の人に見てもらいたいし、その、島で商売する以上は地元の人にやっぱり

受け入れてもらわないとね、やる意味がないって思ってまして、よく、そのまあ、こっちでやるとですね、

観光客も非常に多いので、年間 80 万人ですので、よくあるんですよ、観光相手の店だろうって。っていう

ような声をね、多々あったりするんですよ。あそこは観光相手の店じゃないのって、そう言われると非常

になんかおもしろくないっていうかね、そういうのもあったりして、地元の方に受け入れられないのに商

売する意味ないんちゃうかとね、っていうようなまず考えが。地元の人に楽しんでもらうっていうことを

かなり意識して、はい、プラス観光の方ももちろん、あの、地元をすごく大事にしますので、結婚式なん

かはほとんど地元ですよね。地元の方の結婚式が多いですよ。あの、最低でもまあこっち住んでますんで、

移住組ももちろんいるんですけど、でも、地元の方の結婚式なんかで、もしくはこうカップル同士が例え

ば移り住んだ人だとしても、このまわりにねあの来賓に地元の方がいたりするので。』 

最初からカフェをやろうっては決めてたんですか。 

『いや、そうでもないですよ。まあ、ちょっと、でもね、漠然と例えば将来ねレストランやりたいとかよ

くある話じゃないですか。若い頃ね。なんかお店やりたいなーとか、そういうのありましたけど、カフェ

やった理由、なんやろなあ、本当は最初は雇われで居酒屋とかやってたんですよ。石垣でね。３軒目なん

です、僕。まあ、バーで雇われて、居酒屋やって、次カフェっていう流れもあるんですけど、そういうの

もありますし、ここはこういうのあんまりやってらっしゃる方がいなかったんですよね。海を見せてって

いうのは。だから、まあ、もっと言ってしまえば、単純に自分がね好きな、のもありますよね。あの、四

国だったら淡路島通って神戸入るパターンで、なんかウェザーリポートっていう建物知りませんか。海沿

いのカフェみたいな。なんかね、僕がまだむこうにいた頃ってそういうのがあったんですよね。そういう

のがありますよね、やっぱり。そういうの見て育ってますから。海沿いっていう、なんかひとつの想いみ

たいのはあった。あと、神戸っ子やったからかもしれんけどね。常に海がある、実家から 100ｍでもう海

がありましたから。』 

何回か来てたんですか、こっちには。 

『石垣ですか。石垣にはね、あの、９年も前なんですけど、沖縄をちょっとうろうろしてたんですよ。な

んていうの、旅人？バックパッカー。それで何年ぐらいしたかな。５年ぐらい。行ったり来たりとか、遊

んだり。あの、社会人して辞めて、まあ地震って古い話なんですけど、関西にね地震が来ましたでしょ。

で、あれきっかけになんかちょっとうろうろするようになって。で、沖縄、久米島、与論、ねえ、えー、
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あ、本島、慶良間、そんで働きながらうろうろしたりダイビングしたりね、そんなとこうろうろして、あ、

八重山今度行ってみようっていって石垣に来たんですね。で、石垣に住んだ理由は、住みやすかったんで

すよね、単純に。あの、他の島って言うのはもうちょっと田舎じゃないですか。だけど、沖縄本島だと都

会過ぎるというか、あの、行かれたことあるかどうかわからないですけど。石垣はちょうど 10 年くらい前

は、まあわりと大きいし、で、僕らみたいな外の人を受け入れてくれる島なんですよ、わりと。うん、あ

のね、田舎って閉鎖的なところもあるじゃないですか。そういう島も実はあるんですけど、ここは意外と

昔からなんかそういう特徴があります。』 

じゃあ、こっちで苦労したこととかってあんまりないですか。イメージとのギャップというか。 

『それはねいっぱいありますよ。あの、生活の場ですからね、僕らからしたらリゾートっていうとこから

入るじゃないですか、どうしても。でも生活の場なんで、感覚の違いですよね。例えば関西人と東京で違

う、単純に石垣、沖縄のいわゆる琉球の人と僕らとはまた感覚が違うじゃないですか。だからそうゆうと

こっていうのは、日々日々年々、やっぱありますよね。具体的に言うと、例えば、単純にね都会でこう人

間関係で嫌になったら連絡取らなければもう会わないじゃないですか。こっちは会うんですよ。どこかの

店で。そういうストレスもありますよね。そうすると、あんまり嫌な関係になれないですよね。わーって

やっちゃうと、会わなきゃいいじゃすまないでしょ。そういうのもありますよね。だから、繋がりとか、

人と人を大事にする、もっと言ってしまえば人と人で繋がってきた文化があるんですよね。あの何もなか

ったと思いますから、それで、まあ、年代をさかのぼれば絶対に、例えば琉球の時は那覇に統治されてた

と思いますし、それが今度は本土、本土から支配を受けて、常に支配を受けている島なので、なんていう

んだろう、そっちがわの立場ですよね。僕らは、正直もう僕らの年代やもっと若いし、関係なくても、歴

史の中でおまえら外の人間だよって思われるわけですよ。ねえ、沖縄は戦争とかいろいろ慰霊とか必ずあ

るでしょ。まあ、あるんですよ。だからその部分で、おじいちゃんおばあちゃん、おじいおばあっていう

んですけど素直に見てくれない人もいますし、そういうのありますよね。だからおまえら大和の人間だっ

て言われるんですよ。大和の人間だって言われてもわかんないですよね、一瞬ね。だからそれぐらい古い

ところまで、あの、あったりもするわけですよね。だから、そういう意味では、そういう歴史的ななんか

人間の支配みたいなことも考えが違うし、戦争っていうのもあっただろうしね。やっぱこんだけ尾をひく

んかなあって思いますよね。その中でだから商売をやっていくってなったときに、さっきの話につながる

というか、地元の方を大事にしないともちろんやる意味がないというか、やっていけない、そういうのは

ありますよね。』 

どうしてこのようなお店を持とうという考えを思ったんですか。 

『実は持ってたんですよ。北海道でペンションやりたいなあっていうのがあって。サービス業、ホテルと

かペンションに住み込みでやってたんですよ。まず、冬がすごいですよね。まあ、現実、設備投資とかも

すごいし、やっぱりね単純に南国のほうがほら暮らしやすいんですよ。冬が、言ってしまえば厳しいんで

すよね、より。で、若かったし、現実ペンションやってる方を見て、やっぱり命かけてらっしゃったので、

これ無理やなと。で、寒さもだし、若かったしね。』 

でもこっちも台風大変ですよね。 

『ですよね。でも、どっちかって言われたらこっちなんですね、多分。合う合わないっていうのはあるか
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もわかんないですけど、でも若かったんでしょうね。単純に若いし、行き当たりばったりで。でもかなり

お世話になって、よくやりましたけど、その時ちょっと北海道も景気がちょっと悪かったりとか、そうい

うのもあったりね。』 

結婚式の衣装とか進行とかもお店で全部やってるんですか。 

『これね、もちろん進行とかはお互い打ち合わせしてやりますね。あの、どういうふうにやってくれとか。

これは琉装っていうのなんですけど、それでやりたいって。琉球のね、そういう衣装でやられたもので、

もう、いわゆるウエディング会場ではもともとないので、やっぱり手作り。よく言えばアットホームな感

じでいつもやらさせていただいてますね。だいたい今は全部決めてきてくれますね、こんなふうにしてく

ださいとか。で、お互いちょっと話して、こんなふうにしましょうとか』 

やりたいことがなんでもできるという感じですか。 

『そうですね。ほぼやる、そっちで例えばそのどっかの写真でなかったかな、あのエイサーっていって太

鼓ね、とかフラみたいのでお祝いしたり、それも主役の方が新郎新婦がこういうふうにしたいということ

で、やります。』 

目指してきたこと、今まででもこれからでもいいんですが、こういうお店にしていきたいっていうのって

何かありますか。 

『あの、まあ、うちの店だよね。そうですね、だから、やっぱり、あの、地元の雇用っていうかねそうい

うものも、かっこよくいってしまえば、貢献したいなあっていうのがありますよね。地元の若い人たちに

どんどん働いてもらいたいなあっていう。店として目指す、例えば観光の方ですと、やっぱり忙しい生活

の中で、まあ、高いお金払って石垣来てね、こういう景色見たりしていろいろ考えられると思うんですよ

ね、自分の生活を。そういう場所でありたいなとも思うし、書いてもらって（お店のノートに）僕らも逆

に元気出てくるし、明日からまた東京帰って頑張りますとか、そうゆう癒しの場所であってもらいたいし、

例えば綺麗だなあと思うわけじゃないですか。この綺麗な景色、まあ日本、地球っていうね、こういう景

色がまだまだあるわけで、でもないとこもあるじゃないですか。そういうことを個人個人感じてくれたら、

いろいろ考えるんちゃうかなと。ね。それで何をしろとか、何をっていう運動とかはあんまり僕はしない

んですけど、僕のやり方では、見て、それぞれ考えたらおもしろいんちゃうっていう。いいなあと思えて。

で、そのいいなあと思ったことを誰かに伝えて、そんなとこあるんだあって。その中で、これから先も色々

ある中でいいものが伝わっていって、さあどうする。考えるのはそれぞれですよね。それじゃあ何かしよ

うって考える人もいるかもしれないし、普通にそのままとか、いろいろあるかもしれないけど、なんかね

そういうアクションのひとつになれればいいかなって思いますけどね。子供を作って連れてこようとかね、

なんでもいいじゃないですか。なんかこう、いいものをね。そういうこととか、地元にも貢献したいって

思いますね、石垣島に。あの、僕商売させていただいてるんで、暮らしていけるので、税金もいっぱい払

てね、貢献しようかなと思ったりとか、その程度ですよね。うちで、方向性、そんな大それたことはない

ですけど、そういうことを思って、思うのはまだ簡単ですよね。日々こうねこつこつやるのが非常に難し

いなと思ってる最中です。』 

お店で一番大変だったことってなんですか。 

『もうやっぱりね、人ですよ。やっぱりね、お客さんもスタッフも。人って生ものでしょ。みなさん感情
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も考え方も違うし、それを扱う仕事じゃないですか。そこはやっぱり大変ですよね。女性男性ね、えー、

若い人もいるし、で、お客さんのことも考えながら、従業員も、従業員もね移住組もいるんですよ。で、

今地元が３人ぐらいいて。日々ありますよね。いろいろね。あるでしょやっぱり。あるじゃないですか、

人間関係、ね。それが一番苦労するとこです。やっぱり、人間関係。』 

最初は一人でこのお店を立ち上げられたんですか。 

『いやいや、あの、数名で、やれることからやりはじめましたよ。コーヒー、コーヒー売って、じゃあ食

べ物、パスタしようかって少しづつ、ちょっとづつちょっとづつやれることをやってきたんですけど。』 

この場所に建てるのって大変でしたか。 

『これね、もともと、最初違う形のものが建ってて改装したんですけど、はい。えー、あの、地元の方が

もうちょっと違う形でやられてて、で、ファンだったんですよ、海が見えるからね。まだまだ田舎で、そ

のとき１年後ぐらいに借りてやらない？って、で、やって、最終的に買い取ったんですけど。で、改装を

地元の大工さんとかにやってもらって、海がいいですよね、まわりが。しんどいこともたくさんあります

けどね。でも、都会は都会でいいとこもあるし、こっちはこっちで全然性質が違うからね、、こっちでしか

学べない感覚ってやっぱりあったりしますよ、なんか。さっきも言ったように狭いじゃないですか。狭い

中で顔を合わすし、そうゆう部分はね個人的に勉強させられてますよね。』 

もう一生石垣島で暮らしていくつもりですか。 

『はい。そうですね。あの、わかんないですけどね、本当言うと。だけど、そうゆう気持ちでやってます。

まあ、例えば 20 歳くらいまで神戸のほうで過ごした時に、こうなるなんて想像ついてなかったので、10

年、20 年、30 年てどうなってるかわからないですよね、先なんて。でも、今のところは、思ってます。』 

実際、ここでの生活はスローライフというより忙しいんですか。 

『今ね、10 年前はスローライフって当てはまったかもしれないですけど、今はねちょっと忙しい感じにな

ってきてる。まあ都会からしたらね、全然やと思いますよ。でも、ちょっと発展ぎみになってきてそうで

すね、そういう性質もちょっとでてきてるかもしれないです。いろんな人がいて、地元の方は地元で家業

継いだり、ね、普通に働かれて、移住の方も若くて旅人もいるし、結婚されている子もいるし、こっちで

結婚もいるし、あとあの、お年ちょっといかれた定年組って呼んでいいのかわかんないですけど、余生み

たいな感じで、もうこっちで働かないでっていう方もいますし、そういう方からしたらスローライフだろ

うしね。また自分の立場によって違うかもしれないですけど。全体的には石垣は発展ぎみにきてますね。

問題点があるとしたら、その発展の中で、そういうバランス？自然とかのバランスとか、そのへんがね、

具体的に言うと、だから、赤土が流れて海が汚れるとか、人が入ってサンゴが壊れてどうとかね、大きく

いうと温暖化でオニヒトデが増えてるとかそんなんもありますよね。ちょこちょこ。もちろん、ごみも増

えますしね。人が入れば。』 

今の海はけっこう綺麗なほうですか。 

『そうですね。綺麗、綺麗なんですけど、やっぱり年々汚れていってるかなって感じるところもあります

ね。それはね、例えばね、これが大きい問題になってきて、漂着ごみってわかります。漂着ごみ、例えば

日本が出してるのじゃない、台湾とか中国のあれ、朝鮮半島とかそのへんの文字のごみが多い。今あっち

が発展してるでしょ。だから、すごい出てると思うんですよ。で、その海流とか風の関係でこっちに全部、
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で、一番キャッチするのがこの八重山。最初にね。このへんはもう国際問題ですよね。だからその、今鳩

山さんとかになってね、ここまで日本やと思うならそのへんまで見られたらどうかなと思いますよ。まあ

一人一人のモラルの問題もありますけどね。外国のごみが流れ着いてるってすごいでしょ。それがすごい

量なんですよ。』 

けっこう見ますか。日常的に。 

『もう、すごい。僕あの、サーフィンねやりますから海行くじゃないですか。それで、サーファーの間で、

いわゆるビーチクリーンっていうのをやってるんですよ、ボランティアでね。で、市からちょっと予算を

もらって。一番多分お金かかるのがトラックで運んだりとか、で、運ぶって言ってもね、燃やさない、燃

えないごみっていうのは燃やさないからね、結局、場所を移動するだけですよね。そこの根本的な問題と

か、すごい感じますよね、僕は。たまっていくからね。この島から出ないから。すごいと思いません？こ

れ。で、焼却の施設も、都会だと例えばダイオキシンの出ないような設備、絶対ないから、ないんですよ

ね。生ごみとかそんなんはいいけど、漂着ごみの 99.9％はプラスチックとかいわゆる洗剤とかペットボト

ル、ものすごいですよ。一回時間があったら行ってください。あのね、人が行きそうなところは拾ってて、

まあこの間もちょっと見たら、あとでねそこから降りれますから。このへんは綺麗だったりするけど。た

まりやすい場所ってね、こう湾になってたりとか。ちょっと街から離れてたりとか、意外とあったりしま

すよ。で、もちろんその台湾、中国ってことなので、島がありまして、北西ですよね、東の、北西にね全

部着きますから。拾って、そこは綺麗になるけど、石垣の山のとこに、掘って、山積みにしてってどうす

んのって話じゃないですか。だからそういう、わかりやすいからいいかもね、この島。』 

掃除とかのボランティアっていうのは全部自発的にやられてるんですか。 

『そうですね。全国で』 

それは島の一人として、それともサーファーとしてですか。 

『うん。まあ、どっちも。単純にね、汚いよりか綺麗なほうが気持ちいいなあって、自分ら遊ばせてもら

ってるんでね。だから、ちょっとまあ、そういうのもありますよね。最近そういうムーブをね、ちょっと

づつちょっとづつ。最初、10 年前はまあ、漂着ごみも少ないし、人が増えたりとか。音楽イベントみたい

のも最近ちょっと増えてきたんですよ。例えば都会で言ったらさ、ロックインフェスタとかあるじゃない

ですか。ああいうのも石垣でも、自発的に若い子らがイベント組んで、例えばそのときも my 箸をとか、

コップも麻で作ったりとか、そういう動きもちょっとでてきてますよね。』 

こういうメニューとかは全部一応ご自身で考えられてるんですか。 

『いやいや、もう、僕だけではないですよ。本当に、あの、地元の方のアイディアももちろんね、スタッ

フの、スタッフも一緒に考えてますよ。はい。うちはもうカジュアルレストランなので、本当に、高級と

いうかよりは、考えて家庭的なものですよ。』 

じゃあ、もう伝統的な料理とかも。 

『そうですね。例えばゴーヤ、島豆腐、チャンプル。ゴーヤ、島豆腐で結婚式やったりとか。ほら全国か

らうちのお店来るから、どっかのレストランやってましたとか、例えばイタリアンレストランとか、そう

いうのが組み合わさってね、おいしいと思うものを出していただかせたりしてますけどね。』 

島の食材とかも積極的に使われてるんですか。 
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『そうですね。使えるものは使って。あの、テーマをもって、観光客が多いなーっていうときは、例えば

島食材バイキングとかをやったりしてますね。逆に、観光シーズンが終わったりしたら、島の方には都会

っぽい味を、逆がいいですよね。』 

（芸能人がよく来てくれるという話を聞いて）どうしてそういう方が来てくれると思いますか。 

『この店っていうのは、やっぱり島、まず島なんですよね、石垣島の魅力があるというのが。で、石垣島

の口コミとかあるじゃないですか。やっぱり島の方に受け入れられてるから多分来てくれてると思うんで

すよね。だから、観光の方がどこがいいのーって地元の方に聞いて、うちに来てくれたっていうことは、

島の方が言ってくれたんやなあと。こう繋がると思うんですよね。 

（写真を見て）あ、これサーフィンね。海の色を見てください、これ。透けてるのわかります、ほら。サ

ンゴが。僕も地元にいるときは明石とかほら、淡路島とか、四国でも波乗りしますけど、綺麗やなあって

思ってましたけどね、やっぱね違いますね。だけどね、やっぱね年々汚れてるので、ちょっとこう、前を

知ってると余計ね、なんかこう思いますよね。』 

ウエディングを始めたのに何かきっかけとかがあるんですか。 

『まあ、基本ね、どっちかとゆったら友達というか身内みたいなのを一緒にやってたのが口コミで広がっ

たり、うん。だから、こうゆうのを見て、やりたいと、勝手にって言ったら変だけど、やっぱその要望を

叶えていったっていう。自分たちから仕掛けたつもりはないんです。要望ね。まあ、自分が、こんなんい

いかなと思うんですよ。こうゆう家に住みたかったし、そんなお店もしたかったし、こんなとこで結婚式

したらええんちゃうんって思ってたのは本当なんですよ。 

ハワイに行ったことありますか。その、ハワイも島、石垣も島で、まあちょっと共通点があるんですけど、

ハワイもいい島でね。こう海沿いでウエディングしたりとか、そういうのいいですね。そういう影響もあ

るかもしれないです。』 

やっぱり移住してくるとしたら石垣島が一番いいんですか。 

『一般的にはわからないですね、みんなそれぞれだから。その、リゾートじゃないからね、生活は。だか

ら、はい、移住ですから、さっきも言ったように、島の感覚っていうのを受け入れていかないとだめだし

ね。』 

思い立ったらけっこうすぐこっちに来られたんですか。 

『僕はもうそういうタイプですね。でも、あんまり、最初はそんなにじゃないですけどね。だめだったら

帰ればいいわとか。そういう恵まれた家庭に育ちました。というか、ほったらかしというか。それで、ま

あアルバイトばっかりしてました。こっちホテルがね寮つきなので、とにかく働けば寝るとこと食べるも

のはあるみたいな、そういうのいません？同級生。いるでしょ。ああいうの、僕らの時代はリゾーターっ

て呼んだんです。リゾート地にアルバイト点々とする。リゾーターだったんですよね、自分も。だから北

海道行ったり、いろんなとこで働いて、楽しいですよね。楽しかったですよね。20 代から 30 ぐらいまで

そんなんしてましたよ。さあどうするって、このまま続けてたらおじいちゃんになるでっていうんで、あ、

どっかにって思って、地元１回帰ったけど、なんか違う、無理みたいな、になってしまっちゃってて、じ

ゃあ石垣に決めようと、決めたんですよ。』 

それは一人で来られたんですか。 
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『そうですね。まあ、正確に言うと彼女がいたんですけど、来なかったですよね。来いって言ったんだけ

ど、ちょっと様子見るって。まあそのときはわからなかったけどね、好きなのについてこないっていうの

が、あったんですけど、まあいい年だったしね、お互い。むこうも、やっぱりこっちで仕事があったりと

かって考えると。若いとね、この人旦那にしていいものかを見てたんちゃう。だから、その彼女とは終わ

って、そっか好きだけでは女ついてけえへんわと思ったんですよ。ちょっとまじめにならなあかんと思っ

て。で、まじめに働いて。でも、こっち就職ないわけですよ。ビルディングがないのにオフィスないわけ

じゃないですか。じゃあ何するってなって、やりたかったっていうより、やるしかないっていう、それの

ほうが正確かも。そうですね、そんなにスムーズなもんじゃなくて、帰ってももう、相当追い詰められた

状況だったんですよね、今思い出したら。なんかせな生きていけない、本当にそれぐらい。で、雇われて

働いて、ちょっと修行して店長やらしてもらいながら、そうですね。』 

生活にはすぐ慣れましたか。 

『それはすぐ慣れましたね。遊んでたからね、ずっと。アルバイトして、空き時間海入ってとか。大学生

みたいなもんやね、ゆうてみれば。感覚はね。大学生感覚で、昼間働いて、寮にみんないて、今日はだれ

だれの部屋でパーティみたいな。っていうのを 30 歳ぐらいまでやってたよね。で、どうすんのよこれから

って。』 

じゃあ、沖縄もけっこう前々から好きだったんですか。 

『そうですね。好きですね。で、全国いろんなところから来てるから、すぐ友達になるし、年代問わず、

僕は楽しかったですね。』 

こっちに来てギャップを感じた文化みたいなものってありましたか。 

『酒は、こっちは、お酒を飲まないとつきあいがはじまらないっていうのはありますよね。で、古いって

言っていいのかちょっとわかんないですけど、上下関係もまだすごく残ってる島なんですよね。だから、

僕らよりもちょっと昭和みたいな感じの、お父さんは一番偉いし、よく言えば昔のいい日本の文化が残っ

てるのかもしれない。先輩は絶対やし、っていうのがありますよね。そういうのもありますし、ギャップ

はいっぱいありますよ。台湾と近いからね。台湾、チャイニーズの文化も入ってきてますよね、お祭りと

かもちょっと台湾ぽかったりとか。日本に近いかって言うよりも、台湾に近い、文化が。その時代からね、

領土の線引きをした時に、日本に入っただけなんでしょうね。』 

けっこうお祭りとかも参加されるんですか。 

『そうですね。やっぱりやれることはやりますし、地元は地元っていうのもありますから。今度八重山音

楽祭っていう八重山の音楽の、まあ民謡とかだけじゃないんだけど、そんなんも全部含めた音楽祭に参加

しますけどね。これから。10 月です。 

東京ですか。東京の生活はすごいでしょ。』 

けっこう息がつまったりもしますね。 

『つまりますか。でも、東京が成り立ってないとこっちも暮らせないからね。石垣もね。日本である以上。

関西も、関西、東京から来られた方をものすごいこう癒してあげたい気はしますよね。がんばってくださ

いと。あなたがたが頑張らないと僕らは、この島は生きていけないという気持ちがありますから、来てい

ただいて息抜きされたらどうですかっていつも思いますよ。お父さん、ま、家族ね、来られて、お父さん
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も疲れきった人いますからね。子供そのへんで遊ばせてね。帰ってまた頑張ってくださいと思いますよ。』 

石垣に来て一番びっくりしたことってなんでしたか。 

『暑さ。暑い。びっくりするぐらい暑いね。今もう涼しいけど。これ全然涼しい。あとは台風だな。これ

はもう、被害ね、風の強さ。電柱倒れますから。倒れて、屋根もふっとび、船とかも破壊力が。それが一

番びっくりした。あとは酒飲むこと。それはもうびっくりしますよね。』 

そんなにたくさん飲むんですか。 

『女の子とか居酒屋に入ってボトルで注文することあんまりないでしょ。普通にボトルで注文ですからね。

２人でも、４人でも。あと夜が遅い。８時集合とかで 12 時で１次会終わるん。12 時から２次会が４時ぐ

らいまで。考えられないでしょ。なんでかゆうと家近いから。終電ないから。』 

そうですよね。電車必要ないですもんね。 

『だから 12 時に帰るっていうと早いねって言われる。１時とかでも。イベントとかも 11 時スタートが多

いから。クラブイベント、朝まで。』 

クラブはこのへんにあるんですか。 

『まあ、クラブってゆうか普段はバーみたいな感じの、クラブだけではちょっとやっていけないですから、

誰かの場所をまたバーにして手作り感覚の、学園祭って言ったら言いすぎだけどちょっと。 

この間大学生のサークルかな。サークルでここ貸切でね、40 人ぐらい来てましたね。あんまりなかったん

ですけど、今まで。今年初めて入ってそうゆうの楽しそうやなあって。』 

お客さんは常連さんもけっこう多いんですか。 

『いますよ。週に４回とか来る方とか。』 

石垣に住んでる方ですか。 

『そうそうそう。リピーター、旅行者でもよく読んでると（ノートを）、去年も来ましたとかね、それぞれ

ね、お気に入りの場所にしてくれてる人もいますけどね。』 

どこが気に入っていただけてるんだと思いますか。 

『ま、もちろん景色だね、これはもちろんはずせないと思うけど。ゆったりとした空気だね。あの、サー

ビス、うちの従業員のサービスとかも、あんまりこうバシバシしてない方で、それは経営方針なんですけ

ど、あの、いいも悪いもこっちのゆるい空気を大切にしたほうがいいのかなと。だから、そういうとこが

気になる人はやっぱちょっと何か思うかもしれないけど、それはちょっとこういうとこ来たんだからほわ

っとした空気でね、すみませんって呼ぶまで来なかったりするかもしれませんけど、逆にそれまでほっと

いてくれるっていう、旅の、自分らのペースでいられるから。なんかあんまりバシバシ、パリパリ入って

こられてもしんどいじゃないですか。話してんのにお冷やまたとか。そういうのを意識はしないよね、あ

んまりこう言わない。のんびりとした空気の中で最低のサービスをしなさいと。あんまり都会みたいなサ

ービスしてもおもしろくないかなあと。』 

雰囲気に合ってると思いました。 

『癒し、なんか自分のお気に入りの家に遊びに来たみたいな。』 

●メールによる調査 

・年齢‥39 歳 
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・石垣島での居住年数‥９年間 

・沖縄に来る前のこと‥23 歳まで、地元関西でサラリーマンをしていた。 

           その後、関西大地震がきて避難所暮らしをしばらくした後、北海道に移転し、２

年間ほどペンション、スキーホテルなどで働きリゾート経営などを見た。 

           25 歳から３年間ほど沖縄周辺の離島を働きながら周る。リゾートホテル、ダイビ

ングペンション、バーテンダー。与論島、久米島、慶良間諸島、沖縄本島。 

           その頃の人間関係は、全国各地からアルバイトが集まってきていたので、友達が

たくさんできてとても楽しかった。ペンションでは、お父さん、お母さん、各職

場の人生の先輩方、その土地土地の方々、色々助けられ本当にお世話になった。 

           その後、30 歳で石垣に移住。最初はリゾートホテルにいたが、居酒屋、カフェの

下積みを経て 36 歳で独立。現在に至る。 

・島でしか学べない感覚とは‥人間関係が近いこと。いいにも悪いにも自分のしたことが返ってくるので

わかりやすい。 

 

[D さん] 

・千葉県出身、ホテルの料理人 

・石垣島移住暦 11 年 

・営業 ６年目 

・客層‥小学生～74 歳まで 

    観光客：地元の方＝４：６ 観光常連さんもいる、訪れてくれると楽しい 

・なぜ石垣島か‥石垣島のホテルの募集があった。流れついた。 

        居心地が良い。東京で殺伐と働きたくない。なんとなく好き。 

        石垣は低価格でお店を出せる。18 歳から“30 歳でお店を持ちたい”という想いがあり、

場所を探して石垣に行き着いた。実際に 30 歳＋１週間の時に実現。 

・なぜ石垣島でお店をやるのか‥お金というよりも、石垣のほうが大変だけど楽しい。 

・困ったこと‥ガラス張りが石垣島ではタブー（D さんが経営されているカフェはガラス張り）。みんな恥

ずかしがりやだから。    

・伝統の祭りについて‥聖域。見たりはするが、参加するのはまだ早いと思っている。 

           参加頻度がきつい。 

・お店について‥コンセプト“お酒を飲める人も飲めない人も楽しく過ごせるお店” 

        だから、お茶やスイーツも充実させている。 

        地元に愛されるお店にしたい。日常でいたい、なくなったら困ると言われるような、ポ 

ストのような存在。 

・現在の生活について‥楽しい。ゴルフをやったりも。 

・島での人間関係‥すんなり溶け込んだ。 

         何も考えなかった。 
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         同じ酒を飲むことで文化に溶け込む。 

・この Café が担う役割‥島のためにというか、島の人が知らないものを出してる。 

・島で感じたギャップ‥サービスの質 

           カードが使えないこと 

           暑さ 

           しかし、ワーキングホリデーでキャンプをしていた経験があるので、そんなに不 

便に感じなかった。 

●メールによる調査 

・年齢‥35 歳 

・なぜ石垣島に店を出そうという考えに流れ着いたのか 

          ‥５年間住んでみて、居心地がよく、街の大きさがほどよく、自然に溢れていて、

尚且つ初期投資が少なくすむため。 

・ワーキングホリデーに参加した動機 

          ‥友人が行って来た話を聞いてうらやましくなったからと英語を勉強したかったか

ら。 

・ワーキングホリデーでの経験‥ワイン用ぶどうの収穫や、ホテルでの勤務などの仕事と、大陸縦断キャ

ンプ旅行、大陸縦断オンボロ車旅行、全豪テニスオープン観戦など。 

・ワーキングホリデーで訪れたところ‥ケアンズ、メルボルン、アデレード、パースなどの街と、バロッ

サヴァレー周辺のワイナリー、グレートバリアリーフ、エアーズ

ロック周辺の岩郡など。 

 

[C さん] 

ご出身はどちらですか。 

『埼玉です。』 

こっち（石垣）は何年目ぐらいですか。 

『６年目、多分。』 

最初からこのお店を経営されたんですか。 

『いえ、店は１年半前ぐらいです。去年の２月なんで。』 

なぜカフェを経営しようと思ったんですか。 

『前のここのお店の方と友達で、やめるっていう時に、じゃあその後に、後というか、お店は違うんです

けど、場所は一緒で。』 

お店として目指しているもの、目指してきたことって何かありますか。 

『元々子供がいて、子供を連れてここで仕事をしてるんですけど、そうゆう人たちが来やすい、お母さん

たちがオムツ代えとかできるようなのも作って、座敷作ったりとか、子供が安心して食べれるようなもの

とかを売ったり作ったりしたいなあと思って。』 

だからマクロビオティックなんですね。 
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『あ、そうですね。あと自然食で。』 

こちら（石垣）の食材ですか。 

『そうですね、基本的にはこっちで、農薬とか使わないで作っている農家の方から直売でお米とかもらっ

たり、ない時は本土のほうから、内地を守る会っていうのがあるんですけどそこから取り寄せたり。』 

なんで石垣だったんですか。 

『その頃はダイビングをしてて、一人旅で、遊びに来てて、友達がこっちの島の人と結婚したんでそこの

自宅に遊びに行ったりとかしてて。』 

けっこう何度も訪れていたんですか。 

『そうですね。で、気がついたら。』 

住んでみて、イメージとのギャップとかっていうのはありましたか。 

『のんびりっていうイメージがあったんですけど、住み続けてもそんなに変わんないかな。』 

こっち（石垣）に住むのは大変ですか。 

『いいとこも悪いとこもありますね。やっぱり慣れない人は慣れないし、慣れる人は慣れるし。田舎だか

らすごく狭いし、友達の友達が友達の友達みたいな。こう繋がり、みんな繋がってるんで。』 

人間関係とかはスムーズに、なれましたか。 

『なれたなれる人と、なれない人と。けっこういいかげんなこともあるので。業者さんとか。来るってい

う時に来なかったりとか。』 

こっちにきて一番最初につまずいたと言いますか、これ壁だって感じたことって何かありますか。 

『壁ではないんですけど、狭さにびっくりして。部屋借りようと思ったら友達のお父さんの物件だったり

とかして、そういうのばっかりですよ。』 

これからもずっとこっちで生活していこうと思っていますか。 

『決めてないですね。まあ、しばらく、子供が小さいうちは。』 

石垣で好きなところってなんですか。 

『子育てしやすい。渋滞とかもないし、普通に海とか連れてこうと思ったら、普通に埼玉とか出ようとし

たら大変な、ね、10 分、15 分とか車走らせればすごいいろんなとこに連れていけるし、仲のいい人が近く

にいるから、電車に乗って友達に会いに行くとかもないし、子供同士遊ばせたり。』 

よく海には行くんですか。 

『そうですね。泳いだりっていうよりは砂浜で遊んだりとか。』 

こっちのお祭りとかって参加したりしますか。 

『お祭り、参加、行きますねお客として。本土のお祭り見てもあんまり若い人とかいないですけど、こん

なにこの島に人がいたんだなって思う。けっこう都会にいるみたいな人の数、久々に、祭りでしか感じら

れないから。』 

じゃあやっぱりお客さんとかも子供連れのお母さんとかが多いんですか。 

『そうですね。多いです。』 

夜もですか。 

『夜は、うちの妹がバーをやっているのでぬけます。地元の人も来ます。』 
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観光客の人とかも来たりするんですか。 

『地元の方の方が多いですかね。なかなか、下のほうが栄えてるからあんまりうちまで上ってこない。』 

常連さんとかもけっこういらっしゃるんですか。 

『そうですね。常連さんばっかりですね。』 

やっぱりお酒の文化っていうのは強いですか。 

『そうですね、みんなよく飲みますね、地元の人は。』 

常連さんは何が気に入って常連さんになってくれたんだと思いますか。 

『子供がやっぱり来やすいっていうのとか、あと食事とか気を遣ってる人が、あんまり石垣ってこういう

お店がないんですよ。なので、気に入って来てくれるのかなと。』 

最初からじゃあお店を出すときはこのコンセプトでいこうっていうことだったんですか。 

『うん、これで。』 

インテリアとかはモノトーンな感じですけど、どうしてこういった内装にしたんですか。 

『マクロビオティックの考え方として、陰と陽みたいな、それの白いのと黒いので。』 

お二人でお店はやられてるんですか。 

『うん、２人で。』 

ぶつかったりすることはないですか。 

『うん、もう姉妹なんで、ぶつかることはないですね。』 

お昼から飲むっていうのも普通にあることなんですか。 

『ですね。』 

こっちではお酒を飲んでて、すぐそっちではお子様連れでお茶を飲んでてっていう空間が両立してるんで

すね。 

『不思議ですよね。私もいまだに不思議だと思います。なんでこんなふうなのがありえるんだろうと思っ

て。でも成り立ってます。孫見たさに来てるし。』 

石垣島のためにこの店が担っているものといいますか、そういうのって何かありますか。 

『地元のものとか出来る限り使っているのもひとつで、そうゆう一切農薬とかを使わないで作っている方

とかに少しでも貢献できると、もうちょっと広げてこうゆう食事の使い方できるよとか、そういうのを広

めていけたらいいかなあと。』 

将来的にこのお店はどういうふうにしていきたいと思っていますか。もうこれが今完成形ですか 

『いや、そんなことはないんですけど、なんかちょっとづつやっていけたら。お店の名前も、少しづつっ

ていう意味なんですよね。』 

ずっと飲食店をやりたいっていう想いはあったんですか。 

『子供が大きくなってからやろうかなあって思っていたんですけど、なんかきっかけで、友達がやめるタ

イミングとかはまったから、子連れでのんびりやれればいいかなあと。』 

●電話による調査 

・年齢‥30 歳 

・移住前の職業‥飲食店で勤務。その先も飲食店で働いていきたいと思っていた。 
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・沖縄に感じる魅力‥海。ダイビングをしていたため。ダイビングが目的で一人旅としても訪れていた。 

 

[E さん] 

こちらのご出身ですか。 

『兵庫県です』 

いつからこちらへ来られたんですか。 

『４年前、私が石垣に来たのは５年前です。』 

すぐにこのお店を出されたんですか。 

『いいえ、やっぱりこっちに住んで。5 年前に来て、場所を決めて。沖縄でも本島も見て、石垣が最初に

良くて、２週間ぐらいかなずっと泊まって、決めて、次の年に引っ越してきて、そこから１年ぐらいかな、

着工まで。着工して、１年ぐらいで完成してね、で、今４年目。』 

最初からカフェをやろうと思っていたんですか。 

『いえ、最初は別に、それこそこじんまりこっちでのんびりちっちゃい店を、で、観光なんかしたり。内

地で二種免許とって、で、不動産屋さんがそれやったら、もうちょっと大きいところ紹介するって言って、

それがここやった。不動産屋さんがここを紹介してくれて。』 

こっちに来て住んでみてのギャップとかはありましたか。 

『ここはね、農振の地域なんですよ。農業することしかできなかったんだけど、それが住宅地になって。

それまで農家の人しか住めなかった。』 

じゃあこんなに家はなかったんですか。 

『そうですね、この店の下の辺とかも何もなかった。』 

じゃあみんな最近できたお家なんですか。 

『最近。ここ３年ぐらい前から。来たときにはあそこに見える緑の屋根のところにキャンプ場があったく

らい。』 

この地域は移住されてきた方がたくさんいるんですか。 

『もう、９割ナイチャー。ナイチャーっていうのは島の人にとったら内地の人に向けて使う言葉。だから

そうゆう中でも石垣の中でも、白保とか宮良とか昔からあるようなところはもう内地の人来たら、行事と

か儀式とかもうお手上げやと思う。まして商売するなら。行事とか月２、３回あったりして、なんとか祭

りとか、そういうのあるから大変。ここはそうゆうのがない。こうゆう傾斜地やから農業しかできない。 

ここと隣に吉原っていう集落があるんだけど、そこに米原っていうキャンプ場があるのね。あと、山原っ

ていうのと３つあって、ここは傾斜地で畑も難しい。そんで住宅地に転換したから売り出した。 

みんなほとんど内地から来た人やから。おばあちゃんとかね。僕ら行ったら標準語で喋ってくれるけれど

も、おばあちゃんたち同士の話とかまあ無理。島の人と話してみたら通じないかもわからんね。』 

では、関係を持っている人はこの辺の内地の方が多いんですか。 

『ナイチャーの方が多いね。地元の人とはあんまりないかな。』 

じゃあお客さんとかってこのお店は観光客の方が多いんですか。 

『島人が３割、あとは観光客。商売だけするんやったら市内でやった方が絶対いい。』  
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このお店を出して、目指してきたことというか、こういうお店にしていきたいっていうのは何かあります

か。 

『まあ、のんびりしたもの、お客さんにものんびりしてもらえたらいいなあと。今日はもうシーズンオフ

やからね。シーズン中でものんびりしてもらって。体も楽やし。 

こっちで稼ぐっていうのはまず考えない。』 

石垣島の好きなところってどんなとこですか。 

『今日は曇ってるけどねたいしたことないんだけど、晴れたらこの前の海が綺麗なんだよね。今日は波ほ

とんどないけど、ある時は白波なんか背の高さ以上ばーって上がったりとか。そうゆうの見てると飽きな

い。遠いから身の危険は感じないし。』 

台風とかもけっこう‥ 

『まあこんだけ上あがると風はすごいけども、物も飛ぶけど、海の水とかはここまでは上がってこない。

だから、ものがこっちが飛んでくってことはあるけど、上がっては来ない。市内は看板とか飛んできたり

するけど、ここはそうゆうのがないから。』 

今はお一人でやられてるんですか。 

『いや、妻と。』 

あ、お料理の方が奥さん担当なんですね。 

『ええ。』 

それでは、ありがとうございました。 

『頑張ってください。学生の時にここ石垣と西表に来たことがあるんですよ。最初、石垣とか西表とか全

然知らなくて学校のそうゆう卒研で来たんですけど。30 年たってここに住むとは思わなかった。』  

西表でもよかったんですか。住むところは。 

『うん、最初わからなかった。でも、今考えると、やっぱり、西表はもう。石垣には内地のものもまあそ

こそこ。ジャスコとかサンエーとか。ジャスコの子会社のマックスバリューだったりそういうのがあった

ら便利やし。一番最近ならマックかな。マックとかモスとかね、一応ケンタッキーもあるし、TSUTAYA

もあるし GEO もあるしヤマダは来てないかな。だからそうゆうのも石垣にはある。だから西表とかその

ほかの多良間とかそういうのがないからきついんだよね。』 

食材とかはスーパーですか。 

『スーパーですね。あと島のこの農家がちょろっと出してるような野菜とか。肉類とかはもう内地ですね。

那覇から。そうゆうのが中継地だからすぐね。それが西表とかやったら、石垣港から石垣のスーパーに買

いに来てる、船で積んでもらう。だから、スーパーの、離島便とかって、離島から来た人が荷物を運んで

もらう。そのあとレジ並んだら大変や。買うときも空港のカードみたいなのがいるんですよ。ちょこっと

来れないのでね。ちょっと風吹いたら船動かんし。そうゆうの考えたら石垣がよかったなと。他の島でも

あんまり関係ないと思いますよ。島で 15 分とかね。たとえ 15 分でも風が吹いたら一緒ですしね。年に何

回も。大変やと思います。台風意外でも波高かったら出れない。』  

予想以上に都会でびっくりしました。 

『そう、都会で、自然もある。今年、先月かな。デジタル放送が来たり。石垣で来てるのはここだけ。』 
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●電話による調査 

・移住の経緯‥会社を解雇されたことがきっかけで、どうせなら南の島で生活したいと思った。 

       奥さんも店をやりたいという想いがあり２人で移住。 

・年齢‥56 歳 

・海の見える物件へのこだわり‥沖縄本島、石垣島で１ヶ月ほどかけて、海の見える物件を探した。 

               神戸の海と違って飽きない。 

・住んでみてのギャップ‥内地で店まで２～30 分というのは近いと感じたが、石垣島では遠いと感じるよ

うになった。おっくう。 

・離島を選択した理由‥学生時代に一度石垣を訪れたことがあり、イメージがよかった。米軍基地がない 

ため。 

・どう生きていきたいか‥のんびり。一旗挙げようなどとは考えていない。   

 

[F さん] 

・出身地‥旦那さん：奈良県 

    奥さん：東京都 

・石垣島での居住年数‥１年半（2008 年２月～） 

・移住前の職業‥旦那さん：機械の製造販売営業マン 

        奥さん：専門商社の営業事務 

・移住の経緯‥奥さんが学生時代から友人と沖縄に通い、魅力に取り付かれて、いつか海の近くに住みた 

いと考えており、それに旦那さんが同意して移住。家を建てられる場所探し。 

・沖縄、石垣島へ移住を決めた理由‥上記のこと＋本島は都会すぎる、車の渋滞、米軍基地がいやだった。 

                 石垣は空港もあり、少し都会もあり、自然も十分。 

・カフェの営業開始‥2008 年５月～ 

・現在の生活について‥場所と職種が異なるだけで普通に暮らしていると思っている。 

犬２匹と楽しい生活 

・どんな店を目指してきたのか、目指しているのか 

     ‥当初：島の食材をなるべく利用し、そのおいしさを理解してもらえるようなお店 

      現在：上記のこと＋観光客のみ相手にするお店ではなく、島に住んでいる人に通ってもらえ 

るような飽きのこないお店、「おいしい」＝「また来たい」と思ってもらえるお店 

・カフェを営もうと思った経緯‥２人で一緒にできる仕事で、お互いに興味のあるものを探して決めた。 

・沖縄（石垣島）の伝統文化との関わりについて 

     ‥集落のイベントについては、時間的に可能なものは参加しているが、積極的ではない 

・訪れるお客様について‥移住者（女性が６割以上）が４～５割、地元の島民（家族連れ）が２～３割、 

観光客（リピーター）が２割  

お二人とも東京にいらっしゃったんですか。 

『結婚したあと東京にずっと、はい。』 
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じゃあそこから今までの仕事も全部やめてこちらにこられたんですか。 

『そうですね。あの、沖縄だから石垣だからっていうか、そのまあちょっとブームがあったからそういう

のあるかもしれないんですけど、単に転職して単に引っ越したっていうふうに私たちは思ってる。ていう

か、沖縄だと移住って言葉が使われますけど、べつに大きな問題じゃないっていうか、まあ、ね、今会社

クビになる人もたくさんいますから、べつにどの仕事をどれだけ続けるかっていう分岐点にもちょうどな

ったし、まあ、あの、うん、普通にサラリーマンやっててどのくらい、ちょっと、例えば出世できるかま

あちょっと考えますよね。そのへんで、あの、もしこれこのままやっててもこれくらいかなっていうのが

やっぱ見えちゃうと、やる気なくす人もいるし、私なんかは、あの父の会社があったんですけど、まあ、

あのうちは娘ばっかりなんで誰も継がないし、あの、ちょうど会社もやめようかっていうところになって

たんで、まあちょうどいいって言ったらあれなんですけど、ただ、次何やるかって感じはあった。でも、

神奈川の海とかだと、結局そこからどこか東京とかへ出勤するっていうことにもなるから、生活は変わら

ないだろうと思って、だからおもいきって家が建てられそうなところ、うん、家を建てるっていうのはけ

っこう目標でもあったので、そのへんで沖縄好きだからっていうのはあったかなーと思いますけど。結婚

するときに全部約束して、私のほうが来たかったから、それでもよければって。』 

結婚するときにこっちに来るのはある程度決まってたってことですか。 

『そうですね。仕事も、私なんか特に、やる気がないっていうか続けられないと思ってたから、２人でで

きる仕事を１からやってもまあ、収入はねもちろん差はありますけど、やりたいことやった方がいいかな

っていう、やっぱりね住みたいところに住んだ方がいいかなっていう。』 

（石垣に移り住む）準備とかもしてたんですか。 

『うん、あの、そうですね。あの、私はもうずっと石垣に行くって会社でもずっと言ってきたので、全然、

だいたいいつぐらいに辞めますっていう話もしてたんで全然いいんですけど、主人はやっぱりそう簡単に

は辞められないので、こっそりずっと準備をしてぱっと来たっていう感じですけどね。うん。私は会社員

やりながらカフェでバイトを少しして、土日だけとかなんですけど、やっぱり流れとか。』 

じゃあ、来る時点ではもうカフェをやろうと決めてらっしゃったんですか。 

『そうですね。だからもう、家建てる、店作るっていうのは一緒にはじめてるから、で、建てたら即引っ

越すかたちでずっと準備をして、うん。』 

なんでカフェだったんですか。２人で一緒にできる仕事ということなんですけれども、もちろん別々の仕

事をしてもいいわけじゃないですか。 

『そうですね、あの、うん、それこそ八百屋さんでもいいしなんでもよかったんですけど、できればその

家と同じ敷地で、あの犬も連れてくるつもりがあったので、あの、二人がサラリーマンやってたときは、

ねえ、朝から別々のとこに行って帰ってきて食事して寝るだけみたいなかたちだったから、犬もかわいそ

うだし、２人話した時間も少ないし、だからまあ、自然と、２人でできる仕事を探して、で、敷地ででき

て、あ、そう、通勤時間とかあまりないこと。で、沖縄は特に勤めるっていったらもう、それでまた２人

で別々の仕事して、土曜日も出勤てことも断然多いし、あんまり沖縄の人のもとで働くっていうのも難し

いことがたくさんあるんで、うん、あえてそれは、ちょっとしなかった。沖縄の企業は特になるべく地元

の人を雇いたいから、移住者に仕事をとられるとかって思っちゃう人もまあいるんですよ。そうゆうとこ
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ばっかりじゃないんですけど。長く仕事があればいいんですけど。でも、沖縄本当に失業率高いし。うん、

そこにね無理やり入り込むのも地元の人にも悪いし、うん、自営業っていうのは決めてた。』 

２人とも興味のあることが一緒ということなんですけど 

『そうですね、他に何ができるかなっていろいろ考えて、うーん、食べることも作るのも好きだし、彼も

あの男でも料理とかしてたんで、これならできるかなっていう感じでしょうね。』 

沖縄の魅力っていうのはどのあたりに感じますか。 

『まあ、基本的には海が好きで、スキューバとかそんなにやらないんですけど、そういうのを見てるだけ

でも好きだし、日本の中ではの外国みたいな感じがするっていうのは思ってました。』 

他の島とかも見たんですか。 

『他の島も行きました。宮古島見たし、本島。最後は宮古か石垣かっていう。で、空港があって、適度に

街もあって、で、自然が残っていて、できれば東京直行便があってっていう。まあそこまでこだわんなく

てもいいんですけど、まあ一応何かあった時とかにね帰れるっていう、そのへんは考えてて。で、石垣の

方が山もあったから、宮古島って平坦なんですよ。もうなんにもまったいらな島で、ちょっとつまんない

かなって。石垣はこう起伏があるから、おもしろい。山も海も綺麗だし。』 

島の食材をなるべく使っているっていうことなんですけど、沖縄の食文化を伝えていきたいということで

すか。 

『いや、それはね、ないって言ったら変ですけど、できればそのチャンプルとかねおそばは地元の人が作

ったほうがおいしいに決まってるから、そのへんは真似はしないで、その、同じ食材でも、その洋食にア

レンジとかスイーツにアレンジとか、そうゆう意味合いで。例えば紅芋ひとつとっても、こっちだとおま

んじゅうとか、あの、お餅とか、そうゆう感じで使うのを、ちょっと洋風のお菓子にアレンジするとか、

そうゆう感じで。こっちの人も紅芋ってこうやって食べれるの？とかそういう楽しみ方ができればいいな

あと。』 

じゃあメニューはオリジナルで考えてらっしゃるんですか。 

『うん、そうですね。バイトしたところの方が、すごく、お菓子も料理も創作する方で、あの、かなり影

響を受けてるし、似たものというか、その素材を変えてレシピ教えていただいて作ってるのもあるんです

けど。オリジナルっていっても、まあ、ちょっと似てしまうものもありますけど、でもなるべく。生ケー

キとかは、ちょっと暑いし、ね、人がひっきりなしに歩いてるとこじゃないから、その、余ってしまうも

ったいなさっていうのはどうしても嫌だったんで、生ケーキ類はほとんど作らない。あの、注文でバース

デイケーキとかそうゆうのは作りますけど。うん、置いとくケーキは作らない。』 

島の人にも通ってもらえるようなお店というのは、さっきの食材の話もなんですが、どんな工夫をされて

るんですか。 

『そうですね、なんていうかね、あの、やっぱりここ観光地のすぐ近くだし、あの、基本的には観光客の

人が来るだろうって思って私たちは始めた。だけど、以外と地元の人がすっごく来てくれて、で、まあ多

少はみんなそうなのかもわかんないですけど、観光の方だったら得体の知れないお店はなかなかこう入り

づらい、で、口コミとかがあると何があるかわかるからあの行くんでしょうけど、やっぱり地元の人が新

しいお店ができたっていうとまあものめずらしくだいたい入ってくるんですよ。で、そういう方々がけっ
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こうリピーターになってくれて、そう、犬もテラスは OK なので、そういった繋がりでわんちゃん連れと

かがすごく多いですね。わんちゃん連れて行けるところってあんまりないんで、うん、そうゆうのも。で、

移住者の方が、沖縄そばとかが好きじゃない人でも、やっぱりいるから、しいていえば普通の洋食とかも

食べたいし、このメニューだけ食べに来るっていう人もいますね。うん、だからそうゆうのでまた繋がり

がたくさんできて、そうゆう人たちがまたお友達が内地から来たときとか一緒に連れて来てくれたりとか

するから、どっちかっていうと移住者でこっちに住んでる方のお客様が多分一番多い。』 

移住者の方同士の繋がりっていうのはやっぱり多いんですか。 

『うん、そんなに一生懸命繋がるっていう人は多分いないと思うんですけど、なんていうかな、あの、ひ

とつは、うち車が品川ナンバーのままなんですよ。で、それを見て話しかけに来てくれる、東京どこなの？

とか。そうゆうので、私も近くに住んでたのよとかっていう繋がりで、なんとなく名前知ってっていうの

もあるし、あと、ここもちょっとハワイっぽいカフェなので、石垣でハワイ好きの人はかたまるところが

なんとなくあるんですよ。そうゆう人たちがこうどんどんかわるがわる来てくれて、あとはやっぱりわん

ちゃん。こっちの人はどっちかっていうと番犬扱いなんですけど、移住者の人は本当に家族のように可愛

がってる人多いから、そうゆう人たちが、あの、通ってきてくださって、はがきとかくれるようになって、

名刺とかくれるようになって、繋がる。集落の方けっこう移住者多いので、ここの一体はもうほとんど移

住者とか、やっぱりなんとなく繋がっちゃうというかするんだと思うんですよね。別に仲悪くしてるわけ

でも、全然、あの、地元の人とね、そういうんでもないんですけど。やっぱりなんとなく、うん。』 

この集落って地元のイベントとか多いほうなんですか。 

『北部の方ではけっこう大きな集落なので、いろいろお祭りとかはあります。で、あの、海開き、海開き

って言ったら変かな、あの、海の事故がないようにこう船のお祭りとか、豊年祭とか、あと集まってみん

なで海のゴミ拾いとか、芝刈りとかはあります。まあまああるかな。川平が一番大変かな。川平に住んで

ると、本当にどっぷり浸かろうっていうつもりの人か、まったく無視してもう自分たちだけで生活するか

らほっといてっていうタイプと、もう、だからどっぷり浸かろうっていう人は大変かもしれない。』 

そういうイベントっていうのは声をかけられるんですか。 

『あのね、えっと公民館員、いわゆる町内会みたいなのにちゃんと入っていて、それがあると、お知らせ

がちゃんとポストにこう入ってくるんですよ。多分街の方はそうゆうのあんまりないかもしれないんです

けど、こうゆう、こっちの方はちゃんとあって、で、ほとんどの人が入ってるから、あの、何があります

よっていうのはわかる。何月何日何時から芝刈りをお願いしますとか、あのお祭りありますよとか。』 

こちらの文化との関わりに積極的ではないっていうのは、やっぱり参加したくても参加できないっていう

ことなんですか。 

『そうですね、だから、結局、あの、土日の作業が多い場合とかお祭りもそうだったり、あの、旧暦で動

いているので、突然不思議な日にお祭りがあったり、毎年同じ日じゃないわけなんですよ。だから、あの、

予定が組めないのと、あの、やっぱり朝から昼間での作業だともうお店開けられなくなっちゃうので、本

当だったら奥様連中の婦人会、男性陣はなんとか会とか青年団とかもあるので、それぞれにもまた加わっ

ていろいろやらなきゃいけないんですけど、それには入らないでただのこう町内会みたいな中だけ。やっ

ぱりどうしても出られないので、声ね毎回かけられてもこっちも負担になっちゃうところはちょっとあっ
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て、集落からちょっと離れてるんですよ、うち。だから、伊原間っていう集落はもうちょっと北にかたま

ってるのでまあ一歩情報が遅れるっていうか、なので、あんまり出なくても何言われるわけじゃないし、

でもやっぱりポイントポイントの時にはなるべく、別に仲良くはしたいので、行くようにはしてます。あ

とね、お布施じゃないけど、物をもってこいみたいな感じになっちゃうときがあるし、で、ちゃんと会費、

町内会費みたいのは払ってるんだけど、お祭りだからお酒もってこいとか、誰々の家が建つからお祝いも

ってこいみたいな、まあ密度が濃い、そうゆうのがなくてもあまり何も言われないというか、そうゆうの

はあります。まあ何噂されてるかわかんないですけど、まあ、一応そうゆうの、うん。だからわかってる

ものに関してはなるべくやるようにしてますけど、あんまり、余計なお金って言ったら変ですけど、お菓

子作って持ってったりとか、そうゆうことはします。現金とか、そうゆうのはあんまりやらないようにし

てます。せっかくね、飲食店だから、作ったものを。そうゆうふうにしてますね。』 

ここからもすぐ海は行けちゃうんですか。 

『うん、歩いて 50m。見えないけど行けるっていう、ウリというか、でもこの緑が好きで、あ、そうそう、

島の人はね海って見飽きてんのだいたい、なので、この木がいいとか、このお庭が好きって言って来てく

ださる方もけっこういる。』 

この木は最初からあったものなんですか。 

『そうです。それで、一応このへんはさら地にして土地は買ったんですけど、残す木は残しておいてもら

って、そう、それはあります。おばあちゃんとか。この木いいねーなんてゆって見てたりします。』 

ここから海にいけるってここを通ってもいいですよって書いてあるじゃないですか。勝手に敷地内を通ら

れるのはいいんですか。 

『あ、それは一応だめって書いてあります。（カフェの）ご利用のない方はだめ。定休日とか、やっぱり基

本的には不法侵入になるし、やっぱお休みの日に一度あったんですよね。海側から人が上がってきて、で、

こっちはね、家も繋がってるからどんな格好してるかわかんないし、びっくりして、「すいません」て声か

けたんですけど、「お店だからいいでしょ」って言って行っちゃう方がけっこういて。』 

それは観光客の方ですか。 

『その人はそうでしたね。近所の方はね、声掛け合ってどうぞっていうのは利用しなくてもあるんですけ

ど、やっぱりね、たまにいますよ。すーっと行こうとされる方。すいませんって声かけて、一応私有地な

んでって言うとじゃあまあちょっとかき氷でもっていう人もいれば、帰っちゃう人もいるし。本当のこと

いうと、途中までがうちの土地で、途中からは、その、県とか市の土地になるんですね。その海と土地の

間に防風林として作ってあるので。だから、本当は自由にあんまり出入りしちゃいけない、だからうちも

あんまりおおっぴらに行けますよとは書いてない。車置いて泳ぎに行っちゃう人とかいるとまた困っちゃ

うんで、責任取れないし、海水浴場じゃないから、そのへんがねちょっと怖いですね。暗くなってから出

入りされてもまたハブなんていたら大変だし。』 

このへんハブとかいるんですか。 

『いますいます。おむかいのわんちゃんが噛まれて。でもね、こっちのは本島より少し弱いみたいで、あ

の、毒が。じっとしてる。もちろんうなされるんですけど、あの、亡くなったりってことはない。』 

台風とかも結構遭われましたか。 
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『そうですね、まだ、大きいのはそんなに経験してないって言ったほうがいいかもしれない。停電には全

然なっちゃうんですけど、あの、もう出らんないぐらいにすごいっていうのはまだそんなに、ないですね。

やっぱりこの林でかなり守られていて、うち風本当来ないんですよ。だからこっち見てるのとこっち見て

るのでは（防風林のある方とない方）、風が全然違う。ここからがらって開けて庭で遊べるくらい、台風の

ときでも、けっこう平気。』 

すごくいい場所なんですね。 

『そういう意味では。やっぱり、暑い。風が抜けてくれないから、普段は暑い。こっち（防風林のある方）

が揺れてるときは相当大きな台風ってことかもしれない。すごいやっぱり木っていうのは大事ですよね。

やっぱり最初は海見ながら生活したいなってもちろん思ってたんです。だから、本当はちょっと高くして、

見下ろす感じでってゆう感じにしたいなあなんて思ってたんですけど、まあ、元々お向かいに先に住んで

る方もいるし、ね、やっぱりそんなに高い建物建てるのも失礼だし、海が見えるってことは風が強いって

ことだから、だったら低く作りなさいってこっちの人は言うんですよ。だから、行けるからいいかってい

う。だから大変ですよね、海が見えるお宅っていうのは、本当に台風対策しっかりしないと、何が飛んで

くるかわからないですから。以外と、木の葉っぱが、こう、網戸の目にささったりするんですよ。片付け

は大変ですよね。』 

沖縄の方って海の見えるお店とかもすごい多いですよね。 

『石垣は、以外と、少ないっていったら変ですけど、本当にいい景色のところはすぐそこの●●さんてい

うところと、あと、まあ、その山原地区ってとこの□□とか、あのあたりはまあ確かに海とか見えるんで

すけど、絶景じゃないかな。でも、あのへんも多分、風強いと大変だと思います。そんなには、以外とな

いですよね。北部のほうばっかりっていうか。街のほうには２件ぐらいしかない。』 

景色がいいのはやっぱりあちらの方なんですか。 

『そうですね、山原かすぐそこの●●さん、ですね。うちもたまに電話かかってきて海見えますかって聞

かれます。見えませんって言うしかないんですけど。やっぱり探しちゃいますよね、海見えるお店をね。』 

お店の雰囲気はハワイなんですか。 

『そうですね。店名がハワイ語なので、で、まあ好きだからつけて、べつにフラやるわけでもないけど、

さっきも聞かれて、そういうわけじゃないんですけど。そしたら方言でも、こっちの方言であるんですっ

て（つけた店名が）。だから、それでもね入ってきた方いらっしゃいますね。名前の由来が聞きたくて。そ

れはそれで方言もあるんだよって教えたかったんでしょうね。それが聞きたくて入ってくる人もいます。

だから、よかった、ね、この店名にして、うん。知らずにつけたんですけど。』 

あの青いライトとかもすごく綺麗ですよね。 

『うん、もう本当ブルーを探して探して。あとは、青って食欲減退の色なので、あんまり多いと多分よ

くないと思って、あんまり多くはしてないです。めずらしいですねって言われます。 

あと、カフェっていっても、カフェだと思って入ってくる人ってあんまりいないんですよね。ランチす

るところとか、食事がないところは、本当喫茶店とか、だから、食事しに来る、いわゆるお茶するって人

とかはすごく少ない。そうゆう概念がないと思う。特にこっちの人とか、観光の人もそんなにね、お茶し

よっかって観光地であんまり言わないのかな。軽井沢とか言ったら話は別だと思うんですけど。うん、多
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分、そう、わかんないけれど。だから、うちもスイーツとかたくさん作ってますけど、どれだけ受け入れ

られるのかすごく心配ではありますね。まあ、そこそこでいいんです、うちは。行列できるお店にはなっ

てほしくないというか、普通に、普通で、地元の人が皆来られなくなっちゃうと。だいたい観光客でいっ

ぱいになっちゃうと、地元の人が行けなくなっちゃうんで。だから、みんながのんびりできるお店にした

いなと思っています。』 

それはコンセプトですか。 

『そうですね、どっちかというと、あんまりその、とにかく早く出来るもの出してって言われると、逆に

焦るというか、二人でやってるんでね、バイトもまあ雇う気ないし、できる範囲でやりたいから、お待た

せするのはいやだけれども、あまりせかせかされるのもちょっと、せっかくこんなとこ来てね、っては思

ってはいるんですけど。最長で５時間ぐらいいた人いますよ。昼から夕方まで。お昼ごはん食べて、それ

からしばらくしてお茶飲みはじめてとか。寝ちゃう人とかもいますけどね。本当カフェってつもりでやっ

てるところは少ないかも。□□さんもやっぱり食事メインかなって感じで。それでもやっぱりもちろんい

いと思うんですけど。』 

確かに食事がなかったところはなかった気がします。 

『そうですよね。軽食っぽいものばっかりとかってとこが多分。なんかカフェっていうと食事はカフェ飯

っぽいものを、東京だとね想像しちゃって、例えば量が少なかったり、見た目だけかわいいとか、そうゆ

う感じのところはあんまりない。やっぱりどんなカフェも、石垣牛とかをつい皆やっぱり期待するから、

結局そうゆうの出しとかないとまたお客さん来なかったりするんで。しょうがないですけど。でも地元の

人でも、あの、一応黒鶏っていう鶏をね、石垣で育ってる鶏を出してるんですけど、知らなかったって食

べてくださる方、それを食べにきてくださる方もいるし、まあ地鶏ですよね。』 

そういうのは地元の人と提携してやっているんですか。 

『そうですね、北部で大変なのは配達がないんですよ。街で飲食店をやっているところは、お肉屋さんと

かちゃんと届けてくれると思うんですけど、うちは買いに行ってるので、石垣牛にしても鶏にしても、石

垣の豚もいるんですけど、みんなそれぞれのお店に注文して買いに行って。配達は例えばバターとか、あ

と乳製品とかコーヒー豆とかそうゆうの ucc とかそうゆうところが回ってるところぐらいしかない、あと

ビールか。そのへんはちょっと思ったより大変ですね。』 

市街地のほうには住もうとは思わなかったんですか。 

『せっかくならやっぱりお隣がないところに。まあ、でも皆さん土地は買われてるんで、誰が家建てたっ

ておかしくはないんですけど、なるべく静かなところというか。敷地があるところ。街になるとね、単価

もどっと高くなるので、家賃を払って家に住んで家賃を払って店を開くっていう考えはまずなかったです

よね。家建てるにしても街だとやっぱり高いから持ってるお金でなんとかしようっていうようなかたちっ

てのはあったし、街は立派なお店もたくさんあるし。だから逆にここが突然休みにしちゃったりとかする

と他に行くところがあんまりないんで、休みだったでしょとかっていわれる事はありますかね。で、市街

地だったらここが休みでもあっち行くかってぱぱぱっと換えられるけど、この辺だとそう選択肢もないの

で。』 

島のカフェって急に休みになることは多いんですか。 
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『します。でね、カフェって言ってても、お昼だけで閉めちゃったりとか、カフェって名前じゃなくても

なんていうの、カフェってカテゴリーに入るお店、で、そういうとこが多い、売り切れたら閉めちゃった

りするから、うちみたいにこう休みなく、□□さんみたいに１日中開けてるとかっていうのは少ないかも

しれない。大変ですよ、すっごく。じっと来なくても待ってる日とか、□□さんとかさすがに夜は予約だ

けにしてはいるんですけど、夜とかもじっと。冬とか人通らないんでね。本当に誰も来ないときもありま

す、夜は。どうしよっかって思うときもありますけど。でも、やっぱりカフェって言ってる以上はなるべ

く１日中ちゃんと開けてたいなって。』 

あんまりわからないんですけど、石垣島の方は本島ほど戦争の名残というかそういうものはないんですか。 

『あることはあります。いろんな、あの、記念碑みたいなものだったりとかもあるし、そこここにねちょ

こちょこ平和記念館みたいなのとかも多少はあります。で、やっぱり逃げてきた人が隠れてた場所とか、

あと中国の人が来たところとか、なんかまあいろいろちょこちょこありますね。あとは、戦争がらみって

いうか、琉球王国だったときなのかな。ちょっと私も定かじゃないんですけど、その人頭税みたいな、人

の数だけ税金を取るとかあるから。怖いところはあります。この岩を飛び越せなかったら殺されるとか。』 

住むうえではあんまり気になりませんか。 

『まあ、そうですね。ただやっぱり、戦争のことはほとんど気にしている人はいないけど、それよりやっ

ぱり先祖代々とかっていうのを重んじる人たちなので、なんかこう、なんか祀ってるところ、あの、すご

く、あのなんていうか、普通の人がずかずかとやっぱり入っちゃいけないようなところはあるので、そう

ゆうところはちゃんと気をつけないと、観光客がわあっと写真撮っちゃったりすると地元の人は怒ったり

とか、お墓もそうだし、必ずそれこそお祭りがあるとこうお米とかお酒を置いてお祈りするところもある

んですよね。いろんな集落で。そうゆうところはまあ、必ず巫女さんみたいな人が来てお祈りしたり。宗

教というよりは、先祖の方を大事にする人種というか。』 

それは集落ごとにということですか。 

『そうですね、すっごく厳しいところもあれば、このへんは一応ちゃんとしたところがあって、必ず。』 

お客様との関わりについてなんですが、どういうふうに接してらっしゃるんですか。 

『まず、車でいらっしゃる方が大半なので、見ればレンタカーかそうじゃないのかわかるんですけど。レ

ンタカーの人だったら、まあ、こう初めて石垣に来た感じの人と、リピーターぽい人とやっぱちょっと違

う感じがあるので、ガイドブック一生懸命見ている人は初めてだなって、そういう人たちがなんか聞きた

そうだったら次どこに行くんですか？とかそういうのはありますね。あとは、もう地元の車だったら近く

にお住まいですかとかちょっと聞いて話をしたりとか、もういきなり本読み出しちゃった人は、あんまり、

ほっといてほしいのかなって思うからあんまり声はかけないし、やっぱりわんちゃんがいたらその繋がり

で話すし、リピーターさんは特にダイビングとか１年に何度も来るような人とかやっぱりぱっとわかるし、

近くのダイビングショップさんから来る方もいらして、そういう人たちとはもうだいぶ仲良く。そうゆう

毎回来る度に来てくださるのってすごいありがたいなあって。だからね、旅行者だけど年に何度もってい

う人がすごく多いし。で、１回の滞在、１週間ぐらいの滞在に２回３回来てくださったりとか嬉しいなー

とか思いますよね、そういうの。そうゆうときやっぱり話も弾む。』 

米軍基地がないっていう面では安心感とかがあるんですか。 
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『私は米軍基地があるのが嫌でこっちに来たんですけど、なんとなくその別に嫌いじゃないんですけど、

我が物顔っていう顔がやっぱりするじゃないですか。なんかものすごいいい土地もってたりするでしょ。

海とか、それこそ見えるようないいところにね、軍の基地があったりとかするとなんで日本なのにって思

っちゃうから。私たちは戦争知らないから、別にアメリカに守ってもらわなくてもいいですってちょっと

思っちゃったりするんですよね。こっちの人はそれは、そうゆう感覚は多分ないと思うし、軍があるから

商売成り立ってる人っていうのも本島にはいるとおもうんですよ。中で働ける人、英語が喋れれば働ける

し、その人達用のものを売る人とかはやっぱり儲かるし。そうゆうしがらみはないから、こっちは。軍が、

基地がなくなったら仕事もなくなっちゃうみたいな危機はこっちにはない。だけど、自分たちでなんとか

やってかなきゃいけないけど。宮古島の方が団結力があるみたいです。なんかやろうって思うと、マンゴ

ーひとつとっても石垣より多分宮古のマンゴーの方が有名っていうか、なるように政府と市と市民がすご

くタッグを組める。石垣はけっこうばらばらっていうか、そういう団結力の面では少ないんで、何やるに

もちょっと。宮古島は綺麗な空港がずいぶん前にあるんですけど、石垣はまだだし。そうゆうところはち

ょっとある、団結力に欠けるところ。みんなが自分が良ければ、悪く言えば自分が良ければいいと思って

る。』 

フェリーで行かなければならない島とかも見られたんですか、住むのに。 

『いや、住むのには見に行かなかったんですけど、移住したやっぱり民宿やってる方の話を聞こうと思っ

て行きましたね。だから宿もやろうかなって思ったことはあったんですよ。でもやっぱり宿は大変かなあ。

それこそ貸し別荘みたいにちょっと離れたところに好きに使ってくださいっていうところだったら別にい

いと思いますけどペンションみたいにやっぱりずっと同じ建物に一緒に泊まってるっていうのはけっこう

大変だと思うし。いつまで続けられるかわからないし。やっぱり体力勝負のところもあるので、私たちま

だ 30 代半ばですけど。』 

この先はずっとこっちで暮らしていこうと。 

『そうですね。もう家も建てちゃったし。帰るところがないわけじゃないですけど、やっぱり自分帰らな

いぞっていうつもりで来てはいます。やっぱり追い込まないと帰りたくなっちゃうんじゃないかなって思

いますね。私はもうみんなに言って帰らないつもりで来たので。』 

お金もけっこう貯めていらっしゃったんですか。 

『貯金はめちゃくちゃしました。学生のときからずっとお年玉から何からみんな貯金して、若いときから

家建てたかったんで、ずっと貯金。結婚してからも新しいものほとんど買わずにこっちで揃えようと思っ

たから、結婚して５年でこっち来たのかな、それまではみんなもうあの古いものそのまま使ってずっと我

慢して。引越しにあわせて新調したものが多いですね。相当貯金してこないとやっぱり。２人の収入の東

京での収入の半分以下になるんじゃないかな。うん。普通に働きに出てたら４分の１ぐらいになっちゃう

かもしれないし、びっくりする。バイト代高校生みたいな時給ですからね、社会人でも。100 円台とかで

すよ。最低賃金なんですよ本当に。手取りで事務職で 10 万ぐらいしかないんですよ。資格とかあっても関

係ないですからね。英語が話せるって言ったらよかったよかったでそれで終わり。ボランティアで使える

とかそういう感覚でしかないと思う。』 

●ブログから抜粋 
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・１人～２人旅、特に女性の方々が増えている気がします。ゆったり、のんびりした雰囲気で、急いでな 

い感じ。 

テラスで庭を見ながら…ソファ席でじっくり本を読みながら…（感動して涙したり）今日のダイビング 

の感想を仲良く話しながら… 「う～ん、カフェ！」って思う瞬間です。 

そして、島在住の毎度の方々にプラスされて、最近初来店の新しいお客様もリピートしてくださってい 

ます。お食事も喜んでいただいているようですが、その後のスイーツが目的～なんて方も増えていて、 

嬉しい限りです。 

グループでイベントのミーティングも兼ねてお越しの女性、「石垣で、これだけのスイーツメニューがあ 

って、どれも美味しいし、近くにあればもっと通うのにぃ～」なんて。ウフフです。それでもいらして

頂けて光栄です。 

ところで、食材のお話。沖縄で豚肉と言えば、「あぐー」や「美ら豚」などが有名ですが、ご提供してい

る「島豚料理」は、石垣島「川満養豚」さんの「もろみ豚」を使用しています。 

泡盛の製造過程で出来る、もろみ（酒粕）を、飼料に加えて飼育しており、お肉がとってもジューシー 

で、じんわり来る旨みがあります。 

（2009 年 10 月 19 日） 

●メールによる調査 

・年齢‥夫婦とも 30 代半ば 

・１日中お店を開く理由‥島の飲食店は、ほとんどがランチタイム後に２～３時間の夜用の準備時間を設

けるために閉めるか、夜の営業をせずに、売り切れ次第、あるいは同じメニュ

ーで夕方まで続ける代わりに、夕食時間前に閉店してしまうお店が多いが、食

堂やレストランではあり得るが、普通に考えて「カフェ」と言っておきながら、

その形態で営業するのは何だかおかしいと思っていた。 

奥さんの由子さんが東京でアルバイトしていたカフェは、個人で経営されてい

て、バイトなしで１人でやっている曜日もあったが、やはりランチ～カフェ～

ディナーという流れで１日を構成していたので、「そういうものだ」と思ってい

た面もある。 

「お茶する」という感覚も島の人に持ってもらいたいし、そういうお店も北部

には少ないし、スイーツもぜひ召し上がって欲しいと思ったので、ランチタイ

ム後も営業するつもりは最初からあった。 

また、観光の方は色々な時間帯にもお食事をしたいだろう、とも考え、中休み

なく１日中営業することにした。 

ディナータイムに関しては、近くに素泊まり宿がいくつかあることもあり、需

要があるだろうと考えたから。 

ただし、お客様の数の増減いかんでは、形態が今後変わる可能性もある。 

・目指しているお店‥島在住の方も、旅行者も、リピーターさんが多いので、定番は残しつつ、飽きら

れないように新しいメニューも作っている。 
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島に住んでいる人の多くが、観光の方に「あの店、おいしいからオススメ」と言

ってもらえるカフェを目指している。海は見えなくても、味で呼べるお店の方が、

作っている甲斐がある。 

 

[G さん] 

・九州出身 

・石垣島での居住年数‥半年。石垣に来る前は西表島に住んでいた。 

・カフェを営もうと思った経緯‥ヒーラーの生徒さんのため。現在 60 名ほど。 

               治療、メンタルの癒しが目的。海、空、風、空間が癒す素材。 

・カフェとして目指していること‥カフェという場所を通して癒しを提供したい。肉体、精神共に。  

                石垣まで来ることに意味がある。心が裸になれる場所。心も体も元気 

になれる場所。 

スタッフ、料理、会話、自然が癒しに繋がる。 

・営業を開始した時期‥2009 年４月１日 １年目 

・石垣島での居住の経緯‥７～８年前に日本に戻ってきて、都会で暮らせない家族がいたため西表島で生 

活を始めた。 

お客様の交通の便を考えて石垣に移ることにした。 

・お客様との関わりについて‥お客様の顔色を見て声をかけたりして、癒しを提供する。 

              このカフェを訪れることで、苦しくない生き方と出会ってもらう。問題を 

解決し、今度は癒しを提供する側に。ヒーラー、スタッフになっていくケ 

ースが多い。      

・今後、前里に３店舗目をオープン。癒しのグッズのお店。専門家。 

 癒しの宿泊施設も遠くない。ただし、ただの宿ではなく、あくまでも癒しをテーマとした宿泊施設。 

・生徒さんは石垣島在住の方が多い。60 代の方も。 

・夕日を見に訪れる方も。 

・音楽は天気や、人に合わせて変えている。 

・この場所、このカフェは、国境がない場所。 

・今は違和感がない。お客さんは隔てがない。 

・想いが本気であれば繋がる。物事は必要な人のために成り立つ。 

・店名の由来‥ハワイ語 天国や楽園、家族や大切な仲間 

       家族にとっても、大切な仲間たちにとっても、これから出会う方々にとっても、ここが楽 

園でありますようにという願いをこめている。 

●ブログから抜粋 

・息子二人を連れて長いこと心の旅をしてきました。 

 時には非文明的な赤道直下の島々を旅したり、母と息子二人で心を取り戻す旅をして辿り着いたのが、 

 ここ西表島。 
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 長い旅に出る前の私たち親子は、グチャグチャ状態で 

 長い旅に出るのが先か、永い眠りにつくのが先か・・・その瀬戸際スレスレ状態 

 うまく、そのスレスレを私たちは長い旅を選択し、 

世間では無謀と言われる旅に、死んだつもりで出かけたのでした。 

心がグチャグチャだった頃、それでも私たちには夢がありました。  

いつか親子三人で「あんな日もあったね」と笑って過去を語れるようになる。 

それが私たち親子の最大の夢でした。 

お陰様でその夢は充分に叶い、最高に HAPPY な日々を親子 3 人＋ワン！で過ごしています。 

（2007 年７月 20 日） 

・いよいよ、スタッフ全員がヒーラーデビューです。 

それぞれに個性があり、深い癒しをもたらしてくれますので、 

きっと皆様に喜んでいただけると思います。 

（2009 年６月 26 日） 

・ここは海に向かって手を伸ばせば、手が海の中へ入ってしまいそうなくらい海に近い。 

そのロケーションの邪魔をせず、手を加えていくのは至難の業。 

心から信頼している大工さんのアドバイスを受けながら、 

時間の足りない中、素晴らしく心なごむ空間を創る事ができました。 

これからラニオハナで、どんな出会いがあり、どんな風に成長していくのか、とても楽しみです。 

 （2009 年４月１日） 
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