
6月度土曜例会(2008/06/21) 

ゲストスピーカーはOlgaさん、ロシアのKrasnoyarsk出身、

タイトルは Russia—so many places to visitです。皆さんはロ

シアと聞くと何をまずイメージしますか？普通はまずモス

クワ、ペテルスブルグまたは極東のウラジオストックあたり

ではないでしょうか。シベリアってどんな所か、広大なロシ

アの中央部はどんななのか、またそこに住む人々の生活は、

人間性は？どのような話が飛び出すか興味は尽きません。 

ここでまずロシアについての予備知識を。もちろん世界一広大な国、日本の約 43倍の国土面積、

国内で時差が 9時間もあるのですから。にもかかわらず人口は約１億 5千万人です。では

Krasnoyarskはどこ？モスクワから 4,400kmの距離で

West Siberia Region,ロシアのほぼ中央に位置し、人口

約 100万人の大都市です。下図を参照下さい。 

 

 

彼女のスピーチも“皆さんは何となく恐ろしいロシア神話に惑わされていませんか？そのような

ことはありません、ロシアを旅行するのは最高ですよ”という所から始まりました。そのmyths

とは 

１） ロシアンマフィアが横行し危険な国 

２） 経済が崩壊し貧乏国で将来が無い国 

３） 冬はめちゃくちゃ寒い国 

４） vodka飲み過ぎの酔っ払いが横行している国 

５）プーチンは独裁体制で自

由民主的でない国 

 

これらについて丁寧に説明し

てくれた後、ロシアの旅すべ

き所をかずかず紹介してくれ

ました。では我々も 

Trans-Siberian railwayに乗

車したつもりで 

St. Petersburgから

Vladivostokまで 9,000kmの

旅を楽しみましょう。 

  



１） St. Petersburg （ここは有名すぎるから各自サーチして下さい。）郊外の Peterhoh再チェ

ック、また 6月後半から 7月初めの“白夜”は訪れる価値あり。 

２） Moscow is the capital of Russia, vibrant and at the same time tranquil, an exaggerated 

version of everything you can get in Russia, as if conforming the quality of Russian character 

and pushing everything to the extreme. And of course of the first place to visit is Red square and 

Kremlin. 

３） Siberia was closed to foreigners and was hard to get into until recently. Now it is all changed 

so you can take a train and hop off where you want along the way. 

４） Novosibirsk is the biggest city in Siberia region and is the third main cultural and scientific 

center in Russia. 

５） Krasnoyarsk is her hometown. One of the old towns in Siberia. It was founded in 1628 as a 

trading post along the Yenisei River. It grew rapidly when gold was discovered in the region. The 

Stolby National Wildlife Nature Reserve is very popular. 

６） Irkutsk is a nice city with unusual atmosphere and interesting architecture. Baikal Lake is 

just 60km away. 

７） Baikal Lake is the oldest and the deepest lake (1642m) in the world. It reserves almost 

20%of the world’s total unfrozen fresh water. Baikal is well-positioned to become one of the 

most attractive vacation spot in Asia 

 

Kremlin is the Russian word for 

"fortress""citadel" or"castle"and 

refers to any major fortified 

central complex found in historic 

Russian cities.This word is often 

used to refer to the best-known 

one,the Moscow Kremlin or the 

goverment that is based there. 

 

 

最後に Trans-Siberian Highlights を見直しましょう。広大なロシアを端から端まで横断し、北

京、ウランバートルにも枝分かれする世界最長の鉄道です。車窓か

らの景色、また何度も途中下車することでロシア、特にシベリアと

はどんな所かよく分かるでしょう、また車中の人々と話をすること

でロシア人が皆暖かく親切でユーモアに富みフレンドリーだという

ことも分かるでしょう。人生の原点を見直せます。乗車賃も高くは

有りません。なにもモスクワとペテルスブルグだけがロシアではあ

りませんよ。Welcome to Russia！とのことでした。 

 


