
 

 

 

第2720回例会 2022年10月20日（木） 

SAA/笠井富雄会員 

会報担当/ 川島事務局 

●点 鐘 福原会長  

●ソ ン グ 奉仕の理想 

●お客様 時田ガバナーノミニーデジグネート・ 

大倉会員（市原中央ロータリー） 

海寶会員（次年度第３Ｇガバナー補佐） 

● 会長挨拶  福原会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶・福原義一  10 月第二例会 

こんにちは、皆さんお元気ですか？ご自愛ください。 

国際ロータリー第 2790 地区ガバナーノミニー・ 

デジグネート時田清次さま、市原中央ＲＣ所属、 

同じく大倉崇様・千葉西ＲＣ所属海寳 勘一様 

ようこそ、本日はよろしくお願い致します。 

それでは、2022-23 年度国際ロータリー第 2790 地

区・地区大会のご報告いたします。10月 8 日土曜日

ホテルザ・マンハッタン 

一連の流れで、14 時 50 分表彰並びに感謝状の時間

が、参りました。2021-22 年度地区大会各種クラブ

表彰 100％ロータリー財団寄付クラブで表彰、 

Every Rotarian Every Year クラブで表彰、後日

認証バナーが送られて来ます。 

Endo Polio Now COA クラブで表彰、会員増強優秀

クラブで表彰、代表で演台に登壇し、ガバナーより 

感謝状を授与しました。ロータリー財団年次寄付優

秀クラブ・ロータリー米山記念奨学会寄付優秀クラ

ブ、ロータリー米山記念奨学会功労クラブでも表彰、 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ表彰 13 のうち 7 つ表彰され、これもひとえ

に、2021-22年度平野会長・上野幹事・本多委員長始

めとする会員の皆様のおかげです。 

地区指導者育成セミナーの講師は、国際ロータリー

会長代理柳生好春様による 

演題「イマジン」からはじまる 1 時間のセミナー 

内容は国際ロータリージェニファー・ジョーンズ会

長のイマジンロータリーについての講演でした。 

地区大会 1 日目を終える 

10月 9日アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 東京

ベイ幕張ホールにて国際ロータリー会長代理柳生好

春・令夫人ご入場から始まり 

9 時 30 分点鐘、一連の流れ 12 時休憩・昼食 

12 時 20 分大原保人スーパージャズクァルテット＆

渡辺真知子ジャズと渡辺真知子の声量に、びっくり

感動しました。 

14時記念講演 演題「俳優活動とロータリーの精神」 

高橋英樹さんによる、俳優生活で常に 1 番の俳優で

ある。自分で言うのは、誰にも迷惑かけない、B 型の

性格と言いながら笑いに特徴あり。 

高橋英樹さんは品川ロータリークラブのロータリア

ンでした。1時間 20 分の講演時間笑いが絶えません

でした。16時点鐘・2790 地区・地区大会無事終了。 

9 日地区大会参加者の皆様、ありがとうございまし

た。また、参加できなかった会員の皆様、ちょっと無

理したロータリー活動の協力、お願い申し上げます。 

10 月 10 日チャレンジ！G―スポーツ in 市原スポ

レクパーク協賛金と後援をしている、市原市・市原

ＲＣ・市原中央ＲＣ・市原商工会議所経済人交流会・

市原 JC。協力・帝京平成大学 

3 人 1 組でゴミ拾いをして競わせるスポーツです。

31組が参加、雨のち晴れ無事終了しました。来年も

協賛金依頼が、来ると思いますので、 

よろしくお願いいたします。 

地区大会と、Gスポーツの報告でした。 

本日も、よろしくお願いいたします。 



● 幹事報告 宮武幹事                 

            地区大会も無事に終わり、 

            市原ＲＣは多くの表彰を 

            受ける事が出来ました。 

            10 月 23 日はﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ 

            成田空港第二ﾀｰﾐﾅﾙ前 

            中央広場にて開催されま

す。28 日は第 4Ｇ合同ゴルフ大会、11 月には 

15日市原中央ＲＣとの合同ゴルフ大会・ 

合同例会と行事が続きますが、皆様の参加 

おまちしております。 

市原市児童生徒書初め席書大会の協賛金として 

3 万円寄付致します。 

 

● 寄付感謝状・バッチ授与 

ＲＣ日本財団よりバッチ授与 

         角谷太一会員ご寄付 

         ありがとうございました。 

 

 

 

米山記念奨学会より感謝状 

角谷会員・山崎会員ご寄付 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

● 本日のお客様 

市原中央ロータリークラブ時田 様 

ガバナーノミニーデジグネートに選出されまし

たので、ご挨拶にお伺いしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 本日例会場 

懐石料亭 淡粋 

美味しいお料理いつもありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

● 本日の司会 

笠井会員・青木会員 

 
● ニコニコ報告書 

※時田清二（市原中央ＲＣ）会員・・・25-26 年

度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄに選出されました。千

葉・市原に貢献できるように全力で取り組みま

すので、ご協力をお願い致します。 

 

※大倉崇（市原中央ＲＣ）会員・・・時田年度を 

宜しくご指導、ご協力をお願い申し上げます。 

 

※海寶勘一（千葉西ＲＣ）会員・・・次年度の始

関ガバナー補佐と同期になりますので、よろし

くお願い致します。 

 

※白鳥政孝会員・・・時田様、大蔵様、海寶様 

ようこそ当クラブ例会へいらしゃいませ、9月の

例会と地区大会欠席してすみませんでした。こ

れからできる限り出席します。 

 

※福原会長・宮武幹事・・・市原中央ＲＣ時田様 

大倉様、千葉西ＲＣ海寶様、本日はご来訪あり 

がとうございます。 

角谷会員・中西会員新入会員卓話ありがとう 

ございました。今後とも宜しくお願い致します。 

● 出席報告 

本日出席者 37名  欠席者 39 名 

本日の出席率 52.11％ 



● 本日のお客様 

千葉西ロータリークラブ海寶 様           市原中央ロータリークラブ大倉 様 

  PDG 白鳥様へのご挨拶を兼ねて、         時田様がｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄに選出されました 

クラブ例会に参加させて頂きました。        ので、ご協力のお願いに伺いました。 

 

 

 

 

 

 

● メインプログラム 

新入会員 卓話 中西会員 

                みなさまこんにちは。中西洋明と 申します。 

私は昭和 53年 6 月 1６日生まれ A 型、44歳です。 

4 年前に父が他界してから、川岸自動車株式会社の代表取締役を務めさせて

いただいています。川岸自動車は設立が昭和 40 年 祖父の代からで私で 3

代目になります。仕事の内容は、自動車の車検・点検・修理がメインです。 

車検や点検の際は、よろしくお願いします。 

それでは、自己紹介をさせて頂きます。 

家族構成は妻と子供 3 人（5 年生、２年生、３歳男の子）の 5 人家族です。 

市原市立若葉小学校、若葉中学校、県立千葉南高校に進学しました。その後浪人生活の末、東京情報大学に入学

しました。大学で恩師と出会いまして、論文が書けなく悩んでいるときに、民間の自動車整備工場がマルチメデ

ィアを取り込んでどう活用するかについて書いてみないかと言われ、卒業論文が 1 週間で完成しまして、あれ？

ちょっと自動車整備工場面白いかもと思いまして、自営業を継ぐというチャレンジをしてみようかなと決心し、

卒業後、専門学校の千葉県自動車大学校に行き、自動車整備士の資格を取り、 千葉トヨペットにメカニックとし

て 5年勤めた後、祖父の代から続く自営の川岸自動車に戻ってきました。 

38 歳で消防のつながりから。市原青年会議所に誘われまして、2 年間でしたがいろいろな人に出会い、 

そこから見ている世界が変わった気がしています。 

青年会議所で出会った方々、卒業してからも良くしてくれている先輩後輩とても感謝しています。 

一昨年まで、若葉小学校の PTA会長をつとめました。 

当時、市 P 連の会長でした、大槻さんの下で、市原市代表として PTA県大会で、若葉小学校の PTAについて

発表したのも良い経験となりました。今の体型からは想像できないと思いますが、小さい頃から運動が好きで、

サッカー・水泳・剣道・スキー・スノーボードをやってきました。実は中学時代は 400ｍで市原市の新記録も出

したこともあります。サッカーは、小中高、社会人、フットサルと経験しまして、現在は子供が在籍している、

少年サッカーチームで、お父さんコーチをさせてもらっています。 

今年の春、4級審判の資格も取りました。現在は、38歳からはじめたゴルフにはまっていまして、練習してい

るのですが中々うまくなりません。難しいです。簡単にいかないのがいいのかなと思っています。 

性格は優柔不断で迷ってしまうことが多いのですが、上を見たらきりがない。今いる場所自分が置かれている

場所で、輝けるように努力しなさいと言われた言葉を大切にしています。 ロータリーに関しては、まだまだ、わ

からない事ばかりで未熟ですが、微力ですかロータリアンにふさわしい活動出来たらと思っています。 

簡単ではございますが以上で、卓話を終了させていただきます。 

 今後ともご指導たまわりますようお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 



新入会員卓話 角谷太一 会員 

                皆さんこんにちは、角谷 太一と申します。私は令和 2 年の 7月に入会致

しまして 2 年と 3 ヶ月が経つのですがその間、数多くの新入会員を迎え 

その方々が新入会員卓話を行っていたので“これはもう自分はやらなく

ても済みそうだな”と思っていたのですが前回の例会の時にプログラム

委員会の山本副委員長より「新入会員卓話をまだやってないよね、次回

お願いしますね。」と声を掛けられ本日のこの場に立つこととなりました。

今まで何名かの新入会員卓話を聞いてきましたが皆さんなかなかに 

波乱にとんだ人生の方が多く自分の平々凡々とした半生をお話ししても皆さん大して興味ないのではない 

かと思い、先輩方にどんなお話をすれば良いですか、と尋ねてみましたが皆さん「なんでも良いんだよ、 

好きなことを話しなよ。」という方ばかりでしたのでそれならいっそ来年のクラブ 60 周年に向けて考えて 

いることを聞いていただこうかとも思ったのですが今ここに立っていや、違うな…とおそらく全員が経験 

するであろうこの新入会員卓話はロータリークラブに入会するにあたって新入会員の人となりを皆さんに 

お披露目する場なんだろうなと思い直し自分のことを知っていただくために少しお話をさせて戴きたいと 

思います。まず、自分の両親についてですが父は私が入会する前にこの市原ロータリークラブに在籍させて 

戴いておりましたのでご存じの方も多いと思います。両親ともに兄弟が多く私が子供の頃にはほとんど 

会った記憶のない叔父、叔母がおりまして母の実家にお正月に遊びに帰るとおばあちゃんに預けられた 

知らないおじさん、おばさんからのお年玉が多数あったのを覚えております。高校までは実家で暮らし大学 

に入って母の実家もあった横浜市で一人暮らしをはじめ、卒業後は証券会社に入社いたしましたが西船橋 

の研修所で 1 ヶ月研修を受けた後広島支店勤務の辞令を受け GW の連休中に高校時代、大学時代の仲間に 

送別会を開いてもらい連休明けに広島入りしました。路面電車の中で皆が「～じゃけぇ」という会話を聞い 

て菅原文太がいっぱいだと思いました。私が就職したときはバブルの崩壊からすぐでしたので証券会社＝

損させられたという図式の方も多く門前払いどころかお叱りの言葉をいただくことも多くありました。そ

れでも当時の広島支店は成績立て直しの為、全国から成績優秀な営業マンが集められていたので配属され

たお店によっては新入社員といえど 9 時、10 時まで残業させられるお店もある中、先輩方に守られ定時で

退社したり、夏季休業は 9 連休をとらせていただいたり恵まれた支店でした。中国・四国地方は個人的に行

ったことがなかったので 9 連休もあるのなら、とレンタカーを借りてフェリーで愛媛県にわたり道後温泉

を拠点に四国巡りをしたりしました。最初、広島支店勤務と聞いたときは大変だなと思いましたが会社が広

島往復切符を買ってくれたと思って割り切って楽しんでいた部分もありました。その後今の会社に戻り、う

ちの会社は管工事業を営んでおりますが言葉の響きだけだと観光と勘違いされたりしますが基本的にはプ

ラントいわゆる工場の機械設備の工事の仕事をしております。社内で現場を経験して総務を経験して 11 年

前から父の跡を継ぎ社長就任いたしました。最後に弊社の地域への取組の PR をさせて戴きます。2016 年

より千葉ジェッツふなばし様と連携して小学生を試合に招待する「千葉夢チャレンジ☆パスポートプロジ

ェクト」を開始し、2017年には千葉ロッテマリーンズ様と 2018 年よりジェフユナイテッド市原・千葉様と

それぞれ連携させていただき現在はそれに付随して様々な取り組みを各チームとさせて戴いております。

今後も地域とともに成長していきたいと思っております。簡単ではございますが以上をもちまして私の新

入会員卓話とさせて戴きたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

           


