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　私は李佳妮（リ　カジ）です。中

国の大連出身です。2007年北京の

中央美術学院に入学して、製品デザ

インの下にある陶磁部屋に入りまし

た。2011年卒業しました。そして、亜

海会展株式会社で一年間働きまし

た。そのあと、会社を辞めて、日本に

留学するため、景徳鎮に行って、作

品を作りました。2013年７月に日本に参りました。

2013年7月〜2015年3月

　福岡九州英数言語学校で日本語を勉強しました。

2015年4月〜2017年3月

　金沢美術工芸大学　修士課程修了

2017年4月〜現在

　金沢美術工芸大学　博士後期課程　在学

　私の大学時代は大学生活に楽しんでで、将来どんな人

になりたいのかあまり考えませんでした。会社で働いた一

年、仕事が好きけれども、自分は何をやりたいのか、自分

にとって何が大切なものなのか、将来はどんな人になりた

いのか真剣に考えました。

　私はしゃべるタイプではありません。人と付き合うこと

に苦手ですが、言葉ではなく、他の方法で人が私を理解さ

せる道はないのかと考えていました。その方法は自分の言

いたいことが作品を通し、人に見せます。自分の気持ちを

うまく伝えるようにもっと勉強することが必要です。です

から、留学しに来ました。

※李さんは2018年4月〜2020年3月まで、当クラブの米山奨学生とし
て毎月、例会にも参加されます。向井健夫会員がカウンセラーとな
りますので、例会で見かけた時はお気軽に声を掛けてください。
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米山奨学生　李です！
❖  5 月 14 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
 5 月14日  金沢東RC 60周年特別例会概要説明
  　及び部会別打合せ

■例会卓話予定
 5 月21日  休会
 5 月25日  金沢東RC 60周年特別例会
  （金沢21世紀美術館）
 6 月  4日  60周年慰労例会
 6 月11日  交換学生　Brooke ALMQUISTさん
  「母国の紹介他」
 6 月18日  休会
 6 月25日  会長・幹事退任挨拶
 7 月  2日  会長・幹事新任挨拶
 7 月  9日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長新任挨拶

■ おめでとう（敬称略）
◎５月お誕生日祝

坂本　憲一　5.  3 諸江　賢二　5.  8
別川　　稔　5.  9 西川　英治　5.  9
三平　佐弓　5.11 高岩　勝人　5.11
山崎　勝治　5.11 南　　志郎　5.25
三井　誠司　5.31

◎５月ご結婚記念日祝
諸江　賢二　5.  3 村端　一男　5.  7
谷村庄太郎　5.  8 髙桑　幸一　5.14
宮本　秀夫　5.15 浅野　達也　5.18
粟田　真人　5.20 松本　浩平　5.20
忠田　秀敏　5.23 荒木　吉雄　5.26
久米　　剛　5.27

■ ニコニコ Box（敬称略）
中川…春の叙勲で瑞宝中綬章をいただきました。また、クラブよりお祝いをいただき、

誠にありがとうございます。これからもロータリークラブ末席にいますので、
よろしくお願いいたします。

西川…この度、黄綬褒章をいただくことになりました。支えていただいた多くの方々
に感謝、感謝です。今後とも現役で頑張りますので、よろしくお願いいたします。

別川…中川衛先生が瑞宝中綬章を受賞されたこと、おめでとうございます。
別川…我がメンバーの西川英治さんが黄綬褒章を受章されたことにお慶び申し上げ

ます。西川さんは高校の同級生で、奇しくも私と誕生日が同じだったそうです。
大変誇りに思います。

会 務 報 告



〈 例会メニュー 〉
5/14 〈中華〉上海風五目炒めをメインに旬の野菜を使って
5/21 　休会
5/25 　60周年特別例会

長渡…本日、入会させていただきました日本生命の長渡です。前任の星同様、よろし
くお願いいたします。

椿原丈士…本日、入会させていただきました椿原です。前任の川杉同様に、新メン
バーとしてお世話になりますが、よろしくお願いいたします。

為廣…本日より、伝統と礼儀を重んじる金沢東ロータリークラブに入会を承認いただ
きました。誠に感謝申し上げます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

厚見…長渡・椿原・為廣さんの3名の素晴らしい新会員を迎えてニコニコと。
岩木…為廣さん、長渡さん、椿原さん、入会おめでとうございます。これから楽しい

ロータリーライフをお過ごしください。今後共、よろしくお願いします。
山本…本日、為廣さん、椿原さん、長渡さんの3名が新しく仲間として金沢東RCに加

わったのを祝して、ニコニコと！
小池田康秀…本日、長渡さん、椿原さん、為廣さんの3名が入会されました。よろしく

お願いします。この東RCを通じて、また新たな良い出会いがあることをお祈り
します。

徳野…椿原さん、長渡さん、為廣さんのご入会を祝してニコニコと。
別川…日本生命新支社長の長渡さんの入会の承認をいただきまして、ありがとうござ

います。金沢で良きロータリアンとして活動できますよう、皆様のご指導をよ
ろしくお願いします。

木藤…本日は長渡さん、椿原さん、為廣さんのご入会、おめでとうございます。これか
らロータリーを通して、明るく楽しく共に過ごして参りましょう。

竹松…椿原さん、長渡さん、為廣さんの入会を歓迎いたします。皆様、よろしくご交誼
の程お願いいたします。

厚見…次男が先週結婚いたしました。私の嫁は鹿児島県出身、長男の嫁は長崎県出身、
次男の嫁は福岡県出身、娘は福岡勤務、我が家は九州一色になりそうです。

岩本…先月23日の創立記念日に新社屋の竣工式を迎えることができました。メン
バーの方々にもご出席とお花を賜り、ありがとうございました。ニコニコ。

井上…GWにホールインワンを達成しました。いまでもその感触が残っていますが、
本当にゴルフをやっていて良かったと思います。ところで、保険に入っていたの
ですが、セルフプレーでしたので、少々手続きが厄介な様です。椿原支店長、よ
ろしくお願いいたします。

◆60周年実行委員会
日　時：5月14日（月）　18:00〜
場　所：かなざわ石亭
会　費：10,000円

◆RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）
日　時：5月27日（日）　9:30〜17:30
場　所：石川県地場産業振興センター　本館「第２研修室」
会　費：3,000円（クラブ負担）
出席予定者：向井

◆金沢8RC新旧会長・幹事会
日　時：6月5日（火）　18:00〜
場　所：ホテル日航金沢　30F「ラ･プラージュ」
会　費：10,000円
出席予定者：厚見、中田、山本、石野

◆第４回グリーン会ゴルフコンペ
◎ゴルフコンペ
　日　時：6月9日（土）　9:27スタート
　場　所：片山津GC「加賀コース」
◎表彰式＆納会
　日　時：6月9日（土）　18:30〜
　場　所：六角堂 Grill&Bar
　会　費：6,000円

◆インターアクト協議会
日　時：6月9日（土）　10:30〜15:00
場　所：能美市辰口福祉会館
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：朝倉

◆クラブ国際青少年交換委員長会議
日　時：6月10日（日）　14:00〜15:30
場　所：富山産業展示館 テクノホール 東館2F「大会議室」
会　費：2,000円（クラブ負担）
出席予定者：大島淳光5/21㈪,5/28㈪は休会です

５月は青少年奉仕月間です

四つのテスト
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

◆金沢東RC 60周年特別例会「継魂新才」

日時：2018年5月25日（金）14:30〜受付開始
15:00〜16:00　記念講演会
「北陸新幹線とまちづくり」 前金沢市長　山出　保氏
16:15〜17:00　60周年特別例会
17:15〜18:00　レセプションパーティー
18:30〜21:00　大懇親会

会場：記念講演会・特別例会・レセプション
　金沢21世紀美術館
大懇親会
　かなざわ石亭

会費：会　員…不要
配偶者…10,000円
（大懇親会ご参加の方のみいただきます）

※5/21（月）及び5/28（月）は休会です。

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.

『第32回 愛の献血運動』実施のご案内
日　時：5月14日（月）10:00〜16:00
場　所：献血ルーム　ル･キューブ（かなざわはこまち3F）
※献血にご協力いただいた方には粗品（鉢植花）を贈呈
いたしますので、会員およびご家族、会員事業所の従
業員様のご協力をお願いいたします。

※今回は400ml献血のみの受付となります。

三平…義父　洋一の葬儀にあたり、ご会葬賜り、感謝いたします。御礼が遅くなり、失
礼いたしました。

諸江…5月8日で、満90歳の誕生日を迎えます。健康にも恵まれ、我ながら良くここま
で生きてこられたと感心します。同級生や友人はほとんど亡くなりました。東
RCの中でも私が入会した時には未だ生まれてもいない人が、この中の半数も
おられると知り、感無量です。どこまで生きられるか頑張ります。

岩木…結婚記念日に綺麗なお花をいただきまして、ありがとうございました。
諸江…64回目の結婚記念日に綺麗なお花をありがとうございました。
米沢…25ヵ年の皆出席をいただき、ありがとうございます。還暦があっという間に

過ぎ、古希に近づきつつあります。予定では現役を引退しているはずでしたが、
しばらく続ける必要がありそうです。引き続きよろしくお願いします。

　合計　1,549,750円　

❖  5 月 7 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 4 月16日 55 ／ 96　ホームクラブ　57.29%
 4 月  9日 78 ／ 96　補正出席率　　81.25%
　　　　　　　　　　　　  　（出席免除会員5名）


