を学んだ。様 々なイベン
大好きな犬と
トを手伝ううちにその腕を
バルーンに囲まれて
買われ、バルーン装 飾を
手がける会社に就職。デ
パートの装 飾や、テレビ
番組の演出を経験し、バ
ルーンの技術を高めていっ
た。ときに深夜早朝に及
ぶ仕込みと多忙ではあった
が、大 好きなバルーンに
囲まれて、仕 事は充 実し
ていた。
２年の勤務を経て、結婚
式での演出の仕事を中心
に独 立を決 意。
「 ｕｄｄ
ｙ ｏｏｒ」も、も と も と
はバルーンの倉庫を探して
いて見つけた物 件 だとい
う。西大井出身の濱田さ
んが、幼い頃から大 好き
だったというジャーマン通
り沿い。犬を三匹も飼って
いる大の犬好きということ
もあり、 年にバルーンの
仕 事 場を兼ねたドッグカ
フェとしてオープン。コー
ヒー・紅 茶 から、ドリア
やオムライスなどすべて手
づくりの軽食まで、メニュー
は充 実。犬のグッズやバ
ルーンギフトも取り扱って
いるのが魅 力 的 だ。犬の
散 歩で知り合った「犬 仲
間」の口コミで、お客さん
がどんどん増えている。「お
客さんは温かい人 ばかり

を貸してくれて、解決する
ことも多いという。
場数をこなすことは技術
面でも重要であると濱田
さんはいう。
「たとえば、
バルーンの結び方は、頭で
考えても全然身につかない
んです。でも、指 から 血
が出るくらい数をこなす

だし、近 所の人にもとて
も助けてもらっています」
と濱 田さん。近 所にたく
さん仲間ができたのは犬の
おかげという。
現在はスタッフの池田綾
子さんと共に、結婚式で
の演 出を手がけながら、
「 ｕｄｄｙ ｏｏｒ」の 運
営をする多忙な毎日。華
やかに見えるバルーンの仕
事も、体力勝負の「肉体
労働」
。一定の年齢になっ
たら現場を離れて、ドッグ
カフェの仕事に専念する予
定だったというものの、今
もなかなか現 場を離れら
れずにいると笑う濱 田さ
ん。
「バルーンづくりには
ほとんどルールがありませ
ん。自分の好きなように、
。濱
自由につくれるところが、 バルーンの魅力かな」
田さんのバルーンへの愛情
は、膨らみ続け、永 遠に
割れることのない風船のよ
うだ。

嘘をつかないということ。
嘘を隠して自 分たちで解
決しようとすると事が大
きくなりがちだが、正 直
に話せば現場の人が知恵

さん

Buddy Door（バディードア）
大田区山王2-17-3
TEL 03-5718-1720
OPEN 12:00〜19:00 火曜定休、現在土日休
http://www.buddydoor.com/
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色 々 な 経 験 を するこ と
で、トラブルがあった時に
適 切な対 応ができるよう
になります」と濱田さんは
いう。もう１つの心得は、

D

濱田ひとみ

指導にあたった小野学園のバルーン
アート作品
（提供＝Buddy Door）

心得は２つ。１つは、なる
べく経験を増やすこと。「若
い子には『引き出しをいっ
ぱいつくりなさい』と教え
ています。様 々な現 場で

み
・ひと
はまだ

と、自 然と体 得できるん
ですよね」
。
計り知れない奥深さを持
つバルーンの世 界。濱 田
さんは「これからは自 分
の手でバルーンをつくる喜
びをみんなに知ってほしい
んです」という。バルーン
にもっと親しみを持ってほ
しい。そ んな 思い から、
濱田さんは母校・小野学
園の部活動や幼稚園に赴
き、自らの体 得してきた
経験と技術を生かし、指
導 者 としても活 躍してい
る。
「私にとって、バルーンは
心を和ませるもの。老 若
男 女 問わず、どんな人の
笑顔も引き出す力がある
ものだと思います」
。これ
からも、濱 田さんの愛 と
願いの詰 まった バルーン
は、まちのみんなの弾ける
ような笑 顔を引き出して
ゆくだろう。
店内にはキュートなグッズがズラリ！
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[編集後記]■東北地方
太平洋沖地震で被災さ
れた皆様、関係の皆様に
は心よりお見舞い申し上
げます。また、亡くなられ
た方々のご冥福をお祈り
申し上げあげます。少しで
も早く元気を取り戻して
もらいたい！そのためには
私たちがもっともっと元
気になってエネルギーを贈
り続けましょう！（お）
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バルーンデコレーター/BuddyDoor店主

もともと、ショーウィンド
ウや神社に花を飾る仕事
をしていたという濱 田 さ
ん。しかし大好きだった花
を、以 前のように大 切に
扱っていない自分に気づい
たという。そんな 時に濱
田 さんが出 会ったのがバ
ルーンだった。
「自 分の結
婚 披 露 宴でバルーンを演
出 に 使ってもらった んで
す。とても 感 動し
て『これしかない』
と 思い ました」と
濱 田 さん。おりし
も日 本 初のバルー
ンスクールが 開 か
れ、濱 田 さんはそ
こでバルーンの基礎

さん。パッケージ化せず、
﹁あなた﹂のために
基本はオーダーメイド。そ
つくります
の人にあったオリジナル商
結婚式での仕事では、な 品を届けるのが流儀だ。
るべくお客さんと直接打ち 濱 田さんのプロとしての
合わせをして、希 望を聞
くようにしているという濱
田さん。お客さんに新しい
ヒントをもらって、アイデ
アが生まれることもあると
いう。
「装飾をする時は『楽
しくつくる』ことを心がけ
ています。これから楽しい
イベントがあるんだから、
つくる側も『楽しく』やら
ないと」
。
バルーンデコレーターとし
て濱田さんは、常にバルー
ンを楽しむ相手のことを考
えている。
「
『あなたのため
につくりました』という思
いで制作したいので、作り
置きはしません」と濱 田

親しみやすく、
きどらない人柄のなかにのぞく、
並々ならぬプロ意識
（撮影＝八巻里絵子）

＠cafeでは大森
カラフルなバルーンと、愛らしい人形の並んだディス
にまつわる
「ひと」
プレイに誘われて扉を開けると、どこからともなく犬の
をクローズアップ。
鳴き声が聞こえる。
「いらっしゃい」と気さくに微笑みか
編集部がその素
顔に迫ります。
けてくれるのは、バルーンデコレーターであり、ジャー
マン通りのドッグカフェ「Buddy Door」を経営する濱田
ひとみさんだ。今回は、意外と知られていないバルーン
装飾という仕事、そして濱田さんの魅力に迫る。
（取材・文＝海老澤 圭）

