概ね60㎞/h以上のサービスを提供すること

○小野（裕）会員
永松さんおめでとうご

ができる規格の高い道路です。

ざいます。姉妹交流に出

事業の流れ

席できずすみません。

１．事業の説明
元の皆様に説明いたします。
２．測量地質調査
計画路線の発表に先立って測量・地質の

進
中津日田道路

ロータリーは分かちあいの心
ROTARY SHARES
国際ロータリー会長

中津平成ロータリークラブ
会
長
幹
事
会報委員長

ウィルフリッド・Ｊ・ウィルキンソン

若松定生
榎本正則
田原和己

調査を行います。

中津土木事務所次長兼企画調査課長
地域高規格道路

中津平成週報
国際ロータリー2720地区

事業の進め方・立ち入り調査について地

ゲ ス ト 卓 話

2007〜2008年度 国際ロータリー・テーマ

2007〜2008年度

秀人氏

三光本耶

馬渓道路概要
中津日田道路は、重要港湾中津港と日田
地域を結ぶ延長約50㎞の地域高規格道路と
して平成６年12月に計画路線に指定された
道路です。
中津日田道路は東九州自動車道と九州横
断自動車道とを連結することで広域的なネッ
トワークを形成し、物流の効率化や地域産
業の交流促進を図るなど、地域活性化が期
待されます。また、豊富な観光資源を持つ
耶馬溪・本耶馬渓地域へのアクセス性が向上
し、広域的な集客、新たな周遊観光ルート
の創設など観光産業の活性化に大きく寄与
します。
「三光本耶馬渓道路」は中津日田道
路の一部を構成し、大分県中津市三光から
同市本耶馬渓町に至る延長約12.8㎞の道路
であり、難工事が予想されるため国土交通

３．道路の設計
道路の設計案を作成します。
４．設計協議
建設する道路や、取付道路の内容につ
いて地元の皆様と話し合いを行います。
５．用地測量・物件調査
る杭を設置し、地権者の方の立会いのもと
用地測量や建物などの調査を行います。
６．用地協議
個別に地権者の方々と家屋・土地等につ
いて協議を行います。

に大きな格差が生じています。地域高規格
道路は高速道路を補完し、路線全体として

◎本日の例会プログラム

ロータリー夜学 担当 : クラブ奉仕委員会 加来委員長
担当 :Ｒ情報委員会 白石委員長
クラブ総会

地権者の方々と用地交渉を行い、話がま
とまると契約・調印を行います。

前回（ 863 回例会）の記録

平成19年11月29日(木)

８．文化財調査
必要に応じて文化財の発掘調査を行い
ます。

■ビジター
なし

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
８名
メイクアップ
４名
欠
席
者
４名
修正出席率 69.23%→

９．工事説明
工事中に地元の皆様にご迷惑をかけな
いて説明会を開きます。

一般に高速道路と一般国道には走行速度

平成19年12月６日（木）

○次回例会プログラム

中津日田道路が整備されると…

地域高規格道路とは

第 864 回例会

７．用地取得

いように、工事の進め方や交通処理等につ

市までの時間が約33分短縮されます。

メール／office@n-heisei.org
ホームページ／ http://www.n-heisei.org/

現地に道路用地として必要な幅を明示す

省で整備を行うものです。
中津日田道路の整備により中津市−日田

例会日／毎週木曜日 12：30
例会場／中津オリエンタルホテル
☎24-8111
事務局／〒871-0055 中津市殿町1383の1 中津商工会館2F
☎0979-22-9716 FAX 0979-22-9722

10．建設工事
工事中の相談についても、現場の職員
がお聞きします。

11．完成開通
道路の開通となります。
（文責：田原）

■出席報告
会 員 数 26 名
免 除 者 数 ０名
対 象 者 数 26 名
本日出席者 20 名
欠 席 者 数 ６名
出 席 率

84.62%

●メイクアップ
熊谷 (中津 )、永松、田原 (中津中央 )
辛嶋 (宇佐 2001)

76.92%

●欠席者
小野 (裕 )、小野 (嘉 )、江渕、土居

「ロータリーは分かちあいの心」

ROTARY SHARES

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」 He Profits Most Who Serves Best

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

からCLPについての講演で、内容は割愛し

●幹事報告

ますが、１つだけ紹介しますと、Rの会長は

・ガバナー事務所より「半期を振り返っ

手に手つないで

１年毎に交代していくが、その１年間クラブ
の運営と管理に多くの時間と労力を使うが、

CLPを導入する事により、このエネルギーを
奉仕に向ける事ができるとの事でした。
最後に杉谷ガバナーよりゾーン研究会に

会 長 の 時 間
会長

若松

定生

て」の会開催のご案内。
・東日観光㈱よりロサンゼルス大会参加旅
行募集案内。
・中津商工会議所より退任・就任の挨拶状
届く。

○矢頭会員

がありました。

・仙台平成RC、加古川平成RC、熊本平成

退会防止委員会→会員維持委員会

と運営ご苦労様でした。特に姉妹交流委員

職業倫理の低下対策として新職業奉仕委

会の皆様、又、親睦委員会を始め参加会員

員会をRIで創立

の皆様も大変お世話様になりました。お蔭

RCより姉妹交流合同例会のお礼状届く。
・来週の例会はロータリー夜学です。12/6
（木）18 ：30よりオリエンタルホテルで
行います。会費は2,000円です。（１月

ロータリー財団で３年後地区に戻ってくる

次回の仙台平成RCでの開催が待ち遠しい発

50％の事について、今後用途は地区に一

言もあり、実り多い交流会でした。ただ一

任して使いやすいように変更との事。

をされたそうですが、大事でなくて幸いでし

また質疑応答の中で、クラブの魅力アップ・

た。どうぞ養生されて下さい。

活性化の方策で多く出たのがパスト会長
の活性化という意見が多く出ました。

・矢頭姉妹交流委員長
先日の姉妹交流はありがとうございま
りになりました。大変感謝申し上げます。

共に参加してきました。勉強会の内容を報告

今日で１年になります。

幹 事 報 告
幹事

榎本

正則

に配布されているのでよく読んで下さいとの

●例会変更 中津中央RC 12/19（水）18：

事でした。この中で、例会の取消の理由とし

他に出席記録の算出方法も少し変更になっ

30〜グランプラザ中津ホテル。中津RC
12/19（水）18 ：30〜グランプラザ中
津ホテル、12/26（水）休会。宇佐RC、
別府中央RC、湯布院RC、豊後高田RC、
別府北RC、大分キャピタルRC、津久見
RC
●週報受理 中津中央RC、竹田RC、津久
見RC

ている様です。次は石井地区研修リーダー

●会報受理

会出席率が少なくとも（60％→）50％に達
していなければならない」と変わっています。

○小路会員
ロータリーに入会して

定審議会の「決定報告書」、これは各クラブ

度の各半期間において、MUを含むクラブ例

に合格しました。

す。

運営委員会の勉強会に加来C奉仕委員長と

続の中で出席率による終結が「会員は、年

次男が今回司法試験

合格おめでとうございま

した。姉妹クラブの皆さんも喜んでお帰

含む法定休日」となり、又、会員身分の存

○永松会員

永松会員、司法試験

委 員 会 報 告

た、大分県下各RCクラブ奉仕・クラブ管理

て「法定休日」が「一般に認められた祝日を

ました。

○岡野会員

つ、ゴルフ組の加来会員がスタート前に怪我

は、種々ありましたが、内でもRI2007年規

姉妹交流に協力して頂きありがとうござい

に引落し）

様で、他の平成RCの方々も喜んでいただき、

しますと、麻生地区管理運営大委員長より

ただく様になっています。
ありがとうございます。

・ガバナー事務所より国際大会のご案内。

タリー４姉妹クラブ合同例会・懇親会の準備

本日は中津土木事務
所の進次長に卓話をい

出席して、いくつかの変更決定事項の案内

11月17・18日に開催されました平成ロー

さて、25日（日）に宇佐市で行われまし

○梶原会員

四つのテスト（言行はこれに照らしてから） １. 真実かどうか

ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス
担当：会報委員会

○若松会長
先週の姉妹交流あり
がとうございました。

○向笠会員
姉妹交流に出席出来
ず申し訳ありません。永
松会員、合格おめでとう
ございます。

中津沖代ライオンズクラブ

２. みんなに公平か

３. 好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

