
  
 

 

 

 

 

2021-22 年度   会長：服部城太郎  幹事：鈴木弘毅 
事務所：逗子市桜山 6-3-29  TEL＆FAX：046-873-0226     E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp   

例会場：「カンティーナ」 逗子市新宿 1-3-15 TEL：046-870-6440  Website: http://www.zushi-rc.com/  

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30 第 3 木曜日 18:30 第 5 木曜日 18:00 

 

 

 

                                                        

    

         

   

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

＜キルギスについて＞ 

本日の卓話は、 “キルギスを学ぶ”シリーズです。 

グローバル補助金のキルギス向け事業 

は、残念ながら、現在のコロナウイル 

ス感染状況で一時停止中ですが、正常 

化したらすぐに進めていきたいと思い 

ます。 

私が、初めてキルギスを訪れたのは 1992 年の 5 月

なので、ちょうど 30 年前。ソ連邦の崩壊が 1991 年

末で、その当時すでに各国は「独立」したことになって

いましたが、実際には、独立国家として何すれば良いの

か分からない状況で、まだソ連の一部といった感があり

ました。 

その年の夏、商社で小型飛行機をチャーターして、

20 数人のビジネス調査団として中央アジア 5 か国を回

りました。現地では、非常に歓迎されたことを思い出し

ます。 

当時は、まだ公式文書はすべてロシア語で、各国の中

枢にはロシア人がたくさんいました。 

中央アジアは、19 世紀にロシア帝国の南下政策で

次々に植民地化され、ロシア人が多数入り、帝国の一部

としての政治経済が構築されていきました。各国はそれ

ぞれ、キルギス人、カザフ人、ウズベク人、タジク人、

トルクメニスタン人の優秀な人間をロシア人が表に裏に

リードしていたわけですが、国境線は、後付けで人工的

に設定され、人種問題の種が残ることになりました。例

えば、キルギス共和国の南部、フェルガナ盆地の一部に

あるオシ市には、多くのウズベク人やタジク人がいて、

しばしば紛争が起こっています。 

ウズベク人は定住型の農耕民族ですが、キルギス人は

羊とともに暮らす遊牧民族で、食料の草を求めて移動す

るのが一般的です。住まいもユルタという、トルコ語系

で移動テント式家屋ですが、同様のテント式家屋は、中

国語ではパオ、モンゴルとではゲルと言い、文化や生活

様式が非常に似通っています。国境線は後からつけたも

ので、国境線を越えて自由に移動するのが遊牧民族であ

ることが分かります。 

キルギスのビシュケク市のような大都市では、キルギ

ス人も定住生活を送っていますが、自分の文化や生活の

ルーツは遊牧民であることを誇りにしています。日本人

とキルギス人は顔が良く似ており、親近感もあります。

是非、皆さんもキルギスについて知ってもらい、できれ

ば現地に行っていただきたいと思います。 

予  定 

5 月 21 日(土) 
16:00 60 周年記念式典・例会 

於：鎌倉プリンスホテル 

5 月 26 日(木） 
12:30 卓話「長期戦略会議」 

大野宏一会員 

6 月 2 日(木) 
12:30 役員・クラブ管理運営 

下半期報告 

6 月 9 日(木) 
12:30 奉仕プ・広報・会員増強・ 

    米山 R財団関係 下半期報告 

6 月 16 日(木) 
18:00 最終例会（同伴） 

    於：アマンダンブルー 

since 1962 

第 2872回例会プログラム 

於：スケープス 

葉山 RC・逗子 RC 合同例会            

19:00  開会宣言 葉山 RC S.A.A 

点 鐘  葉山 RC 戸張会長 

ロータリーソング斉唱 

会長の時間：戸張会長・服部会長  

幹事報告：(葉山・逗子)来信・告示事項 

委員会報告： 出席報告：ニコニコ BOX 

新年度米山奨学生挨拶(葉山 RC) 

19:25  食事 

19:45  合同ゴルフコンペ入賞者発表 

20:00   閉会宣言 葉山 RC S.A.A 

     点 鐘  会長 

第 2871回 例会記録 2022年４月 28日（木） 

第 2872 回例会 

2022 年 5 月 12 日 

４月 28 日(木) 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № ３9 

地区研修・協議会開催 4/29（土）12:00 

於：相模原市民会館 

出席者：石田・三宅・大野・矢部・徳永・菊池 

松井・西久保・服部・匂坂・鈴木弘毅・ 

鈴木安之・臼井・横山 各会員（14 名） 

出席報告 会員数４２名出席者２２名 52.4％ 

幹事報告 ・横須賀北 RCより週報の到着 

・逗子・葉山合同例会の出欠について 

・会員名簿完成 

委員会報告 ・ロータリーの友 4月号解説（村松雑誌

委員長） 

http://www.zushi-rc.com/


卓話   「キルギスについて」  服部スべトラーナ様   
     

 

服部城太郎会長夫人、服部スベトラーナさんは高校までビシュ

ケクに暮らし、ロシア連邦のレニングラード繊維大学に留学され、

後に日本へ。卓話を元にキルギスはどんな国なのかまとめてみま

した。 

・国名：キルギス共和国。 ・国旗：パオの中から天井の中心を

見上げたときに見える太陽が描かれている。・面積：19 万

8500 平方キロ（日本の約半分） 

・国土：全体の 40%が標高 3000m を超える山国。国土は東西に長く、中国との

国境には天山山脈が延びる。南に位置するタジキスタンに向かってパミール高原

が広がる。国内北東部に位置する三角形のイシク湖 は東西180km、南北60km、

周囲長 700km に及ぶ。 

・気候：四季がある。季節間、日中の気温格差は大きい。日差しが強く町には樹木

が植えられている。キルギスの秋は黄金色に染まり、冬に雪は少ない。 

・人口：650 万人（2020 年）キルギス人が増えてロシア人が減っている。・首

都：ビシュケク（政府の建物、バレー劇場、図書館、テレビ局などがあ

る。） ・交通：市内にトロリーバスが走る。他にミニバスもある。 

・マナスの像：キルギスの勇士、50 万行以上の長い民族抒情詩があり口伝される。

マイスチによって語られる。 

・買い物：中央アジアスタイルの大小様々なバザーが開かれる。肉パビリオンでは

羊肉、豚肉が売られるが豚肉はイスラムで禁忌なので別の場所で売られる。 

・多民族国家：キルギス系（73.8％）、ウズベク系（14.8％）、ロシア系（5.1％）、

ドンガン系（1.1％）、ウィグル系（0.9％）、タジク系（0.9％）その他ウクライ

ナ系、韓国系など 100 民族を超える。キルギスの民族帽カルパックが有名。 

・スポーツ：コクボル（遊牧民のラグビー）、レスリングなど 

・言語：キルギス語（国語）、ロシア語（公用語） 

・GDP 77.5 億ドル・貿易額：輸出 19.64 億ドル 輸入：36.84 億ドル 

・主要貿易相手国：（輸出）英国、カザフスタン、ロシア、ウズベキスタン、トルコ        

（輸入）ロシア、中国、カザフスタン、ＥＵ、トルコ 

・通貨： キルギス・ソム 1 USD=94.8 ソム 

・主要産業：農業・畜産（GDP の約 3 割）、鉱業（金・水銀・アンチモン） 

・外交：ロシアとの良好な関係維持、中国・米国等とバランス外交、国連、 

WTO 加盟、ユーラシア経済同盟加盟。 

その他、興味深いお話も聞かせて戴きました。   【担当：稲垣 正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢部君：服部スベトラーナ様、卓話よろしく。次年度提

案をご承知できれば感謝！！ 

服部君：キリギス、いい国ですよ！ 

羽隅君：久しぶりのリアルです。宜しくお願いします。 

村田君：60 周年まで、あと３週間だ！！ 

：スベトラーナさん、宜しくお願いします。 

稲垣君：久しぶりのリアル例会、宜しくお願いします。 

山口君：手が少ししびれています。お財布洗濯して来ま

した。 

菊池君：服部会長夫人、卓話、宜しくお願いします。 

松井君、大野君、森澤君、古畑君、鈴木弘毅君、匂坂君、

清水君：スベトラーナ様、卓話宜しくお願いします。 

橘 武君：服部会長夫人ようこそ。時間が余りましたら、

ウクライナ問題での奥様の本音を聞かせて下さい。 

村松君：ウクライナはどうなるのでしょうかね。 

臼井君：久しぶりに地区協議会出席させて頂きます。 

山科君：大谷が打たないと元気が出ません。 

桐田君：おこづかいあげました。 

三宅君：今日も楽し。 

徳永君：キルギス、楽しみ。

 

     5月理事会（現・次合同）報告  4/28開催 

・最終例会：6/16 同伴 於：アマンダンブルーを予定 

・予算執行状況について：一般会計科目名一部 要検討 ：承認 

・木村義幸氏（みずほ証券逗子支店長）入会の件：承認 （会員に情報提示） 

・次年度関係提出書類：プログラム・組織・クラブ運営と必要な申し合わせ事項 

 ▼「第一例会を夜間例会に変更する案」が提出され理事会は承認。 

  5/26 の例会にて会員に賛否を問う。 ◎60 周年行事の準備状況報告 

ニコニコＢＯＸ本日合計 ￥３８，０００    累計 ￥１０４，２６０ 

匂坂年度財団寄付表彰 
「Every Rotarian,  

Every Year」 

100％ロータリー財団寄付 

End Polio Now 


