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濱 真奈美リサイタルに が友情出演会員消息 北山吉明会員
濱さんは金沢出身でイタリヤで歌手となり ヨーロッパでも有名な方です 子、 。（
供時代 金沢市彦三２丁目の私の家のお隣さんでした。 石丸幹夫）

是非、多数の会員のご鑑賞をお願い致します。
４．２６（日）石川県立音楽堂 コンサートホール 時開演14

第 回北國邦楽舞踊特選会のご案内11
年 （祝） 開演 金沢歌劇座 望月太満さん 藤間勘H21 4/29 AM11 会員の 、
やクラブお馴染みの や が出演されます。特別菊さん 杵屋喜澄さん 藤舎真衣さん

。出演には歌舞伎俳優の片岡仁左右衛門さんが清元お祭りに出演されます
是非、多数の会員のご鑑賞をお願い致します。

5/10「利家とまつ」金沢城マラソン参加企画中

美術文化特別賞
第 回現代美術展（ まで）にて 工芸の部で65 4/21
木場紀子会員の紬織着物「海辺」が賞を受けました。
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年度例会予定 2008-2009

岡重利様（青瓷陶芸作家）4/9
クラブフォーラム4/16

大島廣靖様 （茶道・金沢ＲＣ）4/23
休会4/30

2008 2009～ >
岩倉舟伊智 村田祐一 多田利明 井口千夏(役員） 会長： ｲﾚｸﾄ副会長： 幹事： 会計監査：竹田敬一郎 SAA

（親睦友好：宮永満祐美 プログラム：木村幸生 ：井口千夏）（ 吉田光穂理事）クラブ管理運営委員長： SAA
職業：申東奎 社会：相良光貞 国際：斎木妙子 ニコ：東海林也令子）奉仕プロジェクト：炭谷亮一（

（会員増強：吉田昭生）会員組織委員会：魏賢任
ロータリー財団と年次寄付：木場紀子）国際ロータリー財団委員会：西村邦雄 （

（副：大平政樹 広報：北山吉明 ロータリー情報：永原源八郎 会報：石丸幹夫)広報委員会委員長：石丸幹夫
5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：

相川晶代事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局)
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00

満開の金沢城の桜 （日）4.12
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点 鐘
カナダ国家斉唱

『Ｒ－Ｏ－Ｔ－Ｒ－Ｙ』SONG
四つのテスト
会長エレクト 挨拶 ゲスト紹介
（卓話者）岡 重利様（青瓷(せい
じ)・陶芸家） ＊ 地区 第2610
一分区 ガバナー補佐 井上三郎様B

＊地区ロータリー財団委員会
副委員長 松本耕作様 ミリアム・マックロード ケリー・シール ホリー・ホワイ
ト クリス・ヒップス マイケル・ルーク のＧＳＥの皆様
ビジターの紹介 金沢東ＲＣ 能登健太朗、 鏑木基由様、 山本晴一様 金沢西ＲＣ
丸井 洋様
ＧＳＥについて説明 地区ロータリー財団委員会副委員長 松本耕作様

幹事報告・委員会報告

¥32,000- ¥700,116- ¥3,218,294-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
カナダからＧＳＥの５人の方々が約１ヶ月分区Ｂガバナー補佐 井上三郎様

間 地区に来られました。今日は、彼らのお供をして貴クラブにメーキャ2610
ップに参りました。彼らを温かく迎えて頂いてありがとうございます。

カナダからのＧＳＥメンバーのお世話を頂きありがとうございま地区Ｒ財団委員長 松本耕作様

す。 東ＲＣの鏑木です。今日は岡先生を紹介させて頂きました。で金沢東ＲＣ 鏑木基由様

も心配なので同伴です。 ＧＳＥメンバーの皆様ようこそ。井上ガバナー補村田会長エレクト

佐様地区ロータリー財団副委員長松本様ご臨席ありがとうございます。岡重利様、卓話楽しみにして

います。 ＧＳＥメンバーの方々、ようこそ。岡重利様ようこそ、卓話楽しみにして多田幹事

います。 ＧＳＥの皆様ようこそ。岡重利様の卓話をありがとうございます。石丸会員

井口会員 江守巧・道子会員ＧＳＥの皆様、岡様ようこそ。本日は宜しくお願いいたします。

本日はＧＳＥの皆様、岡様ようこそ。 岡重利様、本日楽しみにしています。Ｇ金会員

ＳＥの皆さんようこそ。

ＧＳＥメンバーをお迎えして。木村陽子会員

、 。岡重利様 本日は卓話どうぞ宜しくお願いいたします

岡重利様、ＧＳＥメンバー５名様よ永原会員

うこそ百万石ＲＣにお出で下さいました。岡様の焼き

物の素晴らしい卓話とＧＳＥの方々の異文化に接して

東海林の感想などいろいろと聞かせて下さい。

ＧＳＥの皆様ようこそ。岡様卓話楽しみにし会員

ております。

「日本の美 ( ) －色と形の調和を求めて－講話の時間 」『 青瓷 せいじ 』
岡 重利様（青瓷(せいじ)・陶芸家）

【プロフィール】 年 東京都中野区に生まれる 年 金沢美術工芸大学工1953 1977
芸科デザイン専攻課卒業 年 〃研究課程修了 金沢市1978
別所町に築窯 現在 金沢市工芸協会評議員

“青瓷”とは・・・透明釉に１％以下の鉄が入った釉薬を還元焼成
して「青」色を出す。 “青瓷”との出会い・・・学生時代に“青
瓷”を自分の目で実際に鑑賞する機会があり、感動した。
日本の美とし
ての“青瓷”

日本人は工
芸を [美術]
として絵画・
彫刻などと同
じ枠で見るこ
とができる。
しかし外国で

は、陶芸と絵画・彫刻などとはそれぞれ別個なものと見られている。そんな中で、東京で個展を開いたときに、
フランス人が私の作品を気に入ったらしく毎日やってきて仏蘭西料理を盛りつけるお皿の注文をもらった。彼と、
毎日いろんな会話をした中で私の作品を“エクセレント”と賞賛してくれた思い出がある。和の要素の強い和食器
を洋食器に取り入れることなど、私はこのフランス人の彼に出会えて、新たな方向性、可能性などを見出すことが

回 例会510
2009 4.9

5Fホテル日航
22/38 57.89%出席率

66.43%２月の修正出席率
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できた。 私の作陶 いろんな方と出会い・関わり合いの
中で教えられることが、次回作陶へのヒントとなり方向性を
見出してくれる。自分の思いに嘘なく私らしい作陶づくりに
励んでいる。 質疑・応答 会長エレクト 謝辞・謝礼

《 食 事 》 井上三郎ガバナー補佐乾 杯

ＧＳＥの紹介 カナダから５名

1
0
．

1

1.
リーダー･41歳女 ロータリアン（セントジョーンズイーストＲＣ） 通信事業会社ミリアム・マックロード

メンバー･28歳女 州政府勤務・広報担当ケリー・シールド
メンバー･25歳女 ＮＰＯ団体（移民関連、異文化交流、若者ボランティア）ホリー・ホワイト

メンバー･30歳男 州政府教育担当職員クリス・ヒップス
（敬称略）マイケル ・ルーク メンバー・26歳 男 理学療法士

メンバーのプレゼンテーションGSE

点 鐘

私は「赤毛のアン」の故
郷のプリンスエドワード
島で育ち、 ～ 能1990 93
登半島で高校生に英語を
教えました。 からニ2004
ューファンド州セント・
ジョンに移り、 そこ2005
のロータリークラブに入
りました。そのクラブプ
ロジェクトがローカルの
小学校の為に役立ってい
ることを最も誇りに思っ

ています。
職業はテレコミニュケーションで 年働いています。10
北陸のロータリークラブに再訪出来て大変光栄です。

Miriam MacLoad

ミリアム・マックロード 松本地さんと
区ロータリー 財団委員会副委員長

ケリー・シールドさん ホリー・ホワイトさん 江守巧会員
マイケル・ルークさん クリス・ヒップスさん

村田会長エレクトの演奏
セントジョーンズイーストＲＣバナー


