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２０２１-２２年度 

第２７５１回 
２０２１年１０月８日（金）点鐘１２時３０分 （晴れ） 

◆ロータリーソング『我等の生業』 

◆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 

◆お客様紹介 

●第４グループガバナー補佐 中島東一様 

●米山奨学生／ラシライネン ヴェルナ エリサさん 

◆会長挨拶及び報告       大塚 裕正会長   

皆さんこんにちは。 

昨夜の地震は大丈夫でしたでしょうか？私は、会社の

仕事が終わって帰宅途中で車の中でしたので、さほど揺

れを感じなかったのですが、家に着いてテレビを見たら

とんでもないことになっていました。今朝も電車等が動い

ていない状態でまたもやビックリしました。安全確認に時

間がかかっているのかも知れません。 

都会の弱さを見たような気がします。 

◆幹事報告           岡田 敦志幹事 

来週の例会終了後に臨時理事会を行いますので、

よろしくお願い致します。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

― 東京消防庁ホームページより抜粋 ― 

    地震その時１０のポイント 

【地震時の行動】  

地震だ！まず身の安全 

【地震直後の行動】 

落ちついて 火の元確認 初期消火 

あわてた行動 けがのもと 

窓や戸を開け 出口を確保 

門や塀には近寄らない 

 

【地震後の行動】 

火災や津波 確かな避難 

正しい情報 確かな行動 

確かめ合おう わが家の安全 隣りの安否 

協力し合って救出・救護 

避難の前に安全確認 電気・ガス 

 

◆出席報告 (会員数４４名) 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

 

◆ニコニコボックス報告 

●第４グループガバナー補佐 中島 東一様 

１１月５日のガバナー公式訪問、宜しくお願い致しま

す。 

●大塚 裕正会長、岡田 敦志幹事 

中島ガバナー補佐、本日はお忙しい中をご来会くだ

さり、有難うございます。ご一緒に過ごせるひと時、ごゆ

っくりお過ごしください。 

ラシライネン ヴェルナ エリサさん、本日の卓話、楽し

みにしています。 

●石井 慎一会員 

伊藤さん、“新米”を有難うございました！ 

 

 

 

出席者数 

３２名 

欠席者数 

１２名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

２名 

9/24 修正出席率 

休会のため次回にて 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/26 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 10/26 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 10/27 オークラ千葉ホテル 

千葉中央ＲＣ 木 
 

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/21 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6，000 円 累計 102，000 円 

金の箱  435 円 累計 3，118 円 



 

本日の卓話 
演  題⇒ 『自己紹介』 

卓話者⇒ ラシライネン ヴェルナ エリサさん 

 

 

皆様、こんにちは。 

本日は貴重な卓話の

お時間をいただき、誠

にありがとうございます。 

今回は初めての卓話

ということで、もちろん大

変緊張もしておりますが、

テーマは「自己紹介」と

いうことなので、恐縮で

すが、20 分間ほど自分

のこと、 

フィンランドのこと、そして自分の日本での経験等につい

て紹介できたらと思います。よろしくお願いいたします。 

まずは、簡単に自己紹介をさせていただきます。 

名前は、ラシライネン・ヴェルナと申しますが、少し覚え

にくいと思いますので、気軽にヴェルナと呼んでくださ

い。 

私は現在、麗澤大学、外国語学部、日本語・国際コミ

ュニケーション専攻に在籍しており、3 年生です。具体的

には、多文化共生や、日本語学、対照言語学などを中

心に勉強をしております。現在はコロナの影響で、非常

に残念ですが、授業がオンラインで、部活等の活動は休

止しております。しかし元々は着物・お作法の会という着

付けを中心に着物やマナーについて学ぶ部活や、麗澤

大学表千家茶道部に入っております。特に着物・お作

法の会では、とても貴重な経験をさせていただいている

ので、後ほどそのことについても少しお話できればと思

います。 

生まれと育ちは、フィンランドのヘルシンキです。皆様

ご存知かもしれませんが、フィンランドの首都です。家族

は私を含めて 4 人、母、父、姉がいます。家族は今全員

フィンランドで暮らしております。もう 1 年半ほど会えずに

いますが、よく一緒に美術館や映画を見に行っていたの

で、またフィンランドに帰国する際にはそれが気軽にでき

るような環境になっていることを願っております。 

趣味は、先ほども言った映画鑑賞、音楽が好きなので

カラオケに行くことです。映画は割とジャンルを問わずに、

色々な映画を観ます。 

次は、出身地であるフィンランドについて少し紹介さ

せていただきます。 

フィンランドというと、日本からは距離も遠く、人も少な

いですが、嬉しいことに日本にはフィンランドに興味を持

ってくれている人が沢山います。実際、国の大きさは日

本とあまり変わらないですし、同じく縦に長い国ですが、

人口は約 550 万人しかいません。それにも関わらず、大

学でもフィンランドに関心を持ってくれる人やフィンランド

語を勉強している人と出会うことができました。 

フィンランドの公用語はフィンランド語とスウェーデン

語であり、私の母語はフィンランド語ですが、ヨーロッパ

の多くの国で話されているインド・ヨーロッパ語族の言語

ではなく、ウラル語族のフィン・ウゴル語派の言語です。 

こんなマイナーで難しいと言われる言語に興味を持って

くれることが、本当に嬉しく思っております。 

フィンランド語が全く分からない人と出会うと、よく、「お

はようございます」はなんて言うの？と聞かれることが多

いですが、「Hyvää huomenta」であることを教えると、ほと

んど毎回、難しそうと驚かれます。確かに、この挨拶には

日本語にはない音が沢山入っているので、発音するの

は難しいかもしれませんが、フィンランド語には実は日本

語とほとんど同じ発音の単語も存在するので、意外と親

しみやすいところもあるのではないかと思っております。 

フィンランドは寒い国というイメージがあると思います。

もちろん、冬は寒くて長いですし、極夜というものもある

ので暗いです。しかし、四季もあるので、夏は明るく、最

近では 30 度近くの気温もあまり珍しくありません。 

 

二つ写真を紹介させていただきます。 

一つ目は、夏の写真ですが、湖が写っています。フィ

ンランドは湖も非常に多く、先ほど見ていただいたフィン

ランド国旗の青も、この湖を象徴していると考えられてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま た 、 二 つ 目

の写真は、冬の

写真です。冬は

雪が積もり、また

空も曇っていて

白いので、こうし

て景色が真っ白

になることが多い

です。フィンラン

ドの国旗の白い

背景は、この雪を

象徴していると言

われています。 



先ほど、フィンランド語と日本語には似た発音のことば

がある、と言いましたが、他にも、フィンランドと日本で共

通している部分があります。例えば、人々の性格です。

フィンランド人を形容するときに、よく、「控え目」「シャイ」

「自己主張をしない」ということばが出てきます。これは少

し、日本人と似ていると思います。 

また、フィンランドは森林の割合が高く、本当に自然が

豊かな国です。自然に対する関わり方、大切に思う気持

ちも、日本人のそれと似ていると感じております。確かに

フィンランドと日本は離れており、文化が異なることもあり

ますが、私は日本に来て居心地が悪いと一度も感じたこ

とがなく、それはこうして少し性質が似ていることが一つ

の原因かもしれません。 

 

次に、日本へ留学した経緯から、日本へ留学してから

の経験についてお話させていただきます。 

私は幼い頃から、フィンランドでも高い人気を集めていた、

アニメをはじめとする日本のポピュラーカルチャーに関

心がありました。いつそうなったのか私自身もあまり覚え

ていないので、明確なきっかけは分かりませんが、母が

いうには 2 歳のときからすでにそうでした。そして、中学

生の頃から、なんとなく見ていた日本のアニメやテレビ番

組を、もっと理解出来たらという気持ちが芽生えました。 

私の日本語学習は、インターネットで公開されていたサ

イトにあった五十音表をひたすらノートに書き写すところ

から始まりましたが、高校を卒業した年には日本語能力

試験の 2 級に合格いたしました。 

フィンランドでは出来ない学びと、直に文化に触れた

いという想いで、日本への留学を決意し、高校を卒業し

てからは、麗澤大学の別科日本語研修課程に入り、1 年

勉強したあとで学部に入学いたしました。 

日本へ留学してからは、様々な経験をさせていただき

ました。日本の人はもちろん、様々な国の人々と出会い、

大切な友人もできました。その出会いを通して、様々な

文化がある中で、ときに理解出来なくても、認め合うこと

が学べたと思います。 

また、フィンランドの文化を、日本の小学生に伝える機

会も何度かありました。こうして子供たちにも多文化の素

晴らしさを共有できたことがとても嬉しく、自分の文化に

ついても改めて意識することができました。 

また、最初でも触れましたが、私は大学で着物・お作

法の会という部活に入っております。日本へ留学したか

らには、日本の伝統文化についてもきちんと学びたいと

いう気持ちが強かったため、着物の部活があることを知

ったときはすぐに入部したいと思いました。着物は日本を

代表する伝統文化の一つとして、留学する前から興味を

持っていましたが、まさか自分自身で装えるようになり、

ここまで大好きになるとは思っていませんでした。 

この部活では、専門の先生が大学へ来てくださり、着

付けを教えてくれます。また、着付けの大会に出場する

機会もあり、私自身実際 2 回参加させていただきました。 

着付けの大会では、ステージの上で、鏡がない状態で

実際に着付けをします。私は振袖を装いましたが、時間

もあまりないので、約 7 分で着ます。典型的なフィンラン

ド人の「自己主張をしない」という性格をしており、特に器

用でもない私が、まさかこのようにステージの上に立つと

は正直思っていませんでしたが、2 回目の大会では、外

国人の部で 1 位を受賞いたしました。留学生の私に、と

ても丁寧に色々教えてくださった先生方と先輩方のお陰

でした。本当に日本人の心の温かさを感じました。 

今はこうして、活動できない状況が続いていますが、

私はこれからも着物や茶道を通して、日本の美しい伝統

文化、和の心について、もっと学びたいと思っております。

卒業するときには、自分で袴を装い、卒業式に参加する

ことが夢です。また、フィンランドへ帰国しても、フィンラン

ド人に着物の美しさをきちんと教えられるような人になり

たいです。 

 

最後に、私の将来の目標についてお話させていただ

きます。 

私は今 3 年生で、これから就職をする時期になります

が、私はフィンランドと日本の間の架け橋になれるような

お仕事がしたいと思っております。日本とフィンランド、そ

れぞれ共通している部分があり、異なる部分もありますが、

とても魅力のある国なので、もっとその魅力も発信してい

けたら嬉しいです。 

本日は、こうして卓話のお時間をいただき、私の話を

聞いてくださりありがとうございました。大変な時期が続く

中、ときどきせっかくこのように日本に留学することができ

たのに、色んなイベントが中止になり、友人や先生方と

出会う時間も少なくなり、非常に心苦しく感じるときがあり

ます。それはもちろん、皆がそうだと思います。 

その中でこうして、ロータリー米山記念奨学生に選ば

れたことが本当に心から嬉しく、感謝しております。お世

話クラブである千葉南ロータリークラブの例会に参加さ

せていただく度に、皆様が暖かく迎え入れてくださり、沢

山のためになる話をお聞きすることができます。 

これからもロータリーの奉仕の精神を学び、また機会

ができれば、色んな活動に積極的に参加したいと思って

おります。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

（卓話の原稿、写真はヴェルナさんから頂戴しました。） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 

第２７５２回例会 

日 時⇒ ２０２１年１０月１５日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒落語家 月の家 小圓鑑様 

第２７５３回例会 

≪地区大会≫ 

日 時⇒ ２０２１年１０月３１日(日) 点鐘１２：３０ 

会 場⇒ アパホテル＆東京ベイ幕張ホール 

   

 

≪写真担当：今井太志≫ 


