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第1300回例会

平成29年４月20日（木）

◉本日の例会プログラム 会員卓話
雑誌月間
◎次回例会プログラム

渡邉文敏会員

2016-2017年度地区研修・協議会報告

前回（1299回例会）の記録
平成29年４月13日（木）
■ゲスト
なし
■ビジター
米山奨学生 胡正倫 君

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 ４名
対 象 者 数 20名
本日出席者 14名
欠 席 者 数 ６名
出 席 率 70.00%

◎ロータリーソング 我らの生業

■1298回出席報告の修正
1298回欠席者 ５名
メイクアップ
４名
欠 席 者
１名
修正出席率 75.00%→

95.00%

●メイクアップ
永松会員
（4/5中津RC)、
仲本会員
（3/25地区大会）
足立会員
（3/21中津中央RC）
、
矢頭会員
（3/22中津RC)
●欠席者
佅倉会員

◎幹事報告 黒瀬幹事
●例会変更 中津中央RC

◎会長の時間 長野会長
前々期、
当クラブでは
「クラブの今後」
をテー

4/25㈫ →12：30 〜向笠公園清掃例会
5/2㈫→休会

マにクラブ協議会を行いました。ここ２ヶ月、

●週報受理 竹田RC

同じテーマでクラブ協議会をやりました。同じテーマです

●幹事報告

が方向が全く違います。

・ロータリーの友4月号

前々期は人数が減っている、会長が２順目となり候補が

・国際ロータリー加盟認証状伝達式のご案内

いないので、解散、合併を視野に入れた話をしようとして

・ハイライトよねやま205号

いたのではないかと思います。

・米山奨学生・学友・地区委員卓話募集のご案内

ここ２ヶ月行ってきたクラブ協議会は新たなRIの定款に
基づいた、クラブを進化させるためのクラブ協議会です。

◎本日のメニュー

私達のクラブは大きく変わっています。
この変化を良い方向にみんなで持って行きましょう。そ
して、次々年度ある30周年を良いものにし、40周年50周年
と続けていきましょう。
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新入会員

川田智幸会員

米山奨学生 胡正倫君へ、奨学金を2か月分お渡しします。
胡正倫君：東京へ就職

川田智幸（かわた ともゆき）40歳

活動に行ってきました。

プロフィール・経歴

最終面接が終わり、来
週の月曜には結果がわ

有限会社

中津川田塗装

代表取締役

かります。

営業種目

一般建築塗装

防水工事

加盟団体

鋼橋塗装

㈳日本塗装工業会、㈿大分県塗装工業会、㈿
大分県鋼橋塗装工業会

◎ニコニコボックス クラブ広報委員会
〔土居会員〕本日は中津市内小学校の入学式です。午前中に

1976年７月17日（昭和51年） 宇佐市岩崎で生まれる。
1981年５月 中津市中央町に引越し、川田塗装宇佐支店

山口小学校の入学式に参加して参りました。桜満開の入学
式は29年ぶりとのことです。
〔加来会員〕先週は残念ながら花見例会を欠席してしまいま

として創業
1983年４月 中津市立沖代小学校入学
1984年12月 有限会社

中津川田塗装設立

した。先日、読売新聞にインプラント治療の一面広告で私

1989年 4月 中津市立中津中学校入学

への取材記事が掲載されました。皆さんにコピーをお配り

1992年 4月 大分県立中津商業高等学校

します。責任ある立場になってきました。

情報管理科

入学
1995年 4月 福岡建設専門学校

土木工学科

1997年 4月 丸磯建設株式会社

東京支店

入学
入社、退社

半年間無職で福岡市内を徘徊する。
同

年 12月 土木現場監督の派遣会社に就職｡ 4 ヶ月の
間に千葉(木更津、君津、館山）
、神奈川、
長崎（対馬、
島原）
、
大分（日田）を転々する。

1998年 4月 派遣会社を退職。同時に福岡市南区 川谷建
設株式会社入社

現在の嫁と出会う。

2001年 2月 川谷建設株式会社 倒産、同時に福岡市西区
光立建設株式会社入社
2005年 5月 光立建設株式会社

退社、中津に帰郷し家

業を継ぐ
2006年 6月 結婚
2007年 7月 長男誕生
2008年 7月 中津青年会議所

入会

2009年 3月 長女誕生
〔小野会員〕先週日曜日に、日本舞踊の花柳流の発表会が東
京の国立劇場でありまして、孫の演技を見に行ってまいり

2015年10月 当社

代表取締役

就任

2017年 2月 中津平成ロータリークラブ

入会

ました。森元総理がお孫さんを見に来てまして、私の向か
いに座ってました。

家族構成

妻：ゆかり（40歳）

〔長野会長〕雑誌スマイルに弊社の広告を出しましたが、結

長男：晃輔（9歳

小学校4年生）

構いけてると自分では思ってますが、黒瀬さんの広告には

長女：桃華（8歳

小学校3年生）

負けてしまってます。
〔黒瀬会員〕弊社の広告には私の顔がアレンジされて載って

趣

味

ジム通い

ますので、探してみてください。先週は地区協議会が熊本

ゴルフ（Avel20です、
皆さん勉強させて下さい）

で行われました。5人で行ってまいりました。春の交通安全

YouTube（暇な時は常に見てます）

週間が始まりました。皆さん安全運転につとめましょう。

（2017年4月現在）

〔鎧坂会員〕先週は久々にゴルフに行ってきましたが、79の
高スコアーで回りました。ちょっと自慢話でした。
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