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２０１５-１６年度 第５回目 例会

18：30～ レディデンツヨネダ１階会議室

開 会 点 鐘 会長 仲 峯 豊

国 歌 斉 唱 君 が 代

ロ ー タ リ ー ソ ン グ 奉 仕 の 理 想

お 客 様 紹 介 親睦委員長 掛 水 義 久

入 会 式 会長 仲 峯 豊

米山記念奨学金授与 委員長 豊 澤 浩

会 長 の 時 間 会 長 仲 峯 豊

幹 事 報 告 幹 事 宮前美穂子

委 員 会 報 告

卓話

米山記念奨学生 イスジン様

閉 会 点 鐘 会 長 仲 峯 豊

2015-16年度 次回ご案内

10月10日 堺フェニックスRAC例会

10月15日 堺フェニックス研修会

10月24日 堺フェニックスRAC例会

Be a gift to the world 2015-16年度RI会長K.R.“Ravi”Ravindran

世界へのプレゼントになろう

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.みんなの為になるかどうか

２０１５ - ２０１６年度

地区ガバナー 豊澤洋太朗

会 長 仲峯 豊

幹 事 宮前美穂子

会報委員長 中井 昭宏

クラブ事務所
〒590-0021

堺市堺区北三国ヶ丘町1-1-16 C-17

TEL 072-227-4900

FAX 072-227-4991

パイロットクラブのため
例会日 毎月第１木曜日18：30～
例会場 レジデンツヨネダ１階会議室
HP http://www.sakaiphoenix.com/

Mail：sakai.phoenix.1997@gmail.com

国際ロータリー第２６４０地区

堺フェニックスロータリークラブ
SAKAI PHOENIX Rotary Club

RI pilot program participation Club

国際大会初参加者の皆さまへ

ロータリーイベントのアプリを利用して、ほかの参
加者と交流したり、ゲストスピーカーや分科会の情
報を入手する。

友愛の家で各種展示、エンターテイメント、食事、
友人との出会いを楽しむ。

クラブ・地区プロジェクトの展示を見学し、クラブ
の次の活動のアイデアを得る。

友愛の家にある徽章使用免許業者のブースでロータ
リー徽章入り商品を買ったり、地元業者のブースで
お土産を買う。



新入会誠におめでとうございます。７月より本
日まで１１名の新しい方が入会されました。
現在でクラブ会員数が３９名（RI登録数）になら
せていただきました。

会員の皆様のご尽力により、ますます堺フェニ
ックスロータリークラブは成長を続けて行ってお
ります。本当にありがとうございます。

またお客様に米山奨学生 李 受津（イ スジ
ン）様ありがとうございます。今回卓話楽しみに
しております。よろしくお願い致します。
ロータリーにはロータリー財団と米山記念奨学

会があります。特に米山記念奨学会は日本特有の
もので、１９５２年日本のロータリーを最初に創
設され、創始者として米山梅吉先生を記念して作
られた国際奨学事業です。
ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志

して日本に在留している外国人留学生に対し、日
本全国のロータリアン（ロータリークラブ会員）
の寄付金を財源として、奨学金を支給し支援する
民間の奨学団体です。
目的として、将来母国と日本との懸け橋となっ

て国際社会で活躍する優秀な留学生を奨学するこ
とを目的としています。優秀とは「学業」に対す
る熱意や優秀性はもちろんのこと、「異文化理解
・コミュニケーション能力」への意欲や能力に優
れている点が含まれます。
ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを

通して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と
社会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想と
する国際平和の創造と維持に貢献する人となるこ
とが期待されます。

このように私達堺フェニックスロータリークラ
ブは毎年世話クラブとして、奨学生を受け入れて
学業をバックアップしており、将来優秀な人材と
して育てていく重要な奉仕活動をしております。
今回もイ・スジンさんを受入れて毎月例会等でコ
ミュニケーションを取っております。

・例会終了後、ジャケットの採寸がりますので、
まだされていない方は随時、計ってもらってくだ
さい。まだ採寸の済んでおられない方は幹事まで
ご連絡下さい。

・１０月２２日はクラブ勉強会が、居酒屋「崇」
で行われます。会費1000円頂きますのでよろしく
お願い致します。

・10月のロータリーレートは１ドル１２0円です
。

以上よろしくお願い致します。

2015年９月３日（木）例会の記録（第862回）

Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう

今回、李さんは素晴らしい写真を撮られ、その
発表会が今度東京で行われるそうです。頑張って
来ていただきたいと思います。
そしてこの後、李さんの卓話を楽しみにしたい

と思います。そのように各国から素晴らしい奨学
生を受け入れるべく、皆様からの寄付金で成り立
っております。どうぞ皆様米山記念奨学事業にお
力を頂き、多くのご寄付をよろしくお願い致しま
す。
この後李さんの卓話がありますので、会長の時

間をこのくらいにしたいと思います。
ありがとうございました。



国際ロータリー第2640地区
米山記念奨学生

イ スジンさん

韓国の丹青
～伝統文様「太平花」～

私は高校生の時、写真部に入ることになってから写真とい
う表現方法に魅力を感じ、興味を持つようになりました。当
時に知り合った先生が現在、私が在学中である大阪芸術
大学を卒業されたことが切っ掛けで、日本の文化や写真
作家たちの作品を知るようになって自分も日本へ留学し
たいと考えるようになりました。その後、大阪芸術大学に
進学、学部を卒業しました私は今は大学院に在学中であ
ります。留学生であるからか、学部の時から校内外の国際
行事に通訳や翻訳の仕事を手伝いに行ったり、国際交流
展があるときは出展できる機会が多く与えられ、色んな経
験をすることもできました。学部の時に参加した国際交流
展は2012年韓国ソウルでの弘益国際美術祭、2013年
2013アジア外交大学生国際写真展。他にも多数のグル
ープ展に参加しましたが、私がより自分の輪を広げたいと
思い、大学院への進学を決心したのはその2回の国際交
流展に参加して得た経験が大きかったからです。大学院
に進学してからは2014、2015年East-West Art Award
Competition and Exhibitionファイナルリストノミネート、
2015年INTAC(International Art Collaboration、５ヶ国大
学交流展）、2015アジア外交大学生国際写真展、The
Emerging Photography Artistグランプリ受賞、日韓中米国
際交流作品展、倉敷フォトミュラルf展に参加するなどより
活発に活動をしています。特に今年発表し続けている作
品は大学院卒業製作として作業中の作品で、韓国の伝
統文様をモチーフとして製作しているシリーズです。

作品のモチーフになっている文様は「太平花」と言って、
韓国の丹青(ダンチョン)でよく見られます。丹青という言葉
は仏教の流入と共に由来されたもので、一般的に家の壁
･柱･天井などの建築物に青･赤･黄･白･黒色で絵や柄を
描いたことや工芸品などに色んな色で絵を描くのと書、繪
、畵の概念をひっくるめる言葉です。 それは後代に来て
は木造建築に様々な色で文様を描くことを言うことになり
、主にお寺や宮殿のように重要な建築物に描かれるもの
になっています。

中国は韓国と比べてみると非常に制限された建物だけ、特に
宮殿で丹青が描かれた姿を見ることができます。その柄は華や
かだけど、暗くて単調な色彩を使い、金色を多く使う傾向があり
ます。

▴中国 北京 紫禁城 太和門

▴日本 宮城県 大崎八幡宮

日本の丹青は赤と黒、そして金色を主に使用していて、派手
ではないけど、優雅で洗練された感じです。そしてお寺や宮
殿より神社で見つかることが多いです。

▴韓国 ソウル 昌德宮

韓国の丹青は華やかでありながら軽くない優雅な特性を持っ
ています。中国の影響を受けたことには明らかでありますが、
土着文化と融合され独自な丹青彩色法を持つことになり、以前
は宮殿に描かれたことが後には寺にも使用できるようになった
と言います。



建築物に丹青が必要になった要因で５つを挙
げることができます。

１.建築物の寿命延長

韓国はもちろん東洋の建築は主に木造建築で
した。 木で作るため、その建物をどうすれば永
久的に保存できるかが大きな問題でした。なの
で建築物の表面と細部構造物に塗装をするこ
とで木材の腐食を防止しようとしました。

２.権威と威風、荘厳

丹青は庶民が住む家でなく、王様が暮らす宮
殿や寺院に描かれています。 つまり、丹青は
平凡な建物に必要なものではなかったのです
。 王様は自分の権威を誇示するために多くの
費用と人力を使い国家的次元で王宮を建てま
した。 そのために当然、前述のように永久的に
保存される必要があり、また特別であるべきで
した。 永久的な保存のためなら、ただ腐食を防
止する塗装だけだったけど、自分の強力な王
権を誇示するためには派手に見える必要があ
りました。なので丹青の模様はますます華やか
に発達して来ました。

３.材質の粗悪性隠蔽

東洋の建築材として多く使われた木は松でした
。 松は内剛、耐久、耐屈曲性があり建築材とし
ては非常に適しているが、木材の表面はあまり
良くないと言います。表面が荒れて、木材を乾
燥させた時に、木が引き裂かれるなどの傷がつ
きます。このよう滑らかでない表面を隠すため
にも丹青が必要でした。

４.記念碑的建築物の展示

前述のように、丹青は特別な建物に描かれて
います。 一般建物とは違って一時代を象徴す
ることになる王宮を特殊記念碑的建築物である
と示すために様々な色や柄を描き飾りました。
私は特に次の五番目の目的に大きな意味を置
いています。

５．陰陽五行思想を中心に吉凶禍福を祈願す
るために

装飾文様は、色んな意味と象徴性を持ってい
て、建物を建てるときにその文様を使うのはそ
こに住む人のためのお守りみたいな用途として
も使用されました。四神はもちろん、鶴やその
他、それぞれ特別な意味を持った文様を多く
描き、仏様の姿と神話に出てくる場面も描いた
りします。

▴様々な形の太平花

その中でも丹青で最も多く使われるのは花の模様です。その中でもこ
の屋根の一番端の部分にある文様が私の卒業制作のモチーフである
「太平花」です。

▴太平花

「太平花」はすべてが平安で平和で
あるようにと望む意味を持った天の
花で、真ん中の円は太陽を、周辺の
花びらは蓮の花をイメージしていま
す。この文様をモチーフにして自分
の専攻である写真で再解釈し、自分
なりの天の花を表現して、見る人々
にほんの少しでも心地よさや癒しを
感じさせる作品を作ってみたかった
です。

今後自分の短期的目標は、学部の時から様々な作品活動をしながら
グループ展や国際交流展に多く参加することはできたけど、個展はま
だなので大学院課程を終える前に個人的を開くことと、長期的目標は
自分が制作した作品を発表･展示し、販売や商品化するなどの作家活
動をし、その収益や成果でプロボノ活動をしていきたいです。



▴太平花をモチーフにして製作中である「The Lotus-flower 
of heaven-」シリーズの一部（3点）

韓国で世界とつながろう
2016年5月28日～6月1日にロータリー国際大会が開催さ
れるソウルは、日本から飛行機で一っ飛び。これまで
国際大会に出席するチャンスがなかった方も、世界中
のロータリアンと交流しながら、ロータリーの国際性
を実感できるチャンスです。世界平和は、国境を越え
た交わりから生まれるもの。アジアでも指折りの観光
都市ソウルで、伝統文化や韓国料理、ショッピング、
Ｋポップを楽しみながら、ロータリーの真髄に触れて
みませんか。

一番お得な早期割引を利用するために、

12月15日までにご登録ください。

国際大会に参加する５つの理由
リーダーと出会う
K. R. ラビンドランRI会長をはじめとするロータリーのシニア
リーダーや、その他のゲストスピーカーによる素晴らしい講
演をお聴きいただけます。

新しいアイデアを学ぶ
世界各地のロータリー会員、国際ロータリー職員、各分野
の専門家が企画・運営する分科会に出席し、プロジェクトの
立案方法、ファンドレイジング（寄付推進）、ソーシャルメデ
ィアなど、ロータリーの隅々まで学びましょう。

新しい友人と出会う
友愛の家で、同じ趣味や職業、関心をもつ人たちと知り合
い、クラブの枠を超えたネットワークを築く。生涯の友人との
出会いがここにあります。友愛の家では、韓国料理を味わ
えるだけでなく、韓国の伝統文化に触れたり、韓国ロータリ
アンや地元企業が出展するブースで最新テクノロジーを体
験することもできます。

旧友との再会を楽しむ
研究グループ交換で知り合った旧友、以前に世話をした青
少年交換留学生、姉妹クラブのロータリアンとの再会を楽し
む。懐かしい顔にばったり会うということも、国際大会の醍
醐味の一つです。

異文化に触れる
地元ロータリアンから成るホスト組織委員会が企画したツア
ーに参加して、ソウルだけでなく、韓国内のさまざまな見ど
ころを見学しませんか。ホストホスピタリティーの夕べでは、
地元ロータリアンのほか、世界中から集まった仲間たちとの
交流が楽しめます。お隣の国、韓国で世界中の文化に触
れることのできる国際大会は、ロータリーならではの体験で
す。



ニコニコ報告

会長 仲峯 豊会員
皆様今晩は、新会員の皆様おめでとうございます。
よろしくお願い致します

会長エレクト 松田香純会員
李さん卓話楽しみです。ゴウ君久しぶりにあえてう
れしいです。元気そうでよかったです。22日は勉強
会です。お時間のある方は一緒にロータリーの勉強
をいたしましょう。

中井昭宏会員
本日は新入会の皆様、GO君 黄様 李さんようこそ
堺フェニックスロータリークラブへ
１１月は財団月間です。年次寄付、ポリオ寄付 よ
ろしくお願い致します

猿田槙男会員
新入会の方々おめでとうございます。今後共よろし
く。

豊澤 浩会員
今月は米山月間です。特別寄付よろしくお願い致し
ます
李さん卓話お願いします。

小山武士会員
前回バーベキュー大会ありがとうございました。
新しい会員の皆様よろしくお願い致します。

仲峯由美会員
本日は、新会員の皆様おめでとうございます。
今後共よろしくお願い致します。
先日のBBQ親睦会にたくさん参加していただきありが
とうございました。

金谷昌信会員
新入会の皆様、御入会おめでとうございます。
これから共に堺フェニックスで頑張っていきましょ
う。

掛水義久会員
ご近所の皆さん１０人グループで淀川マラソンに出
場します。毎晩の走り込みの成果を発揮したいとお
もいます。

上好まゆみ会員
イ・スジンさんの卓話楽しみにしております。

村井知子会員
これからもよろしくお願い致します。

Make-up報告

10/10 中井 昭宏 堺フェニックスRAC

松田 香純 堺フェニックスRAC

10/18 豊澤 浩 ｲﾝﾀｰｱｸﾄﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ

10/24 中井 昭宏 堺フェニックスRAC

松田 香純 堺フェニックスRAC

10/31 米田眞理子 Lumphini RC

仲峯 豊 Lumphini RC

松田 香純 Lumphini RC

中井 昭宏 Lumphini RC

仲峯 由美 Lumphini RC

宮前美穂子 Lumphini RC

11/3 米田眞理子 Patumwan RC

仲峯 豊 Patumwan RC

松田 香純 Patumwan RC

中井 昭宏 Patumwan RC

仲峯 由美 Patumwan RC

宮前美穂子 Patumwan RC

瓜生島成子会員
いつもお世話になり有り難うございます。
今後共よろしくお願い致します

檜垣孝夫会員
お役に立つことがありましたら何でも申し付けくだ
さい。

幹事 宮前美穂子会員
９月２０日のBBQ親睦会はRAC、IACの皆様も含め多数
の参加で楽しい一日を過ごすことが出来ました。あ
りがとうございました。
新入会の皆様ありがとうございます。どうぞよろし
くお願い致します。



堺フェニックス研修会

米山学友会とは

学友（奨学期間を終了した元米山奨学生）と現役奨学生に
よって組織されている会です。
世代と国境を越えた交流の場となっていますので、皆さん
、ぜひご参加ください！！

学友会の活動

学友会は、日本では31団体、海外では韓国・台湾・中国・
タイ・ネパール・モンゴルにあります。それぞれ地域のロー
タリー・クラブと連携しながら、自主的に活動を行っていま
す。

２６４０地区学友会 ８月活動：

「ネパール大地震被災者支援ーワールドフード＆バザー」
が河内長野市国際交流協会の主催で8月22日(土)に河内
長野で開催されます。当日、学友会が「水餃子」を販売し
ます。収益全部ネパール復興に寄附します。
興味がある方、ぜひ参加してください。 ミャンマー洪水に応援します。



ロータリー財団の専門家グループに登録・・・・・

堺フェニックスＲＣ 米田眞理子（２６４０ＰＤＧ）
中井 昭宏（ＤＲＦＣ）
松田 香純（ＤＧＳＣ）

ロータリアン、米田 眞理子さんあなたを 専門家メンバーとして登録させていただきました。と知らせが
入りました。
クリスチャン・ペペラ 国際ロータリー／ロータリー財団Cassandra Filer
Project Enhancement Process (PEP) Coordinator | Stewardship | Office of the General Counsel
1.847.424.5214
専門家メンバーには、「専門審査」または「現地視察」の任務をお願いすることがあります。専門審査

の仕事では、補助金の申請書を見てプロジェクトの将来的な可能性を評価することとなります。また、現
地視察では、プロジェクトの実施地に赴いて、プロジェクトの成果と財団の使命や方針を守っているかど
うかを確認します。
メンバー登録後、実際に任務依頼を受けるまで時間を要することがあります。これは、各任務が、それぞ
れの専門分野、職務経験、語学力、財団プログラムの知識、受益社会の文化精通度、プロジェクト実施地
までの距離などを考慮した上で割り当てられるためです。なお、メンバー登録の有効期間は、2018年10月
までとなります。この期限が近づきましたら、登録更新のお知らせと書式をお送りいたします。

ロータリー財団の専門家グループは、世界でロータリー補助金プロジェクトを立案・実施しているロー
タリアンのために専門知識とスキルを提供するボランティアのグループです。

財団専門家の任務
専門家グループは、プロジェクトを審査、監査、評
価するだけでなく、補助金資金が適切に使用されて
いることを確認します。任務に以下の事柄が含まれ
ています。

•専門的審査:プロジェクトの実施可能性について評
価します。このプロセスは文書上の作業であり、出
張やプロジェクト提唱者との連絡は伴いません。

•現地視察: 提案されているプロジェクトの実施可能
性を現地で評価したり（事前現地視察）、継続中の
プロジェクトの実施状況を視察したり（中間視察）
、完了したプロジェクトの影響や成果を評価します
（事後現地視察）。この任務では、プロジェクト実
施地を訪れ、プロジェクト提唱者や受益地域の人々
と会います。

•監査：補助金資金の管理や監督状況について評価し
ます。監査は、無作為に行われる場合と、的を絞っ
て精査される場合があり、担当専門家は、プロジェ
クト実施地を訪れ、プロジェクト提唱者や受益地域
の人々と会います。

•業務監査：補助金提唱者が、補助金参加資格を維持
するのに十分なプロジェクト管理能力と権限がある
ことを確認するため、帳簿、記録、文書などを評価
します。

専門分野
専門家グループは、ロータリーの6つの重点分野のいず
れかに関連する技術分野のエキスパート、またはプロジ
ェクト財務と資金管理の監査エキスパートです。専門分野
は以下の通りです。

•平和と紛争予防／紛争解決：法律家、外交官、教師、ソ
ーシャルワーカー、仲裁者、調停者
•母子の健康、疾病予防と治療：産科その他の医師、看護
士、助産士、保健専門家、伝染病学者
•水と衛生：エンジニア（土木、環境、機械、生物）、都市計
画者
•基本的教育と識字率の向上：教師、地域教育者、教育
推進者、学校管理者
•経済と地域社会の発展：小規模事業主、銀行家、都市
計画者、地域オーガナイザー、不動産専門家、地域活性
専門家、農学者
•監査：会計士、ファイナンシャル・アドバイザー
専門グループコーディネーターが、専門家チームの編成
を担当するだけでなく、各専門分野のリーダーとなります
。
財団専門家グループに登録される方法
ご自分の専門知識とスキルを、財団専門家として生かし
ませんか。あらゆる技術的分野で活躍するロータリアン
が求められています。財団専門家の要件は、以下の通り
です。
•ロータリークラブの現会員で、活発に活動している
•ロータリー財団および国際ロータリーに対し会員としての
義務をすべて果たしている
•上記の専門分野のうち、少なくとも1つにおいて職業経験
を持っている
•ガバナーから推薦を受けている



堺フェニックスローターアクトクラブ

堺フェニックスローターアクトクラブ 第27回例会

今回の例会には
〇地区RA副幹事 近藤隆彦さま
〇高石RAC 直前会長 白井史昌さま

各種委員会のほか、専門能力開発委員会担当の卓話で
は論理思考からディベートのさわりを。
次回10/24は世界ポリオデーにあわせロータリー財団
委員長、補助金管理小委員長を招き財団卓話を開きま
す。ポリオプラス委員会が動きます。
お楽しみに。

2015.10.24 WORLD POLIO DAY (Japan time zone)
Sakai Phoenix RAC #28 Regular Meeting

We, Sakai Phoenix RAC, held 28th regular 
meeting "END POLIO NOW"
which contained

1.District Rotary Foundation Table Talks, by 
Mr.Akihiro Nakai, DRFC, and Ms.Kasumi
Matsuda, DGSC.

2.Handover ceremony End Polio Now 
Contribution from Sakai Phoenix Rotaract Club 
and Tezukayama Izumigaoka Interact Club.

"Sakai Phoenix POLIO challenge" and "Tei-sen
POLIO challenge"


