
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 11 月 17 日 (水) 

通算第 2989 回例会 

本年度 第 15 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 

 
・開会点鐘 

・「四つのテスト」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・行事  

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話   

瀬戸労働基準監督署  

署長 浅井文彦様 

 「年次有給休暇の取得義務付け等

について」 

 

   

 

    
 

 

 

第２９８８回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２１年１１月１７日発行  第２８０８号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区  

前回例会 記録 
2021 年 11 月 10 日 第 2988 回例会 
・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 54 名中  41 名 

出席率   75.92％ 

・行事 出席表彰 

  ・2021 学年度米山奨学生  

タイ・リンさんへ 11 月分奨学金授与 

 ・出席表彰  

10 年表彰・・・水野和郎君 

・本人誕生日    

玉井徹君  寺田悟 君 

・ご夫人誕生日 

岡村肇君ご夫人美保様 

近藤三博君ご夫人寿美代様 

・結婚記念日 

刑部祐介君〔祝 30 周年〕  

           鈴木伸君 江坂正光君  

 

・卓話        

コンシェルジュ PLUS 

代表 大谷小枝子様 

 「オーダーメイドサービスで 

質の高い満足度を目指して」 

 

皆さんこんにちは。本日は第 2988 回、本

年度 14 回目の例会でございます。始めに

本日のゲストを二人紹介させて頂きます。ま

ず、コンシェルジュ PLUS 代表大谷小枝子

さんです。後程、卓話を宜しくお願い致しま

す。もう一人のゲストは 2021 学年度米山奨

学生タイ・リンさんです。本日はコンシェルジ

ュ PLUS の大谷さんが出られました「せと・し

ごと塾」についてお話ししたいと思います。

大谷さんは、瀬戸市が平成 20年から始めて

います起業される方の為の起業塾「せと・し

ごと塾」の 7期生となり、現在は 13期生が頑

張っております。瀬戸市の事業の実施にあ

たっては、瀬戸信用金庫、瀬戸商工会議所

等がサポートしており、今迄に 200 名ほどが

卒塾しております。その中で、半分の方が起

業して活躍され、20 名ほどは商工会議所の

会員になっているのが現状です。話は変わ

りますが 10 月はロータリーの米山月間であ

りましたが、地域社会の経済発展月間で

もありました。9 月に例会が 1 度も行われ

なかったこともあり、卓話のタイミングと月

間のタイミングが合っておりませんが、大

谷さんのような方が地域発展のためにチ

ャレンジする姿は、我々が目指す地域社

会の礎だと思います。そして、もう一つ、

先日 11月 6日、7日に行われました地区

大会のお話です。まだ、コロナ禍でありま

すので大勢の方が参加することができま

せんでしたが、1 日目は名鉄グランドホ

テルで行われました。本来は RI 会長

代理のご夫妻の歓迎晩餐会に大勢の方

が参加しますが、今年、瀬戸ロータリ

ーからは、私とパストガバナーの陽一

さんだけが出席しました。そこでの講

師の井沢元彦さんのお話をしたいと思

います。今回は信長と信玄戦国武将に

学ぶリーダーシップ論ということで、

ためになることをお話し下さいまし

た。2 日目は白鳥の名古屋国際会議場

センチュリーホールに場所を移して、

講師に森永卓郎さんを迎えての話があ

りましたが、私としては井沢元彦さん

のお話しのほうがしっくりくる的を射

る話でした。この日、瀬戸ロータリー

は大きな賞をいただきました。その賞

は国際ロータリーからのロータリー賞

です。この賞は、去年の松村年度の功

績を、私が今年の会長ということでい

ただいてきました。直近で国際ロータ

リー表彰は 3 回目でした。最後に来年

の地区大会ですが、第一日目は 11 月

12 日に名古屋観光ホテル、二日目の

11 月 13 日は AICHI SKYEXPO 愛知県

国際展示場で行われると報告が届きま

した。以上会長挨拶を終わります。あ

りがとうございました。 

例会予定 
 

11月 24日（水） 
休会（祝日のある週）  

 

11月 30日（火） 
ガバナー公式訪問 

〔ホスト：瀬戸北 RC〕 

※12 月 1 日（水）例会変更 

RI第 2760 地区ガバナー  

沓名俊裕君 

「ガバナー公式訪問に因んで」 
 

12月 8日（水） 
2021 学年度米山奨学生 タイ・リン様 

「留学生学生生活で得たものや 

感じたこと」 
 

 

 



 

  コンシェルジュ PLUS 

代表 大谷小枝子様 

 「オーダーメイドサービスで 

質の高い満足度を目指して」 
 

 
 

皆さん、こんにちは。本日はこのような機会をいただき、あり

がとうございます。どうぞ気楽に聞いていただければと思いま

す。お話をさせていただく前に私の自己紹介をいたします。6

年前にこの瀬戸で起業いたしました。屋号はコンシェルジュ

PLUS といいます。家事代行、一般家庭や生前整理といった

片付け、収納ノウハウの事業を通して質の高い生活をしよう、

ということでセミナー講師、また、終活コンサルタントとしての終

活全般のコンサルティングをしております。これについてはま

た詳しくお話いたします。 

 ６年間、この瀬戸の地で地味にやってきましたが、なぜ皆様

の前でお話をさせていただくようになったかと申しますと、今年

の 2 月の中部経済新聞にコンシェルジュ PLUS の取り組みを

掲載いただいたことがきっかけです。とある方の紹介で、コロ

ナ禍で事業に何か変化はあったかという取材を受け、もちろん

仕事に変化はありましたので、それについてお答えしましたと

ころ、それを記事にしていただきました。そして 10 日後、中部

経済新聞のハッシュタグというコーナーがあり、そこでも私の仕

事に対する思いとか、どういう仕事をやっているのか、というこ

とも掲載していただきました。本当にラッキーなことでした。そ

の記事が高橋委員長の目に留まり、お話をいただきました。 

 今日のお話はこの 6 年間を振り返って、どのように今の仕事

が成り立ったのか、を宣伝も含めて皆さんにお伝えしたいと思

います。そもそも、なぜ私が起業したのかですが、何か社会や

人のために役に立ちたいという思いからでした。出身は大阪

の岸和田で、結婚を機に移り住みました。これが約 16 年前で

す。知らない土地での妊娠、出産、子育てとなり、社会から断

絶されているようで私の人生はこれでいいのかと、とりあえず

「せと・しごと塾」に入塾しました。これが 7 年前です。起業に

ついて一から学びました。SNS、インターネットを使って営業活

動をするのが花盛りの頃でしたので、起業の仕方は色々あり

ますが、私はチラシを配ったり、広告宣伝をすることなく SNS

を使っての起業という道を選びました。SNS を使うといったわり

と緩い起業には賛否両論ありますが、当時の私にとっては子

育てや家事もあり、その中で一から始めるのは、一番合ってい

るようでした。そして起業を始め、とりあえず片付けの資格を取

りました。当時、片付けの資格は多くあり、女性起業、主婦起

業のブームで、民間資格が花盛りでした。片付けのノウハウを

学び、素敵なセミナー講師になろうと思いましたが、起業して

気付いたのは、似たような同業者がとても多いということでし

た。最初の 1 年は鳴かず飛ばずで、同業者の中に埋もれ、

苦しんだ時期でした。大阪では大企業で働いており、与え

られる環境にしか慣れておらず、一から作るということを経

験したことがありませんでした。 

 コンシェルジュという言葉はフランス語で、６年前は一般的

な言葉ではなく、日本語では「よろずや」という意味です。こ

の頃、入ってくる依頼は何でも引き受けました。ゴミ屋敷の

片付けが、個人でやっている私のところにも入ってくるよう

になり、一人では無理なので、企業と提携しようということに

なり、色々な種類の企業を募りました。処分する会社、ゴミ

屋敷となるとネズミ等も多発しますので害獣駆除の会社、す

ぐに住めないのでハウスクリーニングの会社、また売れる物

があれば中古売買の会社、と少しずつ提携業者を作り今に

至ります。そして、ゴミ屋敷を片付けられるようになりました。

ゴミ屋敷の写真です。ゴミが部屋の天井近くまであり、こうい

う家はたくさんあり、瀬戸にもちらほらあります。動物の多頭

飼いや見たことのない虫、臭いが強烈といった現場が舞い

込んでくるようになりました。こういう方は、たいがい荷物の

少ない所が一か所はあり、そこで過ごしていらっしゃいま

す。色々な案件がありまして、私の中にノウハウができてま

いりました。それが新しい仕事を作りまして、それが終活コ

ンサルタントです。これは自分でわかりやすく名付けまし

た。生前整理や遺品整理の現場を通して、終活の知識を

講演するというものです。 

 元々始めたのは 5 年くらい前で、まだ仕事が暇だった時

に、どうせ暇なら人の役に立つことをしようと思いまして、得

た知識を自分なりにまとめ、喫茶店を貸し切りにして、終活

の勉強会を募りました。その当時、そのようなことを知りたい

という方が多くいらっしゃり、その喫茶店に人が 30 人くらい

殺到しました。1 人 500 円ずついただき、コーヒーとケーキ

を出しながら、ボランティアで教えていました。そして、尾張

旭の企業からセミナーをやってくれないかと声がかかり、そ

れが新しい仕事となりました。その後、行政からも依頼をい

ただくようになりまして、瀬戸、尾張旭、名古屋、春日井、安

城など色々なところからご依頼をいただきました。遠い所で

すと、北海道の稚内からで、北海道は人が少なく、終活に

対する情報も無い、ということで、定期的に 3 年間通ってお

ります。無我夢中でそういうことをやっておりますと、片付け

ではなく、料理などの家事の依頼も入るようになり、ひとりで

は手が回らず、スタッフを募集しようと思いましたが、その矢

先に働かせてくださいという方が何人かいらして、そのまま

4 名の方がスタッフとなりました。こうして 3 年くらい前から、

家事代行、片付けセミナーの講師、終活コンサルタントとな

りました。 

 約 2 年前から未曾有のコロナ禍に入り、私の事業も影響

を受けることになります。コロナ禍はステイホームで、セミナ

ーができず、終活コンサルタントの仕事が激減します。生前

整理も家に入ってもらうことが嫌ということから激減しました。

ステイホームで皆さんの意識が家に向かい、家事代行が倍

増します。そういったことで、何とか持ち直し、4 人のスタッ

フと共に続けているという状態です。そうしたことから、中部

経済新聞の取材を受けて、掲載に至りました。仕事内容は

この 6 年で色々変遷しましたが、私の仕事はお客様の生き

づらさを解消するお手伝いだと思っています。その手段は

色々あると思っており、本当に「よろずやさん」であり、コンシ

ェルジュ PLUS の名の通り、臨機応変に対応していきたい

と思っています。お客様のご事情、背景、環境、価値観は

100 人いれば 100 通りありますので、それに臨機応変に対

卓 話 
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ニコボックス報告 
2021 年 11月 10日例会 
コンシェルジュ PLUS 代表 大谷小枝子様の卓話を楽しみに

しています。宜しくお願いします。会長 鈴木政成、幹事 松

本哲也 

目標の 80 歳まで、あと 7 年。健康に気をつけてがんばるぞ!!

玉井徹 

この 11 月 15 日で 78 才になりました。残りの人生の過し方を

考えるようになりました。寺田悟 

妻の誕生日をお祝い頂きありがとうございます。岡村肇 

家内の誕生日を祝って頂きありがとうございます。近藤三博 

結婚記念日をお祝いいただきありがとうございます。美味しい

お茶セットときれいなお花をいただきました。ケーキでも買って

帰ります。刑部祐介 

結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。鈴木伸 

妻には、あいかわらず「のら犬」と言われていますが、30 年以

上経っても妻は「のら犬」の躾をあきらめていません。まぁ、あり

がたいことでしょうかねぇ。お祝いいただきありがとうございま

す。江坂正光 

今週末の 11 月 14 日（土）・15 日（日）に赤津窯巡りのイベント

を行います。是非お出掛け下さい。寺田悟 

早退します。野田由紀子 

コンシェルジュ PLUS 代表 大谷小枝子様の卓話を楽しみに

しています！ 

青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、大原道夫、刑部祐

介、梶野輝雄、勝谷哲次、加藤克己(2021)、加藤唐三郎、加

藤眞言、加藤光哉、加藤令吉、亀井勝、小池芳樹、小林稔、

近藤三博、鈴木光彦、高橋信郎、田中靖達、玉井徹、戸田由

久、野田由紀子、牧オサム、松村晋也、水野和郎、山本英雄 

卓 話 
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応していくのが私の仕事だと思います。ですから、オーダーメ

イドのお手伝いでオンリーワンのサービスをしていきたい、と

いうことを熱く語り、ハッシュタグのコーナーに掲載していただ

けたということになります。 

 私は開業 6 年目のひよっこではありますが、皆様に喜んで

いただけるサービスを目指し、これからも精進していきたいと

思っております。皆さん、貴重なお時間をいただきありがとうご

ざいました。 

 

・2021学年度米山奨学生 

タイ・リンさんへ 11月分奨学金授与 

 
 

こんにちは。お久しぶりです。例会に参加させていただき、

ありがとうございます。最近は卒業制作で忙しいです。作品

を描きながら論文も書いています。大変だけど挑戦できて楽

しいです。今月 27 日より第 106 回院展が栄の松坂屋で開催

されます。皆様良かったらお立ち寄りください。 

先月、青山さんと高橋さんと田中さんと台湾料理「味仙」へ

行ってきました。台湾の話やご飯のこととか楽しかったです。

誘ってくれてありがとうございました。 

寒くなってきました。皆さんお体に気を付けてください。あり

がとうございました。 

11 月 14日（日）藤岡カントリークラブにて

第 1回ゴルフ部会を開催しました。

 

 

水野和郎君が瀬戸市公益功労表彰を

受賞されました。 

 


