
会長　橘F 克和君
今日は来る平成22年2月7日豸に

開催されるＩＭのキャラバンに、
西尾ガバナー補佐と北松浦ロータ
リークラブより3名の方々がお見え
になっております。
私どもがスポンサーをさせていただきまし

た、北松浦ロータリークラブがホストクラブと
して開催されます。
現在のＩＭは、ＩＣＧＦ（インターシティジェ
ネラルフォーラム）から、ＩＧＦ（左に同じ）、
ＩＭ（インターシティミーティング）に名称が変
わり現在に至っております。
ＩＭの意義は、近隣の都市の数クラブが集ま
って、親睦、情報交換、教育と意見交換をす
る目的で行われる会合とされています。
当クラブが一番最近ホストをしたのは、

1998年（平成10年）の2月に開催された時であり
ます。その時の分区代理は山下　登さんで、
クラブの会長は池田　豊さんでした。成功裏
に開催されております。
なお、今回開催されるのは、12月2日の理事

会で全員登録と決定させていただきました。
ロータリーの行事は参加して色々と得るもの
も多いと思います。
どうか皆さんのご理解をいただき、当日の

ご出席をお願いして会長挨拶とします。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
㈱庭建　田雑　豪裕様

川闢 洋一様
○ゲスト
第5グループガバナー補佐（北松浦RC）

西尾　弘毅君
○ビジター
元分区代理 御厨　成宏君
北松浦RC会長 山口　俊一君
IM実行委員長 松尾　清治君

幹事　石井　正剛君

１．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
インターアクト委員長 天本　俊太君
2009-2010年度インターアクト後期指導者研修
会のご案内
日時／平成22年1月23日貍 13:30～16:00
場所／東彼杵町総合会館

教育センター（長崎県東彼杵町）
出席対象者／
RC会員：IA地区委員、IA委員長、

IA副委員長
高校（先生）：顧問教師
高校（生徒）：IAC会長、副会長、幹事
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2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 



２．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ
12月1日、7日

３．第2740地区ガバナーエレクト
高原　武彦君

2010-2011年度ガバナー補佐人選のお礼
第5グループ　福田　金治君

４．日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会
大会会長　多田　　宏君
（第2580地区ガバナー）

大会実行委員長　町田　宗俊君
（沖縄分区ゴルフ同好会副会長）

第21回日本ロータリー親睦ゴルフ大会 沖縄
大会ご案内
日時／2010年3月15日豺 AM8:00 スタート
会場／琉球ゴルフ倶楽部
登録料／15,000円

（賞品代、懇親会、通信費他）
申し込み日／2月12日貊

５．長崎国際大学ローターアクトクラブ
11月月報

６．長崎県共同募金会佐世保市支会
支会長　朝長　則男様

赤い羽根共同募金について（お礼）

■第2740地区 第5グループガバナー補佐
西尾　弘毅君

皆様こんにち
は。本日は貴重な
例会時間を拝借
し、ＩＭのご案内
とご参加のお願い
に参りました。
まず、はじめにお礼を申しあげたいと思い

ます。先日からガバナー補佐訪問、また、ガ
バナー公式訪問に際しましては、大変お世話
様になりました。
又、島原での地区大会には、多数のご出席

を賜り盛会に終了する事ができました。有り
難うございました。

本日同行して頂きました3名の方々を、私の
方からご紹介申しあげます。元分区代理でみ
くりや呉服店代表　御厨会員です。次に、サ
ンパーク吉井支配人・現北松浦RC会長の山口
会長です。次に、スーパー松葉屋社長でＩＭの
実行委員長の松尾会員です。
ＩＭも来年2月7日豸開催となっております。

おそれいりますが、先日からご案内のとおり
全員登録となっておりますので、よろしくお
願い申しあげます。
又、本会登録者、懇親会出席を詳しくお知

らせいただければ幸いです。どうぞ一人でも
多くのご参加をお願い申しあげ、詳しくは松
尾実行委員長よりご説明申しあげますので、
よろしくお願い申しあげます。
北松浦RCのスポンサークラブとして、ＩＭ

が成功しますよう、ご指導の程よろしくお願
い申しあげます。

2009-2010年度 インターシティ・ミーティング
開催のご案内
日時／2010年2月7日豸

受付開始　13:00～14:00
開会点鐘　14:00～16:45
懇親会　　17:30～18:45

会場／江迎町文化会館

■インターアクト委員会
委員長　中村　徳裕君

募金活動報告
12月5日貍 四ヶ町アーケード島瀬公園前にお
いて、インターアクトクラブの歳末たすけあい
募金活動を行いました。インターアクター男
子4名、女子4名及び顧問の林田先生、原口先
生、菅沼理事長、当クラブからは有薗大委員
長と中村が参加しました。
募金には当クラブ橘闍会長、池田　豊パス

ト会長をはじめ、多くの皆様がご協力くださ
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り、日本円40,901円、米ドル 1ドル25セントが
集まりました。西海学園から長崎新聞社を通
じて寄付させていただきます。

雑誌委員会　委員長　安福鴻之助君
「ロータリーの友」12月号

縦組み・21ページ
Ｄ.2530 福島西RC 河野　担司
『メークアップのすすめ』
4年余をかけ2007年11月

全都道府県135クラブ訪問
2009年3月末現在　163クラブ訪問

メークアップを通じて感じたことは「外は
広い」「上には上がある」ということ。
メークアップは単に出席補填ではなく、自

分のクラブが見えてくる、と先輩から教えら
れたがまさにその通り。
ロータリーのすばらしさ、奥の深さ、さらに

ロータリアンの好意と友情を肌で感じることが
出来る。と結んで、メークアップによりロータリ
ークラブの多様性を感じておられるようだ。

ロータリーの多様性と言えば、
家族月間である12月号の「ロータリーの友」

にそれを見ることが出来る。
横組み・1ページ
ジョン・ケニーRI会長
“ロータリー家族”というメッセージに、家
族が一緒に活動することこそ、今日のロータ
リーがより強力な明日へのロータリーへと成
長することを保証する、というメッセージで
すが、その具体例を3つあげます。

〔6ページ〕Ｄ.2630 名張RC
家庭集会を当番会員宅で月2回ペースで開

催。多い年は年間50回も。親睦、時事、ロー
タリー論を交わしている。

〔7ページ〕Ｄ.2520 亘理
わたり

RC（宮城）
20人の夫人部、高齢化しつつあるも、施設

慰問、清掃ハイキング etc  続けている。

〔8ページ〕Ｄ.2600 長野北RC
男性25人、女性17人のそれぞれ合唱団があ

り、時折は混声合唱団となり病院慰問。

以上のような活動例が掲載されている。

親睦活動委員会　武田喜一郎君

第5グループガバナー補佐　西尾　弘毅君
先日からガバナー補佐訪問、ガバナー公式

訪問では大変お世話様になりました。、本日は
貴重な例会時間を拝借し、4名でIMのご説明
とご案内に参上致しましたので、スポンサー
クラブとしてご指導賜り、多くの方々のご参
加をお願い申しあげます。

田雑　豪裕様
本日はたいしたお話は出来ませんが、よろ

しくお願いします。

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
円田　浩司副幹事
田雑豪裕さんの卓話を楽しみにしております。

森　　信正君、米倉洋一郎君、平尾　幸一君
遠田　公夫君、田中　信孝君、古賀　　巖君
斉藤　宏隆君、福田　金治君、長富　正博君
田雑さんの卓話に期待して。

富永　雅弘君（クラブ奉仕委員長）
古賀　　巖君（親睦活動委員長）
増本　一也君（出席委員長）
本日、めでたく第59回創立記念例会のボー

ドが掲示されました。クラブ奉仕委員会あげ
ての大事業として私共も頑張っていくという
割には、某広告屋さんは今日も1時間前に思い
出したとの事で、先が思いやられます!!
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 19,000円

累　　計 449,000円

◇

ロータリー3分間情報



（今週の担当　小川　芳寛）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民
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＊次回例会予告＊

佐世保市国際政策課国際交流員
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様
「韓国の経済状況の概略」

『人も緑も心地よく暮らせる環境造り』

㈱庭建　代表取締役社長
佐世保市造園建設業共同組合理事長

田雑
たぞう

豪裕
たけひろ

様

①枯山水の庭
展示場の中でも、ひときわ優雅な佇まいを

見せる本格的日本庭園。庭建の技術は、様々
な様式の日本庭園を、その敷地や風土に合わ
せてベストなものを提供いたします。

②ウッドデッキ
今やお庭づくりには欠かせないアイテムと

なったウッドデッキ。庭建は、ハードウッド
（パシフィックジャラ材）を使用。耐久性に優れ、
防虫効果が高い、理想の木材です。お客様の
ご要望に、優れたデザイン力でお応えいたし
ます。

③数寄屋門のアプローチ
伊予青石を敷き詰めたアプローチ。御簾垣

と大和塀に、古の春日灯篭。雅な数寄屋の門
構えは、どこか京の料亭を思わせる気品溢れ
る佇まい。庭建のたしかな造園技術の成せる
業です。

④野外炉・ロックガーデン
粋なオーストラリアレンガで積み上げた、本

格的な野外炉。その周囲には石積みと植栽を
絡ませたロックガーデン。シンボルツリーのケ
ヤキの木陰で、くつろぎのティータイムを。

⑤雑木の庭
雑木とは、コナラ、ヤマモミジ、ヤマボウシ、

エゴノキなど、繊細な幹をもつ樹木のことを言
い、これに下草を植え、小川などをあしらっ
たものを「雑木の庭」と言います。石組みを
流れる瀬音に安らぎを感じる至福の庭です。

⑥里山の庭
里山。この言葉の響きは、どこか懐かしい

郷愁を感じます。古きよき幸せな思い出、日
本人の心の原風景をここに再現しました。生
活環境が都会化された今だからこそ、庭建は
「ジャパニーズ　ナチュラルガーデン」を提案し
ます。

⑦塀と庭
塀、門柱、門扉、アプローチ。その家の第一

印象を決定づける最も大切な外構は、素材、デ
ザイン力で決まります。庭建の芸術性溢れるエ
クステリアプランナーは、その家屋、敷地にあ
わせたベストなプランニングでお応えします。

⑧屋上緑化・壁面緑化
今、最も注目されている屋上緑化。地球に

やさしく、省エネにもつながるその技術は、
様々な施設や住宅で取り入れられています。
庭建は、独自のノウハウでローコスト、ハイグ
レードで実現します。

⑨駐車スペース・土間
無味乾燥な駐車スペースが、アイデアと工夫

次第で、このように楽しくて夢のある空間に
変わります。あなたの駐車スペースをキャンパ
スに見立て、自由に絵を描いてみませんか？

⑩土留各種
土留の石積みの演出です。単に石積みと言

っても、色々な積み方があり、その技術は庭
建ならではのものです。

卓　　話


