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＜出席報告＞

＜会長の時間＞
本日は『大和言葉の便利帳』という
本からお話しさせて頂きます。
【いみじくも】意味 … 実にうまく。
適切に。
「若い時の苦労は買ってでも
せよ」とは、昔の人はいみじくも言っ
たものです。言い得て妙な表現やたと
えについて、
「まさにその言葉の通りです」と感心したときに使
うのが、この『いみじくも』という大和言葉です。
【お口汚し】意味 … 口を汚す程度の少量の飲食物で、満腹に
ならないこと。人に料理を勧めるとき、へりくだっていう語。
「口汚し」とは、その文字から間違って解釈する人もいます
が、まずい食べ物という意味ではなく、
「料理が少なく、口を汚
す程度のものに過ぎない。
腹を満たすほどの量ではございません
が、いかがですか」と、もてなす側が量についてへりくだってい
う表現です。
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前々回
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79.49%

本日

27 名

－

27 名

39 名

69.23％

＜本日のプログラム＞
会員増強委員会
会員増強委員長

井上 正

今期当委員会では、まず飛騨地域の
若手経営者に目を向けることから始め
るべく、しかるべき方を例会にお招き
して卓話いただき、増強活動に繋げていきたいと考えております。
本日お招きした水谷さんも、以前ある席でお話しさせていただい

＜幹事報告＞

て以来、是非西クラブで卓話をお願いしたいと思い定めていた方で

◎ガバナー、
地区職業奉仕部門委員長より
・研修セミナー開催のご案内
「職業奉仕部門研修セミナー」
日
時
2 月 5 日(日) 13：00 点鐘 16：00 閉会
場
所
名鉄グランドホテル 11 階柏の間
参加要請
現もしくは次期職業奉仕委員長他（2 名登録）
◎ガバナーエレクトより
・研修セミナー日程の件について
「会長エレクト研修セミナー」
3 月 11日（土）12日（日）
上野フレックスホテル
「地区研修協議会」
4 月 16 日（日）
伊賀市文化会館、サンピア伊賀
「地区大会」
10 月 14 日（土）15日（日）伊賀市文化会館、サンピア伊賀
◎ガバナーより
・｢2016-2017 年度地区大会｣映像ダイジェスト版ご高覧のご案内
◎光記念館より
・光ミュージアム｢冬期休館｣並びに｢冬期特別開館日｣のお知らせ
冬期休館期日 12 月 7 日
（水）
～平成 29 年 2 月 26 日
（日）
※特別開館日 2 月 3 日（金）～6 日（月）
＜例会変更＞
高 山 … 平成 29 年 1 月 5 日（木）は、新年例会のため
9 日（月）17：30～ 洲さき に 変更
平成 29 年 1 月 12 日（木）は、定款により休会
＜受贈誌＞
一財団法人比国育英会バギオ基金（2015 年度事業報告書）

す。水谷さんは 2007 年 名城大学経営学部経営学科を卒業後、自
動車販売の営業職や外食産業での接客等を経て、2014 年 2 月㈱ス
テキバリエーションを創業され、現在飛騨地域に３箇所の放課後等
デイサービス事業所を運営されています。本日の卓話、どうぞよろ
しくお願い致します。

放課後等デイサービスについて
株式会社ステキバリエーション 代表取締役 水谷 将章 様
本日は、私の行っている福祉事業の放課後等デイサービスと
は何か、また株式会社ステキバリエーションを設立した、理由
をお話させていただきたいと思います。

人類に奉仕するロータリー

例会報告
現在、弊社では放課後等デイサービスという、障害児通所支
援事業を行っております。例えると、障害のある子供たちの学
童と思って頂ければわかりやすいかなと思います。
では放課後等デイサービスでは一体どのような事を行ってい
るかご説明するその前にまずは、福祉とは一体何か、一緒に考
えていけたらと思います。
福祉という言葉は英語にする Welfare(ウェルフェア)と言い。
Well(よく、十分に)+fare(生きる、暮らしていく)の造語だそ
うです。よりよく生きるとは、いったいどうゆう事なのだろう、
一人一人の価値観は違うし、その中で一体何をすることで、貢
献できるのかを私なりに考えました。その結果、その地域にな
い、もしくは、まだ足りていないインフラを整えていく事では
ないかと考え、障害のある子供たちの通える場所を作ろうと考
えました。
しかし、私はもともと福祉関係事業を行っていたわけではあ
りませんでしたので、多くの事を学んでいかなければなりませ
んでした、福祉で行う支援とは、法律とは、etc...。また高山
市に移住してからのスタートでしたので大切な人脈も、資金も
ないそんな状態でした。そこからさっそく、会社設立に向け行
動し、資金融資をうけ、人材を募集し、第一号施設放課後等デ
イサービスからふるをオープンしました。

＜ニコニコボックス＞
●井辺 一章さん、堺 和信さん
株式会社ステキバリエーション代表取締役 水谷 将章 様のご来訪
を歓迎します。本日の卓話よろしくお願い致します。また、是非
とも当クラブへの入会を検討して下さいますようお願いします。
●井上 正さん､門前 庄次郎さん､鴻野 幸泰さん､田中 晶洋さん､
杉山 和宏さん
株式会社ステキバリエーション水谷 将章社長のご来訪を歓迎しま
す。障害者福祉の分野で飛騨を盛り上げる中核となってくれると思
います。期待しています。
●大村 貴之さん､田中 武さん､下屋 勝比古さん､田中 晶洋さん､
山下 直哉さん､住田 泰典さん
,年末年始の風物詩『餅つき』
『除夜の鐘』が存続の危機に！ノロウ
イルスの感染を恐れ『餅つき』の自粛や、騒音と言われてしまう
『除夜の鐘』の中止が相次いでいる。日本の伝統が一部の過剰な
クレームにより消えてしまうのが残念！今年も残り 20 日、
ニコニ
コ笑顔で過ごしましょう！
●田中 正躬さん
平成 28 年の例会も残す所 1 回になりました。年末になると何かと
会合が多くなりますが、今日は文化会館にて防犯協会・交通安全協
会合同に手｢高山地区 地域交通安全大会｣が行われます。4 時まで
ですがアトラクションもありますので時間のある方はご覧下さい。
早退させて頂きます。

放課後等デイサービスの役割ですが、障害のある就学児童(小
学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通う
ことのできる施設です。生活能力の向上、機能訓練、入浴など
多岐にわたる支援を行います。時には、親御様からの育児に関
してのご相談をおこなったりもします。弊社の事業所では、実
際に文字の書けなっかたダウン症のお子様が毎日、トレーニン
グを重ねた結果、文字がかけたり、自閉症の子が、言葉を話せ
るようになったケースなどございます。
しかし、このように結果が出てくるのは、長い時間、根気よ
く支援に取り組んでいかなければならないケースがほとんどで
す。毎日、毎日、1 人、1 人の子供たちに対して、何が一番いい
のか、ミーティングを重ねて、支援にあたっています。
現在 3 施設ございますが、日々業務にあたる中で、多くの、
障害のあるお子さんや、保護者様にお会いし、さまざまなご要
望、悩みがあることを痛感いたしました。今後は、地域に必要
とされる施設運営をさらに行っていきたいと考えております。

座右の銘
鴻野 幸泰

『日々反省』

私にとっての座右の銘は「日々反省」です。
毎日の生活の中で大切にしている事は、家族・従業員・お客
様・知人とのコミュニケーションの取り方です。
家族は妻・両親・子供がいますが、朝食の時それぞれに今日
一日無事で過ごせるように声をかけたりします。従業員には、
それぞれの健康の事や心配事などを聞いています。お客様や知
人と、毎日たくさんの方と接する事が多いので、特に言動には
気を配っています。一日たくさんの人と接して話をして夜寝床
に就いた時、一日を振り返りその日の自分を反省しています。
そして明日からまた新しい一日をスタートさせます。

人類に奉仕するロータリー

