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長野西ロータリークラブ

会長／清水 光朗 幹事／小山 浩太郎 クラブ会報委員長／轟 修平

SAA／村田 弘志 副 SAA／西沢 徹

会長挨拶 清水光朗会長

本日は (株) 黒船の村山幸造さんと米山奨学生

のヨンジャン・サントスさんのお二人をお迎えし

ております｡ まず､ ヨンジャン・サントスさんに

は５月分の奨学金をお渡ししたいと思います｡ サ

ントスさん､ 今月も頑張って下さい｡

村山さんは私の地元近く､ 東町にも東屋という

廣木屋旧宅を使って大変趣のあるお店を出してお

られます｡

さて､ 今回は学生時代敬愛していたサム・ペキ

ンパーという監督の作品を２本ほどご紹介したい

と思います｡ Ｓ・ペキンパーは ｢最後の西部劇監

督｣ あるいは ｢西部劇の破壊者｣ と言われていま

すが､ ｢バイオレンス映画の巨匠｣ としてそれま

での映画の不文律を覆し新境地を切り拓いた監督

として知られています｡ 主な作品を挙げると ｢ワ

イルドバンチ｣ ｢わらの犬｣ ｢ゲッタウェイ｣ ｢戦

争のはらわた｣ などが上げられます｡ 中でも ｢ゲッ

タウェイ｣ で､ スティーブ・マックィーンとアリ・

マグロウの会話､ Ｓ・マックィーン ｢我神を信ず

(In God, We Trust)､ 紙幣に書いてある｣ Ａ・

マグロウ ｢お金だけが信用できるのね｣ は気に入

りました｡ また､ ジェームス・コバーンの ｢戦争

のはらわた｣ ではラストで ｢諸君､ あの男 (Ａ・

ヒットラーのこと) の敗北を喜ぶな｡ 世界は立ち

上がり奴を阻止した｡ だが奴を生んだメス犬がま

た発情している (ベルトルト・ブレヒト)｣ とい

う言葉が大写しとなって終了します｡ これには言

い知れぬ衝撃を覚えました｡

幹事報告 小山浩太郎幹事

ようこそ！村山さん｡ 以前入会候補としてお名

前が挙がりました｡ 入会お待ちしています｡

・本日北信第１グループ第４回会長・幹事会

・明日21日森林 (もり) 例会下見に行きます｡

・27日第11回クラブ協議会11：45～扇の間

出席・ニコＢＯＸ報告 福澤 寛例会運営委員

５/20 (会員53名) 出席33名前々回修正出席率91.66％

ゲスト ㈱黒船 代表取締役 村山 幸造さん

ヨンジャンサントス米山奨学生

・飯田弘己さん☆新聞に載りました｡

・福澤 寛さん☆ニコ BOX最近低調です｡ ご協

力よろしくお願いします｡

・合 計 6,500円 ・累 計 850,968円

第1385回例会 2016年 (平成28年) ５月20日 (金)

世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World

５／27 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 丸 田 剛 さ ん

㈱ あっぷるアイビー代表取締役



森林 (もり) 例会について 南 信行委員長

６月４日森林 (もり) 例会開催の信濃町霊仙寺

の森林 (もり) は西クラブ創立10周年記念事業と

して60年間という契約の元､ ３分の１が経過して､

まさに20周年を迎えようとしています｡ 一つの節

目になります｡ そこのところを､ お考え合わせの

上､ 皆様ふるってご参加下さい｡

★創立10周年記念事業 分収造林概要★

� 所 在 地 長野県下水内郡信濃町大字大井

霊仙寺山国有林

� 面 積 1.75ヘクタール

� 契 約 期 間 平成８年11月１日～平成68年10

月31日まで (60年間)

� 植栽樹種及び本数 スギ 5,250本

(ヘクタール当り3,000本)

� 保 育 方 法 長野市北部森林組合と造林事業

依託締結

� 伐採期及び方法 平成68年度 皆伐

� 収益分収割合 国30％

長野西ロータリークラブ70％

お知らせ 伊東義次ガバナー補佐

５月28日からの RI ソウル国際大会に西クラブ

から６名で参加してきます｡ 一生懸命勉強して参

ります｡

講師紹介 関 幸博プログラム委員

本日は㈱黒船の村山幸造社長をお招きしました｡

長野県でたくさんのお店を持っていらして､ それ

ぞれのお店に個性があり､ 癒し感があり気持ちが

良いお店です｡ 是非､ 楽しいお話をひと時聞いて

頂きたいと思います｡

ゲ ス ト 卓 話 村 山 幸 造 さ ん

｢黒船のあゆみ｣

【自己紹介】生まれも育ちも

長野市｡ 実家は村山商店という

魚屋でした｡ 大きなスーパーの

時代に突入し､ 個人商店はどん

どん減っていく｡ 毎日の食事は

売れ残った魚三昧で､ コンプ

レックスを持っていました｡ でも今では健康診断

での血液検査結果が､ DHA の数値が高くサプリ

を摂っているのかと間違えられます｡ 25才の時､

居酒屋の経営者になるという目標を立てました｡

【㈱黒船 会社紹介】平成６年創業｡ 社員132人､

８店居酒屋他に食料品通信販売をしています｡ 昼

は産廃のトラック､ 夜は居酒屋で修行と精一杯働

いて資金を貯め24才で念願の出店 ｢居酒屋黒船｣

経営と料理職人と一生懸命働いたが､ 料理が遅く

なったりして､ お客様の反応はイマイチ｡ ある社

長の一言がグサッときました｡ 『君は､ 職人か？

経営者か？』 ｢職人であり､ 経営者でもあります｣

『だったら辞めろ！店を続けたいのなら､ 経営者

になれ！』 これにはびっくりしました｡ これが転

機となり､ お客様に喜んでもらえるような店にす

るべきとわかりました｡

約20年いろんなことがありました｡ ラーメン屋

は､ 失敗でしたが､ 長野オリンピックで特需の恩

恵を受けました｡ 飲酒運転の取り締まりが､ 厳し

くなった時お客様が､ 減って困りました｡

平成16年､ 水炊き専門店 『鳥蔵』 出店｡ と店を

増やして８店となりました｡

【まとめ】社名の由来は､ ペリーの黒船｡ 鎖国時

代の日本が覚醒させられた黒船｡ 陸の孤島､ 長野

の食文化を変えたい！という思いを込めました｡

商売の失敗を繰り返し今があります｡ 厳しいお客

様､ ついてこられなかった仲間達から､ いろんな

ことを学びました｡ 一人では到底無理でした｡ 皆

の支えがあって今日があります｡

会報当番：轟 修平クラブ会報委員長 ｢私は､ 黒

船に是非行きたいと思いました｡ 村山さん､ 長野

西ロータリーもお待ちしております｡｣

例 会 案 内

６月４日	 森林 (もり) 例会

６月10日
 会員卓話 柄澤 重登さん

高井新太郎さん

｢創立30周年記念卓話｣

６月17日
 観蛍会 18：30～於：ます栄

６月24日
 休会


