
 

 

 

3 月 18 日の卓話  3 月 8 の出席率  4 月 1 日の卓話  

 会員在籍者数 40 名 

 会員出席者数 28 名 

 会員欠席者数 12 名 

 本日の出席率 70.0％ 

  

 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ 清水孝弘様 

当クラブ 坂東裕樹様 

 

「国際奉仕フォーラム」 

卓話担当 

国際奉仕委員長 福本光浩様 

2022 年 3 月 18 日［第 85 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 84 回例会報≫ 

2022 年 3 月 8 日（火）東武ホテルレバント東京「錦の間」 

司会：菅秀平会員 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ    西野充英会長 

(西野充英会長)      （司会：菅秀平会員） 

 

■国歌斉唱 

感染拡大防止のため割愛させて頂きます 

■ソングリーダー：岩崎裕馬会員 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

こちらも感染拡大防止のため歌わず、 

お聞きください 
 

 

 

■「四つのテスト」：大星副会長 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海西 RC バージョン 

感染拡大防止のため 

割愛させて頂きます 

 

 

 

 

 

■来賓紹介：西野充英会長 

●東京臨海西ロータリークラブ  特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

●今年度米山奨学生    オーチソムオン様 

  

■卓話者紹介：西野充英会長 

●当クラブ 国際奉仕委員会 副委員長  

バギオ基金担当        髙橋 健様 

●今年度米山奨学生    オーチソムオン様 

 

■ビジター紹介：北林貴臣会員 

●眞坂勇輝様 株式会社相互住宅 代表取締役 

（油井会員ゲスト） 

 

 



 
 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●一般財団法人比国育英会バギオ基金  

第 5回感謝状贈呈（二瓶会員） 

●オーチさんへ奨学金お渡し・一言挨拶 

●親睦旅行・バギオ訪問旅行のお返事について 

●清水孝弘会員お祝 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●3 月のロータリーレートは

1ドル 116 円です 

●3 月ガバナー月信・ガバナ

ービデオメッセージをメー

ルしました（3/3 事務局よ

り配信済） 

●ロータリーの友 3 月号をメ

ール BOX に配布しました 

●2/18 地区研修セミナー2/18 にバーチャルで実施

した 2022-23 年度地区研修セミナーにて、服部陽

子様（ロータリー公共イメージコーディネーター

/RI 研修リーダー）YouTube チャンネル公開しま

した。3/4 事務局よりメール配信していますので

ご覧ください 

●今後のスケジュールを配布させていただきまし

た。皆様再度ご確認ください。 

●本日、例会終了後理事役員会を行いますので、理

事役員の方 3階「蓬莱の間」にお集まりください 
 

 

                    

■委員会報告 

●親睦活動委員会 橋豊和会員 

「4月 3,4 日で親睦旅行を開催したいと思います。

本日が締切りですので、よろしくお願いします。」 

 

●国際奉仕委員会 副委員長 バギオ基金担当 

 高橋健会員 

「ようやく日本の水際対策が 3月 1日で緩和されま

した。5 月にバギオ訪問、6月に国際大会がヒュー

ストンで開催されます。ヒューストンの国際大会

では臨海西用にツアーを組んでますのでよろし

くお願いします。」 

 

●親睦活動委員会 

ゴルフ幹事 岡田竜司会員 

「明日のゴルフの詳細ついて後ほど

メールと LINEをしますので、よろ

しくお願いします。」 

 

 

 

 

●クラブ奉仕委員会 清水孝弘会員 

「3 月 13 日に千葉市民会館で千葉市里親制度推進

シンポジウムの紹介と今後の支援活動について」 

 

●米山奨学生 飯塚カウンセラー 

「オーチさんの米山奨学生卒業につ

いて」 

「カウンセラーグループ活動につい

て」 

 

 

 

 

●カウンセラー委員会 

島崎久志会員 

「2月 1日と 3月 1日にカウンセラー

集会を開催しました。まん延防止

の最中という事で参加できる方だ

けで、なかなか全員集まる機会が

ないですが、毎回違うメンバーと

いう形が開催しています。2 月 1日は菅秀平会員

のお店で、3 月 1日は新会員の松原さんに参加い

ただいて親睦を深めました。」 

 

■3 月お祝い：橋豊和親睦委員長 

●会員誕生日 栗山会員 

●奥様誕生日 飯塚正裕会員夫人、岩本会員夫人 

河村会員夫人、栗山会員夫人 

●「誕生日の歌」： お祝いの歌は、感染予防のため、

歌わず手拍子のみでお願いいたします。 



 
 

 

●１分間スピーチ：（栗山義広会員） 

「3 月 6日の日曜日に 55歳の誕生日を迎えました。

沢山のメッセージを会員の皆さまからいただき、あ

りがとうございます。55歳で自分の中でひとつの節

目にし、したい事がいくつかあります。私の計画ど

おり順調に楽しくやらせてもらっています。この先

60,70 歳になった時の目標もあるので、おいおい皆

様にお話をしていきたいと思います。皆様の目標に

なれるように頑張っていくので、引き続き仲良くよ

ろしくお願いします。」 

 

●結婚記念日 岩本会員、西野会員、島崎会員 

 

■出席状況報告：大西聡会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 
 

■ニコニコ BOX 報告：橋豊和会員 

(ご意向)高橋さん卓話頑張ってください。今日は 3

クラブ同日例会なので、途中抜けますがよ

ろしく。また、理事会は少し顔を出します

のでお願いします：斉藤実様 

(東京臨海 RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)高橋健さん、オーチさん、卓話楽しみにし

ています！：当クラブ三役 

(ご意向)高橋さん、オーチさん、卓話よろしくお願

い致します：栗山会員 

(ご意向)オーチさん、米山奨学生お疲れ様でした。

今日は卓話もよろしくお願いいたします：

飯塚憲貴会員 

(ご意向)本日卓話担当致します。宜しくお願いしま

す：髙橋会員 

(ご意向)本日、急遽都合で出席出来ずに申し訳あり

ません：石田会員 

(ご意向) 2 月 27 日に 6 人目にして初めての女の子

が産まれました。今から何歳までお風呂に

一緒に入れるのか悩んでいます。正解を知

っている方がいらっしゃれば教えてくだ

さい：清水会員 

 

油井会員、平井会員、大西会員、岡田会員 

坂東会員、雪丸会員、二瓶会員、北林会員 

佐藤会員、島崎会員、岩崎会員、米井会員 

飯塚正裕会員、岸会員、倉持会員 

 

【24 件 81,000 円  今年度累計 1,790,000 円】 
   

出席状況報告      ニコニコ BOX 

大西聡会員       二瓶恵一会員 

 

■卓話 

クラブ 国際奉仕委員会 副委員長  

バギオ基金担当 髙橋健様 

「イニシエーションスピーチ」 

 

皆さん、こんにちは。イニシエーションスピーチっていうことなん

ですけど、せっかくなんで題名を付けました。「高橋健をもっ

ともっと知ってもらおう！！」ということで、僕はどちらかと言え

ばずっと皆さんと一緒にいるんですけれども、もっともっと僕の

ことを知ってもらえればなと思って今日はスピーチさせていた

だきます。 

 一応こんなお題で進めさせていただきます。「私の生い立

ち」と、あと「私の今の仕事」、それとしくじり先生というか海



 
 

 

外編で、ちょっとめちゃめちゃなことをやっちゃいましたので、そ

れもちょっと皆さんに共有できればなと。「え、旅行会社の人

ですよね！！」っていうような題で進めさせていただきます。 

 

●高橋氏の生い立ち 

 

じゃあ早速ですけど、私の生い立ちです。昭和43年9月24

日で申年です。なので褒められるとめちゃめちゃ木に登るタ

イプなので、ぜひ褒めてください。生まれは京都市の大原ノ

町というところで、すごく田舎の方なんですけど、裏に竹やぶ

があって。大原三千院ですよねってよく言われるんですけれ

ど、実はそうじゃなくてもっともっと田舎の方で、裏にほんとに

竹やぶがあって、何もないというところで生まれました。今の

家族構成は妻が1人と、娘が今年でもう中学1年生になり

ましたね。もう女の子じゃなくて女子っていう感じで、携帯持

ってとんでもないことになってます。今、住まいは江東区有明

の方に住んでまして、さっきお話ししたように幼稚園までは京

都にずっといて、そのあと父親の仕事の関係で滋賀県の草

津市っていうところに引っ越しました。 

 滋賀県っていっても皆さんあんまりご存じじゃないかも分か

らないんですけれど、下にちょっと地図入れてるんですけれど、

草津市っていうと「あ、草津？ あの草津温泉の」なんて言

われるんですけれど実はそうじゃなくて、滋賀県の草津市っ

て宿場町で、結構歴史好きな方ですといろいろ安土時代

だとか桃山時代、あと織田信長とかそういうところに住んでま

した。 

 普通に小学生、中学生はリトルリーグ、野球部に所属し

てて、普通に野球やってて、そのまんまなんのあれもなくて高

校の方に入学して、野球部に入ってそのまま甲子園目指す

んだあなんて思ってたんですけど、実はちょっとした事件があ

って。入って早々筋トレやってたら友だちにバーベルを左の足

に落とされました、80㎏ぐらいのを。それで複雑骨折しちゃっ

て全治3カ月松葉づえの生活。そんな感じになっちゃったん

ですね。多分、野球をやられている方は、ご存じかと思うん

ですけど実は中学から高校行くときって軟式から硬式に変

わるじゃないですか。その対応ですらもう全くできなくて、野

球部断念みたいな、甲子園断念みたいな、そんな感じでい

ました。 

 そしたらたまたま足が速くて、今こんな感じですけど実は結

構足速かったんです。たまたま陸上部の先生が「じゃあ足速

いんだったらおまえ陸上やれよ」みたいな感じで、陸上部に

誘われて陸上部に入ったんですけど「おまえそういえば野球

をやってたから肩強いしやり投げやれよ」みたいな、そんな感

じでやり投げっていう競技に初めて携わって。やり投げってマ

サイ族みたいな感じで、こんな感じで練習するんですけど、

それが高校生でめっちゃ恥ずかしくて。何やってんだろうなっ

て感じで。 

 そのまま普通に大学行くんだろうなみたいな、友だちもいる

しみたいな感じで、高校受験とか大学受験しようかなと思っ

たんですけど、ちょっと待てよと。なんかこのまま大学行ってい

いのかなっていう感じで。実は僕はすごいアメリカ大好きで、

80年代の音楽とか映画とか、そういうのがすごいこの時代好

きだったので、そしたらアメリカの大学に行こうってことで、さっ

さと決心してアメリカの大学に行っちゃったんですね。アメリカ

の大学もいろいろ調べたんですけど、カリフォルニア州とかい

ろんなとこがあるんですけど、結構日本人がやっぱ多いんで

すね。そうすると僕の性格では絶対遊ぶだろうということで、

全く日本人がいないところをあえて選んで、アイオワ州ってい

う下に地図があるんですけど、多分皆さんアイオワっていうの

聞いたことあると思うんですね。アイダホってきくと、あ、ポテト

のとこみたいな感じですけど、実はアイオワ州でしてシカゴだ

とかイリノイ州の横の方に、こっち側でいうとコーン、あるいは

ブタ。結構、白人主義の州で、ほとんど黒人の人がいない。

そんな州のところにいました。それでも日本人が20人ぐらいい

たんですかね、僕の行ってた大学に。まあそんな感じで、たま

たまそこにいたのが今の奥さんでもあったんですけど、そんな

田舎のところで大学生活をしてました。 

 全く私は英語ができなかったんですけど、なんとかそういう

環境だったので英語もしゃべれるようになって、いったん日本

の方に、学生だったんで無事卒業して帰ってきました。ちょう

どバブルがはじけたぐらいのときかな。それで、東急観光って

いう東急グループの旅行会社の方に入って、大阪難波支



 
 

 

店っていうところに勤めてたんですけど、バブルのはじける前く

らいだったので、ものすごい量の修学旅行があって、ものすご

い量のツアーがいっぱいあって。僕ら新入社員は机があるん

ですけど、先輩の添乗員の補欠みたいな感じで駆り出され

て机に座る間もなく、じゃあ次は北海道、座る間もなくじゃ

あ次は修学旅行沖縄なんて感じで駆り出されて、それはそ

れですごく楽しくて。実は添乗員は食事代も何もかからない

じゃないですか。お土産もそのときいっぱいもらえたんで、なん

て楽しい仕事なんだって思ってたんですけど、実は何やって

んのかなみたいな感じで、ふっとまたここで気が付くんですね。 

 よくよく考えたら、僕はアメリカが好きなんだ、だったらアメリ

カのところで働きたいみたいなまた単純なことを思いまして、

実はアメリカの方に渡米をします。渡米をしますっていうか、

たまたま私が働いてたところのちょっとコネクションがあって、ロ

サンゼルスの勤務っていうことになったんですね。初めはサン

フランシスコというところに勤務してて、その後ロサンゼルスの

方に勤務しました。こちらから日本のお客さまを向こうで受け

るようなお仕事、そんな仕事をやってました。空港でお迎え

したりだとか、ホテルでお迎えしたりだとか、そんな感じの仕事

をしてました。1997年ですね。 

 そんな感じで約5年間ぐらいいるんですけれども、その間に、

2000年のミレニアム問題、ノストラダムスの、あるいはコンピュ

ータがどうのこうのなんて、とんでもないことになるんじゃないか

っていう。一番皆さんにあるのは2001年9.11、このとき実はロ

サンゼルスにいて、そのとき初めてアメリカにいることを後悔し

た。ほんとに映画の世界で、ロサンゼルスは実はテロの乗っ

た飛行機が飛んでくるみたいな話になって、そのときだけめち

ゃくちゃ怖かったです。結局、日本のお客さまもお帰りになる

形になって、その事件の後に、僕はたまたまグリーンカードを

申請してたんですけど、それも通らず、やむなく帰国という形

で2002年に帰りました。2002年にやむなく帰ってきたんです

けれども、そこで働いたのはJTBという会社なんですね。JTB

という会社にしばらく勤めてて、その後にエス・プランナーに勤

務っていうのが今の僕の生い立ちです。 

 

●高橋氏の仕事について 

 今の仕事なんですけど、旅行会社なので皆さんご存じだ

と思うんですけど、そんなことをやってました。一般的にある

旅行というのは、皆さんご存じのようにパンフレットみたいなも

の、あんな感じを思い浮かべられると思うんですけど、実はそ

うではなくて、どちらかと言えば手配旅行的な感じの仕事を

やってます。多分、旅行会社の都合で作ってるツアーを単

純に見ると面白くないみたいな感じだったんで、僕はどちらか

というと皆さんの要望に応えるという仕事を作っていくというと

ころですね。旅行ってやっぱり行かれる方、あるいは行きたい

場所、仲間で過ごしたいというのがありますので、ちょっと

JTBとは違うなあということで、エス・プランナーという会社に

入ってます。世の中の旅行会社、さっきもお話ししたように、

あんまり面白くないなあっていうことで、そういうところが表現

できるのがエス・プランナーという会社だというふうに僕は思っ

てます。 

 

バギオ訪問の時の話を書いてるんですけど、お客さんが帰り

たいってなったときに、普通の旅行会社だと「ちょっとお待ちく

ださい」という話になるんですけど、そうではなくて僕らは帰り

たいって言われたら皆さんできるだけ帰すというようなことをで

きる会社だというふうに思ってます。 

 実はコロナのことがあったので、今うちの会社は人流が止ま

っちゃったので大変なことになっちゃったんですけど、それで会

社やりながら新規事業っていうのが三つ立ち上げました。海

外にある僕たちのリソースを、人流だけじゃなくて日本の方で

も使えんじゃないかというところに僕たちはプランを立てたんで

すね。今、言葉で言うとSDGsになるんですけど、具体的に

は生ごみ処理。あるいは行けないんだけれども、海外にいる

人たちをお客さまの方に提供する。例えば、オンラインを使っ

てセミナーをやったり。そういう、いろいろ技術を使っている部

署を立ち上げました。もう一個は、人材派遣とかをやって、

そんなことを立ち上げて今やっています。ただ、いろいろさっき

お話ししたように3月1日で人流が動き始めましたので、なん

とか戻ってくるだろう、少しずつ戻ってくるんじゃないか。そんな

ことを期待しながら、今過ごしてるっていうようなことが今の私

の仕事ということになります。 



 
 

 

●高橋氏のしくじりについて 

 

最後のところなんですけれども、平井さんが「健さんもこんな

ことやるの」ってさっき言われちゃったんですけども、実は思い

っきりしくじったことの話をしたいと思います。これちょっと皆さ

んに共有できることなので、どういうことかというのを話させて

いただくと、実は事件は2019年の7月に起きたんですね。コ

ロナの前です。 

 めちゃめちゃ重要な会議が南米のペルーっていうところにあ

って、僕とうちの酒井で行くことになります。基本的に2人で

行くときは極力同じ飛行機に乗らなくて、別々の飛行機に

乗るっていうことになるので、彼はヒューストン経由のいわゆ

るユナイテッド航空で移動し、僕はアメリカン航空を使って成

田からダラスに行ってペルーに行きました。酒井の方は乗り

継ぎ時間がすごく短かったので、一緒に成田に行ったんです

けど早く着いたんですペルーに。僕はダラスでめちゃくちゃ乗り

継ぎ時間があったので、うちの酒井はその日の夜に着いたん

ですけど、僕の予定はその次の日の朝に着くっていうかなりフ

ライト時間が、いわゆるトランジット、乗り継ぎ時間が長いフ

ライトだったんですね。そのままアメリカン航空でダラスに行っ

てペルーに着きました。 

 ところがペルーに着いたら、これたまにアメリカとかカナダでも

あるんですけど、入国審査でパスポート見せるじゃないです

か。そうすると、ちょっと意地の悪い人だったりに当たると「おま

えちょっとこっち行け」みたいな、そういう世界を僕、2～3回

目経験したことがあったので、今度は実はそれになっちゃった

んですよ。朝5時ですよ。めんどくせえなって思って、要らんも

のついちゃったなと思ってたんですけど、まあしょうがない。実

はニューヨークからペルーに日本の友達だちがいて、コージっ

ていってるんですけど、たまたま彼がドライバーとガイドさんを

お迎えにつけてくれてたんで、ちょっとコージに電話して「ちょっ

とめんどくさいことになった、つかまっちゃった、イミグレで」って

言ったら、「大丈夫ですか」、「大丈夫、大丈夫、変なやつ

につかまっちゃってさ」みたいな話で、そのときはするっと終わっ

たんです。 

 ところが待てど暮らせど、要するに来ないんですよ、イミグレ

のやつが。どうしたのかなと思って、コージとまたやりとりをして

る間にそいつが来て、来たんですけど、ペルーって英語でも

なんでもなくて、向こうの言葉なんて全然分かんなかったで

す。英語のやつを呼んだら、英語のやつ来たんですけれども、

要は意地悪されてるんじゃなくて、結局何があったかというと、

実は僕のパスポートが、有効期限ってパスポートにはあるん

ですけれども、ペルーは6カ月だったんですよ。僕の有効期

限は4カ月しかなかったんで、そのことを言われたんです。もう

要は入れないわけです。実はすごく重要な会議がある、入

れてくれって話を何度もするんですけど、ループループって話

になる。またコージに電話してどうしようって話したら、「金ちょ

っと入れたらいいかも」って話になって一応100ドル渡したん

です。そしたら考えるわって話にいってくれて、いけるかなって

思ったんですけど、結局、最終的には入れなかったんです。 

 なので、僕はそのまま強制送還というか、いわゆる渡航者

じゃなくて犯罪者の扱いになっちゃって、もうそのまま帰れって

いうことになったんです。だからペルーの地は着いたんですけ

ど、そのまま帰らないといけないと。僕はその後にボゴタってい

う、要するにコロンビアに行って、ニューヨークに行って帰る予

定だったんですよ。強制送還になったんで、おまえどこに行く

んだといったらコロンビア経由でニューヨークに出ろって言われ

ました。それを急きょアレンジ、要するに手配をして行くことに

なったんですけど、もう犯罪者扱いなのでここにセキュリティが

2人ぐらいついて、もう自由が利かないんですよ。だから、トイ

レ行くのもそのセキュリティがついてるし、水も買わしてくれな

い。そんな状況になって、いわゆる犯罪者です。急きょ酒井

に電話して、実はパスポートの残存が切れてたって言って、

結局僕はホテルに行けず、酒井は残り、向こうの社長は帰

ることになってっていう、とんでもないことをやらかしたっていう

話なんですね。 

 ちょっと時間がないので、その続きがあるんですけど、実は

その後、僕はコロンビアのボゴタっていうところに行くんですけ

ど、そのあと大変なことが起こり、さらにそっからニューヨークに

行くんですけど、そのニューヨークでも大変なことが起こったん

ですが、ちょっと今回は一応パスポートの残存は皆さん帰っ

たあとに確認してくださいっていうことで締めたいと思いますの

でよろしくお願いします。本日は、どうもありがとうございまし

た。 



 
 

 

今年度米山奨学生 オーチソムオン様  

「日本留学の忘れられない出会い」 

●自己紹介 

 

皆さま、改めましてこんにちは。本日、卓話をさせていただき

ます。早速ですが、東京臨海西ロータリークラブ、米山奨学

生オーチ・ソムオンがスピーチをさせていだたきます。話の流

れは図の通り、自己紹介とカンボジアについてお話しさせて

いただきます。 

 私の名前はオーチ・ソムオンです。オーチは名字、ソムオン

が自分の名前です。母国では日本と違って、人を呼ぶとき

に名字じゃなくて本人の名前を呼びます。私の場合は、だ

からソムオンで呼ばれます。出身はカンボジアです。カンボジ

アをご存じない方もいると思いますが、カンボジアはアンコー

ルワット、世界遺産のある国です。 

 私は1994年に生まれて、兄、姉、妹の3人がいます。趣

味は料理を作ることです。自分の作る料理はほとんど国の

ものです。他にはタイ料理か韓国料理のキムチとかキムチチ

ゲとかも作ります。日本の料理はあまり作らなくて、ほとんど

漬物かだし巻きなんかの簡単なものだけ作ります。日本の

食べ物の中でラーメンが一番好きです。 

 自分の学歴ですが、2015年に日本に来て1年間日本語

学校に通って、その後で専門学校で2年間勉強をしまし

た。帝京大学に3年次編入しまして、2022年に卒業しまし

た。そして東京海洋大学の大学院に入学しました。今月の

25日に卒業になります。その後は電気通信大学で博士課

程に進学をいたします。自分の将来の夢は大学教員になり

たいです。 

 

●カンボジアについて 

 続いてはカンボジアについてお話しさせていただきます。カン

ボジアは東南アジアのインドシナ半島になります。周りにはベ

トナム、ラオス、タイの3国に隣接します。国土の面積は18

万1,035㎡で、日本の半分ほどの広さです。人口は約

1,607万人で、90％はカンボジア人の他に、中国系、ベトナ

ム系、あとはチャム族などの少数民族で構成されています。

カンボジアでは若者が多いです。季節は雨期と乾期で二つ

があります。カンボジア人の殆どが仏教徒であり、その他がイ

スラム教とかキリスト教などになります。公用語はクメール語

です。都市では英語の通じる人も多いです。カンボジアでは

日本との時間差は2時間遅いです。 

 次はお勧めの観光地のご紹介です。本日ご紹介したいの

は三つあります。一番お勧めの観光地はシアムリアップで

す。続いてはプノンペン。これはカンボジアの首都です。次に

きれいな海の地であるところのシアヌークビールのご紹介で

す。 

 

シアムリアップでは首都プノンペンから北西に約300㎞です。

素朴な小さな町ながら世界遺産のアンコールワットの遺跡

があり、観光の町として人気です。アンコールワットは12世

紀ごろに作られて、目的はヒンドゥー教のヅィシュヌという神

様にささげるためです。アンコールワットの面積は約1,000k㎡

であり1992年にユネスコの世界遺産に登録されています。

アンコールワットは世界でも重要な観光地であり年間200

～300万人の観光客が訪れます。シアムリアップではアンコ

ールワット以外にもたくさんの寺院があります。 



 
 

 

 次に第2のお勧めの観光地のプノンペンです。プノンペンは

カンボジアの首都であり、いろんな独特な魅力があります。

お勧め観光スポットはプノンペンの王宮、国立博物館、独

立記念塔とショッピングスポットならセントラルマーケットがお

勧めです。 

 最後のお勧め観光地がシアヌークビールです。シアヌーク

ビールはプノンペンから南西へ約230㎞離れ、カンボジアでも

ベストビーチリゾートです。透明度の高いマリンブルーの海、

数kmにわたる白砂のビーチの魅力があります。 

 こちらは自分の作れるお勧めのメニューをご紹介いたしま

す。一番上はカンボジアの素麺です。これはココナツミルクの

粥と米の麺であり、カンボジアの伝統的な郷土料理です。

次にカンボジアのカレーです。これはココナツミルクがたっぷり

でまろやかな味となっています。普通は素麺とパンと食べま

す。次に牛肉のサイコロステーキです。これは甘い辛いタレで

味がついており、さらに塩コショウとレモンも搾り、調味料でや

ってます。最後に豚肉のせごはんです。これはカンボジアの

一番基本郷土料理です。よろしかったらカンボジアにいらっ

しゃるときにぜひお楽しみください。 

 

●忘れられない思い出について 

 

お話はちょっと変わりますが、自分の日本の留学であったこと

をお話しいたします。7年間の日本留学は楽しかったり辛か

ったり、いろんなことで非常に重要な経験でした。大学もそう

ですが、美しい言葉、豊かな文化、習慣を体験し吸収する

ことは今の自分になるのに貴重な役割を果たしてます。その

ために引き続き成長し続けるために専門技術はもちろんコミ

ュニケーションと日本の社会勉強をさらに取り組んでます。 

 さて、日本の留学の間に忘れられない出来事があって、5

年前に実験のために徳島へ行ったときの夜行バスでの旅行

のことです。徳島は初めてで、夜行バスに乗ったときに2時間

ほどで出発地点に行きましたが道がよく分からなくて、グーグ

ルマップを見ながら、あとは警察官に聞いたりもしました。し

かしバス乗り場には着けませんでした。出発時間が迫ってど

んどん緊張してしまって、日本人の男性の通行人に聞きま

した。彼もバスターミナルを知らず携帯のグーグルマップを一

緒に見ながら教えてくれて、歩いていきました。 

 しかしその人の教えられた道は逆方向でした。そろそろ乗

車時間に近づいてきたんで、何も考えずその方向に走りまし

た。走れば走るほど遠くなって、バスターミナルの方に着けま

せんでした。乗車時間になってもう諦めようと思って、さっきの

来た人が私に走って、バスターミナル逆方向でしたと言って、

一緒にバスターミナルに走りました。 

 ただ残念ながら到着しても、バスは出発してしまいした。バ

スターミナルの係員さんに聞いて、タクシーに乗ったら次のバ

スまでに乗車に間に合うかもしれないとお話しされて、慌て

てタクシーを乗ってきました。結局、次のバスに乗ることになり

ました。その日のことは本当に忘れられない出会いでした。

道を教えてバスターミナルまで一緒に走ってくれた、あの日本

人の男性のことを今でも非常に感謝しています。お互いに

全く関係ない人なのに、わざわざそこまで助けてくれて、ほん

とに感動させられました。またタクシーの運転手さんも、バス

に遅れる事情を分かって、タクシー代を無料にしていただき

ました。 

 日本に来てそのときは一番困った日でした。ただこの 2 人

の日本人と出会って、その日はほんとに忘れない、すてきな

日に変わりました。それ以外もたくさんの人と出会ってます。

特に去年から米山奨学生になって、経済的に支援を受け

るだけではなく、例会に参加することができ、皆さんと交流す

るのは何よりです。大変、勉強になりました。皆さんのおかげ

で私の人生は変わりました。私もロータリーの奉仕精神をま

ねて、他人にそういうポジティブなことをしたいです。これから

も素晴らしい皆さんのようになれるように、さらに頑張りたいと

思います。この 1 年間を支援いただき本当にありがとうござ

いました。ご清聴、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

■点鐘：西野充英会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「オーチさん、健さん、ありがとうございました。オーチさん、本

当にいい人と出会ったんだなあと思いますし、われわれも困

った人を見たら日本人、外国人変わりなく、いいことをやって

いければなと。そしてそういうところから今みたいな、日本って

いい国だねっていうことで世界の平和とかが実現できるんじ

ゃないかなというふうに思っております。 

 そして、健さん、ありがとうございました。私も 1回アメリカに

行くことがありまして、LA だったんですけど、そのときにちょっと

時間があったんで、エス・プランナーさんでラスベガスに旅を、

全体の工程じゃなくて一部ラスベガスのホテルを取っていた

だいて、そこでショーを見せていただいたり、それからグランド

キャニオンですか。そこの飛行機を手配いただいたり、ミニパ

ッケージ的な、健さんが言われてた、やりたいなって思ってる

ような企画をしていただいて、すごく楽しかったなという思い

出があります。皆さんもそういうことがありましたら、健さんに

思いを伝えていただければと思います。お二人本当に今日

は、いいお話ありがとうございました。」 

 

 


