
本日のプログラム
2022 年 2 月 16 日 (水)

通算第 2997 回例会

本年度 第 23 回

場所 瀬戸商工会議所

例会次第

・開会点鐘

・「我等の生業」

・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

東尾張分区

地区防災対策委員 真城壮司君

「南海トラフ大地震に備えて」

第２９９６回例会 会長挨拶 鈴木政成君

２０２２年２月１６日発行 第２８１５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
2022 年 2 月 2 日第 2996 回例会

・場所 瀬戸商工会議所

・出席報告 55 名 出席会員 30 名

当日出席率 63.63％

・本人誕生日

    大竹一義君 松村晋也君

・ご夫人誕生日

    山本英雄君ご夫人彬古様

    加藤眞言君ご夫人恵美子様

    小林稔君ご夫人眞由美様

    草野真吾君ご夫人さとみ様

    加藤令吉君ご夫人順惠様

・結婚記念日

    加藤眞言君〔祝 40 周年〕

    大澤英雄君 大原道夫君

    小林稔君

・卓話

ゲストハウスますきち

代表 南慎太郎様

「なぜ、新卒でＵターンして

宿を開業したのか」

皆さん、こんにちは。本日の例会は 2996 回

本年度 22 回目の例会でございます。まず、

はじめに、本日のゲストの紹介をさせていた

だきたいと思います。ゲストハウスますきち代

表南慎太郎様でございます。後ほど卓話を

いただきますので、宜しくお願い致します。

さて、２月は、平和構築と紛争予防月間でご

ざいます。ロータリーには 4 つの目的があり

ますが、その第４番目に、国際理解、親善、

平和を推進することがございます。その大き

な役割を担うのが、米山記念奨学事業だと

私は思います。この米山記念奨学事業は

1952 年に東京ロータリークラブで始められま

した。当初は、米山基金と言われていまし

た。その目的は、２度と戦争の悲劇を繰り返

さないため、平和日本を世界にどう伝える

か、戦後のロータリアン達の強い思いから、

国際親善と世界平和に寄与したいという目

的で米山基金ができました。それを考えます

と、この米山の役割は本当に大きいと思うの

です。本年度も戦略計画委員会でいろいろ

ご検討いただいておりますが、米山学友との

パイプは、私共にとって財産でありまして、

我々が、米山学友と継続的な関係を構築す

るため、絆を大切にするためにどうしていく

のかを真剣に 2 月の月間を機会に考えたい

と思います。さて、本日は先ほど紹介させて

いただきました南様の卓話でございます。私

も瀬戸まちづくりという会社で商店街のこと

にも関わっておりますので、瀬戸の銀座商

店街や末広商店街の、最近の現状をお話し

したいと思います。今は、この商店街に、独

立して自分の思いを形にしたいという 30
代、40 代の出店者に多く出店していただい

ております。その皆さんの共通点は、商店街

の集客力を望んでいるわけではありません。

集客力は自らのＳＮＳや、自分の持っている

ネットワークを自在に使いこなして集客をさ

れております。そして、賃料が安いということ

が条件であり、定休日も営業時間も自由に

できるようになっておりますので、これも魅力

の 1 つでございます。そして、内装も、大工

さんや工務店で費用をかけず、ほとんどの

方がＤＩＹで費用をかけずに工夫をしていら

っしゃいます。そして、もう一つの共通点とし

て、皆さんが事業を大きくするということでは

なく、等身大のビジネスにこだわりをもってい

ることだと私は思います。この、30代 40代の

若者の流れは瀬戸だけではなく、名古屋近

郊の歴史ある街や商店街を利用するという

傾向があります。大体、そういった方の事業

は、ファッションのお仕事、雑貨やインテリ

ア、家具やクラフトなどのライフスタイル分野

のお仕事がしたい方が多いと思います。今

日の卓話の南様は、そういった若い人たち

の、頼りになる良き相談相手で、リーダー的

な役割を担っていると私は思っております。

皆さん、商店街を歩くことはあまりないと思い

ますが、今、商店街で陶のまちのお雛めぐり

が行われていますので、今日の卓話を機会

に、お休みの日に一度歩いてみてはいかが

でしょうか。以上、会長の挨拶とさせていた

だきます。

例会予定

2 月 23 日（水）
法定休日

3 月 2 日（水）
瀬戸市教育政策課

専門員兼指導主事 加藤 篤様

「瀬戸市が取組む小中一貫教育について

～にじの丘学園を例に～」
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ニコボックス報告
2022 年 2 月 2 日例会
ゲストハウスますきち 代表 南慎太郎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

ゲストハウスますきち 代表 南慎太郎様、本日はご多忙のところありがとう

ございます。卓話楽しみにしています。よろしくお願いします。プログラム

委員長 高橋信郎

誕生日を祝っていただきありがとうございました。大竹一義

お祝いいただきまして有難とう御座居ます。７５才、後期高齢者になりまし

た。気力、体力、智力は下がる一方ですが、血圧は上がる一方です。松村

晋也

家内の誕生日をお祝いいただき有難当ございます。山本英雄

妻の誕生日を祝って頂いてありがとうございます。加藤眞言

家内の誕生日をお祝い頂きありがとうございます。小林稔

家内の誕生日を祝って頂き有難とうございます。お陰様で元気に過ごして

ます。加藤令吉

妻の誕生日へのお祝い、有りがとうございます。草野真吾

結婚記念日を祝って頂いてありがとうございます。加藤眞言

結婚記念日をお祝いいただきありがとうございます。大澤英雄

結婚記念日をお祝いいただきありがとうございます。大原道夫

結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。 ３４年目に入ります。小林

稔

松村先生、先日はお世話になりました。いつも急ですいません。助かりまし

た。高橋信郎

ゲストハウスますきち 代表 南慎太郎様の卓話を楽しみにしています！

青山貴彦、井上博、江坂正光、大竹一義、大原道夫、刑部祐介、加藤克

己(2021)、加藤唐三郎、加藤眞言、加藤光哉、加藤太伸、加藤令吉、金谷

康正、小池芳樹、小林稔、佐藤亜矢子、鈴木伸、鈴木光彦、戸田由 久、牧

オサム、増岡錦也、松村晋也、水野和郎

卓 話

ラム
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ゲストハウスますきち 代表 南 慎太郎様
「なぜ、新卒でＵターンして宿を開業したのか」

皆様、今日はよろしくお願いします。まず、簡単に自己紹介をします。先日、

28 歳になりました。瀬戸市に生まれ、水野中学、明和高校から北海道大学に

進学し、「ゲストハウスますきち」にて妻と一緒に PR の仕事をしております。

「ますきち」がどのような場なのか、紹介させていただきます。ひとつは宿

泊、もうひとつは喫茶、カフェをやっております。また市内の窯元と一緒にコラ

ボ商品を作ったり、町を案内したり、といった事業を展開できれば と思ってお

ります。瀬戸の若い方を含めて、瀬戸市を紹介し ていきながら、面白がってく

れるような仲間がいたら嬉しいなと考えております。ゲストハウスということで、

ユースホステルをイメージしていただくとわかりやすいと思いますが、宿泊室

の中には二段ベッドがあり、共有のスペースで会話を楽しんだり、カフェでドリ

ンクを頼んでいただくことも可能です。また、会場を使って、講演会や食事会

などのイベントもしております。妻はライター業をしており、「ほやほや」という

瀬戸市の情報メディアのウエブサイトを運営しています。もうひとつ、「ヒトツ

チ」という PR の仕事をしております。幅広い PR ということでホームページの

製作、簡単な情報冊子の製作、また、「せとひとめぐり」といった昨年コロナ禍

で活動したイベント企画の実施、クラウドファンディングのサポートをさせてい

ただいております。

今回の話の中心であります、どうして北海道の大学まで行って、戻ってき

て、ゲストハウスをやっているかということと、この厳しいコロナ禍でどのように

動いているかをお話しさせていただきます。どうして新卒で戻ってきて、施設

を運営したかということですが、高校まで瀬戸にいましたが、当時は大した愛

着はありませんでした。大学は食品関係に興味があったので、北海道大学の

農学部に進学しました。就職ということで、大学院や食品系の会社などの

色々な選択肢がありました。そこで、大切にしたいことは何だろうと思った時

に、日々の生活が快適で周りの人にも恵まれ、楽しく生きていく、ということで

した。お金のことでは、自分はいくらあれば快適に幸せに生きていけるか を考

えました。卒業後、数年は一人なら生きていける、大学院に行く費用を他に

使えば面白いことができると考えました。その上で、自分はどこで暮らしたい

のかと考え、都心への思いは薄れていたので、大学時代に旅で海外に行っ

たりもして、魅力のある地域に住みたいと思うようになり、正社員という制約や

お金に縛られることなく、少なくとも数年に限れば、 好きな地域で住むことが

できると考えた結果、気になる企業を一社だけ受け、ゲストハウスの住み込み

の手伝いをしながら、気になる地域を転々としようと思いました。大学 4 年の

頃に、各地のゲストハウスを調べ、個人の方が多いので、どのように開業し た

か、どういった所が魅力かを聞いているうちに、自分で言った方が面白い と思え

てきました。事業を始めるということにワクワクしてきて、まずはシミュレーションを

してみました。どんなゲストハウスにしたいのかと思った時に、観光地や都心部で

はなく、地域の日常として何かあるといったそこに根付い た文化を伝えていける、

地域の方と宿泊の方が交流をもてる宿にで きたらいいなと思いました。観光地で

はなく、伝統産業のある地域で、また資金についても調べていくうちに、空き家を

使う施設の例があり、5 年ほど前ですが、クラウドファンディングを使えば資金が

無くても、色々な方に協力していただければ と考え、それは地元瀬戸市だと思

い、具体的に資金、物件を探し始めたのが大学 4 年の夏でした。経験の無い

中、資金計画を立て、山口県萩市と広島県尾道市を参考にさせていただきまし

た。そこで見付かったのが今の物件です。ラジオサンキューのス タジオにもなっ

ている物件で、使われていない所がたくさんあり、当時の感想はとにかく大きく築

140 年で窯元が元々使っていた歴史があり、安くなるということと、大家さんに地

域のことをやっていきたいということも理解していただけ、地域の方がよく知って

いるという場所ということで、改装は大変そうでしたが、卒業後はここに住 もうと

2017 年 3 月に瀬戸に戻ってきました。ここまでが、大学時代のゲストハウスをや

ろうと思った動きとその時の行動になります。

ここから、U ターンしてから、開業するまでのお話となります。2017 年、戻って

きて最初にやったことは、建物の片付け、そして、地域の方に知っていただこうと

商店街や窯元へご挨拶させていただきました。周辺地域の方のお話を聞かせて

いただいたり、自身のことをフェイスブックで発信するようになりました。1 年経ち、

改装が始まりました。当時、貯めていたのは 100 万円しかなく、色々な方に協力

してもらいました。大工の方に週 1 回教えてもらい、作り上げていき、改装期間 8

ヶ月に 300 名以上の方が手伝いに来てくださり、クラウドファンディングも実施し、

181 名の方から 120 万円以上の支援をいただき、ゲストハウスを立 ち上げること

ができました。それに加え、瀬戸信用金庫から借り入 れもしました。そして、2018

年、グランドオープンし、その時にはたくさんの方に来ていただいてお祝いするこ

とができ、1 年間に 800 名の方に泊まりに来ていただきました。その 1 年間は、

変更や試しをしながらやっており、2020 年、がんばるぞ、という時に、コロナの影

響があり、厳しい中、現在はどのようかというお話をさせてください。コロナの影響

で、売り上げは半減以下になっております。新たな取り組みをやっていこうと思

い、今までは民泊という許可でやっておりましたが 、正式に旅館業に変えること

で、宿泊日数を増やしたり、できることが増えます。多くの方にも来て欲しい、とい

うことで、瀬戸市の案内本を出版予定です。これに併せて、昨年夏よりクラウドフ

ァンディングをさせてもらったところ、今回は 300 万円を超えるご支援をいただい

て工事が終了したところです。改装して、旅館業許可が取れること によって、部屋

を増やすことができ、2 段ベッドの相部屋が中心の構成から、個室を増やし、感

染リスクを減らすことができたと思います。さらにワーケーション、パソコン作業の

仕事ができるようなスペースも作りました。1 週間、2 週間、の滞在の方ができたら

いいなと思っております。民泊では、旅行客しか来ていただけず、もう少しビジネ

スやファミリー層の方にも来ていただきたいと思っております。「ゲストハウスます

きち」から「ますきち」に変更し、色々なプラン、お土産品の製作も進めておりま

す。

最後に、妻が製作しております瀬戸の案内本ですが、妻も 3 年以上前に U タ

ーンしてきて、ウェブメディアで市内の方の取材をしておりましたが、そちらを改

めてまとめ直し、今回、本としての出版を進めております。瀬戸という町が尾張瀬

戸を降りて、すぐに楽しみ方がわかる所ではないと思うので、宿の方に来ていた

だいて、本からも紹介し、ファンが増え、遊びに来てもらえたら と思い、活動して

います。本日はありがとうございました。


