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未来を見据え 

更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう 
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第２６７７回例会  

令和４年８月２６日 

会員増強委員会 

＜会長の時間＞ 
地デジ、BS 放送、CS 放送いろい

ろな番組が有りますが、個人的に視

聴するのはニュース若しくはグル

メ番組でドラマはＮＨＫ朝ドラの

みと最近のテレビ放送にはあまり

「ちむどんどん」してなく何かさみ

しい限りですが、そんなときの為のデジタルコンテンツ、

プライムビデオ、ネットフリックスが今は私にとって必須

アイテムとなっています。 

世界各国でも、勿論の事我が国日本でも温暖化の影響であ

るとされる異常気象が相次ぎ様々な災害を引き起こしてい

ます。海を隔てた隣国韓国の首都ソウルでも記録的な豪雨

による浸水で半地下住宅の住民4人が死亡した事故があり、

先日、あまりにも暇な夜にネットフリックスで映画を検索

してみましたら、前から気になってはいた米アカデミー賞

の韓国映画『パラサイト/半地下の家族』をまんまと見てし

まいました。 

初めての韓国映画、出だしこそはテンポ良くコメディタッ

チな作りで心地よく鑑賞していましたが、後半からはまさ

かの展開！恐怖を感じながらでもやめられない状況、感情

表現、視覚表現が秀逸で一気に引き込まれました、とても

新しい感覚の映画でした。 

貧乏一家は、お金を稼ぐために奇想天外な方法でお金持ち

の家に入り込みます。生きるために姑息（こそく）な手段

も使いますが、家族への愛情が深く、人への理解、思いや

りがあります。一方、金持ち一家もそれぞれ愛し合い、幸

せではありますが、やはり貧乏人のことはわからないし、

生理的に受け付けません。お金持ちにも当然それなりに悩

みはあり、幸せとは限らない。 

この映画の最大のメッセージは、貧乏家族の父親の言う

「計画は立てない。なぜならその通りになんてならないか

ら」というセリフにあると思いました。人生は思うように

ならない。だから、そこで何とかやって生きていくのだと

ポン・ジュノ監督は言いたかったのではないかと思います。 

「金持ちになる」これは貧乏家族の願いでしたが、実は一

番楽しく幸せだったのは、半地下で家族 4人、不平不満を

言いながら日々暮らしていた頃だったのでは…と、映画を

見終わったときに貧乏家族に愛着を持った私でした。 

半地下に対してソウル市は再び水害予防対策ではなく半

地下退出対策を打ち出しました。当然半地下の新築を禁じ、

20 年以内に既存の半地下をなくし、半地下居住者の公共住

宅入居・住宅補助金を支援はするといいます。どうなるこ

とでしょうか 

構造上、浸水に脆弱な半地下をなくすという趣旨は良いの

ですが問題は半地下居住者の進退だと思います、彼らも住

居環境が劣悪だということは分かっているが、当座の生活

の方が火急の問題で、それぞれの理由があって半地下を選

んでいるのだと思います。 

韓国は超学歴社会であり、受験や就職、昇進における競争

が非常に厳しい国でもあります。そのため、所得格差が広

がり、深刻な問題となっているのが実態です。 

ロータリーの主たる目的は地域社会、職場と世界中での奉

仕です。 

『ロータリアンは児童の危機、貧困、飢餓、環境、低識字

率、暴力など現代の最も危機的な多くの問題に対応するた

めの地域社会奉仕プロジェクトを開発しています』として

います。日本と韓国は暫く微妙な関係で反日、反韓感情が

高まってはいますが同じアジア人として、今こそ首都ソウ

ルのロータリアン立ち上がってほしいものです。 

未曽有の災害に何をして上げる事が出来るかを考え行動

することでロータリアンとしての真価が問われるのだと思

います。 
 

 

＜幹事報告＞  

◎ガバナー、地区大会実行委員長より 
 ・2022-23年度地区大会 託児希望者の募集について  

利用希望者は9月16日までに事務局まで 
◎高山ロータリークラブより 
 ・高山5クラブ＆国際ソロプチミスト高山親善ゴルフコンペのご案内 
   日 時   10月30日（日）9：48スタート 
  場  所      飛騨高山カントリークラブ   

表彰式   ひだホテルプラザ 18：00～ 参加費 8,000円 
申  込    9月9日（金）まで  

◎米山梅吉記念館より 
・秋季例祭のご案内および賛助会入会のお願い 

日  時   9月17日（土）14：00～   
場   所    米山梅吉記念館ホール 
賛助会員   年3,000円（１口）   

※「全国１人１００円募金」運動も継続中 
◎ロータリー囲碁同好会より 
・『第20回ロータリー全国囲碁大会』開催のお知らせ 

日 時  11月5日(土)  10:00開会式 16:00表彰式 
会 場  日本棋院会館本院  (東京・市ヶ谷)１Ｆ対局場 

   主 催  ロータリー囲碁同好会日本支部 
共  催    第2580、2750両地区  ホスト  東京ＲＣ 
登録料  7,000円（昼食代、賞品等含む）   

◎高山・デンバー友好協会会長より 
・高山・デンバー友好都市提携のあゆみパネル 

写真展開催に係わる思い出写真のご提供について 
  写真展日時 10月11日（火）～24日（月）9：00～21：30 
  場      所  文化会館１階ロビー、高山市役所１階ロビー 
  お  願  い    デンバー市の方との交流の思い出の写真につ 

いてご提供お願いします 
＜受贈誌＞ 
米山梅吉記念館（館報2022秋号vol.40） 
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 ＜出席報告＞ 

 

＜本日のプログラム＞  

会員増強委員会 

委員長 松田 康弘 

新年度がスタートしまして2月弱が

経過いたしました。この間約10社位の

経営者の方に、お声がけをさせていただ

きまして、現状前向きに入会を検討頂いているという方が本日のオ

ープン例会にお越し頂いた水谷さんでございます。ぜひご入会の方、

よろしくお願いしたいと思います。引き続き会員の皆様にご協力い

ただきながら、会員増強活動を続けて参りたいと思いますので、ご

協力の程よろしくお願いいたします。 

その増強活動の一環と致しまして、まずは飛騨地域の若手経営者

様に目線を向けまして、若手経営者様がどんなことを考え、どんな

活動をしているのか、いうことをまず共感することから始め、それ

を増強につなげたいといった趣旨で、将来の高山を背負って立つよ

うなしかるべき若手経営者様をお招きいたしましてご講演をいた

だきたいと考えまして、本日は垂井満大様をお招きいたしました。

ここで略歴を簡単にご紹介します。 

垂井社長さんは平成3年9月4日に高山にお生まれで現在30歳

でいらっしゃいます。斐太高校、青山学院大学を卒業されまして、

伊藤忠食品にご入社され、2019年の4月に高山に戻られ金亀商事

株式会社様の専務取締役ご就任。そして、実は昨日、代表取締役社

長にご就任されたと言うご経緯でございます。おめでとうございま

す。それでは早速ですが、ご講話を頂戴したいと思います。よろし

くお願いします。 

 

新規事業の立案から策定、事業計画書の作成、 

事業再構築補助金採択に至るまで 

金亀商事株式会社 

代表取締役 

垂井 満大 様 

日頃は高山西ロータ

リークラブの日々の委

員会事業お疲れ様です。

まずもって、この場に呼

んでいただいた、大垣共

立銀行高山支店、支店長

の松田さま、このような

機会をいただき誠にあ

りがとうございます。 

あらためまして皆様こんにちは、ただいまご紹介にあずかりました、

金亀商事株式会社、代表取締役に昨夜、就任致しました垂井満大で

す。本日はよろしくお願い致します。私はもうすぐ31歳になる若

造ですが、東京や大阪、そして叔父の影響によりアメリカを含めた

海外での知見を存分に発揮しながら、若者目線でこの大好きな高山

を盛り上げていく所存であります。 

改めまして弊社金亀商事につきまして、なかにはご存じの方もい

らっしゃるかと思いますが、もともと朝日町に金亀館という料亭旅

館があり、駅構内での駅弁事業、原山スキー場リフト、ロッジ経営、

駅前や文化会館でのレストラン、喫茶店の経営を経て、駅前にカン

トリーホテル高山を建設し当時セブンイレブンも来ていなかった

高山の街に、ファミリーマートを誘致致しました。現在は不動産賃

貸業をメインとしており、新型コロナウィルスの感染拡大により観

光客は激減、大打撃を受けました。ホテルの運営会社から家賃の減

額や、飲食店からも家賃が入らない時期が続き、コロナ融資を申し

込みました。今後同じような事態に陥ると経営が危ない、このまま

ではいけない、もうひとつの経営の柱となる事業をと、コロナ禍で

も比較的影響が少なく、近年ブームの再来となっているキャンプ場

経営事業に着手いたしました。昨年の9月頃より事業地の視察、ア

ルペンスキーの先輩で、郡上にてウッドマッチムというキャンプ場

を経営している本田冬馬さんに相談に乗ってもらい、縁あって清見

町福寄の街に決定致しました。もともと高山の市街地から近い場所

で探しておりましたので、駅からクルマで25分かからないこの福

寄という街はとてもあっておりました。 

飛騨高山は観光の街です。僕たちの思いとしては、アウトドアも

観光も楽しんでいただきたい、地元の方にも気軽に遊びに来て、自

然とふれあう時間を作ってほしい、そんな願いがあります。僕たち

金亀商事がキャンプ場を経営するメリットと致しまして、地元飛騨

高山で商売を続けてきたつながりを活用し、現在の賃貸先やグルー

プ企業、仲間たちのお店とのシナジー効果が得られると考えます。

また、観光客だけに頼らないキャンプ場事業を自社で運営すること

により、人材の育成、ノウハウの獲得、そして今回のような有事の

際に経営が一気に傾いてしまう弱みを補えると考えます。 

なぜキャンプ場なのかという点につきましてですが、キャンプ場

はコロナ禍の中でも密を避けて非日常を楽しめるイベントとして

の需要が高かったのですが、ウィズコロナ・ポストコロナ時代にお

いても有力なビジネスだと考えたためです。キャンプ場を検索しよ

うと思った時に使うサイトが大きく二つありまして、そのうちの一

つの「なっぷ」というサイトの2020年3月、コロナが始まってか

ら21年2月までの検索の結果を挙げております。緊急事態宣言の

発令が2020年の4月にありましたが、6月以降も予約件数は好調

に推移しておりまして、2020年2月は前年同月225.4%と、高い

数字で推移しておりました。コロナ禍でブームが加速しているキャ

ンプ場でしたが、このブーム実はそのコロナ前から始まっておりま

した。 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２８名 － ２８名 ３５名 ８０．００％ 
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次のグラフはオートキャンプの参加人口の推移ですが、コロナ前か

らブームは始まっており、コロナになってからの宿泊の予約は非常

に落ち込みましたが、キャンプの予約は30%減でした。国内旅行

者の数は、前年比50％減でしたので、そこまで落ち込みがなかっ

たというのを表しております。 

近年のキャンプブームは第二次キャンプブームと言われており

ます。第一次キャンプブームというのは1990年代に起きました。

最盛期には1580万人ともいわれるキャンプ人口がいたんですが、

そのブームが終わった背景には、キャンプ場の整備不足や、キャン

プをする方のマナーや知識不足、それからパソコンやネットなどの、

新しい娯楽が生まれてきたことによる、ユーザー離れが挙げられま

す。そんな中、第二次キャンプブームと呼ばれるようになった背景

を四つ、あげさせていただいております。一つは第一次キャンプブ

ームの1990年代に子供だった世代が大人になり、キャンプを楽し

むようになった事。およびその世代の親が、子供が独立した後、奥

様と二人で全国のキャンプ場を訪れたりしているということが一

つ。二つ目は都市部への人口集中が進み、世の中のデジタル化が加

速する現代において、豊かな自然の中での非日常体験としてのキャ

ンプが注目されるようになったこと。三つ目、ここに画像載せさせ

ていただいていますが、お笑い芸人バイキングの西村がキャンプの

番組をやっていたり

とか、『ヒロシです』

の芸人ヒロシはBS

で一人キャンプ、ソ

ロキャンプの番組を

しています。「『さば

いどる』20代女子山を購入」とあ

りますが、岐阜県出身のyoutuber

かほなん、という元アイドルです

が、こういった方がキャンプをし

ている姿の映像等に、SNSの発達

も併せて日常的に触れられるよう

になったということが考えられま

す。四つ目、キャンプ以外の業界との越境が加速度的に進みました。

昨今人気が再燃しておりますスズキのジムニー、他にもアウトドア

ブランドがインテリアに進出するなど、相互に業界を盛り上げてお

りまして、キャンプ人気をより根深いものとしております。 
 

そして今回の事業では、工務店を入れず、全て個別発注にて事業

を進めております。友人や知り合いの方、商工会議所で出会った先

輩方、スキーの先輩、後輩、またそのお父様、ワンチームで事業に

取り組んでおります。それには経費の削減と、みんなで作り上げる

一体感と、オープン前からの宣伝効果、オープン後の集客におおい

につながります。そして、一級建築士の澤秀俊さんと設計契約を結

び、建物の設計はもとより、全体の設計を一緒に行っております。 

今回の開発のメンバーですが、私が人頭指揮をとりまして、先ほ

どご説明しました澤さんと本田くん。そして僕の後輩で、江名子の

栃の実煎餅の工場跡地にて、キャンプグッズ販売をするＴＥＮＢＡ

というレストランカフェを開店した柴田くん。彼と会社対会社で契

約しまして、今お店を休んでいただいて、全面的に中に入っていた

だいております。そして運営面については、昔福寄に中之島キャン

プ場っていうのがあったのをご存知の方いらっしゃいますか？豪

雨で流されてしまったんですけども、そこで管理人をされていた河

渡さんにアドバイザーとして入っていただきました。 

設計をお願いしている澤さんの運営する活エネルギーアカデミ

ーというNPO法人では、木の駅プロジェクトというのをやられて

います。地元の木を地元で再利用するということを念頭に置いてお

りまして、地域通貨エネポというものを発行しております。その地

域通貨は、たとえば自分の山で伐採した木をその木の駅に持って行

くと500エネポをもらいまして、これが街中での飲食店や商店街

とかで使えるものになっております。今高山でも、相続で山をお持

ちでも実際山に入ったことがない方とか、結構いらっしゃいます。

木が痩せ細ってしまって、大雨の時に土砂崩れが起こる場所が散見

されますので、キャンプ場の運営を通して山林の維持管理を行ない、

大雨や土砂災害への備えにも繋がると考えます。また、キャンプ場

内に薪割体験ができるスペースを整備し、子供たちが自然と触れ合

う場所を提供するとし、地元内外のボーイスカウトの合宿等の誘致

も検討しております。 

今回の事業にあたっては、例えば原山スキー場のロッジに入って

頂いているNPO法人ハートネットさんのランチ券や、また宇野さ

んの臥龍の郷の温泉入浴券などを我々が購入し、それをキャンプ場

に来ていただいた方にプレゼントする事で、まあせっかくもらった

し、ちょっとお風呂入って帰ろうかとか、近くになんかご飯あるみ

たいだからランチ行ってみようかみたいな形で、街の方にも足を伸

ばしていただき、他企業さんと共に売上向上を目指せる仕組みも考

えております。 

そして何より地域の住民の方から仕入れた野菜の販売や、清掃

や受付の業務に、地元住民の方の空き時間を利用して入っていただ

くことにより、雇用の創出につながると考えております。 

第6回以降の事業再構築補助金の採択を目指していらっしゃる

方は、SDGsに絡めた事業内容にしておくと、採択率が上がると思

います。公募要領の中に明確に記載されているわけではありません

が、脱炭素、EV、持続可能といったキーワードが書かれた採択事

例が多く見受けられました。公式サイトから採択事例の一覧と、一

部事業計画書を含めた例が載っておりますので一度ご覧いただく

と良いかと思います。ダウンロード資料を岐阜県でソートすると、

あ！あそこの会社も採択されたんだ、とか、あの新事業はこの補助

金の対象だったんだ、といった発見が得られるかもしれません。 
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未来を見据え 
更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう

第6回から新築の建物費が対象外となりました、また総事業費で

はなく、対象経費の3分の2ですのでお気をつけください。結構審

査が厳しく、基本的には相見積もりが必要ですし、申請後も経済産

業省から電話にて質問や要望の問い合わせがくるため、それらに完

璧に回答しないと入金がなされないです。第1回の緊急事態宣言枠

で採択された社長の話によると、1年以上たち、銀行の返済もスタ

ートしてから入金があったとのことでした。具体的には、減価償却

一覧の構築物に該当するものは一切対象外です、お気をつけくださ

い。 

また、収益計画も完全な積み上げで行いました、何月の第何周の

何曜日には何組入る、とか、あとは天災によるリスクについても言

及し、売上が半分しか見込めない場合のシミュレーションも行いま

した。人件費についても同様です。最後に減価償却一覧表を掲載し

ました。これら全ては収益計画表に記載し、3年から5年にわたり

報告義務があるため、作成の上掲載が必須になると思います。 

今回詳しくお話しできなかった、コンテナハウスやバンガロー、

ウッドデッキの他に、バレルサウナと水風呂の設置を予定しており

ます。 

これからも皆様の意見を取り入れながら、楽しく事業を進めてい

きたいと思っております。こんなの取り入れたらどう？とか私も一

枚かましてほしいといったご意見は大賛成ですので、これからも期

待していてください。よろしくお願いします。ご静聴ありがとうご

ざいました。 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

金亀商事株式会社 代表取締役 垂井 満大 様、お忙しい中ようこそ 

お越し下さいました。卓話楽しみにしています。本日のオープン例 

会に参加いただいた水梨 弘基 様を心より歓迎します  

●松田 康弘さん、斎藤 章さん 

本日は会員増強委員会の担当例会です。金亀商事株式会社の垂井 

満大様にはお忙しい中ご来訪賜りありがとうございます。後程のお 

話楽しみにしております。また水梨弘基様、ようこそお越し頂きま 

した。ご入会もお待ちしております。 

●古橋 直彦さん、伊藤 松寿さん 

垂井満大さんのご来訪を歓迎致します。おじいさんの博美さんには 

大変お世話になっています。あちこちのクラブからお誘いがかかっ 

ていると思いますが、おじいさんが所属されていました西クラブに 

是非入会下さい。  

●内田 幸洋さん 

水梨さんの是非のご入会をお待ちしてい

ます。同町内です。 

●塚本 直人さん 

お盆休みが過ぎてようやく暑さも治まっ 

て来たようです。秋に向けて心身ともに落 

ち着いた所で読書しながら教養を身につ

けたいです。今日は初めてのオープン例会です。水梨弘基さん、

西クロータりークラブの例会をお楽しみ下さい。ありがとうござ

います。 

 

 

●杉山 和宏さん 

新聞・市民時報等で見られたかもしれませんが、お手元にチラシを 

配らせて頂いておりますように9月25日日曜日、まちの博物館酒 

蔵ホールにて｢北斎小唄｣なる公演が開催されます。葛飾北斎の名作 

をスクリーンに映しながら、作品に合わせた小唄を披露するという 

もので、日本の美術と芸能を同時に楽しめます。落語家さんの司会 

に、小唄奏者のお二方は高山出身の家元と、もう一方は私の小唄の 

お師匠さんです。秋の風流なひとときをいかがでしょうか。チケッ 

トは私の方でご用意できます。ちょっとしたご案内でした。 

●堀 幸一郎さん 

この度は父の死去に際し御厚志、御厚情頂き誠に有難うございまし 

た。私に西ロータリークラブでの活動を自慢していた頃の元気な父 

が懐かしいです。長い間本当に有難うございました。 

●挾土 貞吉さん、米澤 久二さん､田中 武さん､門前 庄次郎さん､ 

堺 和信さん､鴻野 幸泰さん､田邊 淳さん 

高山市長選・市議会議員補選の投開票が明後日となりました。今回

は女性候補者も多く、議員構成の多様性にも繋がり楽しみな選挙と

なりました。皆さん高山市発展のため、是非投票に行きましょう！ 
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