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田井淳様（洋画家）「僕は絵描き」
講師紹介 企画委員長 北山 吉明会員

。平成 年金沢市文化活動賞です。先生の絵画の中の情熱は見る者に感動をあたえています11

丁度タイ國の
方がみえられまし

（）たが 私は田井
タイ）です。本日
は北山吉明先生の
ご命令でまいりま
した。 昨日倉ヶ
岳のお池へ行きま
したが 山桜はま

だでした。獅子吼高原では猟師の人にあいま
50した。猟銃をもたせてくれました。昨年は

頭の熊と の猪を狩ったと言うことでし300kg
た。

絵に出会った話し
学生の頃から人物画を描いていました。砂場でソバを食べていたら若い女性が入って来たので是非とモデルを頼ん
だ事もあります。モデルの精神性まで取り入れた絵を描きたいと思いました。

－－－－多くの作品を示しながら、いろんな風景の写真が偶然にも制作した絵画ににていた事や、絵画のなか
の多くのモデルの精神的なものを追求して止まない作品制作の姿勢を説明されました。

～六道界の欄間拝観～会場変更例会のご案内
如来寺さん（＝吉田昭生会員宅）にて会場変更例会を下
記の通りさせて頂くことになりました。今回は、住職の
法話を聴きながら中国の有数な彫刻家による六道界の世
界を彫刻した欄間を拝観させて頂きます。万障繰り合わ
せの上ご出席をお願い致します。ご家族の同伴も可能で

19:00 20:30す 日 時 平成１９年５月１７日 木 ～。 （ ）
5-1-15 076-221-0833場 所 如来寺 小立野 ℡

卓 話 如来寺住職 吉田 昭生会員
『地獄・餓鬼・畜生（三悪道）の世界からの解脱』

会 費 会員・家族 １人／ 円 当日の急なキ2000
、 。ャンセルの場合は 恐縮ですが会費をお支払い願います

出欠〆切 ／ （木） 事務局まで5 10

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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例会 予定
田井淳様（洋画家 「僕は絵描き」4/12 ）
井口千夏会員（株） 社長4/19 Potencia Homme

「言葉と文字」 「松竹の間」5F
川上重彦様（金沢医科大形成外科教授）4/26
「形成外科の最新医療」
渋谷進様（ 株）渋谷工業取締役副会長）5/10 （
「出会いとふれあい」
会場変更例会 於：如来寺5/17
家族例会 バイオリンミニコンサート5/24
西澤和江様（バイオリン奏者）
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点鐘
『それでこロータリーソング

そロータリー』
四つのテスト『

金沢北におられた百万会長 挨拶
石 創立の特別代表であった清水忠様RC

RCの随筆が出版されました。京都北東
のマッチンググラントについて

卓話者） 田井 淳（あつし） 様特別ゲストの紹介
（洋画家）北山真美夫人

金沢南ＲＣ 神谷昌利会員、金沢香林坊ＲＣ 小ビジターの紹介 POHSADEJ NAKORNSRI RC Krittika Lilabhan
幡謙二会員
●今月の誕生者の紹介 ９日 山下 会員１６日 木村 幸生（こう
せい）会員 ２７日 後出 会員 ２８日 木場 会員
今月表彰の皆出席者の紹介＊３カ年 江守 巧 ＊２カ年 野城 勲

●皆出席 ４年６ヶ月 村田会員 １年５ヶ月 江その他皆出席状況〉
守道子会員 １年１ヶ月 宮本薫子会員 ７ヶ月 齋木会員 ６ヶ月

北山会員、炭谷会員、水野会員
● ２８年５ヶ月 石丸会員、８年７ヶ月 谷会員、 ８年通算皆出席
５ヶ月 金会員、４年９ヶ月 西村会員

幹事報告・委員会報告
■ についてチャリティーコンサートコンサート収益金
会員の皆様のご協力により の収益となりました。 百万¥119,500-
石基金へ入金しネパール未就学児童奨学金、メイクアウイッシュ
・オブジャパン・子供夢フォーラムなどへ寄附に当てさせて頂き
ます。
■ ガバナー 荒井公夫拉致被害者家族支援義捐金のお礼
各ＲＣの皆様方のご協力を賜りお蔭様で 円の義捐金が集457,903

まり、国際ロータリー 地区ガバナー事務所に委託致しまし2560
たことをご報告申し上げ心より感謝申し上げます。
《 食 事 》

ワタシハ デス● NAKORNSRI RC Krittika Lilabhan さんの挨拶： Krittika Lilabhan
タイカラキマシタ コン

カイ シュッセキサセテ

イタダキ タイヘン

ウレシイデス

ハジメテ ニホンノロー

タリークラブニ シュッ

セキ デキマシタ ワ

タシハ イシカワニ イ

ッカゲツ タイザイシテ

ニホンゴヤ ニホンノ

ブンカナドベンキョウシテイマス カナザワニイルアイダ デキルダケ ロータリーノミナサン

トオアイシタイト オモイマス コウリュウヲシタイトオモイマス コンゴモ ヨロシクオネガイシマス

14,000 555 840 5,436 335-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ ， 残高￥ ，
田井さん、本日は宜しくお願いします。タイよりキッチカーさん、ようこそ。 北江守会長 大沼会員

山先生のご息男のジャズピアノライブで初めてお目にかかりました。田井先生、今日は宜しくお願いしま

す お陰様で伝統工芸日本金工展に入選しました 若い頃は サッカーマン これからは 作。 。 、「 」、 「金会員

家 。皆さん宜しく。 田井様ようこそ。卓話楽しみにしています。金会員第３６回伝統工」 西村会員

芸金工展入選おめでとうございます。 金会員、第３６回伝統工芸日本金工展入選本当にお野城会員

めでとうございます。田井様、本日の卓話よろしくお願いします。 田井様ようこそ。宮本薫子会員

卓話楽しみにしております。 金さん、伝統工芸展入選おめでとうございます。田井様、卓村田会員

話楽しみにしています。キッチカーさん、タイからようこそいらっしゃいました。 先日、宮永会員

東ＲＣにメーキャップしてきました。宮本薫子会員に刺激され私もロータリークラブで目標をもって今年

はメーキャップしようと思います。
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「オーキッドルーム」5F
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18/36 50.00%出席率

79.86%３月の修正出席率は


