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第1356回例会

平成31年４月４日（木）

◉本日の例会プログラム 18：30〜割烹たはら 花見例会
◎次回例会プログラム

夜間例会

18：30〜

前回（1355回例会）
の記録
平成31年３月28日（木）
■ゲスト

■出席報告
会 員 数 23名
免除者数
2名
対 象 者 数 21名
本日出席者 15名
欠席者数
6名
出 席 率 71.43%

■ビジター

◎ロータリーソング

我らの生業

◎会長の時間 中島会長
皆さんこんにちは。本日は３月最後の例会となり
ましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。巷では
桜も５分咲きとなりいよいよ本格的な春の訪れを感
じる時期となり四季折々の花鳥風月を愛でることのできる事を
幸せに思います。
前回の例会後10日間ほど資格試験のため渡米させていただき、
無事に試験も合格し、私自身新たな気づきと力を得ましたので
それをこのクラブへも還元していきたいと思います。その間に
も永松幹事をはじめ多くの皆様に大分第一ブロック内外へ30周
年の告知をいただき誠にありがとうございます。おかげさまを
持ちまして、現在の時点で180名弱の登録をいただきました事
に感謝申し上げます。是非ともクラブ全員で万全の態勢でお出
迎えしていきたいと思います。
本日の例会は会員卓話と、いよいよ来月になりました当クラ
ブの創立30周年の祝賀会の会場で当日お出しする料理の試食も
兼ねております。祝賀会の華は様々なイベントと酒肴です。ゲ
ストの方々にどのようにおもてなしが出来るのかを考えながら、
料理につきましても忌憚のないご意見をお願いいたします。

■1354回出席報告の修正
1354回欠席者 13名
メイクアップ
7名
欠
席
者
6名
修正出席率 38.10%→

71.43%

●メイクアップ
黒瀬会員
（3/18龍谷高校）
、
永松会員、
辛嶋会員
（3/7玖珠）
、
若松会員
（3/4ワールド大阪）
、
矢頭会員
（3/19中津中央）
、
鎧坂会員
（3/13龍谷高校）
、
渡邉会員
（3/5龍谷高校）
●欠席者
佅倉会員、長野
（修）
会員、仲本会員、大下会員、
長野（定）
会員、土居会員
また、渡辺さんには後ほど卓話をいただく予定となっており
ます。新入会員の皆さんは一度は体験する事ですが、貴重なお
話が聞けます事を楽しみにしております。本日も短い時間では
ございますが最後までよろしくお願いします。
◎幹事報告 永松幹事
●例会変更 中津中央RC4/9（火）→18:30 〜花見
例会
4/16（火）→向笠公園清掃例会（永照寺）
4/30（火） 休会
大分RC、大分東RC、大分臨海RC、大分南RC、大分中央RC、
大分1985RC、大分城西RC、宇佐八幡RC、宇佐RC、湯布院RC、
別府RC、別府中央RC、別府北RC、別府東RC、くにさきRC
●週報受理 熊本平成RC、宇佐八幡RC、竹田RC、仙台平成
RC、加古川平成RC
●会報受理 米山梅吉記念館 会報
●幹事報告
・中津RCより４月例会プログラム
・中津中央RCより４月例会プログラム
・八代東RC創立30周年記念式典のご案内
・ハイライトよねやま228号
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・2018-19年度 RLIパート（1）開催のご案内
・クラブ戦略計画に関するアンケートご協力の御礼
・佐伯MARINERC 創立30周年記念式典のご案内
・中津商工会議所より会議所ニュース
・中津市暴力絶滅市民会議会長表彰の推薦について依頼
・ロータリーの友４月号
◎本日のメニュー

◎委員会報告 30周年実行委員会 川田会員
でんじろう先生の講演会チケット販売等のお知らせ
◎ニコニコボックス
土居会員〕平成元年に出来たクラブなので節目がよく出来てる
いいクラブだなと思います。
加来会員〕20周年時、自分が会員だったのを思い出します。今
振り返ればその時の色々な課題や問題を解決しながら取り組ん
でいった事を思い出します。皆さん30周年は頑張っていきましょ
う。
山本会員〕息子の話になりますが、進学など色々とお金がかか
るなあと思います。皆様もそのような事があればぜひ大分銀行
に相談へ！（笑）
川田会員〕30周年をひかえ土曜日の夜は憂鬱になりますがそれ
も楽しみに変え頑張ります。皆さんも御協力お願いします。
永松幹事〕川田君が頑張ってくれている事に感謝しています。
これからも皆さんと団結して30周年を盛り上げていきましょう。
中島会長〕今日の新人卓話をしてくれた渡辺さんはこうみえて
実は真面目な方です（笑）これからもよろしくお願いします。
黒瀬会員〕今日は渡辺君、素晴らしいスピーチをありがとう。
30周年は皆さん盛り上がっていきましょう。
梶原会員〕早いもので30周年はもうすぐそこまで来ています。
20周年の事もついこの間のように思い出します。
佐藤会員〕30周年で皆様が気を引き締めている中、白衣での参
加恐縮します。
◎新入会員 渡辺会員
改めて簡単に自己紹介をさせて頂きます。小川建
材工業の渡辺と申します。会社は生コン及びコンク
リート製品を取り扱っております。年齢は47歳、
妻一人おりますが子供はおりません。現在角木町の方に住んで
おります。本日は宜しくお願い致します。
兵庫県姫路市生まれ、高砂市育ちであります。高砂市で父親
は神戸製鉄に勤めており、いわゆる典型的なサラリーマン一家
に生を受け、社会人になって家を離れるまで親元で生ぬるーく
平々凡々と過ごす事になります。地元の小中学校に通うんです
が、中津ですと不良に絡まれる場合「お前どこ中や！」と聞か
れると緑中やとか、城北中じゃ、とかなるんですけどウチの場合、
荒井中学校でしたので、オレは荒井中じゃー！となります。何や、
ほな８時に全員集合や、となり「何だバカヤロー」と言ったか
言わなかったとか・・・ま、ネタですけど、失笑ありがとうご
ざいます。
高専をどうにか６年間で卒業し、就職は太陽日酸という会社
に就職しました。有名ではありませんが高圧ガスのメーターで
す。当時は高圧ガスだけでなくシャトルシェフと言う真空調理
鍋、ステンレス魔法瓶（現在は分社化してサーモスって会社）、
それからチャーハンやケーキなどの冷凍食品、あと化粧品やゲ
イラカイト（凧）なんかも取り扱ってる面白い会社でした。最
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初は本社（東京新橋）で半年ほど新入研修を受けます。東京蒲
田暮らしです。そして大阪の支店（四ツ橋、難波の近く）が最
初の赴任地となります。独身寮は大阪高槻にありました。主な
仕事内容はメーカーとして商社廻り、既存ユーザーへの訪問、
新規開拓。５年ほどして姫路の営業所に転勤です。実家から近
かったのですが、一人暮らしがしたかったのでマンション住ま
いです。次の転勤が子会社の広島支店に出向となります。さら
に数年経ち、さあ次は四国にでも転勤か？と思われた頃に、ちょ
うど義理の父親である先代社長から中津の小川建材に来んか？
とお声が掛かります。それまで仕事には一生懸命取り組んでい
ましたが、自分の生活については流されるままなーんにも考え
ていないサラリーマン人生を謳歌してたんですけれども、ここ
で人生の一大転機となります。それまでは嫁が社長の娘だとか、
会社の経営とか考えた事もなかったんですね。自分で思います
がすんごいバカなんです、
私。そしてここ中津に来ると決めた後、
前職を辞めてもう若いうちにこんなことも出来ないだろうと１
年みっちりプータロをして遊ぶ訳ですが、今日はその話は割愛
いたします。
35歳で中津にきて小川建材に入りました。生コンのナの字も
知りませんでしたが、当時はダイハツ工場の２期工事の真っ最
中でもあり訳が分からないなりに一生懸命現場に出ることでい
つの間にか仕事も何とかこなせるようになってきました。とこ
ろが丁度入社３年経った頃先代社長が亡くなりました。以前か
ら糖尿病を患っておりましたが急なことで、ショックであった
と共に当時リーマンショックの真っ最中でもあり、経営状態を
見るとケツに火が付いたようになっており、凄まじく大変だっ
た、と今でも記憶に残っています。義父である先代社長が亡く
なったのが平成22年２月24日、実はその２週間前の２月９日に
自分の父親も肺がんで亡くしております。それまで身内の葬式
とかなくてほとんど葬式の記憶がないくらいでしたが、同年同
月に二人の父親がいっぺんに居なくなった。あ〜人間の人生と
いうのは不思議なもんだな〜、茫然自失と言いますか、心ここ
にあらずと言いますか、何とも表現できない気持ちになりまし
た。
さて、あまり湿っぽい話をしててもしょうがないので、皆さ
んにはあまりなじみがないかも知れませんが生コン・コンク
リートについてのお話を簡単にしていきたいと思います。コン
クリートと言うのは材料として、セメント、砂、石、水、それ
から混和剤という石鹸みたいなものを混ぜ合わせて作ります。
固まりきっていないものを生コン、U時溝や束石といった商品
として固まったものをコンクリート製品と呼びます。ちなみに
セメント、水、砂、だけで石を入れてないものをモルタルと呼
びます。粘土みたいなものです。コンクリートは人々の生活に
欠かせません。昔コンクリートから人へ、と言うキャッチフレー
ズがありましたが、住宅、工場、道路、砂防のような防災施設
等など、人々の安心安全で豊かな生活をするためにコンクリー
トは欠かせません。木造住宅であってもコンクリートは必ず使
われております。また、火災時において水源が取りにくい所へ
の水の供給にミキサー車で水を大量に運ぶという防災協定を中
津市とも結んでおり実際に何度か出動したこともあります。私
の自己紹介がいつの間にか生コンのアピールの様な形になって
しまいましたが、この辺で締めくくっていきたいと思います。
もう中津にきて12年が経ちました。たまにですが中津弁も自
然と出るようになりました。この様な自己紹介の場を設けて頂
いたことで、初めて自分がこれまで歩んできた人生と言うもの
を振り返ってみる事が出来ました。こうしてまた新たに諸先輩
の皆さんと知り合えた御縁に感謝するとともに、自分も初心に
帰ってまだまだ頑張っていかなければならないと気持ちを引き
締めていきたいと思います。緊張もし、ツマラナイ小ネタも挟
みスベリまくった自己紹介でしたが、最後までご清聴頂きあり
がとうございました。
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