
出席報告

会員誕生日 野村利､豕瀬､浦出､大木､池永､長井､渡部

配偶者誕生日 串上栖美子(元義）､中田祐子(吉昭)

結婚記念日 野村利､吉田哲､木村頼､市木､近藤､稲田静

☆長嶝義雄様､中西 努様より卓話謝礼を頂きました。

☆お世話になります。････････････････････南(串本RC)

☆ようこそ長嶝さん中西さん､本日は卓話宜しくお願い

します。････････伊賀､福本雅､濵口､近藤､長井､柏木

☆串本RC次年度会長南 慶一さん､ようこそおいで下さ

いました。･････････････････････････････････廣本

☆本日､例会終了後､第1回クラブ協議会を行います。よ

ろしくお願いします。･･･････････････････････中松

☆ロータリーゴルフで久し振りに優勝しました。これ

で優勝カップの取切り戦への参加資格を獲得しまし

た。年寄りの冷や水だと笑わないで下さい。･･･長野

4月25日 村上(田辺東RC）

メイクアップ

お 祝 い

ニコニコ箱

第2916回 第2917回 第2918回

会員数 84名 84名 84名

出席規定免除会員数 10名 10名 10名

出席計算会員数 82名 82名 81名

出席者 62名 58名 54名

出席率 76.54％ 70.73％ 66.67％

メイクアップ 10名 13名

修正出席率 87.81％ 85.54％
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「こころの中をみつめよう
博愛を広げるために」

-Reach within to Embrace
Humanity-

カルヤン・バネルジー
ＲＩ会長

大澤徳平ガバナー

例 会 日 木曜日 12：30
例 会 場 紀伊田辺ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

会 長 伊賀 久記
幹 事 福本 雅彦
会報委員長 柏木 壽夫
http://tanabe-rc.com/

承 認 昭和28年3月2日
事務所 〒646-0031

田辺市湊1073-63
ＴＥＬ 0739-24-2002
ＦＡＸ 0739-26-0264
ｍａｉｌ tanabe-rc@helen.ocn.ne.jp

４つのテスト (FOUR WAY TEST)

言行はこれに照らしてから
(1) 真実かどうか
(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

●司会者
伊賀久記会長

●ソング
背くらべ

●ゲスト
田辺市建設部高速道路室

室長 長嶝 義雄 様
主任 中西 努 様

●ビジター
南 慶 一 君(串本RC）
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☆熊野古道の田辺闘雞神社→稲葉根王子をガイドして

歩いてきました。･･･････････････････････････近藤

☆柏木委員長､2回も休んでしまい申し訳ございません

でした。今日から頑張ります。･･･････････････横田

☆昨日の午後､和歌山市内ホテルで三谷前会長とバッタ

リ会いました。世の中狭いです。･･･････････野村富

☆この冬は初めて風邪をひかなかったと思ったら､やっ

ぱり春になって鼻風邪をひいてしまいました。･柏木

☆年中体調が悪い。今度はヘルニアです。･･･････松本

☆副SAAの田中 陽さんが欠席で大忙し。･････････玉井

お知らせ

会長報告
・本日はございません。

幹事報告
・前回もご案内いたしましたが､次週5月3日の例会は､

祝日のため休会です。次回は､5月10日です。

新会員卓話

岩本 浩典 会員

桂 三 歩 様

委員会報告

次年度60周年記念委員会 植田英明幹事
・平成25年4月18日にこの例会場にて田辺ロータリー

クラブ創立60周年記念例会を行います。あと358日

です。また記念ゴルフにつきましては､平成25年3月

17日(日)に予定しております。これから会員の皆様

には準備等で忙しくなると思いますが､皆で共に60

周年をお祝いするためによろしくお願い致します。

・次回5月10日に例会終了後､60周年記念委員会を行い

ますので60年記念委員会の各委員長の方と総務委員

会は全員お残り下さい。

「 妙心寺 退蔵院-京都-」撮影 柏木壽夫会員



南紀田辺ＩＣ

上富田ＩＣ
（仮称）

白浜ＩＣ
（仮称）

日置川ＩＣ
（仮称）

すさみＩＣ
（仮称）

近畿自動車道紀勢線 Ｌ＝３８ｋｍ

 紀勢線の概要（田辺－すさみ間）

4

区 間 ： 起点・田辺市稲成町稲成 終点・西牟婁郡すさみ町江住

道路延長 ： ３８Ｋｍ

計画交通量： ９，９００台/日

全体事業費： １，９６８億円

Ｉ Ｃ ： ５箇所

事業形態 ： 新直轄方式

すさみ西ＩＣ
（仮称）

プログラム
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田辺ロータリークラブの皆様には、平素から市行政

全般にわたり何かとご協力をいただき、誠にありがと

うございます。

また、「田辺市まちづくり学びあい講座」のなかか

ら、高速道路に関するテーマをお選びいただき、お話

の機会をいただいたことに深く感謝を申し上げます。

ご存知のとおり、近畿自動車道紀勢線の南進事業は

田辺市内だけでなく終点すさみ町までの全域で急ピッ

チにて工事が行われております。

工事の進捗につれ住民の皆様には少なからずご不便

やご迷惑をおかけしておりますが、私どもといたしま

しても高速道路がもたらす整備効果はもちろんのこと、

事業の進捗や完成目標等につきましてもさらに積極的

にPRを行い、皆様のご理解とご協力をお願いしたいと

考えているところであります。

近畿自動車道紀勢線田辺すさみ間は国土交通省の新

直轄方式で事業が進められています。

この新直轄方式というのは高速道路会社ではなく国

土交通省が直接整備をおこない、完成後の高速道路は

無料開放されるというもので、並行する一般国道のバ

イパス的役割も担うものとなり、沿線住民の方々の生

活道路としても使用していただけるものです。

またインターチェンジの簡素化が可能となり、料金

所設置の必要もないことから、整備費用や維持管理費

用の削減ができるといったメリットもあります。

現在は用地取得もほぼ終盤に差し掛かり、今後２千

メートルを超える長大トンネルの工事にも取り掛かっ

ていく状況で、完成は田辺市からすさみ町まで暫定２

『高速道路ができるまで』

車線ではありますが、平成２７年度の「きのくにわか

やま国体」開催を目標としております。

完成後には時間短縮や交通環境の改善はもちろんの

こと、観光や経済活動、地場産業の活性化など計り知

れないメリットが期待されておりますが、昨年の東日

本大震災や、紀南地方に甚大な被害をもたらした台風

１２号等の発生から、自然災害に対応する「命の道」

としての役割がますますクローズアップされてきまし

た。

現道の国道４２号線は代替路がないため、災害時に

は新たに設置する予定のインターチェンジを介して被

災地への緊急物資の輸送や緊急車両の乗り入れが可能

となり、被災により発生する孤立集落を解消すること

が期待されているとともに、津波襲来時の緊急避難場

所としても考えられております。

田辺市といたしましても高台にある大規模構造物と

いうことで、今後できるだけそういった避難利用がで

きるように、働きかけていきたいと思っております。

現在、高速道路にアクセスする道路として、田辺市

芳養町と南紀田辺ＩＣを結ぶ田辺西バイパス(３.８キ

ロ)を国土交通省が整備中であります。

この田辺西バイパスは県道芳養清川線を境に、稲成

町からの１.６キロは平成２５年度に開通する予定で、

高速道路へのアクセス道を整備することで相乗効果を

期待しています。

また、白浜ＩＣ(仮称)と南紀白浜空港を結ぶ県道

(フラワーライン)も計画され、高速道路を中心とした

公共インフラの整備が計画されています。

以上のように着々と事業が推進されている近畿自動

車道でありますが、関係機関が力をあわせて完成に向

けて組んでおります。

工事の進捗に伴いまして、さらなるご迷惑をおかけ

する部分も増えてくるかと思いますが、どうぞこの機

会に高速道路事業に対してご理解をいただき、この場

をお借りしてご協力をお願いしたいと思います。

ありがとうございました。

田辺市役所 高速道路室

室長 長 嶝 義 雄 様 主任 中西 努 様

次年度 長井保夫幹事予定者
・例会終了後､2012-2013年度第1回クラブ協議会を行

います。場所は､一番奥の部屋です。出席者の方は

よろしくお願いします。

次年度60周年記念委員会
玉井洋司記念事業委員長

・田辺ロータリークラブの歌を作る予定ですが､歌詞

を作るにあたって､入れてほしい言葉､フレーズを皆

さんにお聞きしたいと思います。後日､用紙をお配

りしますのでご協力よろしくお願いします。


