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「この先行き止まり」なん
て看板をすり抜けると、やっ
たー、日本の原風景へタイ
ムスリップ。「こんなとこ
ろで半農半仕事が出来たら
いいなーのんびりしてるなー」
なんて思ってたら、いきな
りかっこいい建物が、ここ
でも頑張っている人がいる
んやー。センスええやん。
新しい発見があるかも。細
い道の駐車場に止めて、入
口まで進むと。またびっく
り大きなおにぎりやん。こ
れでムードも最高。先見隊
の美貴ちゃんが報告。「いっ
ぱいなんやて」「ふーん、
でもぜひおにぎり食べたい
やん」せっかく 分も走っ
て来たんやし。 時まで待
つことにして予約する。あ
と 時
間か、
そうや
そうや
ここは
丹波恐
竜の発
1

おむす びのお店 」
最近行くところがなくなっ
ちゃって、今日は西へ行く
か？東へ行くか？山へ行く
か？海に行くか？朝になる
とスマホの地図とにらめっ
こ。ふむふむ「おにぎりと
野菜のレストラン千華」結
構遠いなー、谷上駅の北かー？
さすがに行ったことないよ
な。暇やし行ってみるか。
時出発、下道で加西ぬけ
て西脇ぬけて、山南町へ、
約 分、のんびり走る。同
乗 者 は
夢 の 中
な の で
気 に な
ら ん 。
し か し
よ く 寝
るなー。
県 道 か
ら 田 舎
道
へ
10

掘場所で
す。「ちー
たんの館」
「丹波竜
の里公園」
等いっぱ
いありま
す。お勧
めは丹波
竜の発掘
現場にあ
る博物館です。 ％の人は
丹波竜の里公園で満足して
行かない。実はここから
分下流へ歩いたところの上
滝発電所記念館と丹波竜博
物館がある。ここを見ない
で帰るのはもったいない。
よっぽど暇な人しか行かな
いと思う。でもここはお勧
めです。しかし同乗者は丹
波竜の里公園の売店で「丹
波竜タイヤキ」に「これっ
てここでしか買えない貴重
品よ」だって、やっぱ人間、
それぞれ感性の違いですね。
そろそろ「時間ですよー」
てんで戻る。 分前に入店。
席は空いているが片付けが
間に合っていない。こんな
田舎にも人手不足が影響し
ているのか？結局座れたの
が 分後。でも離れの方に
座れたので大満足です。お
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部屋の床は杉板の自然床。
壁は白い漆喰壁。これぞ日
本家屋です。テーブルは無
垢の 枚板テーブル。窓か
らは田んぼの風景を見下ろ
せる。高台のロケーション
が最高です。まずはビール
ですよね。「くーっ冬枯れ
の田んぼとビールは合うー」
おつまみには黒豆の枝まめ
がついてくる。２人分出さ
れたか全員が美味しい美味
しいと、ビールのつまみを
奪い去っていく。食事のメ
ニューはというと。自然野
菜のかき揚げ定食（１６０
０円）が一番人気。がー遅
い人は一番人気にはありつ
けません。カレイのから揚
げ定食・ゆず香るパリパリ
チキン・ロースとんかつ他
をオーダーする。もう一回
来いと
いうこ
とね。
こちら
はほぼ
予約で
席が埋
まるそ
うです。
大ちゃ
んのよ
うに当
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日突 撃するとこの ような 結果
です からね。それ がさら に楽
しい のだが。おに ぎりは 定食
に 個ついていま す。ご 希望
でお 代りを一人２ 個まで おま
けで きます。お料 理は本 格的
で前 菜セットから 登場で す。
その あとトマトス ープ、 メイ
ンへ と続きます。 あら不 思議
こん な山奥にハマ チのお 刺身
も添 えてあります 。先程 から
明石 のカレイって 言って まし
たから、明石のお魚に特別ルー
トが あるのでしょ うかね 。カ
レイ のから揚げは 、明石 の昼
網物のように美味でした。まー
家で は出てこない ので、 こん
な時に食べるのが得策ですね。
あと こだわりの串 揚げセ ット
なん てのもありま した。 これ
は３ ５００円なの で手が でま
せん でした。夜の デート なら
バッ チリかも。息 子の健 ちゃ
んに 試させるか？ おにぎ りは
海苔巻
きでサ
ケ・塩
こぶ・
カツオ
が別皿
に。中
に入れ
ないの
もみそ
なんで
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すね。まず はサケをト ッピ ン
グして一口 。これは美 味い と
笑顔になる 。「日本一 美味 し
いおにぎり 」とはこれ の事 を
言ってたん ですね。ま さに そ
の通りです。やっぱ海苔はしっ
とりしてな くちゃね。 これ が
田舎おにぎ りなんです 。セ ブ
ンさんパリ パリ好きだ けが お
客さんじゃ ないよ。も うお な
かが一杯か なのタイミ ング で
追加のおにぎりがやって来る。
具はついて いるが海苔 が見 当
たらない。 石田光成流 おに ぎ
りの出し方 なのか？こ れは お
米のおいし さをしっか り味 わ
えというこ となのか？ まあ 含
みおきまし ょう。ビー ルと 美
味しいお料 理もいただ きま し
たので、さ て帰ります か？ 帰
り際離れか らの廊下は 千華 さ
んのサクセ スロードだ 。平 原
綾香さんも 、三田村邦 彦さ ん
も、いろん なＴＶ番組 にも 紹
介されてい るようです 。こ ち
らのご主人 生田さんは 山口 県
出身で大阪 でサラリー マン を
されていま した。ある 時一 念
発起されて 、脱サラし て丹 波
篠山で「い くた農園」 を始 め
られました 。黒豆や野 菜を 自
然栽培して 大阪の料亭 など に
販売されて いました。 お米 は
千華の為だ けに収量を 気に せ
ずとびきり 美味しいお 米を 作

り、 明石の海苔と 赤穂の 塩で
ひと つひとつ心を 込めて 作っ
たお にぎりです。 余 年の苦
労の 末今があるそ うです 。こ
のお にぎりが食べ たくて 足を
運ぶ 「おにぎり会 員」も 千
人突 破です。実は 千華さ んは
田舎 ののんびりさ んだけ じゃ
ない んですよ。Ｉ Ｔにも たけ
ています。この話はあとでね。
なんでこの話が聞けたかって？
それ はね、給仕の 方が来 るた
びに 、「杉の１枚 板のテ ーブ
ルは すごいんだよ 」と、 褒め
ちぎっていたからです。大ちゃ
んは 家具の事、木 材の事 が、
商売 柄少し知識が あるか ら、
気持ちが繋がったんでしょう。
帰り際に給仕の方が「社長
呼ん できます、ち ょっと 待っ
てく ださい」だっ て。何 事が
起こ ったんでしょ うか。 社長
の生 田さんが出て きて、 「姫
路の 大きな会社の 社長さ んな
んで すね」「えっ 、大き くは
ない ですけど、な んで知 って
るんですか」 「実はググっ
ちゃ いました」「 すごい ねア
ンケー
トのメ
ルアド
からベ
ンハウ
スのホー
ムペー
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ジを見てく
れたんです
ね」おむす
び会員のア
ンケートに
素晴らしい
を連発した
から、目に
留まったん
ですね。やっ
ぱり一生懸 命努力して いる 人
はＩＴも際に素晴らしいです。
古民家のし つらえ、入 口の お
にぎり、一 枚板のテー ブル ・
トイレの無 垢のカウン ター ・
床の間にも おにぎり。 何と も
カッコいい ただ者では ない 。
このお店オ ープンした いき さ
つも、野菜 を買っても らう だ
けでなく「 皆さんに来 ても ら
いたい」が 起点だそう です 。
またスタッ フのみんな がや り
たいといったからだそうです。
自分都合の 軟弱な発起 では す
ぐ諦めちゃ うけど、ス タッ フ
の意気込み があると、 社長 も
強くなれるという事例ですね。
本日も大変勉強になりました。
また皆様も ぜひ「日本 一お い
しいおにぎ り」を食べ に行 っ
てください ね。但し普 通の 人
は必ず予約 していって くだ さ
いね。すべ てが田舎タ イム だ
からこそ応 援したくな るお 店
でした。

