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第2080回例会

会長挨拶

例会場：ホテルキャッスル 司会進行（SAA）：伊藤　　誠 君
点　鐘：PM 12：30　布施　富将 会長 ロータリーソング：「我等の生業」

　皆さんこんにちは。はじめにお
客様のご紹介をいたします。本日
は山形東RCより深瀬俊路様がお見
えになっております。深瀬様は山
形コミュニティ放送ラジオモンス
ター取締役などもなされておりま
す。山形南RCにようこそおいでく

ださいました。ごゆっくりお過ごしください。
　本日の例会は奉仕プロジェクト委員長の稲村佳宏委
員長による、恒例となりました「クールジャパンin山

形南RC」です。本日も2名の外国から山形に住んで
いらっしゃる方がお見えになっていらっしゃるようで
す。お一人の方は私がたまたま存じ上げておりました
が、イギリスからいらっしゃっている方でバイリンガ
ルの幼稚園で教師をなさっている方です。グローバル
な世の中と言われておりますが、身近なところでこの
ようなお仕事をなさっている方がいる時代なんだなぁ
と思いました。今日は時間もないようですので会長挨
拶は短めで終わらせていただきます。本日はよろしく
お願いいたします。

　
1．4/18米沢の次年度地区研修会に当クラブより次年度の大小委員長予
定者10名で参加してまいりました。参加された皆様お疲れ様でした。

2．本日の例会は「世界を知って日本を知る」恒例の第4回クールジャパ
ンです。担当は奉仕プロジェクト大委員長の稲村委員長です。

3．来週の例会は4/30㈭18：30～つるやホテルにて観桜会となり日程
が変更となります。バスで行かれる方はホテルキャッスル前17：15
出発です。

4．次年度役員・理事会を今週4/23㈭18：30～三津屋本店で開催いた
します。次年度役員・理事の方はよろしくお願いいたします。

幹 事 報 告 中村　　篤 副幹事

2015-4／ 21（火）天気（晴れ）

委員会報告
　ニコニコBOX  木村　政則 君
　大久保章宏君　本日、山形東ＲＣより深瀬さんがメイクに来ていただき

ました。
　長沢　一好君　先日、入院されている長谷川清彦さんに御見舞に行って

きました。2月の創立日のニコニコを預かってまいりま
した。

　武田寿美男君　今日は第4回目のクールジャパン山形南RC版です。みな
さんよろしくお願いいたします

　浅野　裕幸君　私の弟の浅野やすしが山形市議会議員選挙に立候補しま
した。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

　稲村　佳宏君　本日、海外から2名の方を迎えてゲスト例会をさせてい
ただきます。よろしくお願いいたします。

　山形東RC　深瀬俊路様　
東RCは、南RCと同じこのホテルキャッスルの会場を使
用しています。今後ともよろしくお願いいたします。

― 第 4回クール・ジャパン山形南RC版 ―

◆ビジター紹介　（山形東）深瀬　俊路さん



エマ・ニコル・
　プレジデン卜さん(29歳)

国　　籍：イギリス
在日年数：8年
家　　族：5人家族
趣　　味：散歩・空手・食べること
仕　　事：教師
連 絡 先：バイリンガル学園

ガラバドラフ・
　　ムンフドルさん(20歳)

国　　籍：モンゴル
在日年数：6年
家　　族：3人
趣　　味：カラオケ・ショッピング・

散歩・旅行
仕　　事：学生
連 絡 先：山形大学人文学部

１　あなたの国を、
親善大使になったつもりでPRして下さい。

皆さんはモンゴルをご存知でしょうか?アジ
ア大陸の真ん中これをモンゴル人は「アジア

の胸」といいたがりますが、ロシアと中国の間に位置す
る国です。人口は300万人で、人口密度は1平方キロメー
トル当たり2人という広大な土地に恵まれています。寒暖
の差が激しく、厳しい気候ですが多種多様の動植物が生
息しています。モンゴルは遊牧民の文化で知られていま
すが、羊、ヤギ、牛、馬、ラクダなどを飼っていたおか
げで飢餓を経験したことがないといわれています。都市
化と一極集中が進み、遊牧生活をする人口は全体の2割程
度といわれる現代でも遊牧民の考え方や文化が残されて
います。たとえばモンゴル人はどんなところに行っても
その場所の風習になじみやすく、違った文化の中にいな
がらもそれを楽しめる性格を持っています。おかげで日
本での留学生活はとても楽しく、母国と同じように日本
に慣れ親しむことができました。日本とモンゴルはとて
も仲良しの国だと思います。それは国交関係が良いとい
うこともありますが、とても個人的な交流でたとえば
モンゴル人は日本の方々がとても信頼できる性格を

持ってることを知ったり、日本の方々がモンゴルの文化
を知って、モンゴル人となら友達になれると考えたりす
ることからよい関係が築かれていると思います。ぜひ皆
さんモンゴルに一度お越しください。

イギリスと言えば何を思いつくでしょうか?霧
の町のロンドン?ハリーポッター?サッ力ー?

ザ・ビートルズ?イギリスは日本と同じく島国です。日本
みたいに、山国ではありませんが、風景はよく似ていま
す。私は山形に来る前北海道にいたのですが、イギリス
を日本のもので例えるとすると、牛を羊にすれば、イギ
リスの田舎は北海道とそんなに代わりません。世界遺産
として28ヶ所が登録しております。その中から、よく知
られているのは、イギリスの南西部にある不思議な輪形
の巨大岩層、ストーンヘンジといいます。もう1つが、王
室の結婚式が昔から行われました、ウ工ストミンスター
大寺院。ローマ時代に人気NO.1温泉街、バス市。このバ
スは英語のバス、日本語で言うとお風呂と同じ意昧です。
残念ながら、一般の人々は見には行けますが、もう入浴
は出来ません。また、1759年に作成されて、ロンドン市
内にあるキューガーデンズ(日本名はキュー王立植物園)
1.5km2近くある広大な植物園。イギリスと言う国は、昔

奉仕プロジェクト委員会担当例会

奉仕プロジェクト委員会　委員長／稲　村　佳　宏

クール・ジャパンクール・ジャパンクール・ジャパンクール・ジャパン
奉仕プロジェクト委員会担当
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　本日の例会を担当致します奉仕プロジェク卜委員会の稲村です。宜しくお願い致します。それでは、本日の
ゲストに入って頂きます。
　ようこそ山形南ロータリークラブの例会にお越しいただき、ありがとうございます。ご紹介いたします。イ
ギリス国籍の工マ・二コル・プレジデン卜さんです。モンゴル国籍のガラバドラフ・ムンフドルさんです。ど
うぞお座りになって下さい。お二人のゲストをお迎えして、限られた時間内でいろんなお話をお聞きしたいた
めと話題が片寄らないよう私から質問させて頂き、お話をして頂きます。
　それではCOOL  JAPN山形を語るPart4 をはじめさせていただきます。



のイギリスだけではなく、モダーンイギリスの景色、文
化、食文化などが世界中から集まってきた人々の影響を
受けている国です。
　イギリスの一番人気の食べ物は何か分かりますか?なぜ
かカレーです。植民地の影響もあって、力レーと言えば、
インドだと思われがちですが、イギリスとインドのカ
レーはそういった意味もあり深い関係にあるのです。

２　東日本大震災(3.11)
2011年(平成23年)3月11日㈮午後2時46分

●4年がすぎましたが、震災をどのように感じておりますか
生まれて初めて災害とはどういうものなの
かということを見ました。私たちは自然の変

化や災害に翻弄されながら生きていくことは当たり前の
ことではありますが3.11の映像を見ても全く受け止めら
れなかったです。特に津波の被害が衝撃的でした。当時
私は群馬県にいて津波の恐怖からは遠かったです。去年
の3月に震災後初めて津波に飲み込まれた宮城県名取市の
海岸を訪れました。海岸には何もなくて、灰色の建物が
ないと海はこんなにも美しいのかという皮肉にも思える
光景が広がっていました。家族全員を津波で失った方の
お話も聞きました。お話しできる感想も言葉もありませ
んでした。4年たった今でも被災地の子供たちの教育を応
援したり、人々の生活を支えようと活動している方々が
いらっしゃるので被災地の方々もそのほかの方々もつな
がりを感じながら前進できればいいなと思っています。

東日本大震災(3.11)の日は北海道の東部にい
て、小学生と一緒に送る会の準備をしていま

した。いつもと違う揺れが来て治まるまで皆んなと外に
避難しました。入った時にテレビを付けたら、津波の映
像を見て信じられませんでした。恐ろしいことだけの印
象ではありません。地震と津波のあとの日本人の思いや
りのある、対応に感動しました。数ヶ月後に震災地の写
真を見た時、その復興に対する動きに驚きました。日本
人が1つになってお互いを支え合った結果だと思います。
今でも日本中からの支えを感じています。

３　家族のつながり地域のつながり等の
習慣の違いを教えて下さい。

　●家族構成　●食事　●お風呂
家族構成としては、3代で一緒に住むことが
多いです。若者は働いたり、海外で生活し

たりすることが多いのでおじいさんやおばあさんは孫の
面倒をみたり、子供たちの生活に必要な知恵を伝えたり
する貴重な存在です。しかし、最近では一家に生まれる
子供の数は減っているため昔のような大家族は少なく
なっていると思います。また、モンゴルの社会では階級
という概念があまり無かったので先輩・後輩という概念
はなく、年輩者を尊重する風習があります。お料理はだ
いたい肉がメインです。日本では信じられないかもしれ
ませんが多くの家では3食お肉を使った料理を食べます。

日本のように主食という概念はなく、あえて主食をいう
ならば肉になります。日本に来てよく伝統的なテントに
住んでいるの?とか馬で学校に通うの?などと聞かれます
が都市化が進み、人口の半分は首都ウランバートルでマ
ンションに住んでいます。しかし、首都での生活は慌た
だしく、社会問題も山積みで人々は治安の悪さからお互
いを信じられなくなってしまいました。今海外生活をし
ている多くの若者が母国に帰って新しい血を通わせるこ
とが期侍されています。

離れても家族と友達は私にとって一番の宝
物です。私はロンドンの生れ育ちですが、両

親がカリブの方から移住しました。父と母二人とも働い
ていたので、家族全員が力を合わせ家事をやりました。
「家族を大切にすることが大事ですよ」とお父さんに今
でも言われます。子供のときは毎日必ず家族で食事をし
ました。イギリスの主な家庭は日曜日は家族の日となり
ます。大人になっても親戚も含めてSUNDAY LUNCHを
します。オーブン料理を中心に、お肉を丸ごと、ジャガ
イモと野菜を焼いて、みんなの一週間を語り合うのが一
般的です。イギリスに帰った時は、曜日は関係なく最初
の晩ご飯はいつもお母さんのSUNDAY LUNCHです。お
風呂のことですが、日本に初めて来た時おなじJET 
PROGRAMMEで来た、二人のイギリス人の友達が遊びに
来ました。突然、なぜか家のボイラーが壊れて、その時
の上司に温泉チケットを貰いました。3人とも温泉初体験
で。勇気を出して行ってみました。ショックでしたね!!裸
で一緒におふろに入ったことはありません。結局、緊張
のあまりお風呂に入れませんでした。今ではその緊張を
克服し温泉が大好きです。

４　あなたの目から見た山形って?
山形は私にとって自分自身を見つけ生まれ
変わる場所であり、羽を伸ばせる環境だとこ

の一年間で実感しました。山形は何がとは言えない不思
議な豊かさを持った土地だと思います。四季を感じなが
ら一人で思案できる十分な時間と環境があって私を一人
にして放っておいてはくれない温かい方々もいて、本当
に短い間でもいろんなものをもらったなあと感じていま
す。

私は日本在住が今年の夏で9年目になります
が、山形は、一年しか経っていません。なの

に、私にとって山形はとても落ち着ける場所です。親し
みやすい市民と、山に囲まれたおかげなのか保護された
感じがします。都会なのに、自然が好きな私には両方を
楽しめるのは魅力的です。気分転換のために山に入って、
刻々と変化している風景を見ながらリセットします。

５　■観光(蔵王・山寺)
　　■まつり(花笠まつり・いも煮会)　■食べ物

観光に関しては、この春休みに京都の友人
を訪ねて、観光名所を回ってきました、私



の反省しなければならないところは歴史にあまり興昧を
持たないところでした。今になって、歴史をちょっと
知っていれば面白いことが分かりました。たとえば山形
では昔農家の娘たちが働きに出る時に冬の峠を越え、そ
こで使えなくなった草履を捨てると高い木を覆っていた
雪が解けたときに投げてかけたかのようにてっぺんにか
かっているというストーリーを聞いて山形の雪は多いこ
とは知っていたがそこまで積もるのかと驚かされたりし
て、昔はどんな景色が広がっていたのかと興味がわきま
した。

季節ごとに山形ならではの習慣、過ごし方、
そして楽しみ方があります。冬は雪山を楽し

むためにはほぼ毎週末蔵王にスノーボードに行きました。
春は山寺に行くと生きている自然からのパワーを貰い、
夏は経験したことがない暑さと雨と戦いながら、畑と田
んぼの変化を観ます。秋はお腹が一番喜ぶ季節ですね。
食欲の秋!ちなみに私の一番好きな食べ物はごぼうです。
ごぼうザンギ料理です。揚げたごぼうとともにビールを
飲むのが大好きです。機会があれば、山形のいろんな処
で、おいしい食べ物をいただきたいです。ノミュ二ケー
ションとともに、グルミュ二ケーションも楽しみたいで
す。

６　日本の国技大相撲について(ドルさん)
大相撲でモンゴル人が戦う姿はもう見慣れ
たかもしれませんね。モンゴル人があんなに

も活躍しているのを見てとても誇らしい気分になります。
モンゴル人は柔道やボクシングなどの格闘技も強いです。
でも大相撲で活躍できたのは日本の国技だったからだと
思います。出身国が違うなどといわずに土俵に上がるこ
とを許されたからこそ活躍できたと思います。どこから
来た人も同じ人間として受け入れられる世界だというこ
とがよくわかり、日本の武術が技や力のみならず精神的
にも高められるといわれることに納得できました。

７　2020年の東京オリンピック(工マさん)
3年前2012年のロンドンオリンピックは念
願のスタッフになれました。観客としても参

加することが出来ました。その時は日本語を話せるス
タッフが私だけでとても重宝され、日本語が話せてよ
かったなあとあらためて感じました。その夏は口ンドン
全体が興奮していました。人生で初めて感じた何かがあ
りました。2020年の東京オリンピックもきっと、衝撃的
な何かを感じられると思います。オリンピックはその夏
だけの楽しみではありません。2020年に向けて頑張って
いる選手たちはもちろんいますが、舞台裏の人々から一
般の人々までも頑張って準備しています。国民全員が1つ
になって成功させる一大イベントです。私の仕事はバイ
リンガルの子供を育てようと言う幼稚園です。
　私がロンドンのオリンピックの時に重宝されたように、
今の園児たちにそのような人になってもらいたいと心の

中で思っています。オリンピックに限らず色んな国の人
たちと話をしている子供たちの未来を想像するとわくわ
くします。
　私の働いている園は今年で創立2年目になります。いろ
んな国の人たちとのコミュニケーションを取れるような
人に育てていく幼稚園です。是非体験入園も出来ますの
で興味のある方はいらしてみてください。

最後にあなたの将来の夢は……
私は将来多くの人を後押しし応援できる人
間になりたいです。そう思ったきっかけは

母校新モンゴル高等学校の先生方と出会ったことです。
教育を通して母国の多くの若者に夢を追う機会を与え、
卒業後も密に交流を持ち卒業生らによる大きなコミュニ
ティーを作り上げていました。私もその一員になったこ
とを誇りに思い、自分にできることは何だろうかと考え
させられ、人に夢を与えられる先生方に憧れました。ま
た、その意思を継いでいきたいと考えました。今国造り
の真っただ中にあるモンゴルにはみんなが豊かになるい
ろんなチャンスがあると思っています。
　それを見逃さないためにも一生懸命に勉強していろん
な人の考え方や知恵を分けていただこうと思います。ま
ずはいろんなチャレンジをしてみようというととでコン
サルタン卜会社へのインターンシップと更に留学するこ
とを計画しています。

将来の夢はイギリスと日本の関係の橋渡し
をしたいです。私がこれまで受けて来た日本

人からのたくさんの思いやりを、色々伝え広げて行きた
いです。そのためにイギリスと日本でのスクールとゲス
トハウスを開きたいです。


