
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

たくさんの事を教えて頂きたいと思っていた矢先、その先

輩はその頂点で急逝してしまいました。今日自己小伝を

頂く、小山君のお父さん小山登さんです。思い出しながら

お話をお伺いしたいと思います。 

小山君。今日はよろしくお願いいたします。 

最後に、ちょっと歌います。 

【日も風も星も】 

♪さわやかな朝だ われらはロータリアン 

いつもほほえみいつも元気で 

さあ出かけよう 

日も風も星もラララ光るよ♪ 

 

【幹事報告】 黒澤 明男 幹事 

１．第2600地区事務所より伊藤年度年次報告書追加につ

いて 

   グローバル補助金奨学生 23 ページに追記 

２．小山敬三美術館友の会より会報 

３．小諸青年会議所より新年会について 

   日時 １月１１日（土）１８：３０～ 

   場所 ベルウィンこもろ 

４．例会変更 

軽井沢ＲＣ １２月２３日（月） 定刻受付あり 

 １２月３０日（月） 定刻受付なし 

 １月 ６日（月）   定刻受付なし 

 １月１３日（月） 定刻受付なし 

 １月２０日（月） 定刻受付あり 

佐久コスモスＲＣ １月６日（月） 定刻受付なし 

 １月１３日（月） 定刻受付なし 

 １月２０日（月） 定刻受付あり 

 ２月１０日（月） 定刻受付あり 

 ２月２４日（月） 定刻受付なし 

上田六文銭ＲＣ ２月１１日（火） 定刻受付なし 

 ２月１８日（火） 定刻受付あり 

 ２月２５日（火） 定刻受付なし 

小諸ＲＣ １月１日（水） 定刻受付なし 

 １月１５日（水） 定刻受付あり 

 ２月１９日（水） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ １月１日（水） 定刻受付なし 

 １月８日（水） 定刻受付あり 

 １月２９日（水） 定刻受付なし 

 

 

 

◆点鐘 前田 博志 会長 

◆SAA 朝倉 俊次 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

 

 

【会長挨拶】  前田 博志 会長 

【古関裕而】 

皆さんこんにちは。 

まず、先週のクリスマス家族夜間例会。とっても楽しかっ

たと聞きました。本当にごめんなさい。ご挨拶頂いた渡辺

副会長、取り仕切って頂いた黒沢幹事、鴨下委員長を筆

頭とする委員会の皆さんに心から感謝します。本当にあり

がとうございました。 

先々週の東信第一グループ会長幹事会の折り、山浦ガ

バナー補佐が、私達立科ロータリークラブでは、「日も風も

星も」をいつも歌っています。皆さんも歌っていますよね。と

おっしゃいました。首を傾げました。知らない。 

「とてもいい歌ですよ。是非歌ってください。この歌は世田

谷ロータリークラブの創立１０周年記念歌なんです。古関

裕而が作曲したんです。古関裕而は世田谷ロータリークラ

ブ１３代会長です。」と紹介してくれました。その時にはよく

分からずに聴いていたのですが。 

さて、今日も嬉しいお知らせがあります。作曲家古関裕

而が野球殿堂入りを果たしました。古関裕而？勉強しまし

た。阪神タイガーズの「六甲おろし」読売巨人軍の「闘魂込

めて」、君の名は、高原列車は行く、鐘の鳴る丘、５５年前

の東京オリンピック行進曲、たくさんの全てです。 

そして、私がこの夏に歌わせて頂いた「あぁ栄冠は君に輝

く」も。いっぱいの先輩と繋がっている。全て。日々頑張ら

ないと。 

１０年ほど前に英検２級に挑戦していた時の事です。 

「前田くん。英語も良いけれど、日本の古文書を誰かが読

み継いでいかなければこんな財産を宝の持ち腐れにして

はいけない。私達に与えられた使命だよ」と私に説いてく

れた先輩がいました。 

 

 

 

◆会 長 / 前田 博志     ◆副  会  長 / 渡辺 頼雄 

◆幹 事 / 黒澤 明男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 新藤 修一 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 3 階 

NO．１４８４ 令和元年１２月１７日 
 

2019～2020 年度 

国際ロータリーのテーマ 



 

◆ニコＢＯＸ   矢島 栄一 委員 

 

 

 【本日のプログラム】 『自己小伝』  小山 等 会員       

 

 
 

ロッキード事件があり、日清食品の焼きそばＵＦＯやどんべえの赤いきつねが発売されました。本では、村上龍の「限りな 

く透明に近いブルー」が売れ、音楽では「およげ！たいやきくん」が大ヒットしました。流行語はロッキード事件にちなんで「記

憶にございません」、40 年たっても政治家の答弁は変わりませんね。 

 

 

 

 

 

 

 

前田 博志君 小山さん、よろしくお願いします 

黒澤 明男君 小山会員の自己小伝楽しみです。 

矢島 栄一君 
小山さん、今日は自己小伝楽しみにし

ています。 

橋詰 希望君 

小山さんラッキー賞、ありがとうござい

ます。クリスマス例会、鴨下委員長お疲

れ様でした。 

鴨下 直哉君 
クリスマス会ご参加して頂きありがとう

ございます。 

掛川興太郎君 
最近、例会欠席が続きましてすみませ

ん。 

望月 完君 

先日はクリスマス例会とても楽しかった

です。また、鴨下委員長大変ご苦労様

でした。前田会長にぜひ六甲おろしをう

たって頂きたいと思います。 

小池平一郎君 

鴨下委員長クリスマスパーティーありが

とうございました。12 月 22 日（日）14：00 

より文化会館ホールにて小諸高校音楽

科ＯＢ・ＯＧによるスーパーコモロウィン

ドオーケストラのコンサートがあります。

指揮は小山弦太郎君です。 

 

５．週報 

  南佐久、上田ＲＣ 

・例会終了後臨時理事会 

【本日の配布物】 

週報 1482・1483 号、グローバル補助金奨学生、理事会

報告、下半期プログラム予定表、ＩＭ・会員セミナー案内 

入会候補者お伺い 

 

◆委員会報告    

 2018～2019 年度東信第一グループ 

小池平一郎ガバナー補佐 

 ・ガバナー補佐会計報告 

 

◆出席報告   両川 博之 委員 

会員数 ２１名  出席義務者 ２１名  免除者 ０名    

本 日         出 席     １７名 

            事前 MU    １名  ８０．９５％ 

前々回（12/3）  ＭＵ        ０名  ７６．１９％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１６     橋詰 希望 君 

 

 

 

叶花（小５）
志帆

淑花（小３）

家族構成

等
祐子

登
甚三郎

百合子

祖父・四代目

父・五代目

六代目

昭和５１年６月３日母の実家長野市で生まれました。満４３歳になります。同い年の有名人 

は、木村佳乃、観月ありさ、野球ではロッテの里崎、巨人の二岡、ゴルフでは不動裕里などです。

身長 164.5ｃｍ、体重だいたい 55 キロ、右利き、２面性の有るふたご座、Ａ型です。 

昭和５１年は、どんな年だったかというと、モントリオール五輪が開催されたり、郵便料金が値上げ

され、葉書が 20 円に、封書が 50 円になりました。今の 1/3 以下ですね。 



つづいて、家族構成ですが、祖父甚三郎が広島より養子としてやってまいりまして、５男を儲けました。父登はその５人の 

うちの４番目で、長野県警の内定が出ていて、制服も届いていましたが、諸般の事情により家業を継ぎました。母祐子は長

野市より嫁いできました。私等は、男２人兄弟の次男で、先に兄が家業を継いでいましたが、これまた諸般の事情により後

を継ぎました。 

その会社の現況ですが、本店所在地、小諸市赤坂 1-4-7。資本金 3100 万円。正社員３名、パートアルバイト１５名で、コイ

ンランドリーを小諸市、上田市３、千曲市、長野市の６箇所、ガゾリンスタンドを小諸市に一箇所営んでいます。昭和 47 年に

それまで複数あった会社を株式会社小山商会として株式会社に変更。 

私は平成 13 年に入社し、平成 27 年に社長に就任しました。入社時に抱えていた借入金も２０年弱で半分以下に減り資金

繰りも安定してきて、次代に引き継ぐ際には、ゼロとは言えないまでも負担のかからない程度まで減らせそうで ほっとして

います。 

私の略歴ですが、昭和 51 年 6 月 3 日に生まれ、地元の坂の上小学校、芦原中学校を卒業して、最近話題の新海誠監督 

や、宇宙飛行士の油井きみやさん、ラインの出沢社長などを輩出した野沢北高校を出ましたが、私は特に有名にはなりま 

せんでした。 

その後、日本一社長さんを輩出している日本大学文理学部史学科を卒業して、平成 13 年帰郷し、小山商会に入社。 

平成 19 年に本町の掛川スポーツという運動具店の長女と結婚しました。それで女の子が 2 人生まれました。 

趣味は、ドライブですが、仕事で車に乗る時間が長いので趣味と思わないとやっていられないだけです。パソコンで色々 

小山の家についてですが、小諸の七小山八小林という言葉が

あり、小諸周辺には７種類の小山さん、８系統の小林さんがいる

そうです。小山は例えば、与良、荒町、柏木、ミマキヶ原など、小

林さんは各地にいらっしゃいます。 

等の甚三郎家は、荒町の酢屋系の小山で、小山久左衛門の酢

久商店（信州味噌）が本家に当たります。元々は松井村（松井農

園さん周辺）にいましたが、仙石秀久の城下町整備の町寄せで現 

在の荒町付近に移住したようです。父が言うには、松井にいる頃はきこりか山賊でもやっていたのだろうと。それが

城下町に下りてきて最初は鉄を鍛える鍛冶をしていたらしいです。その鍛冶屋をやっていたらしいご先祖様は、商売

を広げ味噌醸造をして大きくなったようです。その酢久本家より、1863 文久３年に初代甚三郎が分家し、酢甚商店とし

て、荒物問屋（今で言う雑貨屋、実際は何でも売った何でも屋）を現私の自宅、越中屋さんの向かい側、荒町で創業。 

日用雑貨の他、米・塩・ろうそく・マッチ・食用油などを扱いました。近代化、モータリゼーションの波に乗り、石油類

（ガソリン・灯油など）を売り始め、明治期に小山商会の名称で雑貨卸売小売、燃料油卸売小売で長野県内他、群馬・

山梨・新潟の一部で盛んに商売をしました。 

戦後は東北信地域にガソリンスタンドを展開し、最盛期には直営店６、販売店多数を擁しましたが、価格競争の激

化、規制緩和、時代の変化、経営者の能力など諸々の事情により、雑貨部門は他社へ譲り、ＧＳ部門も一店舗に集

約しました。代わりに１９９９年よりコインランドリー事業に進出し、現在東北信で６店舗を営んでいます。 

その他、自社遊休不動産の賃貸も行っています。 

写真資料②

υ 昭和３０年代
荒町初荷

写真資料④

υ 昭和３０年代
赤坂給油所開店

写真資料①

υ 初代甚三郎
隠居名 甚右衛門
７０歳

 



調べるネットサーフィンが日々の楽しみで、読書は漫画が大好きで、手塚治虫から最近のものまで色々読みます。経営本や

自己啓発本、純文学などは眠りたい時に読む程度で、最近は、以前日本経済新聞に連載されていた堺屋太一のチンギス

ハンのものを読んで以来、チンギスハンに興味を持ちまして、彼は歴史上一番革命的な指導者だったんではないかと思うよ

うになり、今執筆中の北方謙三の「チンギス紀」という作品の新刊が出る度に買って読んでいます。歴史ものはあまり深く考

えずに読めるのでいいです。 

又、色々な人と会話するのも好きで、友人知人、子供の友達の親や先生、町の長老、仕事の業者さん、お客様や観光客、

異業種の経営者の方、ロータリーの皆様などなど、お話して、「へぇー」とか「そうなんだー」と情報を吸収していくのが楽しみ

です。 

今プライベートでしている活動は、一つ目は坂の上小学校のＰＴＡ活動で今年度ＰＴＡ会長を拝命し、優秀な役員・教員に 

支えてもらいながら、子ども達と元気に楽しく活動しています。 

小諸市の姉妹都市、富山県滑川市立田中小学校と毎年６年生が交互に訪問し、一泊二日のホームステイを行っている 

のですが、その交流事業に心血を注いでいます。 

もうひとつは一般社団法人荒町和合会という組織で、父亡き後よくわからないまま代表理事の職を引き継がされました。 

荒町和合会というのは、旧松井村（今の松井・東雲・八幡町・紺屋町・三和・荒町の６区）の共有財産である山林の維持管 

理、寺社や伝統文化などの護持継承、奨学金の貸与、資産管理などをする団体ですが、６区内の住民でも、若い人はほぼ 

知らない組織なので、将来的に運営するのは今以上に大変になって行くと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小諸では、リンゴ狩りやそば打ち体験をします。滑川では、カニの食べ放題や富山湾クルージングなどをします。 

向こうでしてもらう事の方が魅力的で、毎回申し訳ない気持ちで一杯になります。 

ちなみに、当ＲＣでお世話になっている、八朔相撲の八幡宮は、小諸藩のお殿様より荒町が管理を任され、長年維持して 

きました。八朔相撲もお殿様（幕府）の許可の下、荒町町衆が代々開催してきました。この荒町及び荒町町衆が旧松井村出

身の人々で、荒町和合会の前身のような存在です。素敵な化粧回しをありがとうございます。 

最後に将来の夢ですが、娘 2 人に早く結婚してもらい、後継者を連れてきてもらう。早めに引退して好きなことをひたすら 

にする、本をたくさん読んだり、畑を耕したり、旅行をしたり、環境によい事を色々と実践してみたり、小諸の歴史を研究した

り、そして・・・、 

前田会長はじめロータリークラブの皆様のように、ウィットとユーモアに富んでいて、人を不快にさせない、子どもも楽しく 

笑わせられる素敵な紳士になりたいなぁと思います。 

何とも稚拙な内容でしたが、ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
次週のプログラム：１２月２４日（火） 「上半期を顧みて」会長・副会長・幹事・各委員長 

次々週のプログラム： １２月３１日（火） 「定款による休会」 

  

坂の上小学校
滑川交流事業
於︓小諸

 

坂の上小学校
滑川交流事業
於︓滑川

 


