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【例会プログラム】 「＜ルーマニアの魅力＞世界遺産とワイン」
ユーロアジア交易株式会社
ベレシュ アレクサンドル ダニエル 氏
プリサカリウ ヴァレンティーナ 氏・プリサカリウ クリスティーナ 氏
(以上 3 名)

会

長

挨 拶・報

◇ユーロアジア交易㈱ 豊橋営業所所長
プリサカリウ ヴァレンティーナ 氏

告

冨安 美孝 会 長
昨日、南 RC 主催の KidsCF が終了し、
５０周年記念事業の一つの山場を越え、
ほっとしているところです。会長職も残
り４か月半、第三コーナーを曲がりまし
た。次年度の会長幹事予定者も綿密に打
合せをされていましたが、今年度役員理
事会も気を抜かず、残りのプログラムを
推し進めます。話をしたいことが沢山あ
りますが、今日の卓話が興味深いので、
ここまでにしたいと思います。

幹

事

私の出身地はルーマニアの北部のボ
トシャニ市です。日本の文化に憧れ、ま
た、富士山に上りたいと思い、１０年前
に日本に来ました。趣味は登山で、毎年
富士山に登っています。仕事は「アリテ
ソロレス」というルーマニアワイン専門
店に勤めております。
妹のクリスティーナを紹介したいと思います。私と同
じく約１０年前に日本に来ました。趣味はファッション
とアートで、現在はアリテソロレスのアート部門を担当
しています。宜しくお願いします。

◇ユーロアジア交易㈱ 代表取締役
ベレシュ アレクサンドル ダニエル 氏

報 告

先ほど豊橋のワインの店舗のお話が出
ましたが、本社は横浜で、１店舗横浜で
経営しておりまして、豊橋が第２店舗目
です。約１５年前に日本に来ました。10
年前ぐらいからずっとワインのビジネ
スとしております。

林 良宣 幹 事
・本日例会終了後、第８回理事役員会を行います。
・本日１８：３０より、研修・情報集会を行います。

◇白井 収 副幹事

・ロータリー手帳の注文受付が来ております。例年通り、
必要な方にお申込み頂いて、その分を発注すると言う形
をとらせて頂きますので、各会員の皆様に御案内をお送
りさせて頂きます。
・地区研修協議会の案内が参りました。本日御案内を送
らせて頂きます。開催日は４月２４日ウェスティンナゴ
ヤキャッスルホテルで開催予定です。関係の方はよろし
くお願い致します。

＜ルーマニアの魅力＞世界遺産とワイン
担当：会計

◇会計：吉野 勝己 会員
今日お越しの方はルーマニアの方で、
ワインのお店をされています。ベレシュ
アレクサンドル ダニエルさんには例
会の為に横浜から来て頂きました。いつ
もはヴァレンティーナさんとクリステ
ィーナさんの２人がお店に出ています。
ルーマニア語はラテン語にすごく近い
ということを先ほど伺いました。
東欧と日本はなかなか馴染みがありませんが、今日は良
い機会なので、お話をじっくり聞きたいと思います。
◆次回のプログラム
日 時
２月２９日(月) 12:30～
内 容
「ロンドンの都市公園」
担 当
副幹事
食 事
カレーバイキング

◇プリサカリウ ヴァレンティーナ 氏

それでは、ルーマニアの話をしましょう。ルーマニア
の国旗は、青、黄色、赤です。東ヨーロッパに位置し、
日本から直線の距離は約９０００キロメートルあります。
直行便が無いため、飛行機で最短１４時間かかります。
船で行くと約３５日かかります。ウクライナ、
モルドバ、
黒海、ブルガリア、セルビア、ハンガリーと面していま
す。面積は約２９万ｋ㎡、人口は約 2100 万人、首都は
ブカレスト、民族はルーマニア人、
言語はルーマニア語、
主な産業はワイン、ＩＴ、自動車産業です。
ルーマニアは本当に自然に恵まれ、欧州各国の中では
１番自然の多い国だと言われています。ルーマニアの中
世の街並みも有名で、毎年多くの観光客が訪れます。ル
ーマニアのワイナリーも最近大変注目を浴びています。
ルーマニアには３００以上のお城があると言われてい
ます。あの有名なドラキュラの城もルーマニアのトラン
シルヴァニア地方にあります。
ルーマニアの世界遺産を紹介したいと思います。なか
なか知られていませんが、ルーマニアは世界遺産が多く、
３１カ所もあります。その中から、幾つかを紹介したい
と思います。
「ドナウデルタ」は人の手のほとんど入って
いない、自然状態のヨーロッパ最大の三角州です。ヨー
ロッパ大陸の５０％以上の鳥類が集まります。
●豊橋北

３月１日(火) 12:30～普通例会

●豊橋東

３月２日(水) 12:30～

〃

●豊

橋

３月３日(木) 12:30～

〃

●豊橋Ｇ

３月４日(金) 12:30～

〃
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他に「トランシルヴァニア地方の要塞協会」、
「ホレズ
修道院」、ルーマニア人の先祖と言われている「ダキア
人の要塞」、そして「マラムレシュの木造聖堂群」、「ブ
ルサナ修道院」、「モルドヴァ北部の壁画教会群」「モル
ドヴィッツァ修道院」が有ります。

◇ベレシュ アレクサンドル ダニエル 氏

ルーマニアには、世界に非常に貢献していたルーマニ
ア人が多くいます。その中で何人かの御紹介をさせて頂
きたいと思います。世界初のロケットを作った Conrad
Haas、世界初の万年筆を作った Petrache Poenaru、
次に世界初の細菌学の教科書を作った Victor Babes、
世界初のジェットエンジンボートを作った Alexandru
Ciurcu、世界初の検電器を作った D.Hurmuzescu、世
界の生物学の業界の中で非常に有名な Emil Racovita、
世界初の多様電話機を作った Augustin Maior、世界初
の飛行機を作った Traian Vuia という方がいます。アメ
リカにライト兄弟が世界初の飛行機を作ったとされて
いますが、ライト兄弟の飛行機は丘に乗せてその勢いで
飛びました。Traian Vuia の飛行機は全くの自分の力で
飛行しました。他に世界初の空気力学をベースにして飛
行機を作った Aurel Vlaicu、世界初のジェットエンジ
ン・世界初のジェット機を作った Henri Coanda、２０
世紀を代表する独創的な彫刻家 Constantin Brancusi、
インシュリンを発明した Nicolae Paulescu、世界初の
満点を取った体操選手の Nadia Comaneci という方が
います。
ルーマニアワインについてお話します。日本では中々
知られていないのですが、実はルーマニアワインの歴史
は 6000 年以上遡ります。ローマ帝国が葡萄畑の栽培
を普及させたと言われておりますが、ルーマニアはロー
マ帝国に征服される以前からかなり豊富なワイン文化
を持っていました。
古代ギリシャ神話の中でディオニュソスと知られて
いるワインの神がいます。ローマ神話でいうとバッカス
です。日本ではバッカスという呼び方が知られていると
思います。この方がギリシャから見てドナウ川の北に生
まれたとされていて、現在のルーマニア辺りの位置にあ
たります。実はルーマニアはヨーロッパで TOP5 に入
るワイン生産国です。ルーマニアは、世界で一番有名な
ワインの生産地フランスとほぼ同じ条件の位置づけに
なります。
ルーマニアの生活水準についてお話します。平均収入
は約 500 ユーロです。学費は大学まで基本的にかかり
ません。成績が良ければ、博士コースまで国の負担で無
料です。物価は、地下鉄に乗ると１回約３０円、ビール
が１本約８０円です。しかし、ガソリンは１リッター２
００円と日本より高く、少し物価のアンバランスがあり
ます。

ニコニコＢＯＸ

＝敬称略＝
内田圭介 親睦活動委員

藤原 俊男 会葬御礼
＊昨日のキッズカルチャーフェスティバル無事に終わ
りました。ありがとうございました。
冨安 美孝 河合 秀矩 林
良宣
吉野 勝己 本日のｽﾋﾟｰｶｰを紹介させて頂きます。
山森 裕己 娘が第一希望の上智大学に合格しました。
※誕生日を祝って頂き。
三浦 圭吾 荒木 輝彦
※入会記念日を祝って頂き。
冨安 美孝 藤城 俊明

◇ベレシュ アレクサンドル ダニエル 氏

ルーマニアはかなり親日的な国です。初めての外交関
係が開設されたのが、1917 年ですので、来年ちょうど
100 周年になります。第二次世界大戦の時も日本と同
盟国でありましたし、現在はかなり日本の文化の影響を
受けています。外国車の中でも日本車が良く走りますし、
特に若者は日本のアニメ等に関して大変興味が有りま
す。私も 2006 年にルーマニアで１年位滞在をしまし
たが、暇な時に日本語の家庭教師をやっておりました。
ルーマニア人は日本語に対してとても興味を持ってい
て、問い合わせに対応しきれない位仕事が多かったです。
ブカレスト大学でも日本語という専門が有り、かなり人
気が有ります。現在ルーマニア国内で約 2500 人が日
本語を勉強しているとされています。
この豊橋市に去年からワインの専門店がオープンさ
れました。お店がオープンされたきっかけは、クリステ
ィーナのアート作品の展示会が豊橋市内で行われて、そ
れが新聞に載ったことです。その記事を見て、豊橋市で
ルーマニアのアートを紹介する人がいるんだと思って、
豊橋に来て、その時に２人と知りあいました。ワイン関
係の仕事を手伝ってくれることになりまして、店を開く
所まで至りました。

◇プリサカリウ ヴァレンティーナ 氏

ワイン専門店のアルテソロレスでは、来月１３日(日)
に１２時～１９時まで、ワインの試飲会を開催します。
春を祝うと言う事で、ロゼワインを１０種類試飲できま
す。良かったら皆さん遊びにいらして下さい。
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