
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 12 月 22 日 (水) 

通算第 2992 回例会 

本年度 第 18 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 

・開会点鐘 

・「日も風も星も」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・行事  

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・クラブフォーラム 

第２９９１回例会 会長挨拶 鈴木政成君 

２０２１年１２月２２日発行  第２８１１号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区 

前回例会 記録 
2021 年 12 月 8 日 第 2991 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 54 名 出席会員 39 名 

当日出席率 72.22％ 

・行事 

・2021 学年度米山奨学生 タイ・リン

さんへ 12 月分奨学金授与 

・ポールハリスフェローピンバッジ・感

謝状授与 

江坂正光君、田中靖達君 

・卓話        

2021 学年度米山奨学生 タイ・リン様 

「留学生学生生活で得たものや感じ

たこと」 

 

皆さんこんにちは。本日は第 2991 回今

年度 17 回目の例会でございます。本日

のゲストを紹介させていただきます。

2021 学年度米山奨学生タイ・リンさ
んでございます。本日は卓話をいただ

きますのでよろしくお願いいたしま

す。さて、ロータリーでは 12 月は疾
病予防と治療月間でございます。さき

ほど、例会前に観ていただきました体

操の映像は、今から 2 年前に安城ロー
タリークラブが、安城ロータリー体操

として作ったものです。その時の思い

を読み上げますと、会員の健康維持、

疾病予防のためと、今後 3 年間ガバナ
ー補佐とガバナーの選出、クラブ創立

60 周年と、大変多忙の年月が控えて
いることから活動にふさわしい体力を

身につけようと、クラブ独自の体操を

作りたいと思い、作りましたと書かれ

ています。先日、ガバナーがいらした

時に、ぜひ、皆さんに広めていただき

たいとおっしゃっていらしたので、来

週も皆さんの病気にならない体力をつ

けるためにも、例会前に流しますの

で、体操を試みて欲しいと思います。 
さて、先週はガバナー公式訪問でし

た。沢山のご出席ありがとうございま

した。名古屋テレビの取材があり、ど

うして取材を受ける事になったかと言

いますと、サクセスという番組のスポ

ンサー企業の方がロータリーにみえ、

その方からお話があったそうです。今

回のガバナー方針である「コロナゼ

ロ・カーボンゼロ支援」で、一生懸命

に会員の基盤を強固にするということ

をやっているのであれば、スポンサー

企業としても応援できるというところ

から実現したようです。実際の放送

は、1 月 2 日日曜日の 7 時 25 分から
30 分までです。皆さんと共にお受け
しました公式訪問の様子や、会長幹事

懇談会と、その日 1 日ガバナーを追い
かけて色々な映像が出てくると思いま

すので、ぜひ、ご覧になっていただけ

ればと思います。そして、今日、のち

ほど、タイ・リンさんから卓話をいた

だきます。先日、松坂屋で院展が行わ

れ、タイ・リンさんは迫力のある「源

の形」という 150 号の作品で、初出展
で初入選しました。私が院展に行った

ときに、二人の指導教官からタイ・リ

ンさんのお話を聞くことができまし

た。二人共通の評価は、パワフル、研

究熱心、努力家であることとおっしゃ

っていました。残りおよそ 3 ヶ月とな
りましたが、これからも応援していき

たいと思います。そして、12 日は親
睦活動委員会による会員交流会を行い

ます。本来は、年末家族会ということ

で、大勢のご家族と共に楽しんできま

したが、コロナ禍でありますので、家

族全員はまだまだ難しいですが、おか

げさまで皆さんのご出席 32 名となっ
ております。まだ、迷ってみえる方が

いらっしゃれば委員長に連絡して下さ

い。感染対策をしっかりととりまし

て、親睦を深めあえるような楽しい会

を企画していると聞いておりますの

で、ご期待して頂きたいと思います。

今日の会長挨拶でした。 

例会予定 
 

12 月 29 日（水） 
休会（年末年始） 

 

1 月 5 日（水） 
休会（年末年始） 

 

1 月 12 日（水） 
勝谷哲次君、金谷康正君 

「年男の卓話」 
 

 

 



 
                      

          

会員交流会 

ラム
 2021～2022 瀬戸ロータリークラブ 会報 

 
卓 話 

ラム
 2021～2022 瀬戸ロータリークラブ 会報 

 

 2021 学年度米山奨学生  

タイ・リン様 
「留学生学生生活で得たものや感じたこと」 

 
 

皆さん、こんにちは。卓話のタイトルから内容は変更させて

いただきます。台湾のことと、時間があれば、自分が、今、研

究しているテーマについて話したいと思います。 
 まず、台湾について、文化や習慣について紹介したいと思

います。台湾は中国大陸と南西諸島の間に位置し、豊かな

自然と文化に恵まれた所です。人口は約 2,344 万人、言語

は北京語、台湾語の他に原住民の言語も使われています。

気候は 1 年を通して温暖です。本土の時差は 1 時間程度

で、台湾国内の空港は桃園空港と松山空港の二つがありま

す。親日家が多いことでも知られており、外国人に理解があ

り、優しく面倒見の良い人が多いと言われております。台湾の

首都は台北です。台湾の観光にはジブリ映画の「千と千尋の

神隠し」の舞台のようで人気の九份や高雄市があります。台

湾の主要都市は台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、

高雄市の 6 市です。一般的に、台湾人の食生活は大半が外

食です。屋台が多く、深夜まで営業しているお店もあります。

中華料理の他、タピオカドリンク、マンゴースイーツが人気

で、小籠包や牛肉麺なども定番の人気メニューです。台湾で

は日本語の通じる所が多くあります。日本の統治時代があり、

80 歳以上の方の中には、日本語を話せる人も多く、また、多

くの若者が日本語を勉強しています。夜市は、日本のお祭り

のようです。今では民主化が進み、民族対立のような問題は

起こっていません。台湾と日本の共通点は、日本文化の影響

があちこちに見られ、台湾の文化は多民族の融合から形作ら

れました。 
 台湾の歴史について説明したいと思います。台湾にも原住

民と呼ばれる民族がいます。アミ族が代表的で、中国とも違う

言語と文化を持ち、台湾の人口の 2％を占めています。1624
年からはオランダの統治時代で、南の中心を統治していまし

た。しかし、その後、オランダが追い出され、漢民族の統治が

始まります。この統治も長くはもたず、すぐに清国に支配され

てしまいました。その後、日清戦争があり、1895 年に下関条

約で台湾は日本の統治に入ります。よく台湾は親日と呼ばれ

ますが、理由はこの日本統治時代にありました。ダムや学校

などを作り、日本と同じように近代化していきました。インフラ

整備のおかげで台湾が経済的に発展できた面があります。

日本の領土として、日本人として育ったので、今でもお年寄り

の中には日本語を話せる人もいます。日本と軋轢が無かった

わけではなく、衝突もありました。それがわかるのが「セデッ

ク・バレ」という映画で、良い所も悪い所もあった時代です。

1945 年に日本は敗戦し、台湾を手放すことになります。その

時、逃げ込んできたのが、中国国民党でした。当時、中国に

は二つの政党があり、一つしか生き残れなかったので、負け

た政党が台湾に来ました。そして、蒋介石をリーダーとした独

自の国作りから、独裁政治が 1996 年まで続きます。台湾の政

府と中国の政府は仲が悪く、アメリカや日本との貿易のおかげ

で台湾は中国より発展しました。しかし、国際状況の変化もあ

り、中国も力を付けます。台湾と中国本土とを比べた時に中国

の方が強くなりつつあり、他の国が中国と国交を結ぶようにな

ったのです。台湾は日本とも国交がありませんが、経済や文

化レベルで深い関わりを持っています。そして、1996 年に台

湾は民主化され、自由な場所になりました。 
 台湾のアイデンティティーは難しいと思います。台湾は歴史

の背景が複雑な地域で、今は中国となっており、国として認識

されているわけではありません。公用語は中国語、北京語で

あり、台湾独自の文化が発達するのが難しかったため、伝統

的なものは存在していません。台湾の原住民族で政府に認

定されているのは 16 民族で、その数は 55 万人で 2％ですの

で、その衣装は大事です。国際イベントに出席する際は、各

国はそれぞれの民族衣装を着ていますが、台湾にはそれが

ありません。その時は、原住民の衣装を借り、アレンジしてイ

ベントに出席することもあります。写真にて衣装の紹介をしま

す。是非、皆さん、台湾に遊びに来てください。 
 次は、今、研究しているテーマを紹介します。博士後期課程

での研究は「死亡への恐怖の可視化の絵画表現」で、恐怖を

出発点とし、創作を通して、心の中の死亡への恐怖を表現

し、それを克服することを目的とします。人生に意味があるか、

という命題について、ミラン・クンデラは「存在の耐えられない

軽さ」において、人生の本質について矛盾を引き出し、人生

は無意味の軽さであるとしました。対照的に重いのは、意味を

追及することによって生み出される一瞬の感覚です。人生は、

一旦死んだら、復活は不可能であり、人生の本質は軽いので

す。しかし、人間は自分の存在意義を支えるためにもたらした

無意味の空虚の結果、存在が耐えられない軽さの状況となっ

たのです。博士後期課程では、大量の哲学に関わる本を勉

強し、最後に自分の創作を通して、これらの考えの関連性を

分析、理解することで、自分の芸術表現の進化及び人生の悩

みを解決できれば、と考えています。 
第 1 章 研究の動機 
 私は誰なのか、どこから来たのか、どこへ行くのか、という昔

から人々が探求してきたものです。私は小さい頃に、死に瀕し

た重病を経験したので、人生の無常を深く悟り、それ以来、創

作を続けています。私の製作作品には松井冬子の影響があり

ます。動物をモチーフにし、内面の世界を表現し、恐怖の気

持ちを伝えました。 
 研究の目的は、自身の経験によって、生命の中で経験した

恐怖心理を表現し、新しい自分を認知する。それと同時に、

恐怖がどのように表現されているかを研究する。同じ考え方を

持った昔の芸術家の作品を探し出し、分析する。そして、自身

の人生の価値観を表現したいと考えています。 
第 2 章 資料の検討 
 ゴッホの「星月夜」は病院の中での作品で、高くそびえてい

る木は死を象徴する恐怖を物語っています。また、塩田千春

先生の作品では、恐怖を表現するシグナルが白であり、それ

は「無」の始まりです。白は生であり死であり、始まりと終わりで

す。 
第 3 章 製作と実践 
私の作品は、実存の動物を主とし、例えば復活のスカラベで、
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ニコボックス報告 
2021 年 12 月 8 日例会 
米山奨学生タイ・リン様の卓話を楽しみにしています。宜しくお

願いします。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

 

米山奨学生 タイ・リン様の卓話を楽しみにしています！ 

青山稔、江坂正光、大竹一義、刑部祐介、梶野輝雄、勝谷哲

次、加藤五津美、加藤一夫、加藤克己、加藤克己(2021)、加

藤定江、加藤唐三郎、加藤眞言、加藤光哉、加藤太伸、加藤

陽一、金谷康正、小林稔、鈴木伸、鈴木光彦、高橋信郎、田

中靖達、野田由紀子、藤井源成、松村晋也、山本英雄 

卓 話 
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そこから意味を導き出しています。内容と表現の形式として、

私の作品にも死のシグナルが登場します。コガネムシの糞を

押すという動作は太陽と関係があるとされています。コガネム

シが太陽神の化身と考える人もおり、スカラベは死んだ人が

地の中で生き返る復活の象徴とも考えられています。私の作

品「復活」にはスカラベが使われています。死が、別の世界に

て永遠に生き続けられることを期待しています。 
第 4 章ではこの研究結果の発展を期待します。本研究では、

自分の経験を踏まえ、私の生命の中で経験した恐怖心理に

よって新たに自己を認識する、同時に恐怖とシグナルが視覚

的に絵の中でどういう表現をされているかを深く研究し、それ

を参考にして自分の芸術表現と人生の価値観を表したいと

考えております。 
 米山奨学生に選ばれ、絵に専念でき、感謝しています。経

済的負担が減ったおかげで、心の余裕を持って様々な活動

と展覧会ができました。これからは愛知県芸術大学の卒業制

作に向けて準備をしております。皆さんのご期待に沿えるよう

に精一杯頑張ります。今後ともよろしくお願いします。もっと良

い自分になりたいと思っています。今日はお時間をいただい

てありがとうございます。 

 

 

 


