
皆様、明けましておめでとうございます。本日、年男卓話をします上野です。 

１９６３年２月４日生まれですので、まだ５９歳です。 

市原ＲＣには２００９年４月 8 日に４６歳で入会しました。今までの卓話履歴を

振り返ってみると、今回で 5回目でした。 

もうじき６０歳になるわけですが、ゴルフの飛距離が落ちたりとか、急に肘が痛く

なったりとか、老眼になりつつあるとか、体の変化は感じていますが、そこそこ１

０年前と変わらずに趣味のバイクでツーリング、サーキット走行、ゴルフ、その他

色々な事が出来ていますので、今のところ正直ピンと来ません。 

そうは言っても、母親は６５歳、父親は７０歳で亡くなっていますので、せめてあ

と２０年は、元気でいたいなとは思っています。 

幸い、市原ＲＣには、希望の光と申しますか、８０歳越えの人生の大先輩として、

川島さん８０歳、小池さん８３歳、三木さん８５歳、赤星さん８５歳、白鳥さん８

８歳と５名も在籍しています。特に小池さんのゴルフは、凄いなーといつも感心し

ています。因みに２０２１年のデータの６０歳男性の平均余命は、２４年ですので、 

健康に留意して目指したいと思っています。 

仕事は、株式会社上野工業所という主に石油精製、石油化学、上水下水環境関連設

備のメンテナンスをする工事会社を父の後を継ぎ経営しております。 

会社の歴史としては、前身の会社からすると５３年になり、４５歳で代替わりして

１５年になります。そこから遡る事 9 年、市原青年会議所の理事長を１９９９年

１年間務めましたが、実は２０００年から数年間、会社にピンチが訪れまして、当

時未経験だった資金繰りと会社の立て直しで必死でした。そして、代替わりする半

年前に母が亡くなり、代替わりして 1 年で父が亡くなったので、振り返ると３０

代後半から１０年間はあっと言う間だったなと思います。そこから現在までは、2

人の息子達も所帯を持ち、3人の孫にも恵まれ今のところ幸せな時間を過ごしてい

ます。今後の課題は、事業承継となりますが、時代が時代なので慌てず、しっかり

とした舵取りをしたいと考えている今日この頃です。 



せっかくなので、当社が施工させて頂いている原油タンクについて触れさせて頂 

きます。タンクのメンテナンスですが、容量 1万ＫＬ以上の液体の危険物を貯蔵 

する屋外タンク貯蔵所については、消防法令の規定により、基本周期８年ごとに 

市町村長等による保安検査を受ける事とされています。パワーポイント資料説明 

ここからはロータリーの話をします。自分自身では、ボランティア活動全般を仕事

じゃない仕事と表現してます。２０歳から４０歳までは、市原青年会議所に所属し、

数多くの人と出会い、様々な経験をし、かけがえのない時間を過ごさせて頂きまし

た。この２０年があったからこその今なんだと思っています。青年会議所卒業後は、

青年会議所ＯＢ有志の会である市原ＪＣＦＣの運営、商工会議所五井青年部、千葉

南法人会青年部で活動しつつ、昨年 6 月で退会した伊藤英樹さんのお誘いで市原

ＲＣに２００９年４月に４６歳で入会しました。 

その後、５１歳の時に平野さんと共に市原商工会議所榊原会頭のトラップに嵌り

まして、青年経済人交流会で５５歳まで活動しました。嵌ったといいながらも、青

年経済人が無かったら出会わなかった皆さんもいらっしゃるので、良かったかな

と思っています。次は３年前に始関さんに「上野さん推薦しといたから」の一言で

休眠預金活用事業の資金分配団体に採択された公益財団法人ちばの WA 地域づく

り基金さんが実施する金額５千万円の休眠預金活用事業の審査員をする事となり

大変貴重な経験をさせて頂いております。昨年１２月１７日に休眠預金を活用し

ている団体の助成事業成果報告会がありまして、各団体が真摯に活動されている

事に大変感動しました。 
ロータリー歴は、こんな感じです。パワーポイント資料説明 

次に２０２２年２月に開催の第４Ｇｒ、第３Ｇｒ合同で開催した会員基盤向上セ

ミナーで発表した市原ＲＣ会員増強についてです。パワーポイント資料説明 

ご清聴ありがとうございました。 



卓話 年男放談

上野 聡 １９６３年２月４日生

市原ロータリークラブ入会

２００９年４月８日 在籍１３年９ケ月

２００９年７月 新入会員卓話

２０１１年４月 会員卓話

２０１６年２月 結婚誕生卓話

２０１７年２月 結婚誕生卓話

２０２３年１月 年男卓話



趣味



趣味



趣味



市原ＲＣ ８０歳越えの人生の大先輩の皆様

川島 智 さん ８０歳

小池 清二さん ８３歳

三木 敏靖さん ８５歳

赤星 健二さん ８５歳

白鳥 政孝さん ８８歳

※ ２０２１年データ ６０歳の平均余命２４歳



仕事

株式会社上野工業所 代表取締役 工事屋です

主に石油精製、石油化学、上水下水道環境関連設備のメンテナンス

タンクメンテナンス

容量1万ＫＬ以上の液体の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所につい

ては、消防法令の規定により、基本周期８年ごとに市町村長等による

保安検査を受ける事とされています



原油タンク



原油タンク



原油タンク



ロータリー歴

２０１０–２０１１ クラブ奉仕・親睦活動小委員長

２０１１–２０１２ 国際奉仕・ロータリー財団小委員長

２０１３–２０１４ クラブ奉仕・会員増強小委員長

２０１４–２０１５ （理事）国際奉仕委員長

２０１５–２０１６ クラブ広報小委員長

２０１８–２０１９ （理事）会員増強・公共イメージ副委員長

２０１９–２０２０ （理事）会員増強・公共イメージ委員長

２０２０–２０２１ （理事）副幹事

２０２１–２０２２ （役員）幹事

２０２２–２０２３ （理事）会長ノミニー

２０１５–２０１６ 地区 米山記念奨学委員会

２０１６–２０１７ 地区 インターアクト委員会

２０１７–２０１８ 地区 インターアクト委員会



好きでは無い理由

いろいろ有りますが・・・・

今日は差し控えます・・・・

ロータリークラブ

好きでは無いけど、嫌いでは無い

嫌いでは無い理由

尊敬できる人との出会い

２０１５-２０１６ 米山記念奨学委員会

委員長堀口路加さん（成田ＲＣ・現第１０Grガバナー補佐）

梶原地区幹事長の勧誘

米山寄付宣言

尊敬できる人 勿論、市原ロータリークラブにも居ります



市原ロータリークラブ会員増強のターニングポイント

２０１５-２０１６ 万崎会長（５２代）

５９歳（２００７年 ５２歳 入会 在籍７年７ヶ月）

期首４１人 → 期末４０人

・平野幹事

・２人入会、３人退会 （入会者２人は後にＪＣ入会）

・長期計画委員会設置

・２８４０地区本田パストガバナー（前橋ＲＣ）卓話

・食事時間変更 １２：３０～ → １２：００～１２：３０







２０１６-２０１７ 西村会長（５３代）

６８歳（２００８年 ６０歳 入会 在籍８年６ヶ月）

期首４０人 → 期末４１人

・万崎会員増強・退会防止小委員長

・１人入会

・入会者１人は、ＪＣＯＢ（女性）



２０１７-２０１８ 山本会長（５４代）

４３歳（２００５年 ３２歳 入会 在籍１２年４ヶ月）

期首４１人 → 期末４８人

・万崎会員増強・退会防止委員長

・８人入会、１人退会

・入会者８人は、ＪＣＯＢ７人、その他１人

・例会数を原則月２回へ

・年会費２４万円 → １８万円



２０１８-２０１９ 長田会長（５５代）

５４歳（２００５年 ４１歳 入会 在籍１３年４ヶ月）

期首４８人 → 期末５２人

・福原会員増強・退会防止委員長

・５人入会、１人退会

・入会者５人は、元ＪＣ１人、

会長人脈４人（女性1人）

・例会数を完全月２回へ

・例会場を五井ＧＨ → 淡粋へ

・事務局、事務局員交代

・食事ロスへの取り組み



２０１９-２０２０ 篠田会長（５６代）

４８歳（２００６年 ３５歳 入会 在籍１３年）

期首５２人 → 期末５９人

・上野会員増強・退会防止委員長

・１０人入会、３人退会

・入会者１０人は、ＪＣＯＢ７人、その他３人

・例会開催曜日変更を提案

・会報作成 → 事務局へ



２０２０-２０２１ 本郷会長（５７代）

６９歳（２０１０年 ６０歳 入会 在籍９年１１ヶ月）

期首５９人 → 期末６５人

・星会員増強・退会防止委員長

・７人入会、１人退会

・入会者７人は、ＪＣＯＢ２人

その他５人（女性1人）

・例会開催日を水曜日 → 木曜日に変更

・細則に休会制度を制定（年間６万円）



２０２１-２０２２ 平野会長（５８代）

６０歳（２００７年 ４６歳 入会 在籍１３年６ヶ月）

クラブスローガン「利他の心」

期首６５人



２０２１-２０２２年度 ７ケ月経過して

期首６５人 → 現在７３人

・本多会員増強・退会防止委員長

・入会者８人は、ＪＣＯＢ６人、その他２人

・ＪＣＯＢ、現役、元会員で３７人

・女性会員５人

平野会長セレクト

ロータリー賞１３の目標 ： 低めのハードルですが、ほぼクリア予定

先ずは行動 ： ロータリー奉仕デー

： ポリオ根絶祈願および

新型コロナウイルス感染収束祈願プロジェクト



ロータリー奉仕デー・地球環境保全プロジェクト

市原ＲＣ地域社会貢献基金応募団体 桜さんさん会河川清掃



世界ポリオデー・祈願プロジェクト 成田山新勝寺



寄付：ノルマ達成

ロータリー財団 ＄１９，５００

・姉妹クラブとの青少年交流予算、コロナで未使用 → ＄１００／人

・ポイント使用で２度目の１００％ポールハリスフェロークラブへ

・ポールハリスフェローで意識付け

米山記念奨学会特別寄付 １３５万円 → １５回目の功労クラブ

ロータリー希望の風奨学金 １０万円 → 青少年奉仕



ロータリー財団寄付のご褒美？

保川有梨さん グローバル補助金（GG）奨学生合格！ 40,000＄



６年でどう変わったか？

２０１５期首：４１人（女性２人）

ＪＣＯＢ＝１１人

平均年齢：６１．１７

平均在会年数：１４．９５

２０２１期首：６５人（女性５人）（現在７３人）

ＪＣＯＢ、現役、元会員＝３１人（現在３７人）

平均年齢：５６．８歳

平均在会年数：１１．２７年

ロータリーの理解度は？・・・

課題：出席率（平均５８％）でしょうか・・・、

コロナ過、【どうぞ仕事優先で】と言ってます

まだまだ課題はありますが、

例会場には、元気な挨拶、明るい笑い声、そして笑顔が！



会員増強・退会防止委員会
＆公共イメージ委員会

クラブ管理運営委員会＆ＳＡＡ



会員増強親睦ゴルフ



箱根親睦旅行



ご清聴ありがとうございました！
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