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第1308回例会

平成29年６月22日（木）

◉本日の例会プログラム 夜間例会 会員卓話

◎次回例会プログラム

2016-17年度 会長・幹事報告夜間例会「一年を振り返って」
会長 長野定生／幹事 黒瀬孝一
道の駅 しんよしとみ ピッツェリア・フィエロ
６月29（木）休会

前回（1307回例会）
の記録
平成29年６月15日（木）
■ゲスト
㈱道の駅なかつ
久保岳士氏
■ビジター
なし

◎ロータリーソング

駅長

■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 15名
欠 席 者 数 ５名
出 席 率 75.00%

それでこそロータリー

◎会長の時間 長野会長
皆さん、こんにちは。私が会長である例
会も今日を含めて残り２回です。残念なよ
うな、清々したような気分です。来週１年
を振り返ってということでお話をさせてい
ただくのですが、今日は少しさわりだけお話させていた
だきます。
この１年会長職をしてきて、反省ばかりでした。会長
の時間のまともなモノは１度もなく、会長職をこなせた
のだろうかと思っています。PETSの時にもらう「クラブ
を成功に導くリーダーシップ」という冊子がありますが、
この厚みが５㎜ないくらいです。この５㎜ないくらいの
仕事をこなすのがなかなか大変でした。次年度からは黒
瀬会長となり、より良いクラブができていくことと思い
ます。そして、毎年毎年、当クラブは良くなっていくこ
とと思います。そのようなクラブにいられることを嬉し
く思っています。残り２回、よろしくお願いします。

■1306回出席報告の修正
1306回欠席者 10名
メイクアップ
３名
欠 席 者
７名
修正出席率 52.38%→

66.67%

●メイクアップ
辛嶋会員（ワールド大阪 6/3）
永松会員
（JAPAN 6/7）
若松会員
（中津中央 5/30）
●欠席者
足立会員、土居会員、佅倉会員、仲本会員、小野会員
宇都宮会員、矢頭会員
◎幹事報告 黒瀬幹事
●例会変更
●週報受理 杵築RC
●幹事報告
・竹田ＲＣ創立60周年記念式典参加御礼
・ハイライトよねやま207号
・ガバナー月信６月号
◎ニコニコボックス 担当：奉仕プロジェクト委員会
〔辛嶋会員〕韓国の晋州市（チンジュウ）へ先週行ってま
いりました。中津JCと晋州JCとは姉妹クラブということ
らしいですが、私は初めてでした。人口40万の大きな町
でした。
〔土居会員〕今日は久保さん、今年度の最後のプログラム、
ゲスト卓話、ありがとうございます。晋州市（チンジュ
ウは30年前から行ってます。今はいいですが、昔はいろ
んな面で差がありました。
〔小野会員〕今日は久保さん、ありがとうございます。道
の駅では、から揚げ、鱧しゅうまい販売等でお世話になっ
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てます。
〔中島会員〕土日曜日に関西学生弓道、関西選手権があり、
指導に行ってきました。女子は優勝することが出来まし
た。また、来月から学校に通うことになりました。
〔長野会長〕来週は最終例会です。会場が野外ですのでラ
フな服装で願います。
〔黒瀬幹事〕来月入会予定の新会員候補の方に会ってきま
した。川田さんと同級とのことでお話を伺いました。来
週が最終例会で私としては幹事は終わりますが、来月か
らは会長と大変な役につきます。どうぞ皆さんよろしく
お願い申し上げます。
〔宇都宮会員〕沢山のニコニコをありがとうございました。
営業の車のパワーウィンドウが故障してます。修理部品
が早く来てくれることを祈ってます。
◎ゲスト卓話
ゲスト卓話「道の駅中津について」
㈱道の駅なかつ 駅長 久保岳士氏
■ 運営体制
★株式会社 道の駅なかつ
会社の目的
１．道の駅なかつ 施設管理・運営
２．観光案内・地域ＰＲ業務
３．催事等の企画・運営
４．レストラン委託経営
５．地域の農林水産業の振興に寄与する業務
資本金500万円（中津市100％出資）
取 締 役 前山 良猛（中津市副市長）
事務局駅長 久保 岳士
職員・パート 他２名
★JAおおいた直売所オアシス春夏秋冬
（JAおおいた中津事業部）
事業の目的
１．農林水産物の加工販売
２．花の販売
３．食料品、種苗類、工芸品の販売
４．不動産の賃貸及び管理業務
５．地域の農林水産業の振興に寄与する業務
事務局
店
長 三ツ廣孝治
副 店 長 植山 修治
事 務 員 他37人
★道の駅なかつレストラン（有限会社 三秀）
事業の目的
１．レストラン経営
２．地域の特産品・食材等の利活用業務
３．地域の農林水産業の振興に寄与する業務
事務局
社
長 三浦 秀仁（有限会社 三秀 代表取締役）
店
長 木村 永大
店員・パート 他15人
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【情報】
｢道の駅なかつ」は、
大分県で23番目にオー
プンした道の駅です。
■ロケーション
「道の駅なかつ」は、
一 般 国 道10号 線 に 立
地。 国 道212号 線 と の
接続にも近く、北九州
市と大分市、日田を経
由して福岡市へと繋が
る交通の要に位置して
いる。

■総工費
約12億1000万円（第2駐車場

約1億660万円）

■工期
平成25年10月から､ 平成27年1月末
（第2駐車場、平成28年3月末完了）
■売上目標（平成6年度）
JAおおいた直売所オアシス春夏秋冬 3億6000万円
道の駅なかつレストラン 3000万円
■所在地
〒871-0152 大分県中津市大字加来814番地
■道の駅コンセプト
『道の駅なかつ 〜「ひと」
「まち」「みち」
「とき」を
つなぐ駅〜』
●「ひと」をつなぐ道の駅
・人が集うひろばや地産地消にこだわった直売所を整
備し、人々の交流を促進
・地域の防災拠点機能を兼ね備える施投として整備
・道の駅全体のバリアフリー化で様々な人が使いやす
い施設として整備
・立ち寄った人々の疲れを癒して温かくもてなす憩い
の場づくり
●「まち」をつなぐ道の駅
・中津の魅力を広くアピールする情報発信の場
・中津の観光資源を伝える場、城下中津・名勝耶馬渓
へ誘導する核施設
●「みち」をつなぐ道の駅
・利用者にリアルタイムな交通情報等の提供
・地域の主要道路の災害発生情報や、道路規制情報、
気象情報を提供
●「とき」をつなぐ道の駅
・遺跡公園を整備した、純文遺跡と出会う駅
・縄文時代から続く古代遺跡が集中するエリアへ誘導
する核施設
・地域の歴史や文化を伝える場としての「拠り所」
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