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第2308 回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：AM 11：30 菊地 賀治 会長

司会進行（SAA）
：金田 亮一 君
ロータリーソング：「奉仕の理想」

― COOL JAPAN 山形を語る

会長挨拶

皆さんこんにちは。本日は、通常よ
り１時間時間を早めての 例会となり、
山形南RCクールジャパン山形を語る
Part10を開催させて頂きます。稲村
委員 長とは、コロナ禍の中で開催出
来るか否かで多くのディスカッション
を実 施させて 頂き、ようやく開 催ま
でこぎつ きました。稲 村 委 員 長、コ
ロナの大きなハードルをいくつも越え
て開催実行頂き厚く御礼申し上げます。そして会員の皆様、
山形南RCクールジャパン山形を語るpart10開催にあたり
例会開始時間変更についてご理解頂き誠にありがとうご
ざいます。
山形県もようやく、３月７日にコロナ警戒レベル４から
レベル３へ引き下げられました。まだまだ感染拡大が懸
念される状態ではありますが、一つでもレベルが下がる
と気分的に楽になった様な感じがします。県プレミアム付
きクーポン券も、４月中旬から38万枚１億９千万円分を
販売し、経済回復の取組を強めるとしています。皆さんも、
是非お買い求め頂き経済回復にひと肌脱いで下さい。
昨日８日から、山 形県 内の医 療 機 関 勤 務 者に対して、
コロナウイルスワクチン接種が始まりました。昨日、私の

幹事報告

2021 ３／９（火）天気（晴）

鉄

浩二

幹事

１．３月27日・28日開 催 予定 でした 第13回 全 国RY L A
研 究 会 山 形 大 会は、新 型コロナウイルス 感 染 拡 大の
影 響 を鑑み、延 期となりました。開 催は５月１日の 予
定です。詳細は後日改めてご連絡いたします。

Part-10 ―

娘も医療従事者なのでワクチン接種したよと電話がありま
した。気分も悪くならずに問題無かったと言っていました。
私の番が来たら、いち早くワクチン接種したいと思います。
ワクチン接種が開始され、ようやくこの様な事を考えられ
る様になりました。このままコロナが落ち着いていけば、
５月頃からアルコールを伴う例会が開催出来るのかな〜と
考えています。もちろん、ソーシャルディスタンスを保ち
ながら、席を立たない事が条件となりますが、一つひとつ
コロナ前の例会に近づけて行きたいと思っています。
会員皆さんへのお願いです。来期は、山形南ロータリー
クラブ50周年記念式典が挙行されますので、50周年記
念式典に向けて、会員皆さんで会員増強を取り組んで参
りましょう。
私も、コロナ禍でありますが何とか１名入会頂きたいと
思い活動しております。そして、50周年記念式典準備委
員会を今月立ち上げさせて頂きます。本格的な活動は次
年度からとなりますが、準備委員会で進める事はしっかり
と進めて参ります。進捗等ありましたら皆様にご報告させ
て頂きますのでその際には宜しくご協力お願い致します。
最後に、皆さん、新型コロナウイルス感染拡大防止の為
に手洗い、うがいの励行をお願いします。
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COOL JAPAN 10回目宜しくお願いいたします。
私が10年前会長の時にCOOL JAPAN始まりました。
感謝します。
本日、COOL JAPAN 宜しくお願いいたします。
先日、NHKで取り上げていただきました。
兄のご会葬ありがとうございました。
稲村委員長、COOL JAPANありがとうございました。
COOL JAPAN宜しくお願いいたします。
コロナ早く収束しますように。孫が６か月になりました。

奉仕プロジェクト委員会担当例会

COOL JAPAN 山形を語る

Part-10

国際奉仕委員会

委員長

稲

村

佳

宏君

本日の例会を担当致します 国際奉仕委員会の稲村です。宜しくお願い致します。それでは、
今日、
お話してくれ
るお二人に入って頂きます。
こんにちは。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。お二人のご紹介前に、
昨年からコロナウイルス感染症の影響で例会もままならず、休会、時間短縮例会と、夜の例会もほとんど中止の
中で今回、Cool Japanをやるにはどうすればいいのか、会食をともなわずやるには、いろいろ考えてこの様にな
りました。賛同して頂きました会長幹事理事の皆さんに感謝申し上げます。それでは、
ご紹介いたします。ポーラ
ンド国籍のハンナ・エヴァ・マチェイコさんです。バルバドス国籍のスブリンガー・ドーン・エイミーさんです。お二
人をお迎えして、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いろいろ質
問させて頂き、
お話をして頂きます。それではCOOL JAPN 山形を語るパート10を始めさせていただきます。
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１．
自己紹介とあなたの国を、
親善大使になったつもりでPRして下さい。
ポーランドから来たハンナと申します。
2019年の８月から上山市役所で国際交流員と
POL
して勤務しております。上山市がポーランドのホ
ストタウンになったことで上山市で仕事ができることとな
り嬉しく思っております。2010年に英語学科の修士課程を
卒業し、日本語と日本文化が好きなので日本学科に入学し、
修士課程まで進んで2015年に卒業しました。卒業後は、
ポーランドのトヨタ自動車とイギリスの三菱東京銀行ロン
ドン支店において仕事をしておりました。
ポーランドは中央ヨーロッパにあり、ヨーロッパ内の国
土で９番目、欧州の東と西を結ぶ国とよく言われています。
ポーランドは冬が寒いが、夏は結構暑くなります。ですが、
日本と違ってポーランドは湿度がそんなに高くないので、
蒸し暑くはありません。ポーランドは南には山があり、北
部はバルト海に面し、湖の地方などもあり、自然が豊かな
国です。首都はワルシャワです。
共産主義時代が1989年に終わってから、ポーランドは
EU欧州国連やNATO北太平洋条約機構に入って、様々な分
野で急速に発展することができました。日本とポーランド
間の経済協力は飛躍的に発展しています。現在、ポーラン
ドには約300社の日系企業（内約100社が製造業）が進出
しています。2016年からワルシャワと東京を結ぶLOTポー
ランド航空が製造業）が進出しています。2016年からワル
シャワと東京を結ぶLOTポーランド航空の直行便が就航す
るようになり、両国の経済協力に好影響を与えています。
皆様是非機会がありましたらポーランドに行ってみてくだ
さい。

BAR
バルバドス出身のスプリンガー・ドーン・エイ
ミー25歳です。家族は両親と兄がおります。両親
BAR
はバルバドスに住んでいますが、兄はカナダに住
んでいます。高校のとき、友達の影響でアニメを見始めま
したが、英語字幕を読むのに飽きて、日本語を勉強しよう
と思いました。少しの間だけ独学してから日本語の先生を
探しました。大学のときは一年間交換留学をして、卒業し
てからもう一年間日本語学校で勉強してから日本に来て３
年後南陽市役所に国際交流員として就職し現在に至ってお
ります。
バルバドスはカリブ海にある小さな島国です。面積は
431km²で、日本の種子島ぐらいの大きさです。人口は約
28万人で、山形市と南陽市の人口を足したぐらいです。日
本からは直行便がなく、欧米の乗り継ぎ便がけっこう有り
ますが24時間ぐらいかかります。バルバドスは常夏で12月
でも気温が30℃ぐらいあるのでリゾート地として有名で最
高です。白い砂浜と青い海はもちろん魅力的ですが、夏に
行われるクロップ・オーバーというお祭りも有名で、毎年、
欧米からたくさんの観光客が訪れます。バルバドスは昔か
らサトウキビ栽
培をしていて、
砂糖やラム酒が
特産品です。バ
ルバドスは島国
なので、日本と
同じように魚介
類がよく食べら
れます。そして、
主食はお米と根
菜です。

２．
東日本大震災2011年
（平成23年）
３月11日
（金）
・10年がすぎましたが、震災をどのように感じましたか。
・先月２月13日地震の時、あなたはの行動は……
私が日本に初めて来たのは2010年の秋でした。
箱根富士屋ホテルでインターンシップをしに来ま
POL
した。2011年の３月11日に東日本大震災が起こ
りました。あの日をいまでもよく覚えています。地震が起
きた時箱根ガラス森美術館で研修があり終わって富士屋ホ
テルへバスで向かっていました。バスが急に止まって、運
転手がマイクで「地震が来ます」！という案内があり、５
秒ぐらい後に地震で揺れました。結構強かったと思ってい
ましたが、あんまり地震の経験がない私はどれぐらい強い
かよく分かりませんでした。ですが、怖い顔をしていた上
司を見たら、どれほど強い地震が起こったかすぐ分かって
きました。最初の揺れが終わり、バスがゆっくり進んで10
分後ホテルに到着しました。テレビで東北の津波のニュー
スを見て信じられない光景にびっくりしました。生まれて
初めてこういう経験をしましたのでその日の夜は全然寝ら
れませんでした。今でもその時期の日本全国で頑張ってる
人々のことを思い出したら、すごく感動しています。
２月13日の地震の時上山のアパートにいました。10年ぶ
りにあんなに強い地震があって、びっくりしました。2011
年の震災を経験しましたので、今回の地震はもちろん怖
かったですが、冷静な対応が出来ました。日本は地震が多
い国だと来る前も分かりましたので、何とか慣れるしかあ
りませんね。
東日本大震災のときはまだ学生で、日本のことは
あまり知りませんでしたが、テレビでニュースを
BAR
見て心が痛みました。東北に来て色々知って、被
災者の話を聞いて、どれだけ大変で悲しかったのかを少し
理解しました。東北の復興を応援しています。
カリブ海の国は地震、ハリケーン（台風）や火山噴火とい
う自然災害が起きますが、バルバドスは基本的にそういっ
た自然災害に遭いません。他の島と違って、バルバドスは
火山島ではないし、大陸プレート境界から少し離れている
ということで地震も少ないし、位置的にハリケーンに直撃
されにくい所です。
１ヶ月ぐらい前の地震はちょうど寝ようと思って布団に
入っていたときに起きました。怖かったし、慣れていない
というのもあったので、行動が遅かったと思いますが、逃
げられるように閉まっていたドアを開けて、家具が倒れて
も怪我しないところに移動しました。自分がどれだけ用心
が足りていないを実感したので、その後は家にあったもの
で非常用持出袋を作りました。

３．
新型コロナウイルス感染症に対する対応について
※＜自国のコロナの現状は＞※＜山形での生活の変化について＞

バルバドスは最近まで市中感染がなく、落ち着い
た感じでしたが、観光客や帰国者による隔離違反
BAR
や国民の気の緩みのため、大規模クラスターが発
生しました。日本もしっかり対策して、気が緩まないよう
にすれば、状況がよくなると思います。
バルバドスはマスクをする習慣がないので最初は常にマ
スクをするのに抵抗がありました。私は顔に熱い空気が当
たるのが苦手で、冬でもマフラーをすることがないので、
マスクで息が目の辺りにいくのが今も嫌ですが、でも少し
ずつ慣れてきました。
世界中に広がっている新型コロナウイルスは私た
ちの毎日の生活に大きな影響を与えています。私
POL
の毎日の習慣と国際交流員としての仕事も影響を
受けました。特に去年の３月から６月の間でコロナウイルス

感染拡大の防止のために様々なイベントや発表などができ
なくなってしまいました。とても残念なことですが、感染拡
大防止のために実施している「社会的な距離」（ソーシャ
ル・ディスタンス）に従って、自分と周りの人達を守らな
ければなりませんね。今の大変な状況に負けずに、前向き
に頑張りましょう！ワクチン接種も間もなくですので、状
況がどんどん良くなると信じております。

４.東京オリンピックについて

※＜コロナ禍で延期になった東京オリンピックについて＞

バルバドスは南陽市のホストタウンになっていま
すが、他のホストタウンと違って、ひとつの種目
BAR
に絞っていません。出来るだけ多くの種目を受け
入れる姿勢です。バルバドスの有望な種目は陸上、柔道、
サーフィン、水泳、ボクシング、トライアスロンと射撃で
す。オリンピック開催に当たって、是非コロナ対策に力を
入れていただきたいです。しかし、世界の状況があまりに
ひどいときは国民やアスリートの健康を考えて、中止とい
う選択肢もあるのかなと思います。
新型コロナウイルス感染症の拡大で、東京2020
オリンピック・パラリンピックを一年程度延期す
POL
ることを2020年３月24日日本政府とオリンピッ
ク委員会（IOC）が決めました。もちろん、この決定はと
ても残念ですが、アスリートと観客の安心・安全を確保す
る観点から見ると延期せざるを得ないという状況でしたね。
ポーランド陸上選手団の蔵王坊平でのオリンピック直前合
宿も延期になりました。ポーランドのホストタウン上山市と
しても安心安全な受け入れや交流事業開催のためには仕方な
いということだと分かりますね。今年の７月に予定されてい
たポーランドナショナルチームの合宿のための準備は着々と
進められており、市役所のスポーツ振興課の皆さんはじめ協
力いただくさまざまな方々が精一杯頑張って働いていました
が、延期を前向きに受け入れいる様子にわたしも引き続き頑
張ります！目指すものは変わりませんね！

５．
家族のつながり地域のつながりなどの習慣の違
いを教えてください。家族構成（老後）食事（好き
な食べ物・嫌いな食べ物・他）
お風呂

POL

Ａ）家族構成（老後）

現在のポーランドで
は日本と同じく晩婚化
と高齢化が進んでいる
状況にあります。老後の過ごし方は人それぞれですが、
ポーランドでも大勢のお年寄りは色々な趣味を楽しんでい
ます。孫との遊びはもちろん、おばあちゃんとおじいちゃ
んにとって最高の時間ですが、現在は大人になった子供た
ちは両親と離れて住むようになり、孫と一緒に過ごすこと
があまりない人々が結構います。寂しくにならないように、
様々な趣味を楽しんでいます。庭のガーデニングとか公園
や森の散歩などなどです。
Ｂ）食事（好きな食べ物・嫌いな食べ物・他）

日本料理大好きです。日本料理の中で美味しい魚料理が
たくさんありますがお寿司などよく食べます。大根おろし
が嫌いです。大好きな野菜はビーツです。栄養が高く非常
に健康的なものですが、残念ながら日本ではまだあまり人
気ではないものなので買う事が難しいです。
Ｃ）お風呂

温泉の文化はポーランドでありません。実は温泉もあま

りないです。公衆浴場もないので、知らない人たちと一緒
にお風呂に入る習慣が全くありません。日本に来て初めて
温泉に入ってちょっと恥ずかしかったかもしれませんが、
温泉に入ることがすごく好きになりました。温泉は特に冬
の時期が気持ちがよくて、体にもいいし、最高だと思うよ
うになりました。

BAR

Ａ）家族構成（老後）

山形は３世代の家庭が多いかと思いますが、バルバドス
はあまりないです。老後、自分で生活ができなくなったら、
近くに住んでる家族が世話しに行くのが一般的です。そう
いう選択肢がない場合は老人ホームに入ります。
Ｂ）食事（好きな食べ物・嫌いな食べ物・他）

好きな日本料理はすき焼きです。たこ焼きや生卵は味が
好きですが、食感が苦手です。私は甲殻類アレルギーがあ
るので、食べられない料理はけっこうありますが、不便だ
と思いません。
Ｃ）お風呂

バルバドスはシャワーが一般的で、湯船のない家が多い
です。昔からの習慣で、水道のない家に住んでる人たちが
使える共有水道で体を洗う人もいます。

６．あなたの目から見た山形って？
私にとって、山形は大切な場所です。日本に来て
一番長く住んだのが山形だし、素敵な出会いもた
BAR
くさんありました。都会が苦手な私にとってとて
も住みやすい場所です。自然がたくさんあって、綺麗なと
ころだし、美味しい食べ物がたくさんあります。特に私は
ラーメンが大好きで、山形に来てたくさんのラーメン屋さ
んがあるので良かったと思っています。ラーメン以外では
芋煮が好きです。
それから、山形に来る前は大阪に住んでいて、山形の方
言が全然わからず大変でした。もし、山形を離れても、ま
た遊びに戻って来たいです。
これまで東京都や福岡県に住んだ経験があります
が、東北に来たのは今回が初めてです。来る前山
POL
形はどこか、山形と言えばさくらんぼなどとか、
冬は大変だなどとか、それぐらいの基本的な知識しか知り
ませんでした。関東や関西の観光地にはない文化・魅力が
山形にはあります。

７．
プライベートな質問ですが
エイミーさん・ハンナさん：結婚について？

BAR

POL

８．観光（蔵王・山寺・他） まつり（花笠まつり・いも煮会・他）
南陽市の観光PRも含めて

私は車がないので、あまり観光はできないですが、
山寺と蔵王温泉に行ったことがあります。山寺は
両親が日本に遊びに来たときに行きました。両親はハイキ
ングなど自然が楽しめる様な観光が好きで、私も山寺から
の景色が綺麗だと聞きましたので行きたいと思っていまし
た。私はインドア派なので、ハイキングなどは特に楽しい
と思いませんが、山寺からの眺めは確かに綺麗で、両親も
楽しんでいたので行ってよかったと思います。蔵王温泉に
行ったのは友達と海に行った帰りに行きました。私は温泉
は苦手ですが、蔵王の自然景観を見れていい思い出になり
ました。南陽市ですと、仕事などでほとんどの観光スポッ
トを訪れたかと思います。くぐり滝や熊野大社が特に好き
です。
南陽市はラーメンが有名で美味しいラーメン屋さんがた
くさんあり嬉しいです。
BAR

上山市の観光PRも含めて

山形県の観光ですが、今までは蔵王山（夏はお釡、冬
は樹氷、坊平へ雪歩きもしました）、羽黒山（２回）、
月山、山寺（５回：夏と秋の紅葉の時期、冬の大雪の時）、山形
市、米沢（灯篭祭り）、長井、新庄（新庄まつり）、鶴岡（水族
館）に行ったことがあります。黒森町で黒森歌舞伎も去年見ま
した。最初の印象は、
自然がとても豊かだ
ということです。芋
煮 など 地 域 特 有の
おいしい食べ物もた
くさんありますよね。
新鮮でおいしい果物
と野菜も多いので楽
しめます。
POL

９.これだけは、
どうしてもお話したいこと
皆 様にお願いが ありますが、それはポーランドを
もっと知ろう！ということです。山形南ロータリー
POL
クラブの方々にポーランドのPRが出来たらうれし
いです。最初にお話しいたしましたがポーランドは30年の
間に本当に成長しました。経 済的な力のある国で、日本企
業も増加傾向にありますのでたくさんビジネスチャンスが
あります。少しでもポーランドに興味をお持ちになった方は
ご連絡下さい。また交流機会があればぜひ参加させて下さ
いね！

10．
最後にあなたの将来の夢は……

私は結婚という形にとらわれないです。好きな人
と一緒にいられれば、それでいいと思います。

大きい目標は特にないですが、就職して安定した
生活をおくりたいと思います。できれば日本に残
BAR
りたいと思いますが、日本で就職できない可能性
が大きいので、帰国することになるかもしれません。

私はまだ結婚していないです。いつか良い相手を
見つければ結婚するかもしれません。

夢はある日、南アメリカのどこかでビーツと他の
野菜を栽培して、簡単な生活を送りたいです。

POL

ありがとうございました。
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