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＜会長の時間＞
本日は、以前にもご紹介しました「知恵
ぐすりを暮らしに」という本より、アロエ
についてご紹介します。
南アフリカ原産のアロエは『一日一片で
医者いらず』と言われ、日本では明治頃か
ら全国に広まった様です。
食べて胃にも良く、葉の汁には抗菌性があり、ひびやあかぎれ、
ヤケドなどに良いとされています。

田中 晶洋

出来ましたが、こちらは社会福祉協議会様よりお声掛け頂いて遂行
できた事業です。
本日はクラブの今後の社会奉仕活動へのヒントとなるお話を伺
えると思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

＜幹事報告＞
◎濃飛グループガバナー補佐より
・濃飛グループ会員増強研修セミナー
開催のご案内
日
時
3 月 26 日(日)
点鐘 12:30 終了 15:00
場
所
シティホテル美濃加茂
出席義務者
現・次期会長・幹事、会員増強委員長、
入会 3 年未満の新会員
◎高山市教育委員会学校教育課長より
・高山市キャリア教育を考える会担当者打ち合わせ会の開催について
日 時
3 月 10 日(金)
15：00～16：00
場 所
高山市役所地下 002 会議室
＜受贈誌＞
(財)米山記念奨学会（ハイライトよねやま230）

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

31 名

3名

34 名

39 名

87.18%

本日

27 名

－

27 名

39 名

69.23％

＜本日のプログラム＞
社会奉仕委員会
委員長
下屋 勝比古
本日は高山市社会福祉協議会 事務局
長の小峠 賢次 様にお越しいただきま
した。
当クラブでは財団補助金を用いて空家のリフォーム工事を行い
「よって館しもちょう」の 2014 年 9 月 13 日開所に関わることが

高山市社会福祉協議会 事務局長
小峠 賢次 様
高山西ロータリークラブの皆様、こんにちは。
ご紹介をいただきました、
「毛無亭 ことげ」です（笑い）
。この
名前は芸名でして・・！本名は小峠賢次です。この名は毎年２回、
西ロータリークラブ会員の田近先生と落語の会を開催しており、落
語会を進行している時に師匠から拝命していただきました。字のご
とく毛が無いということと、もっと貶して・・・と言う意味でこん
な名前がついてしまいました。
高山西ロータリークラブの皆様には日頃から地域福祉事業に対
しましてお力沿いを頂き感謝しております。また、落語会にも会員
の皆様に参加頂き感謝しています。今日は私のようなものを例会に
お招きいただき本当にありがとうございます。
今日は高山市の空き家・空き店舗・遊休の施設を活用して実施し
ている地域福祉事業の紹介をさせていただき、
特に皆様方に大変
お世話をかけ運営をしております、よって館 「しもちょう」の
様子を写真等で紹介させていただこうと思います。
高山市の人口も、いよいよ９０，０００人を割り２月１日現在
で８９，８２２人となりました。高齢化率も高山市全体で３１．
２％となり少子化も含め高齢化も深刻化しています。
また、一人暮らし高齢者の孤独死や施設入所等で空き家が増えた
り事業の廃業や移転などで空き店舗も増え２、２００軒あまりにな
っています。
高根町では「春までひとつ屋根の下で・・！」を合言葉に合併に
より遊休の施設となった旧教職員住宅を使用して冬季限定のファ
ミリーホーム「のくとい館」
（暖かいを意味する）を開設していま
す。この事業は高根町に住む一人暮らしの高齢者を対象に１２月か
ら３月の寒い時期を共同で楽しく生活する施設で遠くに住む家族
やご本人からは大変喜ばれています。
旧市内では空き店舗（空家）を活用し事業を実施しています。ち
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ょっと寄って行きませんか、という意味のよって館「初田」
・
「本
４」
・
「天満」の３店舗で地域の高齢者や子どもが集える事業を実施
し、それぞれに健康サロンや子育サロン、介護予防そして、麻雀・
折り紙・手先の運動になる手芸やコーラス、地域の皆さんの居場所
や公民館代わりとしても開放しています。
さて、高山西ロータリークラブの皆様にも大変お世話になってい
る空き家を活用した、よって館「しもちょう」の運営ですが、この
施設は伝統的建造物の指定地域で取壊すことが難しい建物になっ
ていた空き家を活用し皆様に整備していただいたものです。
地域住民の運営型で、建物管理や清掃などボランティアでお願い
し、観光客の休憩場所・高齢者の皆さんの交流スペースとして使わ
れ生きがい活動や地域支援で一役を担っています。
現在高山市では町づくり協議会を２０校区毎に発足し地域性を
活かした事業が進められています。貴会の門前さんも花里町づくり
協議会会長をしておみえですが、花里も空き家を活用して健康サロ
ン・子育てサロンなど実施しています。特に、昨今問題となってい
る子供の貧困についても地域の課題としてあげられサロンを活用
して地域のおとしよりや子ども全てが参加できる居場所づくり（子
ども食堂）を考えています。いづれにしても高山市の空き家事情は
大きな課題となって来ています。是非皆様と一緒に課題解決に向け
て取り組んで行けたらと思います。
最後になりましたが、高山西ロータリークラブのご発展と皆様方
のご活躍、ご健勝をご祈念させていただきスピーチといたします。
今日は本当にありがとうございました。

●阪下 六代さん
小峠 賢次さんのご来会を歓迎申し上げます。ケナシコトウゲ師匠
の漫談を楽しみにしておりましたが、避けられない公用のため早
退しなければなりません。どうかお許し下さい。
●古橋 直彦さん
小峠 賢次様のご来訪を歓迎致します。年明け早々に神社でお会い
して以来ですね。本日は会議があり早退させて頂きます。申し訳ご
ざいません。
●下屋 勝比古さん
いよいよ3 月5 日に迫ったソフトミニバレーボール大会ですが1 勝
目指して練習中です。応援お願いします。
●大村 貴之さん､田中 武さん､垣内 秀文さん､向井 公規さん､
住田 泰典さん､萱垣 敬慈さん
高山市の小中学校の 3 学期制から 2 学期制への変更が
『関係者の十
分な理解が得られていない』として、導入を予定していた 2017 年
度から 2018 年度に変更になりました。大人の都合ではなく、子供
達のための変更・延期であって欲しいと願うばかりです。当クラブ
で行う事市の義務教育課程 9 カ年皆出席表彰に何名の生徒さんが
受賞されるのか楽しみです。

座右の銘
東 庄豪

＜ニコニコボックス＞
●高山ＲＣ
鍋島 道雄 様
今年より高山クラブに 5 年半ぶりで入会いたしました。また好意と
友情をよろしくお願いします。
●井辺 一章さん、堺 和信さん
高山市社会福祉協議会 事務局長 小峠 賢次 様のご来訪を歓迎い
たします。本日の卓話よろしくお願いいたします。楽しみにしてい
ます。本日全国的に春一番が吹くようです。気温も 3～4 月並みと
上昇するそうで、ようやく春が訪れそうです。ただ高山においては
もう少し先の様です。高梨沙羅選手、ワールドカップ杯歴代最多
53 勝おめでとうございます！すごい事です。平昌五輪で金メダル、
そして 100 勝も夢ではないと思います。頑張れ！
●挟土 貞吉さん
小峠様のお話楽しみです。鍋島道雄さん、ようこそ！！
●田中 正躬さん、平 義孝さん、内田 幸洋さん、下屋 勝比古さん、
米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん
今日は高山市社会福祉協議会 事務局長 小峠 賢次 様のご来訪あ
りがとうございます。いつもお世話になっていますが、親切に対応
いただき感謝しています。スピーチ楽しみにしています。また鍋島
道雄さんの元気なご様子、大変嬉しいです。
●小森 丈一さん
小峠様のご来訪を歓迎いたします。ケガなくお元気なお姿にお目に
かかりうれしく思います。卓話を楽しみにしています。
●田近 毅さん、田中 武さん
小峠様さんのご来訪を歓迎申し上げます。卓話楽しみにしています。
●門前 庄次郎さん
小峠 賢次さんにはお忙しい中ご来訪いただきありがとうございま
す。また、日頃より公私共にお世話になっています。早速 21 日に
もお世話掛けますが宜しくお願いします。本日の卓話大変楽しみ
にしております。

『教えるとは、
未来を共に語ること。
学ぶとは、
真 実 を 胸 に 刻 む こ と 。』
私の座右の銘ですが、出身中学校の道徳室に掲げてあった
言葉を忘れることができません。
フランスの詩人 ルイ・アラゴンが詠った言葉です。お客様
との接客の中でお褒めをいただいたり、厳しいお叱りの言葉を
いただきますが、いつも誰のための物づくりかを自問自答しな
がら、物づくりへの思いを職人と共有するために信条としてい
ます。企業経営にも生かせるよう努めたいと思います。

座右の銘
下屋 勝比古

『精力善用自他共栄』
柔道の基本精神。
人生は、一つの道を熱心な激しい
修業（稽古）によって心技体を充実させることによって、気持
ちも行動も常に人のために尽くし、世界平和と繁栄をもたらす。
分かち合い、助け合い、時には辛抱し、
「みんなのためになる
かどうか」をいつも問いかけながら行動し、人間力を高めてい
きたい。
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