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ップを発揮して頂いていることが決め手です。法隆寺
の宮大工の口伝「堂塔の木組みは木の癖組」に教えら
れます。木の癖組は、技術者の心組みとも言っていま
す。これから先も、役員・会員の「心組み」で、日独
交流を明るく楽しく前向きに進めて参ります。

ご 挨 拶
認定ＮＰＯ法人 横浜日独協会会長

早 瀬

勇

（全国日独協会連合会副会長）

横浜日独協会は 2010 年 10 月 16 日、多くの関係者
のご支援により、横
浜市都筑区の東京
横浜独逸学園の教
室で呱呱の声を上
げました。同日、同
じ独逸学園で、日独
修好通商条約締結 カイザーザールにて、フランクフルト独
150 周年の記念事業 日協会創立 60 周年記念（兼）横浜・フ
開始式が行われた ランクフルト都市提携５周年記念式典
関係で、東京はじめ で祝辞を述べる早瀬会長（2016 年 10
月 27 日フランクフルト市庁舎にて）
各地の日独協会幹
部の立会いにも恵まれました。設立に関わった数々の
恩人の中で、
“生みの親”というべき方は、何といって
もフォルカー・シュタンツェル駐日ドイツ大使（当時）
と林文子横浜市長です。

当協会は 2020 年７月１日、より高い公益性が評価
され、指定ＮＰＯ法人から「認定ＮＰＯ法人」に格上
げされました。寄付金の税額控除に関する事務局長の
尽力を多と致します。この昇格で、より大きな社会的
責任を感じます。これからも各種団体とのネットワー
クを広げ、法人会員、一般会員、ヤング・クラブ会員、
賛助会員全員の幸福度の向上と、価値観を共有するド
イツとの交流発展のため、積極的に行動いたします。
全国日独協会連合会や各地の日独協会の皆様のご指
導をお願いし、
ご健勝ご多幸をお祈りいたします。
（了）
（2020 年７月 16 日 記）
Grußwort
Prof. Isamu HAYASE
Vorsitzender
Yokohama

毎年６月２日は横浜開港記念日で、市長主催の式典
では森鴎外作詞の横浜市歌が歌われます。
「・・・され
ば港の数多かれど この横浜にまさるあらめや」
2010 年初春、
シュタンツエル大使は林市長を訪ね、1859
年（安政６年）開港の国際都市ヨコハマに、日独協会
の新設を要請しました。ドイツ通の林市長は、直ちに
賛成され部下に指示して下さいました。同市長は設立
直後から当協会の名誉顧問を務めて下さっています。

der

Japanisch-Deutschen

Gesellschaft

Die Japanisch-Deutsche Gesellschaft Yokohama
(JDGY) ist am 16. Oktober 2010 dank der
Unterstützung aller Beteiligten ins Leben gerufen
worden. Der damalige Botschafter Herr. Dr. Volker
Stanzel und die Oberbürgermeisterin von Yokohama,
Frau Fumiko Hayashi waren vor allem hierfür von
großer Bedeutung.

横浜市は最寄りの湘南日独協会（織田正雄会長、現
在当協会顧問）に協力を依頼。その頃、金沢で石川日
独協会会長や金沢星稜大学学長の任期を終えて本籍
地横浜に帰って来た私も、発起人会に加えられました。
横浜日独協会の新設は、日独修好 150 周年記念事業の
一環と位置付けられていたらしく、設立総会での同大
使の祝辞には大変熱がこもっていました。

Im Frühling 2010 besuchte Botschafter Dr. Stanzel
die Oberbürgermeisterin Frau Hayashi und
beantragte eine Neugründung der JapanischDeutschen Gesellschaft in der internationalen
Hafenstadt Yokohama, die 1859 ihren Hafen für die
Welt öffnete. Frau Hayashi stimmte auf der Stelle zu
und gab die entsprechende Anweisung an ihren
Mitarbeiter. Frau Hayashi ist seit der Gründung
Ehrenberaterin der JDGY.
Seitdem haben wir uns aktiv für den JapanischDeutschen Austausch engagiert: mit AufsatzWettbewerben für Schüler*innen, einem Forum für
Jugend und Frauen und dem Industrie 4.0 Seminar,
um einige Beispiele zu nennen.

創立以来 10 年間、会員の皆様のご尽力によって、作
文コンテストによる高校生の日独相互派遣、日独ユー
ス・女性フォーラムによる日独交流、横浜の中小企業
を対象にドイツのＩＴ革命を紹介する“Industrie 4.0”
セミナーの累次の開催等が活発に行われています。
2012 年には、設立後 56 年を経たフランクフルト独日
協会と歳の差を越えた姉妹協定を結び、2016 年には横
浜港と姉妹港のハンブルク独日協会との間で協力覚
書に署名しました。月例会も、大使館首席公使による
ドイツ政治報告から欧州で活躍する新進ヴァイオリ
ニストのトークと演奏に至るまで多彩で、一般市民に
も開放されています。また会報“Der Hafen”
（港）は
既に 56 号を数え、毎号多士済々の貴重な体験などが
綴られ、行事の写真が紙面を飾っています。

Was ist das Geheimnis der schnellen Expansion
unserer Gesellschaft? Ohne Frage ist die
warmherzige Unterstützung der Stadt Yokohama und
der Deutschen Botschaft. Aber der Hauptgrund ist,
dass wir uns glücklich schätzen dürfen, begabte und
engagierte Mitglieder zu haben. Die Initiativen eines
jeden Komiteeleiters sind hierfür entscheidend. Ich
beherzige die Überlieferung der Baumeister des
Horyuji-Tempel, die da lautet: Eine Fachwerkpagode
muss
nach
dem
Charakter
der
Hölzer
zusammengesetzt werden. Und bei uns muss die
JDGY nach dem Charakter der Mitglieder
zusammengestellt werden.

短期間で事業をここまで拡げた秘訣は何ですか、と
訊かれますが、横浜市や大使館などの温かいご支援は
勿論ですが、有能な会員に恵まれた事に尽きます。各
事業に委員長がいて、アイディアを出し、リーダーシ

Wir bitten alle Beteiligten um ihre Unterstützung und
wünschen Ihnen viel Glück.
(Abstrakte Übersetzung)
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レーペル駐日大使のご挨拶
早瀬会長
横浜日独協会の会員の皆様
この度、貴横浜日独協会設立 10 周年に際してお祝
い申し上げますことを大変嬉しく思います。貴協会
は、これまで卓越した事業を展開され、常に活力に満
ちたパートナーシップを構築されました。港湾都市
間やパートナー都市フランクフルトとの活発な交流
はその一例です。
貴協会は、人と企業と文化を繋ぎ、その標語の示す
通り、両国友好関係の重要な架け橋の要です。殊に、
青少年、成人の若手、女性に対するご尽力に感謝申し
上げます。第一回日独ユース・女性フォーラムは、相
互の恒久的で良好なイメージに向けた更なる喜ばし
い一歩となりました。
大使館並びにドイツ連邦共和国を代表し、ここに
厚く感謝を申し述べますと共に、今後も末長いご活
躍とご多幸を祈念しております。
10 周年おめでとうございます

ドイツ連邦共和国大使
イナ・レーペル

フォルカー シュタンツェル博士のご挨拶
早瀬教授、横浜日独協会の皆様
この度横浜日独協会におかれましては
創立 10 周年をお迎えになられます事、
心よりお慶び申し上げます。10 年という
月日が経つのは、この急速に変化する時代では速い
ものですが、 この間にはたくさんの出来事がありま
した。私は皆様の創立当時の熱意をよく覚えており
ます。2011 年の三重災害にあたっては、甚大な苦難
を大きな勢いで乗り越えてこられました。その後の
皆様の努力が揺るぎない実績をもたらし、とどまる
ことなく発展を続けておられます。そして「ハーフェ
ン」もその素晴らしい成果であります。
私と妻はこの秋に予定されています創立 10 周年記
念ご祝典の招待状を頂きました。私達は早瀬教授と
共に、どうしたら出席できるかを検討いたしました
が、現在全世界に影響を及ぼしている災害により決
定せざるを得なくなったという次第です。この創立
記念をまた次の機会に皆様と共にお祝いできる事を
心から楽しみにしております。創立 10 周年心からお
祝い申し上げます。これも皆様の並々ならぬ努力の
成果と拝察いたします。
では最後に、これから先、何年、何十年と、横浜日
独協会の皆様のご健康とご多幸そしてご成功を妻と
共に心よりお祈り申し上げます。

フォルカー シュタンツェル博士
元ドイツ大使、独日協会連合会会長
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来年 2021 年には、横浜市とフランクフルト・アム・
マイン市はパートナー都市提携 10 周年を迎えます。
貴協会に代表される市民間の交流とともに、両市の都
市間の協力により、将来にわたり両市及び両国の友情
がさらに深まっていくことを願っております。

横浜日独協会 設立 10 周年記念誌祝辞
横浜市長

林

文子

横浜日独協会が設立 10 周年を迎え
られましたことを、心からお祝い申し
上げます。設立以来、日本・横浜とド
イツの交流の懸け橋として御尽力いただいておりま
すことに敬意を表します。

むすびに、貴協会のますますの御発展と会員の皆様
の御健勝をお祈りして、お祝いの言葉とさせていただ
きます。
（※「ぬくもりトーク」は横浜市で活躍する団体と市長が意見
交換を行う事業）

開港直後から横浜とドイツの絆は深く、戦後も 1962
年の横浜市ハンブルク事務所開設をはじめ、様々な歴
史が刻まれてまいりました。横浜において育まれてき
た日独間の交流が、貴協会の設立とともに新たな息吹
を与えられ、翌年 2011 年に横浜市とフランクフルト・
アム・マイン市とのパートナー都市交流が始まり、貴
協会の歩みとともに両市の交流が活発に行われてき
ました。

Glückwunsch zum zehnjährigen Bestehen
Fumiko Hayashi (Oberbürgermeisterin Yokohama)
Die Japanisch-Deutsche Gesellschaft Yokohama feiert
zehnjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass übersende
ich Ihnen meinen herzlichen Glückwunsch!
Ich
erweise Ihnen Achtung dafür, dass Sie sich lange Zeit
als Brücke zwischen Japan/Yokohama
und
Deutschland bemüht haben.

その後、2016 年４月に、
「ぬくもりトーク」※ で貴協
会の皆様と意見交換をさせていただいた際には、高校
生作文コンテストの開催や、ヤングクラブによる青少
年交流、市内中小企業への支援など、幅広い活動へ積
極的に取り組まれている様子を伺いました。まさに横
浜ならではの市民力により、横浜市民とドイツの皆様
との交流の絆を紡いでこられた活動に深く感銘を受
けました。

Der Austausch, der von der Stadt Yokohama und
Deutschland iniziiert wurde, hat neuen Schub
bekommen, seit die JDGY gegründet wurde.
Im April 2016 habe ich mit Ihren Mitgliedern bei
unserem Meeting (Nukumori-Talk) Meinungen
ausgetauscht und über Ihre vielfältigen Aktivitäten
erfahren.
Zum Abschluss wünsche ich Ihrer Gesellschaft
weiteres Gedeihen und Ihnen allen Gesundheit!
(Abstrakte Übersetzung)
来年 2021 年には日独交流 160 周年を迎えます。当連
合会はパートナーの独日協会連合会とともに各種記
念行事を企画しております。貴協会のご支援・ご協力
をお願いいたします。

祝 辞
全国日独協会連合会会長

最後に、横浜日独協会の設立 10 周年を契機に、貴協
会がますます発展されますことを期待申し上げます
とともに、会員皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしま
して、お祝いの言葉とさせて頂きます。

古森 重隆
横浜日独協会設立 10 周年に際し、全国日独協会連
合会の会長として、心よりお祝い申し上げます。
貴協会は設立以来、講演会、コンサート、料理教室、
若者交流、ドイツ語講座、などの多彩な活動と行事を
通じて、日独の架け橋として両国の文化交流の促進に
大きな役割を果たしてこられました。早瀬会長はじめ、
設立以来の歴代の役員、幹部の方々、また会員の皆様
方の高い志とご尽力に対して、深く敬意を表します。

Glückwunsch
Shigetaka Komori
Präsident des Verbandes der Japanisch-Deutschen
Gesellschaften

貴協会は 10 年間と限られた期間のなかで、フラン
クフルトからの高校生の受入、日独ユース・女性フォ
ーラムの開催、ドイツ系企業と県内中小企業間の情報
交換、横浜市等の地域社会との連携など、精力的に取
り組んでこられました。

Durch vielseitige Aktivitäten wie Vorträge, Konzerte
oder Jugendaustausch haben Sie seit der Gründung
als Brücken zwischen Japan und Deutschland eine
große Rolle gespielt. Ich respektiere Ihren starken
Willen und Bemühungen zutiefst.

対外的には、ドイツのフランクフルト独日協会やハ
ンブルク独日協会、さらに独日協会連合会との交流を
深められ、国内では全国日独協会連合会や各地の日独
協会との交流活動に尽力されて来られました。
皆様の弛まない日独交流活動に心より感謝申し上げ
ます。

Extern haben Sie den Austausch mit der DJG Frankfurt,
- Hamburg und der Deutsch-Japanischen Gesellschaft
vertieft und sich im Land bemüht, um die Austausch
mit der Japanisch-Deutschen Gesellschaft und den
lokalen JDG zu aktivieren.
Zum Schluss, wünsche ich Ihnen weitere Entwicklung
und Gesundheit!
(Abstrakte Übersetzung)
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Ich gratuliere Ihnen zehntägiges Bestehen der JDGY
aus meinem Herzen.

国際政策室長、また木村敬三・全国日独協会連合会会
長代行で日独協会（東京）副会長を筆頭に、全国各地
の日独協会の主要メンバーが集まりました。

横浜日独協会設立から今日まで
理事・１０周年記念誌編集長

大堀

聰

この度 10 周年を迎える横浜日独協会（以降、JDGY
と表記）は設立から、その発展には実に多くの人が関
わってきました。関係者の話などを基に、今日に至る
までのいくつかの転機となる出来事を中心に振り返
ってみます。

＜設立まで＞
JDGY 設立の話は 160 年前から始まります。横浜開
港間もない 1861 年１月 24 日、日本とドイツ（当時は
プロイセン）との修好通商条約が江戸で締結されまし
た。そして 2011 年（以降、下２桁年を表示）はその 150
周年の節目でした。時のフォルカー・シュタンツェル
（Volker Stanzel）駐日ドイツ大使は、その記念イベン
トとして、国際都市ヨコハマに日独協会の設立を企図
したのです。
「東京、湘南に日独協会があるのに、なぜ
歴史的に日独の繋がりの深い横浜にないのだろう。」
と考えました。

大会が終わった後、引き続き横浜日独協会の創立総
会が開催されました。会場は教室で、早瀬会長が黒板
に「設立総会」と自らの手で書き、素朴な印象を与え
ました。しかし記念大会の参加メンバーに新しい
JDGY のメンバーと合わせ、総勢は 40 名ほどの盛大な
設立総会となりました。海外からはフランクフルト独
日協会のクノープラオホ事務局長が、ワインを持って
参加しました。

そしてシュタンツェル大使は林文子市長に直談判
しました。林市長はドイツ企業に対する理解が深い方
でした。自身もドイツ系企業の営業からスタートして、
03 年には BMW 東京の代表取締役も務めました。
市長の指示で関山誠国際政策室長は、県内にすでに存
在していた湘南日独協会を参考とすべく、織田正雄会
長（アムステルダムオリンピック三段跳で、金メダル
を獲得した織田幹雄のご子息）にコンタクトを取りま
した。
相談を受けた織田さんは設立発起人委員長となり、
早速ドイツ勤務経験者を集めました。そこには黒崎稔
さん（元理事、元副会長）
、戸田龍介先生（現監事、元
理事）、能登崇さん（現副会長）同じく大久保明さん
（元理事）らがいました。
そしてちょうどそのころ、金沢星稜大学学長で石川
日独協会長であった早瀬勇さん（現会長）が役目を終
え、自宅のある横浜に戻って来ました。フランクフル
ト駐在時代の知り合いであった能登さんと大久保さ
んはすぐさまコンタクトを取って、早瀬さんを発起人
メンバーに加えました。そうして織田会長の要請をも
とに、早瀬さんの初代会長就任が決まり、黒崎さんが
副会長に指名されました。

それはシュタンツェル大使と林市長との話し合い
からわずか８か月後のことでした。この迅速な対応に
シュタンツェル大使は大喜びでした。こうして 10 年
10 月 16 日を起点として、今年の 10 月が設立 10 周年
となるのでした。そして迅速な行動は今も JDGY の
DNA です。
この縁から今日までドイツ大使館とは密接な関係
が続いています。13 年９月 15 日には３周年を記念し
て戸塚フォーラムで、シュタン
ツェル大使の流暢な日本語に
よる講演会が行われ、作文コン
テストに参加する高校生や多
くの聴衆に多大の感銘を与え
ました。講演後は席を早瀬会長
宅に移し、幹部約 20 人が大使ご夫妻を囲み大使への
感謝とご栄転を祝して、夫人手作りの料理とワインで
夜遅くまで懇親を深めました。
ついで 15 年９月 26 日、設立５周年記念式典が開催
されましたが、後任のフォン・ヴェアテルン大使(Hans
Carl von Werthern)よりご挨拶をいただきました。

このように横浜日独協会は有志の手で自発的に発
足したのではなく、
ドイツ大使の強い意志、横浜市長の
強いサポートによって、第一歩がスタートしたのです。

＜発足＞
日独修好 150 周年を翌年に控えた 10 年 10 月 16 日、
都筑区にある「東京横浜独逸学園」で、一年にわたる
150 周年記念行事開始の式典が開催されました。そこ
にはシュタンツェル大使、横浜市から林市長、関山誠
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また 19 年８月に着任されたイナ・レーペル大使（Ina
Lepel）は、10 月 15 日には JDGY 主催の「歓迎昼食会」
に出席して、初の横浜訪問を果たし、同席の渡辺巧教
副市長、横山正人市会議長、赤岡謙国際局長らとも歓
談されました。

て同年６月、ハンブルク独日協会会長に日本人として
初めて就任した橋丸栄子会長が、ハンブルクで多くの
ドイツ人役員をホテル・フィアー・ヤーレス・ツァイ
テンに招集しました。そこでの協議の結果、橋丸・早
瀬両会長が協力「覚書」に調印しました。かつてハン
ブルク領事を務められた中戸弘之会員（ハンブルグ委
員長）の尽力がありました。戸塚のさくらプラザで行
われた２度の歓迎会では、会長夫人手作りのシホンケ
ーキがご一行を喜ばせました。
こうして JDGY は二つの
ドイツの独日協会と協力
ないしはパートナー関係
となり、真の日独協会とな
ったのです。
左から橋丸会長と桜の女王、
右端に中戸ハンブルグ委員長

レーペル大使歓迎昼食会

＜ドイツとの交流＞

＜地域中小企業支援活動＞

こうして 10 名ほどの発起人からスタートした JDGY
は、３か月後に個人会員 40 名弱、法人会員２社、１年
後に個人会員 103 名、法人会員５社、今では総勢 216
（内訳：個人 151、法人 14、ヤングクラブ会員 51）にな
っています。

林市長は先のフランクフルト市との協定の調印を
終えた後、早瀬会長に向い話しかけられました。
「国際交流はお祭りではない。横浜の経済を支えてい
るのは中小企業です。彼らが裕福にならないと市に税
金が入らない。税収が無ければ福祉にも、文化にも、
国際交流にもお金が回りませんからねえ」といった趣
旨でした。

その過程で大きなスプリングボード（跳躍台）とな
ったイベントを挙げてみます。
発足翌年の 11 年９月、横浜市とフランクフルト市が
横浜でパートナー都市協定を結びます。11 月には今度
は林市長がフランクフルト市を訪問します。この協定
を受け、翌 12 年７月２日、JDGY はフランクフルト独
日協会と協力協定を締結します。セレモニーはフラン
クフルト市庁舎“レーマー”のカイザーザールで行われ、
日本から早瀬会長、能登副会長、大久保理事、神永晋
理事が参加し、日本総領事臨席のもとフランクフルト
独日協会ゲンプト会長と早瀬会長が調印しました。

平たく解釈すると「ドイツの歌を唄って、ワインを
飲んで騒いでいるだけの会ではだめ。」と言う市長の
示唆に、早瀬会長は冷や水を浴びせられたような気分
がしました。そこには次のような下地があったと会長
は語ります。
「林市長は企業経営者としての経験があり、フラン
クフルト市の協定でもビジネスに関連した目標を協
定に落とし込んだのです。それゆえに、我々にもその
線に従って活動して欲しかったのです。
」
こうして JDGY は横浜の中小企業支援活動が始まり
ます。その先頭に立ったのは坂井啓治常務理事でした。
当初は苦労の連続でしたが、15 年 10 月に公益財団法
人横浜企業経営支援財団（IDEC）と中小企業に向けた
セミナー開催にこぎつけました。
18 年の第３回セミナーには、前全ドイツ独日協会会
長のフォンドラン
博士がゲストとし
て発言され、モデ
レーターの神永理
事が日英独３か国
語でパネルを取り
仕切ったのが印象
的でした。
左端、モデレーター 神永理事

放映された調印式の模様： 中央が早瀬会長、その後ろにフランクフルト
独日協会ゲンプト会長、その右は重枝総領事 （テレビ神奈川提供）

そして同じ日に打ち合わせ会を開き「作文コンテス
ト」の実施を決定しました。これに基づき 2013 年に初
めて、14 年よりは２年毎に日本から高校生を派遣して
きました。磯貝喜兵衛理事と佐藤恵美理事を中心にし
て日独の若者の交流が続いています。

19 年にはドイツの産業界から講師を招き、第４回を
開催しました。毎回、定員 70 名を上回る盛況でした。
会に続いて行われる懇親会にはほぼ毎回、横浜国立大
学の長谷部勇一学長が出席され、産官学提携の重要性
に言及され、ＪＤＧＹを後押ししてくださいます。

さらにはハンブルク独日協会とも交流があります。
ハンブルクの桜の女王を２年に一度、横浜に迎えてい
ます。
最初の歓迎会は 14 年４月に第 28 代女王を迎え、
メルパルク７階の「望洋の間」で行われました。そし
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そして「横浜日独協会がなぜ中小企業を支援するの
ですか？」と、よく受ける質問に対する答えがここに
あるのです。

ていることを高く評価してくださいました。早瀬会長
にとってはこの“One Team”の評価がとても嬉しい思
い出です。こうして横浜市における JDGY プレゼンス
もますます高くなったことは言うまでもありません。

＜日本経済新聞＞
＜月例会＞

発足１年もたたない 2011 年８月 11 日付けの日本経
済新聞に、早瀬会長のインタビュー記事が掲載されま
した。
「日独交流、開国の地で推進。修好 150 周年、経済・
教育に力」という見出しの元、会長が発足の経緯、各
地の日独協会との違い、国際交流の在り方などを語り
ました。記事の反響は大きく、当時住友精密工業社長
だった神永理事が加入したのは、この記事を読んでの
ことでした。

JDGY の月例会は通常、講演者を招いて行われます。
その第１回目は発足後間もない 11 年２月 19 日に、当
会設立の立役者でもあった、織田正雄湘南日独協会会
長の「ベルリンの壁崩壊前後」でした。場所は神奈川
大学の教室です。現在 JDGY の監事である戸田龍介先
生（現在同大学経済学部長）のお世話で、初期の会合
はもっぱら神奈川大学で行われました。
第２回は同年３月 12 日、ドイツ在住の作家川口マ
ーン恵美さんによる「ドイツ人と日本人、似ていると
ころと違うところー日本人は性善説で暮らしてい
る！」でした。ところがその前日に東日本大震災が発
生します。連絡もままならない中、川口さんが会場に
姿を現したときは、感激したと出席者の一人は述べて
います。
他に特筆すべき講演者としては、10
年にノーベル化学賞を受賞した根岸
英一さんが挙げられます。12 年５月
24 日に、奇しくも今回 JDGY が 10 周
年のイベントを行う「横浜市開港記
念会館講堂」で行われました。若いこ
ろ帝人の研究室でご一緒した山岸理事（元帝人副社
長・技監）のご紹介でした。主催は如水会横浜支部（早
瀬会長が支部長）と蔵前工業会神奈川県支部で、後援
として横浜市と並んで JDGY が名を連ねました。

＜テレビ番組企画・現地取材・座談会出演＞
テレビ神奈川開局 40 周年記念番組「環境先進国ド
イツに学ぼう」という番組が 12 年に企画され、９月８
日から９日にかけて放送されました。そして早瀬会長
は座談会に生出演しました。それに先駆け現地取材に
も同行しています。地元神奈川の放送で、JDGY のプ
レゼンスはグッと上がりました。
なおこの座談
会には大石久和・
元国交省技監や、
田坂広志・元内閣
官房参与ととも
に、世界的プリマ
ドンナで、ドイツ
に関心が強く、JDGY の活動にも理解があった ソプラ
ノ歌手佐藤しのぶさんも出席しましたが、昨年９月に
惜しくも亡くなりました。

蛇足ながら私は 14 年９月の例会で「ベルリンオリ
ンピックの証人」という講演をさせていただき、これ
をきっかけに入会しました。

＜ぬくもりトーク＞
＜音楽家＞

「ぬくもりトーク」は、市長が主宰して地域で活躍
する団体と意見交換を行う事業です。16 年４月 13 日、
横浜日独協会が招かれ、早瀬勇会長以下役員らと、第
２回ドイツ派遣高校生作文コンテスト入賞者らの計
15 人が、西区老松町の市長公舎で１時間にわたって懇
談しました。

JDGY のクリスマスパーティーでは毎年「Hafen
Chor （みなとコアー）
」が能登副会長の元に結成され、
歌を披露しますが、合唱団に所属するなどして音楽を
趣味とする人がメンバーには多いです。磯貝理事は洋
光台合唱団メンバーとして、招かれて JDGY クリスマ
スパーティーで歌ったのを縁に、加入しました。
“ぬくもりトーク” 2016 年 4 月 13 日

さかのぼれば発足間もない 11 年７月２日、山手の
フェリスホールで横浜日独協会設立記念音楽会が開
催されます。第一部がシュタンツェル大使出席のもと
での記念式典で、第二部が記念演奏会でした。

林市長も若い頃からのドイツとの縁をユーモラス
に披露しましたが、多数の参加者の幅広い活動ぶりを
聴いた市長は、横浜日独協会が皆で力を合わせてやっ
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12 年 11 月３日に
は東日本大震災チ
ャリティーコンサ
ートが行われ、長年
にわたりウイーン
で活躍された大島
富士子会員（ソプラノ）の独唱と、遠藤香奈子さん（都
響コンマス）、遠藤和歌子さん姉妹のヴァイオリンと
ピアノの二重奏が聴衆を魅了しました。大島さんはと
ても美しい声の持ち主でしたが、その後惜しくも亡く
なりました。
また 15 年９月 26 日、設立５
周年記念式典が開催されました
が、第二部が演奏会でした。二期
会の重鎮でバリトンの島村武男
会員の独唱、渡邊まこみ会員の
ピアノが演奏されました。
数々の受賞をしたヴァイオリニスト武田章寛さん
は、ユースの会員です。現在ドイツで活躍しています
が、毎年帰国すると例会で、ご自身の解説による素晴
らしい演奏を聴かせてくれます。

女性達」のテーマのもと、日独の女性地位、家庭内教
育と主婦の考え方などが討議されました。大使館のモ
ニカ・ゾンマー参事官も、横浜国大の長谷部学長と共
に基調講演をしてくださいました。
日独協会ですからドイツ人もいらっしゃいます。設
立時から理事を務めるロベル
ト・ゼーリヒさんはウィンク
レル商会の代表取締役ですが、
この会社は 1885 年（明治 18
年）に横浜で創業した、大変
由緒あるドイツ企業です。
ユーデック氏（左）
またドイツの弁護士の資格を
ゼーリヒ氏（右）
持つハンス・ユーデックさん
も設立時から理事を務めています。ヘルムート・パネ
ン社長（当時）のトルンプ（TRUMPF）株式会社は、
設立時からの法人会員です。
また法人会員として設立当初から最大の財政支援
を頂いているのは出版社の（株）文芸社で、瓜谷社長は
ＪＤＧＹの顧問を務めて下さっています。
30 歳未満の学生を含む次世代の会員を対象とした、
ヤングクラブという親睦団体も傘下に持っています。
小島拓人常務理事（登戸学寮の理事長）を委員長とし
て、16 年には日本留学生のドイツ人学生を交えた、第
１回ユースフォーラムを開催しました。19 年には日独
ユース・女性フォーラムとして合同で開催されました。

19 年のレーペル大使
の歓迎昼食会では館野
ゆかり会員 （ソプラノ）
が、マリア小路里美会員
（ピアノ）の演奏でドイ
ツの歌曲を唄いました。
また北井康一理事はウ
ォルフィ室内合奏団を主宰したりと、枚挙にいとまが
ありません。

さらには文化部が作られ、寺澤行忠理事（慶応大学
名誉教授）のイニシアチブで、東京近郊でドイツにゆ
かりのある場所などを訪問しています。個人ではなか
なか訪れることのできない、慶応義塾大学日吉キャン
パスの地下壕見学はその一例です。月例の「百人一首
の会」も、日独協会としてはユニークで人気がありま
す。また昨年 11 月の例会で、ドイツの伝統的なカード
ゲーム「スカート」が、東京スカートクラブ会長によ
って紹介されて以来、文化活動に加えられました。
（担
当：中戸ハンブルグ委員長）

＜多様性＞
JDGY には多くの女性が活躍しています。設立時か
ら女性はいましたが、その第一人者として会を引っ張
ってきたのが南雲淑子常務理事です。Der Hafen の第
２号に「川口マーン恵美氏の講演を聞いて」という文
章を書いています。

５周年ごろ加入した齊藤進治事務局長（常務理事）
の尽力で 17 年４月、JDGY はそれまでの任意団体から
NPO 法人へ、さらに 19 年から指定ＮＰＯ法人に形態
が変わりました。これにより社会的信用度が格段に上
がりました。更に実績が認められ、今年７月１日より
は認定ＮＰＯ法人となり、ご寄附いただく場合の課税
も今より幅広く免除されます。

そして Am Brunnen（日独婦人交流会）から南雲さん
の友人の山口利由子（常務理事）さん、佐藤恵美（理事）
さん、中尾尚未（理事）さん、大治はるみ（理事）さん、
地野洋子（理事）さんらが続いて入会されました。

＜会報

Der Hafen＞

我々の会報 Der Hafen は、会の発足
間もない 2011 年２月 11 日にもう創
刊号が発行されています。白黒２ペ
ージで「横浜日独協会 会報 創刊
号」の題名です。編集長は大久保理事
です。そして第２号ではすでに「Der
Hafen（港）」の題名が登場します。そ
して今のデザインのロゴは第 14 号か
大島レオナルド氏
らで、これは故大島富士子会員の御
子息レオナルド氏の傑作です。

そして 17 年６月 24 日には彼女らを中心に第１回日
独女性フォーラム横浜が開かれます。「世界を変える
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Die Japanisch-Deutsche Gesellschaft
Yokohama (JDGY):
Von der Gründung bis heute
So Ohori (Direktor)

12 年 12 月発行の第 12 号より現在の辣腕編集長・山
口常務理事の名前が編集後記に登場します。翌年の第
13 号よりカラー化が実現します。４ページ構成で、写
真をちりばめ、読んでも見ても楽しい、ほぼ今の会報
の原型ができたと言えます。現在は年間４回の発行、
８ないしは 12 ページで各種活動を伝えています。
スマートフォンにも対応したホームページも、会の活
動を外部に伝える重要な役割を果たしています。

Seit der Gründung der JDGY, haben sich viele Leute
für ihre Entwicklung engagiert. Wir wollen an dieser
Stelle einige relevante Ereignisse Revue passieren
lassen.

Vor der Gründung
Das Jahr 2011 war das 150-jährige Jubiläum seit der
Öffnung des Hafens von Yokohama. Herr Doktor
Volker Stanzel, der Botschafter Deutschland, wunderte
sich, warum es ausgerechnet in Yokohama keine
Japanisch-Deutsche Gesellschaft gibt, obwohl
Yokohama historisch gesehen mit Deutschland eng
verbunden ist.
56 号を超えた Der Hafen ですが、私はこれを書くに
あたってとても参考になりました。そしてこの会報は
第一号からしっかり保存され、公開されています。会
のホームページの右側の“Der Hafen“と書かれたリン
クから呼び出すと、だれでも読むことができるのです。
JDGY についてもっと知りたいと思った方は、ぜひ一
読下さい。
私は会報の完全保存は、会にとっての貴重な財産で
あると思うと同時に、ここまで編集、維持してきてい
る山口編集長、ホームページ編集／校正担当の大井智
子さんに心から敬意を表せずにはいられません。
＜１０周年を迎えて＞
すでに述べたように日独の国交が樹立したのが
1861 年、我々の隣を見ても東京の日独協会は 1911 年
の設立、湘南日独協会は 1998 年ですから、2010 年設
立の我々はとても若い日独協会です。しかし関係団体
の皆様のご指導と会員の尽力で、規模、活動内容にお
いて急成長してきました。JDGY の DNA である迅速さ
はここにも生かされました。そしてそれはこれまで見
てきたようなさまざまの会員、外部の方の尽力、人の
繋がりによるものでした。これからも皆さんの知恵と
力を結集して、会を発展させましょう。

Herr
Stanzel
verhandelte
direkt
mit
der
Oberbürgermeisterin, Frau Fumiko Hayashi. Sie gab
die entsprechende Anweisung und Herr Sekiyama von
der Abteilung für internationale Politik kontaktierte
sofort Herrn Masao Oda, Vorsitzenden der JapanischDeutschen Gesellschaft Shonan, und bat um seine
Unterstützung.
Herr Oda versammelte als GründungskomiteeMitglieder Personen mit Deutschlanderfahrung. Dies
waren Herr Kurosaki, Herr Prof. Toda, Herr Noto und
Herr Okubo. Und gerade zu diesem Zeitpunkt kam
Herr Prof. Hayase, der Rektor der Kanazawa-Seiryo
Universität und Vorsitzender der Japanisch-Deutschen
Gesellschaft Kanazawa gewesen war, nach Yokohama
zurück, wo er seinen Wohnsitz hat. Er wurde auch zum
Gründungskomitee eingeladen und zum ersten
Vorsitzenden ernannt.

Die Gründung
Am 16. Oktober 2010 fand die Eröffnungszeremonie
des 150-jährigen Jubiläums der Öffnung des Hafens in
der Deutschen Schule statt und anschließend wurde
die JDGY in einem einfachen Klassenzimmer
gegründet. Nur acht Monate waren nach dem
Gespräch zwischen Herrn Botschafter Doktor Stanzel
und Frau Oberbürgermeisterin Hayashi vergangen.
Daher feiern wir im Oktober dieses Jahres unser 10jähriges Bestehen. Und seitdem ist die schnelle Aktion
in unserer DNA.

（なお執筆にあたり早瀬会長、能登副会長にはお時間
を割いていただいてインタビューさせていただきま
した。なお関係者の肩書は断りのない限り当時のもの
です。
）

Aufgrund dieser Umstände haben wir seither eine
enge Beziehung mit der Deutschen Botschaft. Herr
Botschafter Dr. Stanzel hat 2013 beim dreijährigen
Bestehen in fließendem Japanisch einen Vortrag
gehalten. Herr Botschafter von Werthern hat 2015
beim fünfjährigen Bestehen ein Grußwort gesprochen.
Und Frau Botschafterin
Lepel ist im August 2019 in
Japan angekommen und
hat schon am 15. Oktober
an einem gemeinsamen
Mittagessen, veranstaltet
von der JDGY, teilgenommen.

独日協会連合会フォンドラン前会長（中央左）とシュタンツェル
新会長（同右）を囲んで。（２０１８年、金沢“つば甚”にて）
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13.April 2016 eingeladen wurde. Frau Hayashi
schätzte unsere vereinte Zusammenarbeit hoch.

Austausch mit Deutschen
Als Nächstes möchte ich einige wichtige Ergebnisse
anführen:
Im
Juli
2012
hatten
wir
die
Freundschaftserklärung mit der DJG Frankfurt im
Kaisersaal des Rathauses Frankfurt unterzeichnet.
Anschließend hatten wir
ein gemeinsames Meeting
und
hierbei
den
Aufsatzwettbewerb vereinbart.
Japanische
Oberschüler
wurden daraufhin 2013
erstmals nach Deutschland
entsendet.
Außerdem haben wir auch mit der DeutschJapanischen
Gesellschaft
Hamburg
ein
Austauschprogramm. Alle zwei Jahre empfangen wir
die Hamburger Kirschblütenkönigin in Yokohama.
Die JDGY hatte mit zwei Deutsch-Japanischen
Gesellschaften Partnerschaft geschlossen und ist
somit wirklich eine Japanisch-Deutsche Gesellschaft
geworden.

Monatstreffen
Unsere Monatstreffen bestehen hauptsächlich aus
Vorträgen. Das erste Treffen fand am 19.Feb 2011 an
der
Kanagawa-Universität,
wo
unser
Aufsichtsratsmitglied Prof. Toda tätig ist, statt. Der
erste Vortragsredner war Herr Masao Oda, der für die
Gründung der JDGY eine wichtige Rolle spielte.
Am 24. Mai 2012 stand der Nobelpreisträger Eichi
Negishi am Pult. Unser Direktor, Herr Yamagishi
arbeitete mit Herrn Negishi im Labor der Firma Teijin
zusammen.
Zwei
Organisationen
waren
Hauptorganisatoren und die JDGY und die Stadt
Yokohama fungierten als Förderer.

Musiker
Viele unserer Mitglieder mögen Musik. Am 3.
November 2011 gab es ein Wohltätigkeitskonzert für
die Opfer des Tōhoku-Erdbeben. Frau Fujiko Oshima
(Sopran), die lange in Österreich tätig war, sang solo
dabei. Leider ist sie danach verstorben. Der Geiger
Herr AkihiroTakeda ist ein
Mitglied
in
unserem
Jugendklub und wohnt
jetzt in Deutschland, aber
jedes Jahr kommt er
nach Japan und spielt vor
uns
auf
einem
Monatstreffen.

Unterstützung mittelständischer
Unternehmen
Frau Oberbürgermeisterin Hayashi hat nach der
Zeremonie in Frankfurt Herrn Prof. Hayase darauf
angesprochen, dass internationaler Austausch kein
Fest sei. Die Wirtschaft Yokohamas wird von
mittelständischen Unternehmen gestützt. Wenn diese
nicht prosperieren, bekommt die Stadt keine
Steuereinnahmen. Und ohne Steuereinnahmen
fließen keine Gelder an Wohlfahrt, Kultur oder
internationalen Austausch!
Einfacher gesagt, dürfen wir nicht nur eine
Gesellschaft sein, die deutsche Lieder singt und
deutschen Wein trinkt. Dies war eine große
Herausforderung für Herrn Prof. Hayase und
deswegen begannen die Aktivitäten für die
Unterstützung mittelständischer Unternehmen.
Im Oktober 2015 fand das erste Seminar für die
Unternehmen unter Mitwirkung des Tochterverbandes
der Stadt Yokohama (IDEC) statt. Dies beantwortet die
Frage,
warum
ausgerechnet
die
JDGY
mittelständische Unternehmen unterstützt.

Vielfältigkeit
Bei uns sind viele Frauen tätig. Am 24. Juni 2017 fand
das erste Japanisch-Deutsche Frauenforum statt. Und
es ist selbstverständlich, dass wir auch deutsche
Mitglieder haben. Wie zum Beispiel Herrn Robert
Selig(Direktor) Präsident der Firma Winckler &Co. LTD,
die 1885 in Yokohama aus der Taufe gehoben wurde.
Und wir haben einen Jugendklub für unter 30jährige
als Unterorganisation. Außerdem eine Kultur-Gruppe
unter der Leitung von Herrn Terasawa(Direktor), die
kleinere Ausflüge mit Deutschlandbezug organisiert.

Der Hafen

Zeitung

Unsere Hauszeitschrift „Der Hafen“ ist schon am 11.
Feb. 2011 zum ersten Mal herausgegeben worden. Ab
der Nummer 13 erscheint das Heft in Farben. Die
Webseite ist heute auch für Smartphone-Nutzer gut
zugänglich.

Am 11. Augst 2011 erschien ein Interview von Herrn
Prof. Hayase in der Wirtschaftszeitung „Nippon-KeizaiSchinbun“. Das Echo war groß.

Fernsehprogram

Zum zehnjährigen Jubiläum

TV-Kanagawa plante 2012 eine Sendung für das 40.
Jubiläum von „Lernen wir von Deutschland, einem
führenden Land im Umweltschutz “. Herr Prof. Hayase
nahm an der Gesprächsrunde teil, womit unsere
Präsenz in der Präfektur Kanagawa steil anstieg.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und
Deutschland begannen im Jahr 1861. Die JapanischDeutsche Gesellschaft in Tokio wurde im Jahr 1911
gegründet. Wir sind sehr jung im Vergleich zu ihr, aber
dank der warmherzigen Unterstützung und der
Bemühungen der Mitglieder konnten wir so schnell
wachsen. Wollen wir alle zusammen unsere JDGY
weiterentwickeln!
(Abstrakte Übersetzung)

„Nukumori-Talk“
„Nukumori-Talk“ ist eine Gesprächsrunde mit Frau
Oberbürgermeisterin Hayashi, wozu die JDGY am
9

中小企業支援活動の沿革と展望
中小企業支援委員会 顧問
理 事

坂井

啓治

横浜日独協会（JDGY）‘中小企業支援活動の理念’
は、横浜地域社会への貢献であり、中小企業の発展に
資すことを念頭に、とりわけ中小企業へドイツの産
業・経済情報を提供することにより各企業の SDGs(持
続的開発目標)達成へ参考になればと考えており、その
架け橋となることが所期の目的と言えよう。

直近では第四回（2019）基調講演は「ドイツ中小企
業の事例に学ぶ 『デジタル活用による人手不足解消・
生産性向上・事業継承』マッツカート女史 ドイツ機械
工業連盟バイエルン州貿易部長。聴講者へのアンケー
トは、総じて「参考になった」だが、
「内容が少し難し
かった」との声も聴かれた。
圧巻は、第三回のセミナーに、ドイツ産業界の大物
Dr.R.Vondran 氏（現 独日産業協会名誉会長）のゲス
トご参加があった。

〔背景と経緯〕
欧州における産業・経済の中心的存在であるドイツ
は、EU の機関車と言われている。日本もカメラから始
まり、電子部品、電化製品、自動車、工作機械、ロボ
ットほか多くの工業分野におけるモノづくりはドイ
ツと対等或いは凌駕するレベルに達し、その品質の高
さは世界で評価されている。

（左から）長谷部横浜国立大学長、大堀理事（司会・通訳）
早瀬会長、Dr. Vondran

横浜日独協会（JDGY）の会員の中には、ドイツの経
済・産業を学んできた駐独経験者がいるので、上述の
目的への手法にそのパワーが活用できないかと考えた。
2012 年横浜市経済局成長戦略推進部の門を叩き、横
浜における日独中小企業の技術や製品についての交
流を提言し指導を仰いだ。当時の在浜企業の海外関心
事は、概ね中国を中心とする東アジア市場であった。
その後、経済局長のご指導で、横浜中小企業センター
である IDEC(横浜企業経営支援財団)との本格的な取り
組みが始まった。
折 柄 、 2013 年 ド イ ツ 政 府 の ハ イ テ ク 国 家 戦 略
‘Industrie4.0’(第四次産業革命と呼ばれる)が発表され、
日本でも政府・企業の関心が高まり、ドイツ州政府・
大学・研究所・企業の主催で多くの関連シンポジウム
が開催された。JDGY は地域中小企業の経営者に、こ
のドイツ産業界の潮流を伝えるべくセミナー開催を
IDEC に提案し、同財団の前理事長による英断で 2016
年から 2019 年まで毎年横浜情文ホールで開催された。
日独の講師による講演、中小企業の経営者と講師を交
えたパネルディスカッション、講師・パネリスト・来
賓・聴講者の業界情報の交換が恒例となった。

セミナーにゲスト参加の名誉会長(DJW)と
Dr.ミュンヒ独日協会理事

〔展望と課題〕
・ セミナー開催には、IDEC はもとより Bayern 州ほか
ドイツ三大工業地帯の各駐日代表部の支援を受け、
更に日独産業協会（DJW）
、横浜商工会議所の後押
しも得られるようになった。
・ もう一つの支援策は「産学官連携」推進である。地
元横浜国立大学を軸に同大学と地元企業の共同研
究開発を期待しているが、是まではセミナーへの講
演や、大学主催のシンポジウムを通じて連携策を模
索中。
・ ドイツの「モノづくりの」のコンセプトに“単純労
働は自動化を、知能労働は人工知能を活用、ヒトは
より創造的で高付加価値の仕事に”と。ドイツ合理
主義の発想である。
・ 中小企業に避けられないのはデジタル化であるが、
コンピュータ技術でのロボット＋AI(人工知能)に
よる革新は果てしなく生活圏に及んできた。世界で
使用するロボットの 50％が日本から輸出されその
多くは中国向けであるという。ロボットは製造業の
みならずサービス・介護/医療・インフラ/災害対策
/復興・農業などへの採用が広がっている。

〔考 察〕
コロナ禍後にあって社会の変容は避けられない。サ
プライチェーン（供給元）の混乱是正を早々と打ち出
し、グローバル化の修正が取沙汰され始めたが、見直
す必要があろうと伝えたい。蛇のごとく慎重・執拗に
しかし鷹のように敏捷に、石橋を叩きながら走って頂
きたい。
（了）

司会の坂井前委員長とパネリストの皆さん（2019 年）
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第３回日独ユースフォーラム横浜 2018 年４月14 日（土）

ヤングクラブ（YC）
前委員長
新委員長

小島
向井

○基調講演 ドイツ大使館： von Rimscha 公使

拓人
稔

○討論会

「ドイツ人と日本人のお金と時間の価値観」

「横浜日独協会」の活動が、次世代の若者にも繋が
ることを目指して、2015 年 5 月にヤングクラブ（YC）
が創設されました。YC は「横浜日独協会」の青年部と
して、若い世代向けの各種イベントの開催、日独学生
の交流、その他 YC 世代のニーズに沿った企画を推進
しました。
YC 会員は先ずは学生会員を対象とし、原則ネット
（Ｅメール、ＳＮＳ等）で会報・連絡書類を配布すること
から会費を無料として入会を容易にして、将来の「横
浜日独協会」の正会員の予備軍となることを企図しま
した。また学生会員は卒業後 30 歳までは会費を割引
いた「青年会員」となってもらうことにしています。
YC 会員は、当初横浜市周辺地区在住者を想定しまし
たが、その後は日本国内各地、ドイツ等の世界各地の
在住者も対象とし、外国人（特にドイツ人）会員を歓迎
することとしました。これまで登録したＹＣ会員は、
活動の濃淡には幅がありますが全体で現在 51 名（海外、
青年会員を含む）に上ります。
YC の活動の一つとして、日独ユースフォーラム横
浜 があります。このフォーラムの趣旨は、日本とドイ
ツの若者が日独両国の協力・交流について意見交換を
行い、将来の活動の方向を話し合い、親睦を深める場
を提供するものです。フォーラム参加対象者として日
本側は当協会のヤングクラブ YC 会員（含ドイツ在住
YC 会員）、作文コンテスト応募高校生、横浜周辺の大
学に在籍する学生、ドイツ側は在日ドイツ人留学生や
研修生及びドイツ関係の各種組織の若者を対象とし
ました。本フォーラムは横浜市国際局のご支援を得て、
横浜国際平和会議場を会場としてこれまで下記の通
り３回開催されました。
第１回日独ユースフォーラム横浜 2016年４月16 日（土）
○基調講演 ドイツ大使館：von Rimscha 公使

トルンプ社： Pannen 社長
討論テーマ：
「日本とドイツの生活スタイル」

○討論会

神奈川大学：Dr. Stefan Buchenberger 教授
討論テーマ：

通訳の役割だけでな
く、フォーラムの議事
進行にも卓抜した才
能を発揮してくれたフ
ローリアン・ガイヤ氏

それぞれフォーラムに参加した若
者は日本人 20 名前後、ドイツ人 10
名前後で一般参加者も含めると総
数 60－70 名余。フォーラムは日独
両国の若者が率直に熱い意見交換
をして各々のアイデンティティを
再確認する場となりました。

昨年度は新たな試みとして、
「ユ
ースフォーラム」と「女性フォーラム」の合同主催の
形で、第１回日独ユース•女性フォーラム横浜 を 2019
年６月 22 日（土）に開催。
その他、ヤングクラブ主催の形でドイツ在住の武田
章寛 YC 会員によるヴァイオリン演奏とトークの会を
例会として開催しました。
今年は新型コロナウィ
ルス感染拡大の影響で、
予定していた武田 YC 会
員のヴァイオリン演奏や、
第 2 回日独ユース•女性フ
2019 年 ヴァイオリン演奏と
ォーラム横浜も中止を余
トークの会
儀なくされました。
コロナ禍が長期化する中にあって、日本の学生は勿論、
日本に来ているドイツ人留学生も大きな影響を受け
ており、今後の相互の交流にかなり制約が出ることが
心配されます。
こうした中、我々はまず交流再開に向けた準備をし
て参ります。日独の若者が興味を持つテーマを取り上
げ、彼らが積極的に参画できる環境作りを考えます。
Ｚｏｏｍ等によるリモート・イベントの検討やＳＮＳ等
を活用したネットワーク作りも新たな課題です。また
何よりも YC のコアとなるメンバーが現在手薄となっ
ている現状、活発な活動基盤づくりを改めて進めて参
りたいと思います。

ヨーロッパ中世史講演 上遠野君
ユースフォーラム
小島前委員長(左から 2 人目)

第２回日独ユースフォーラム横浜 2017年４月15 日（土）
ドイツ大使館訪問

○基調講演

ドイツ日本研究所 DIJ：Franz Waldenberger 所長
TUV Rheinland：Bernd Nurnberger Senior Project Mgr
○討論会 討論テーマ：

「教育・愛の在り方を学校で教えてはどうか」
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右端 向井委員長

クリスマス会に参加

インターンを受け入れ、ODA プロジェクトなどを通じ
開発途上国の女性のためのジェンダー問題にも取り
組んでいます。

日独女性フォーラム横浜について
女性フォーラム委員長
常務理事

五人目は同じく横浜日独協会の山口利
由子常務理事です。日独婦人交流会アム・
ブルンネン役員であり、ご主人の転勤でド
イツ、パダーボーンとデュッセルドルフに
7 年、サンフランシスコに 9 年滞在され、ナチュラル・
フードコーディネーター、茶道、生け花、日本語講師の
資格を通して様々なボランティア活動をしています。

南雲 淑子

2011 年設立以来、早瀬会長・黒崎副会長
（当時）のもと常に男女の区別なく活動をして参りま
した。そして 2016 年春に能登副会長より出された「日
独女性フォーラム横浜」開催の企画を頂き、男女格差
をなくす社会の実現は私の学生時代からの夢であり
テーマでしたので喜んでお引き受け致しました。

全体及びパネルディスカッションの進行は南雲が
務めました。全プログラムが日独両言
語にて行われ、ゾンマー参事官の通訳
石川桂子様にはパネルディスカッシ
ョンでも助けて頂きました。また大治
副委員長には、最初から共に準備を
し、琴演奏もお願いしました。

2017 年 6 月開催のメインテーマは「世界を変える女
性たち」に決定し、基調講演者 2 名、休憩をはさんで
多様なご意見を聞くためにパネルディスカッション
をするという骨子を固めました。会場は横浜市国際局
のご協力で、みなとみらいのパッシフィコ横浜・横浜
協力センター会議場に決まりました。

さて当日は横浜市国際局長関山様から
来賓のご挨拶を頂戴し、基調講演ではそれ
ぞれの講師の方から日独双方の貴重なご
意見を頂戴致しました。

早瀬会長からは、神奈川県「ますます拡大
する女性の活躍応援団」の 11 名の一人で横
浜国立大学の長谷部勇一学長を、基調講演
の一人として推薦頂きました。長谷部学長
は横浜国立大学内で男女共同参画の事業を既に実施
しておられ、
「日独女性フォーラム横浜」のテーマにふ
さわしい方でした。
もう 1 名の基調講演はドイツ大使館
のモニカ・ゾンマー参事官にお引き
受け頂きました。ゾンマー参事官は
ドイツ労働総同盟、ドイツ外務省、国
際労働機関(ILO)の職員として海外経
験もあり、2 度目の日本駐在で、労働
参事官と
通訳の石川桂子様
社会政策担当課長（当時）でした。

休憩の手作りドイツケーキビュッ
フェも好評でした。パネルディスカ
ッションも盛り上がり、会場からの
質疑では熱心な応答がありました。
最後に横浜市政策局男女共同参画担
当理事の小賀野様よりのコメントでは、
基調講演及びパネルディスカッション
が実り多いものであり、幅広い分野にわ
たってのご意見を今後の横浜市の政策
の参考にする
とのお言葉を
頂戴いたしま
した。女性フォ
ーラムの詳し
い内容は「Der
Hafen」の 2017
年 9 月・10 月号をご覧ください。

次は「日独女性の社会進出および家庭における男女
役割分担」などの問題を話し合うパネルディスカッシ
ョンのメンバー決めです。ドイツ側は先ずゾンマー参
事官が参加して下さることになりました。
二人目は日独婦人交流会アム・ブル
ンネンの会員のエファ―・ヴェルナ―
様です。ダイムラー社人事課に勤務後、
独立しキャリアアドバイザーとしてご
活躍。ご主人の転勤でニューヨーク、南
アフリカ共和国に滞在し、日本ではご主人はダイムラ
ージャパン（株）の財務責任者でした。

その後、ユースフォーラムとの合同で 2019 年 6 月
に第１回日独ユース・女性フォーラム横浜を開催致し
ました。

三人目は唯一の男性で、横浜日独協会
の理事であるハンス・へニング・ユーデッ
ク弁護士です。法律、経営経済の専門家で、
2011 年の東日本大震災の原発事故の時は
ドイツからも寄付を募り、2 年で 25 台の
車を南三陸市民に提供しました。
（その時、横浜日独協
会も募金コンサートを実施協力しました。
）
四人目は日本側から横浜日独協会の藤
田香理事です。日之出産業（株）取締役で
あり、アフリカ若者の為の産業人材育成、
ABE イニシアティブでは 10 か国 21 名の

今年の 6 月には「第２回日独ユース・女性フォーラ
ム横浜」を計画していましたが、残念ながら、新型コ
ロナウィルスの為中止となりました。また再び実現で
きる日を願っています。
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日独関係の未来に向けて

～新しい世代の個々の繋がり～
高校生作文コンテスト委員長
理事 佐藤 恵美
2011 年横浜市とフランクフ
ルト市のパートナー都市協定
右端が佐藤委員長
を受け、当会には二つの重要
な高校生相互派遣プログラムが発足いたしました。
一つは、2013 年より原則として毎年フランクフルト独
日協会作文コンテスト優秀賞受賞者であるドイツ人
高校生 2 名をホームステイ先となり受け入れるもの。
もう一つは、当会の大きな柱の一つとして大切に育て
られてきた「ドイツ派遣高校生作文コンテスト」優秀
賞受賞者 2 名のフランクフルトへの派遣です。この活
動は 2013 年以来隔年に開催され今回で第４回となり
ました。ただ、残念ながら今回は世界的なコロナウィ
ルス流行の影響で延期をされている状況です。
フランクフルトより
の派遣については、現地
独日協会副会長である
クノーブラオホ眞澄氏
が中心となり、在フラン
クノーブラオホさんと高校生達
クフルト日本領事館の
バックアップにより、日本に深い関心を寄せる優秀な
生徒達が作文を応募する中から 2 名の優秀な生徒が選
ばれます。当横浜日独協会で
は、当初は能登副会長を中心
に、その後は磯貝高校生作文コ
ンテスト委員長（現顧問）を中
心に会員宅でのホームステイ、
横浜、東京、鎌倉などの見学を
実施してまいりました。

大使フォルカー・シュタンツェル氏の横浜日独協会設
立３周年記念式典での講演の感想文でした。その優秀
賞受賞者 2 名は林文子
横浜市長から直接の激
励も受けフランクフル
トに出発し、その内１
名は後にドイツの大学
に留学をする契機とな
りました。
その後、第２回は横
浜日独協会設立 5 周年
記念式典で当時の駐日
ドイツ大使フォン・ヴ
ェアテルン氏講演の感
想文、第３回は「ドイツ
で伝えたい日本のこと」というテーマでの作文、と回
を重ねていますが、現地ではフランクフルト独日協会
の全面的なご支援の下、ドイツ人宅へのホームステイ
で親交を深めるとともに、現地の高校での体験やフラ
ンクフルト近郊やハイデルベルクなどドイツを「直に」
見ることで、それぞれの想いを深めることができたよ
うです。

第３回優秀賞受賞者

渡独に向けてのオリエンテーション

現時点では高校生作文コンテスト委員会を以下の
メンバーで進めています。
磯貝喜兵衛
野澤 勉
佐藤 恵美
西条 りみ
高川 邦子

ドイツ人高校生が見学を希望
するのは、日本の歴史的伝統的
な場所をはじめ意外な場所もあ
ります。たとえば、渋谷のスクラ
ンブル交差点、神田の古本屋街、
などの希望は、ドイツ人の若者
にも多様な観点があることを実
東映アニメーション見学
感させてくれるとともに、私達
にも新たな視点を与えてくれるものでした。
横浜からの派遣は「横浜市世界を目指す若者応援事
業」の補助金、横浜市及び全日本空輸（株）様の後援で
横浜市内のドイツ語授業のある高校の生徒を対象に
募集いたしました。第 1 回の課題は当時の駐日ドイツ

顧 問
委員長（受け入れ担当）
委員長（作文コンテスト担当）
副委員長
副委員長

日本とドイツ、歴史的にも長いお付き合いの両国で
す。現在、社会的にも経済的にも激変する世界の中で、
単にこれまでの友好を回顧し存続させるというレベ
ルではなく、未来に繋がる世代がお互いに刺激し合い
発展することによって問題解決もしていくという新
しい関係に進化する、その一歩を一人一人の結びつき
から広げてほしいと思います。そうした関係構築のほ
んの一助となれるよう、当会の会員皆で応援していき
たいものです。

2019 年
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歓迎会

広

報
担当

副会長

向 井

稔

当協会は令和２年７月１日付にて特定非営利活動
法人の認定を受けたことは既報の通りです。つまりそ
の意味するところは、以前にも増して、この「認定
NPO 法人」として高い公益性を有し、地域社会から頼
りにされる存在になるために不特定多数の人の利益
に供した事業を行う事が求められるものであり、同時
に一般の人々に広く開かれた活動を的確に出来る限
り遅滞することなくお伝えし、地域や市民から正しく
理解を得られるべく普段の努力が問われることにな
ると思います。
広報活動は多くの関係者の努力と多大な貢献によ
りこれまで推進されてきましたが、日進月歩の技術革
新が進む分野でもあり、これからも当協会のＨＰ利用
の改善に努力して参ります。何よりも、上述の通り、
「認定ＮＰＯ法人」としての自覚をもって、我々の活
動に関して、現在の当協会会員の皆様のみならず、多
くの協会活動にご関心をお持ち頂く不特定多数の
方々に対しも、より広範囲でかつより的確・公正な「広
報活動」をこれからも進めて参りたく、皆様のご理解
とご支援をこれまで以上にお願い致したく存じます。

この認識の上に立って、当協会の組織としての「広
報」がより重要となっています。既にその「広報媒体」
として、協会は「Der Hafen」という独自の定期発行
の「会報誌」を有しますが(別項目にて詳細説明)、そ
れに加え、現代のＩＴ情報化が進む社会を反映し、協
会設立後早々に独自の「ホームページ」を開設するこ
とになりました。
「2010 年 12 月の開始」との記録が残
っています。当初はホームページの開設に伴う技術的
な経験を十分に有する会員も乏しく、正に暗中模索の
スタートであったと思われます。当時当協会の戸田監
事のご紹介で神奈川大学におられた横田氏に立ち上
げのお手伝いをお願いしておりました。同氏には無報
酬でのサポートをお願いし、この場を借り心からお礼
を申し上げます。特に若い方々からの当協会の活動へ
の関心を高めてもらう上でも、このホームページ開設
を通じた情報媒体のレベルアップは我々にとって不
可欠なものであったものと痛感します。

案内パンフレットは、日独両語で紹介されています。

従来の活字媒体に加え、この電子媒体による情報伝
達は、我々にとってコストの面と効率性の面で大きな
助けとなってきたのも事実です。正に「時代の流れ」
であったわけです。
特に 2013 年 12 月に知人の紹介を受けて、千葉県に
在住される大井智子さんにこのホームページ（ＨＰ）
に関連する様々なお仕事をお願いする機会を得るこ
とになります。大井さんにはＨＰの情報アップデート
や様々な機能のレベルアップ等にご助力を頂いてい
ます。画像も色々と追加され、ＨＰが賑やかな感じに
なりました。更に 2014 年 5 月には「問い合わせフォー
ム」を新たに設置。それにより入会問い合わせがＨＰ
を通じスムーズに行われることで、入会者増加に大い
に寄与することに繋がっています。また続いて 2017
年 4 月には NPO 法人設立に伴い、法人関連書類のペ
ージが追加されるようになり、更に役員の理事会等出
欠がそれを通じ容易に管理されることにもなってい
ます。
直近では 2020 年 5 月 30 日、ホームページをスマホ
対応に全面リニューアルしたことでパソコンでもス
マホでも見やすくなり、多くの利用者から歓迎されて
いる様です。
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「法人会員」
副会長（法人会員担当） 向 井

稔

当協会が発足して 10 年、その間、我々の事業活動
が順調に拡大し多様化も進めることが出来ましたが、
その発展に側面から強力に支援して頂いたのは、現在
14 に上る法人会員の皆様であります。我々への深いご
理解と、安定した財政面でのご協力が無ければ、これ
程までの当協会の発展は不可能であったものと認識
し、重ね感謝申し上げる次第であります。
振り返れば、それぞれ当協会の法人会員になって頂
く際には、様々な背景がありました。例えば当協会発
足時に早瀬会長の個人的なご関係を通じて我々の協
会の事を知り、ご入会を決められ、最初の法人会員と
なって頂くことになる「株式会社文芸社」があります。
それに続き在横浜のドイツ系法人企業が「日独両国」
友好関係促進を積極的に評価して頂き、二番目、三番
目の法人会員として我々の活動に賛同しご参加頂き
ました。協会発足間もない 2011 年の入会となる「ウ
インクレル株式会社」と「ボッシュ株式会社」の両法
人会員です。前者は明治期に横浜が世界に向け開港、
わが国が開国を進める中にあって、ドイツから進出し
た伝統ある商社で我が国との機械貿易に 100 年以上の
足跡を残す老舗会社であります、一方後者はドイツ産
業界を支える世界有数の自動車機器メーカーで日本
での事業開始も明治 44 年と古く、
日独産業交流の「要」
としてリードしてきた長い歴史を有する企業です。特
に「ウインクレル社」から同社社長のロベルト・ゼー
リッヒ氏が当協会理事としても長らくご活躍を頂い
ており、同氏夫人と共に、ドイツ人の立場から我々の
活動へのアドバイスやご支援を続けてもらっており
ます。

紙面の関係ですべての法人会員の皆様をこの場で
ご紹介することが出来ませんが、ドイツ系企業からは
上述の 2 社に加え「トルンプ株式会社」や「ケルヒャ
ージャパン株式会社」もご参加頂いています、また財
団法人の「登戸学寮」や「如水会横浜支部」、更には
「株式会社コトブキ」
「キャリア・デベロップメント・
アソシエイツ株式会社」直近では「富士・フォイトハ
イドロ株式会社」などそれぞれ当協会会員の個人的関
係を背景にご加入を決定して頂き、当協会の大切な法
人会員となって頂いています。
最後に、ヤングクラブの若手メンバーも含め、現在
当協会の個人会員数は 200 名を超えますが、これらの
個人会員の方々にも、法人会員としてご協力頂いてい
るそれぞれの企業・団体について知って頂くため、2
年ほど前から当協会の会報誌「Der Hafen」にて「法
人会員紹介欄」という１ページを設けて一社毎に毎回
号にて紹介記事を載せる事にしています。同会報誌は
会員数に加えて他の日独協会や様々な機関へも多数
配布を行っている関係で現在では総発行部数が 500 部
近くにも上っている為、HP での閲覧も含め、大勢の
皆様にご覧いただいています。

その他、ドイツとのお仕事の関係で我々の事業への
ご理解もあり、法人会員としてご支援して頂いている
ドイツワイン専門の「ワインブティック伏見」またド
イツの都市と友好関係を築いておられる地域商店街
の「モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合」、一
方アカデミアの世界からも当地横浜を代表する二つ
の大学機関、「神奈川大学」と「横浜国立大学」が法
人会員として加入して頂いていますが、それぞれの学
生による活動との協働で当協会が果たしている事業
に積極的に関与して頂いています。
また神奈川大学のドイツ人教師「ブーフェンベルガ
ー先生」には、毎年恒例
となっている横浜 CA ク
ラブでの「オクトーバー
フェスト」へ同大学の学
生を招待して頂いたり、
また当協会主催の「ユー
スフォーラム」にも同校
学生に積極的な参加を促して頂いたりもしており、多
方面にわたりご支援を受けています。
2020 年 55 号までに法人会員８社が紹介されています。
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5. 大磯「鴫立庵」
（西行庵）…西行が「心なき身にも
あはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮」の歌を詠ん
だと伝えられる場所。

文化委員会
理事

寺澤 行忠

「旧吉田茂邸」…吉田元首相が、戦後 20 年余り住ん
だ大磯の邸宅。戦後政治の舞台として知られた。

これからの日独交流には文化活動も重要だとの早
瀬会長の慧眼により、2017 年 5 月、横浜日独協会に文
化委員会が発足した。
いま新型コロナ感染拡大の影響で、内外ともあらゆ
る文化活動は休止を余儀なくされているが、ドイツで
は 5 月 9 日にメルケル首相が演説、
「ドイツは文化の
国であり、連邦政府は芸術支援を優先順位リストの一
番上に置いている」
「私たちは、芸術文化によって過去
をよりよく理解し、また全く新しい眼差しで、未来へ
目を向けることができるのです」と述べ、またモニカ・
グリュッタース文化相も「アーティストは今、生命維
持に必要不可欠な存在です」として、ドイツ政府は他
国に例を見ない手厚さで、芸術・文化に大規模な支援
を行っている。

（旧吉田茂邸にて）

さすが自由主義世界のリーダーたるドイツの政治
家の見事な見識で、わが国の政治家にもぜひ見習って
ほしいものである。
横浜日独協会における文化活動には 2 つの大きな柱
があり、一つは文化施設の見学会である。これまでに
次のような見学会を実施し、それぞれ好評であった。
1. 「東京ゲーテ記念館」…実業家・粉川忠が生涯か
けて収集したゲーテ関係資料、
約 15 万点を所蔵する。
「旧古河庭園」…
洋館と洋風庭園は鹿
鳴館などを手がけた
英国人建築家ジョサ
イア・コンドル、日本
庭園は京都を代表す
る庭師小川治兵衛に
よる作品。

また 2018 年 11 月には、
能登総持寺のドイツ人禅僧、
ゲッペルト昭元氏を招いて講演会を実施した。
2019 年 6 月には、群馬日独協会が拙著を踏まえて群
馬県庁で催した「ドイツに渡った日本文化」パネル展
を見学し、同地の日独協会会員と交流することができた。
活動のもう一つの柱は、
「百人一首」の講読会である。
和歌文学は日本文学の中核をなすが、中でも「百人一
首」は、藤原定家が万葉の時代から鎌倉時代初期まで
の、和歌最盛期の秀歌を厳選したもので、これをみれ
ば日本文化のエッセンスがわかるといっても過言で
はない。
「百人一首」自体は、ドイツと直接かかわるもので
はないが、しかし外国の文化を理解する基礎は、自国
の文化の教養にある。異質の文化の理解は、自らのそ
れとの比較においてはじめて可能になるものである
から、自国の文化に無知で、外国の文化だけが理解で
きるということはあり得ない。その自国の文化も、自
覚的に学んでみて、はじめて理解できるものである。
ドイツの文化をよりよく理解するためにも、日本の文
化を正しく知ることは必要であり、
「百人一首」は、そ
のための最上のテキストなのである。

2. 「熈代勝覧」
（ベルリン東洋美術館蔵）…日本橋三
越地下のコンコースに飾られている、19 世紀初頭の日
本橋を詳細に描いた絵巻物の複製。店舗 90 軒、人物
1671 人を描く。
「小津和紙店」…江戸時代初期創業の和紙の老舗。
史料館やギャラリーもあり、手漉き和紙体験ができる。
3. 慶 應義 塾大 学 日
吉キャンパス「地下壕」
…第二次大戦末期に
旧帝国海軍連合艦隊
司令部がおかれ、ここ
から戦艦「大和」の出
撃命令が出された。

いまや「百人一首」の愛好者の裾野は小学生にまで
広がり、ブーム状態にある。日本ばかりでなく世界 13
か国語に訳されており、ドイツ語訳も数種出ている。
2018 年からは「百人一首かるた」の世界大会が開かれ
るようになった。
横浜日独協会においても、
「百人一首をよむ会」は、
約 20 名の参加者を得て、神奈川県民センターで、月１
回の会合を持っている。毎回 3 首程度を扱い、新年に
は毎年「かるた会」を楽しんでいる。
これからも文化委員会は、中尾尚未副委員長の強力
なサポートと多くの方々のあたたかいご支援によっ
て「百人一首」の講読会を継続し、さらに横浜とその
近郊に、散策を兼ねた文化施設の見学会を行っていき
たいと考えている。

（地下壕入口にて係員から説明を受ける）

4. 「武相荘」…戦後吉田茂元首相に請われて GHQ な
どとの交渉に当った白洲次郎と、日本の美をテーマと
した数々の名著を残した正子夫妻の旧邸｡
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例会参加者の声より

月例会
●

黒川剛さん『日本とドイツの居場所は何処か』
を聴いて
「第二次大戦の敗戦国である日本
とドイツの置かれた状況には、似て
非なるものがあることを極めて明
快に分析して下さったこと、目から
うろこが落ちました。」

1. 実績：
年間恒例行事、フォーラムや周年記念行事を除くと、
毎年８～９回の月例会を実施。これまでに 80 回を
超える月例会を実施し、毎回参加者 30～40 名が出
席している。

●

ドイツ映画『ゲーテの恋～君に捧ぐ“若きウェルテ
ルの悩み”』を鑑賞して

2. 企画と運営：
日独両国の相互理解の大前提に立ち、文化、芸術、
学問、政治他の分野からテーマや話題性等を特定し、
その道の専門家、経験者および会員他に直接接触し、
講師やコーディネーターを依頼。同時に例会概要が
決まると参加者の中から当例会の会報への感想文
寄稿者を選定、いずれも快諾を戴き主催者として毎
回感謝に堪えない。

●

副会長（例会担当）能登

崇

JDGY では、オクトーバーフェストやクリスマス会
のような年間恒例行事の他に、月間行事として月例会
を開催している。会報や役員会以外では参加者同士の
大切な交流機会であり、例会の内容は勿論、参加者相
互の情報交換や親睦を深める貴重な機会でもある。

3. 内容：
日独交流を基本として、芸術、文化、政治、社会ほ
か内容は多岐に亘るが、矢張り文化方面が 20%強、
音楽等芸術分野が 18%、社会事象が 16%などで、他
にビジネス、文学、グルメ、ドイツ映画等が続いて
いる。
4. 例会を超えて：
例会の内容や体験から、会員等の間で自然発生的に
当該分野をより一層経験したいとのニーズから、
「百人一首をよむ会」
、
「楽しみながらドイツ語を」、
「郊外散策会」更には「ＳＫＡＴ講習会（＊SKAT: ド
イツで人気のトランプゲーム）
」までが誕生し会員
他の例会への楽しみや期待の大きさを感じさせる。

郊外散策会「 鴫立庵」

5. 課題：
講演者を見ると日本人の 68%に対し、ドイツ人が
32%とほぼ２：１で推移しているが、日独協会でも
あり同数近くが望まれる。これはひとり講演者の問
題ではなく一般市民やドイツ人／オーストリア人
等がもっとＪＤＧＹの活動に興味を持ち、自ら参加
して活動出来る環境を作りたい。
17

「まさに疾風怒濤の時代を駆け抜けて行った若き
日のゲーテ。詩情溢れる映像の中で、その歓び、苦
悩、再生への希望が瑞々しく描かれています。」
武田章寛さん『ヤングクラブ会員
トークコンサート』を聴いて
「武田さんは、パガニーニやバルト
ークの難曲を分り易いトークを交
えて見事に演奏されましたが、私が
最も感動したのはバッハのシャコ
ンヌの演奏でした。私もドイツ留学
の 20 歳の頃ピアノでこれに取組み、壁に突き当っ
た経験があったからです。武田さんが 80 歳まで取
組んで行きたいと話されたことに感動しました。
」
●

田中真人さん『1937～38 年のベルリン―子供の輸送
―を考える』を聴いて
「国を超えて同じ人間として果敢
に行動を起こした人々を通じて、余
り 知 ら れ て い な い 歴 史 ― KinderTransport（子供の輸送）―を具体的
な資料を基にお話を伺えた貴重な
機会でした。」

●

ゲッペルト昭元さん『禅僧になったドイツ人』
を聴いて
「一人息子である先生が、遠い
異国の地で禅僧となること、そ
して名前も昭元になることを、
ドイツのご両親が理解してく
れたことを感謝しているとい
う部分では、私自身一人息子の
母としてお母様の心情をおも
んばかると涙が出そうになりました。」

●

エックホフさん『ＳＫＡＴってどんなトランプゲー
ム？』に興じて
「SKAT はトランプ
を使ったゲームで、
歴史的には 1820 年
頃ドイツで発生し
たもので、現在ド
イツでは特に男性
の間で普及してい
るゲームで「無形文化遺産」に指定されている。
」

[現在の表題・ロゴ]

Der Hafen （横浜日独協会会報）
発行初期の話
２０１１.２.１ 第１号 A４ １枚２ぺージ ３号から４ページ
２０１２.１２.１ 第１２号まで２年間 隔月発行
マリーンブルーに黒字印刷

大久保明編集
長⇒向井稔編集
長と編集長の交
代があるなか、
アシスタントを
しておりました
私 （山口利由子）が
２０１５年１１月
２９ 号か ら編集
長になりました。
２０１７年９月
４０ 号 から は、
HP の大井さんに
会報の校正と印
刷所への入稿を
お願いしており、
会報の出来上が
りが格段に綺麗
になりました。

２０１０年１０月
発足した横浜日独
協会の会報の名が
横浜に相応しい Der
Hafen（早瀬会長起
案）と名付けられ、
２０１１年２月１日第１号の発行となった。
外部への発注はコストの面で出来ず、少々経験のあ
る当時理事の私（大久保）が担当したもののその技術
はとても現在の会報からは想像できない、薄いブルー
の A４に黒でのコピー仕様であった。写真は勿論白黒
であった。その後隔月発行を続け、A４１枚裏表２頁が
その後４ページになり、１２月発行の１２号までこの
スタイルであった。２０１３年２月の１３号から、山口
編集長（現）が担当されカラーでのデザインも新たな
Der Hafen の発行となりました。
（初代編集長 大久保明）

会報の記事

１３ 号 か ら
カラーになっ
たので、会報の
表題のデザインを変えることになり、とりあえず新し
くしたのですが、同時に募集をしたところ、すぐに故
大島富士子会員の御子息レオナルド氏から素晴らし
い作品が送られてきました。
１４号の編集後記で、大久保編集長が「文字は旧い通
称ヒゲ文字あるいは亀の子文字などと言われていま
す。年配の方には懐かしさを感じることでしょう。ポ
ートベルの中に港の文字が浮かび、デァ ハーフェン
片仮名のルビが非常に新鮮に感じられます。大島氏に
感謝です。」と書かれています。

会報の記事は、毎回、表紙を早瀬会長にお願いして、
裏表紙に行事予定を能登副会長にお願いしている以
外は、その時に投稿して頂いたものを載せています。
例会の感想の多くは新入会員に自己紹介を兼ねて書
いて頂いています。また、ドイツ在住、留学の会員か
らのお便りもドイツの今を知らせてくれます。

シリーズ記事
記事の中には、シリーズ化されたものがあります。
● Zwischen zwei Kulturen（大島レオナルド氏）
日独二つの文化の中で育たれ、現在も生活されてい
る大島氏が日常生活の中で気になった日独の違い
について書いて下さいました。本には書いてないよ
うな視点が新鮮で興味深く、対訳で書かれているの
でドイツ語の勉強になりました。

[大島レオナルド氏作成の表題]

その後、会のロゴがいくつか存在していたために統
一することになり３９号で募集しましたところ様々な
ロゴを応募頂きました。

当時使われていたロゴ

●

ドイツ産業トピックス（大堀 聰 氏）
ドイツの新聞・雑誌記事の中から大堀氏が興味を持
たれたものをピックアップして、使われたドイツ語
のフレーズの説明など考えさせられます。

●

文化コラム（寺澤 行忠 氏）
日本文化が海外でどのように受け入れられている
か、また、海外に日本文化を広められた方達につい
て、寺澤先生の広いご知識をもとに書かれています。

法人会員紹介記事（詳しくは、「広報」に記載）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会報は、ほとんど日本語で書かれていますが、時々
ドイツ語で頂いた原稿は、対訳で載せています。
会報に素晴らしい記事を投稿して下さる皆様にこの
場をお借りして御礼申し上げます。

検討を重ねた結果。２０１８年３月の４３号から現在
も使われているロゴに決まりました。

（会報編集長・常務理事：山口利由子）
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生まれては消えていく関係がある反面、異文化交流
などの機会をうかがっている若者も多くいます。私自
身、高校時代はいろいろな場所や方法で多くの国の人
と関われるチャンスを探っていました。その当時、横
浜日独協会が主催した会に呼んでいただけてとても
有意義で嬉しかったことをよく覚えています。

これからに期待すること
ヤングクラブ会員

井出

航平

はじめに、横浜日独協会の 10 周年を心よりお祝い
申し上げます。私は、横浜日独協会 3 周年の際に高校
の先生の誘いで初めて式典に参加させていただき、そ
の後も横浜日独協会の会員の皆様にたくさんの助言
や応援をいただいたおかげで、憧れであったヨーロッ
パ、ドイツ留学を実現させることができました。

このような両者の希望を叶えられるのが、
Gesellschaft ではないかと思っています。こういった
お互いの国に興味を持った人びとが横浜日独協会の
ような盛んな交流活動で、部分的だった関係同士を接
続して包括的でかつさらに継続した関係に発展させ
ることができたら、両国の関係は経済や政治だけでな
く文化や精神などの分野でもより深みのあるものに
なるであろうと思います。そのためにも私は横浜日独
協会にこういった機会を探している若者が入ってく
れるような働きかけをしていきたいと思います。

井出君（左から２人目）、シュタンツェル元ドイツ大使（中央）2013 年

まず自分の「これから」について少し書くと、2013
年に初めて旅行でドイツを訪れてから早くも７年、
2015 年に高校を卒業してドイツの大学に入ることを
目指し留学してからも５年の歳月が経ちました。多く
の同級生はすでに就職し慌ててしまう自分もいます
し、もっと頑張れば良かったという後悔もたくさんあ
ります。しかし後悔先に立たずであり、今慌てても過
去になった 5 年分の時間は戻ってきません。少なくと
もこの 5 年間の経験がこれからの糧として、反省すべ
きところはしっかりしてポジティブにやっていくつ
もりです。そのために今、自分自身のためにできるの
は弱点を一つひとつ
潰していき、チャン
スが来たらそれをし
っかり射止めること
のできるよう準備を
進めることだと思っ
ています。

神大フェスでヤングクラブの PR に参加

横浜日独協会と関わりを持ってから私はドイツの
いろいろな地域に住んでみたり、二進も三進もいかな
くなって帰ってきたりといったことを繰り返してき
ました。そのような私をいつでも受け入れてくれる大
きな器を持った横浜日独協会に感謝の思いと、またこ
れからの 10 年でこのような素晴らしい輪の中にいた
いという願いを込めて…

2018 年 ハイデルベルグ大学の夏祭り

次に日本とドイツの若者と横浜日独協会の「これか
ら」について。私が両国の関係で期待することは、個々
の日本人やドイツ人が横浜日独協会のような
Gesellschaft の力添えを借りて、継続的な関係を築け
るようにするということです。というのも、私の周り
の若者でドイツと関わったことのある日本人は思っ
ていた以上に多く、その逆も同様です。
しかしながらこれら
の多くは個人単位で見る
と 1 度きりであったり、
とても部分的であったり
します。どこかでなにか
のアクションが起こるこ
とは私自身にも嬉しいも
作文コンテスト受賞者と横浜観光
のではありますが、それ
きりで満足してしまい、持続されないのはもったいな
いと感じています。その中には就職などのそれぞれを
取り巻く環境の変化によって築いた関係を維持した
くても手放さざるを得ない人の姿も多く見られます。
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ワーキングホリデーで来日中の
ドイツ人仲間と

横浜中華街にて
シェアハウスメイトと再会

ハイデルベルグでは、州の野球チームで活躍

JDGY als staatlich anerkannte NPO
Shinji Saito (Geschäftsführender
Verwaltungsdirektor)

横浜日独協会は

「認定」NPO 法人になりました！
常務理事・事務局長

Direktor/

Am 1. Juli 2020 ist die JDGY als staatlich anerkannte
NPO zertifiziert worden.
Kurz davor hat unser Vorsitzender, Herr Prof. Hayase
an die Stadt Yokohama ein Dokument über die
Zusammenarbeit zwischen der JDGY und den Bürgern
von Kanagawa/Yokohama geschickt. Damit haben wir
unseren Willen geäußert, dass wir uns bemühen, das
Vertrauen der Gesellschaft zu gewinnen.

齊藤 進治

横浜市から届いた早瀬会長宛の「横浜市市市活指令
第 503、令和２年（2020 年） 7 月 1 日」の通知書には、
横浜日独協会の特定非営利活動法人の認定について
は、次の期間を有効期間として認定し、この認定期間
は令和７年（2025 年）6 月 30 日まで、とありました。

Es gibt 52,000 NPOs in Japan, aber nur 1,100 davon
sind
staatlich
anerkannt,
da
hierfür
die
Gemeinnützigkeit und die Öffentlichkeit besonders im
Vordergrund stehen. Auf der anderen Seite werden die
ausgewählten NPOs Spenden steuerlich bevorzugt.

この認定通知を受け取る少し前に、会長は横浜市に
簡単な文書を送っています。タイトルは「横浜日独協
会と市民・県民との協働について」でした。第一の趣
旨は、認定法人になるとより高い公益性、つまり不特
定多数の人の利益に供した事業で、一般の人々に開か
れたものであり、
地域や市民への還元性などが求めら
れてくることから、地域社会から頼りにされる存在に
なるよう、組織を挙げて努力していく、という意思表
示です。

Ich bin davon überzeugt, dass die Werte und
Traditionen, die die Kultur, Politik und Wirtschaft von
Japan und Deutschland gestalten, den Bürgern von
Kanagawa/Yokohama ein reicheres und besseres
Leben bringen werden.

祝 横浜日独協会設立十周年

次に、法人の財源に関して、個人・法人会員は事業
の趣旨を理解し、
貴重な財源である会費の値上げにも
応じて基盤を支えていること、若者支援に対する資金
援助が手薄だったが、
寄附金に対する市民の考え方も
有利に変化しつつあり、認定法人化は事業発展に大き
く寄与するであろう、と強い期待感を表しています。

法人会員
公益財団法人登戸学寮

一般的に認定法人に対して公益性や公開性が強く
求められるのは、全国に 5 万２千（2018 年 3 月内閣
府調査）法人があり、その内認定法人は約２％の 1,100
（横浜市内 58 法人）と少ない。2012 年改正 NPO 法
の施行に伴い、寄附金の税制優遇が大幅に拡充される
など、社会をあげて NPO を支援している市民の期待
に応えることでもあります。
NPO 法人の中でも事業活動や運営面、経理面など、
国や県・市が定めるより厳しい基準を満たした法人が
認定 NPO 法人≪Staatlich anerkannte NPO≫です。
例えば、その認定法人に 30,000 円を寄附した場合（税
額控除を選択）
、最大約 50％（個人住民税分 10％と所
得税分 40％）の 14,000 円が控除されます。
先の
“協働について”の文書にはさらに次のような
意思が込められていたと思います。日独両国の文化、
政治、経済の基礎をなす価値と伝統は、横浜市民、神
奈川県民に豊かでより良い生活を提供するものであ
り、
横浜日独協会（ＪＤＧＹ）は日本国内の他日独協会
およびフランクフルトをはじめ在独独日協会との幅
広い交流活動の継続により、
本理念の醸成基盤を提供
する市民団体なのではないでしょうか。
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Fotos

5 周年記念式典受付にて

北井理事 「ベートーヴェ
ン記念年を迎えて」
マライ・メントラインさん

フォンドラン前独日協会会長夫人
三渓園にて
ハンブルク聖ニコライ
少年合唱団 日本公演

志賀トニオ氏による合唱指導

大坂塾大坂靖彦氏

シュタンツェル氏と安藤綾信当
主（日普修好通商条約締結時
の老中、安藤信正ご子孫）
３周年式典にて

フィーツェ首席公使

フランクフルト市ロート市長歓迎
会

早瀬会長夫人手作り
の「お菓子の家」

菊川会員の仕舞

能登副会長 モーツァルトを語る

デュッセルドルフの夕べに参加

ユーデック理事 (東日本大震災について) ブーヘンベルガー神奈川大学教授

フランクフルトからの高校生達歓迎会

ブレーメン工科大学 ゴイトゥケ教授

フランクフルト独日協会バイエル会長歓迎昼食会

例会後の懇親会（手前は講師の寺澤行忠氏）

2018 年クリスマス会
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編集後記：
入会して５年足らずの私が１０周年の記
念誌の編集を任されました。ある席上で
「記念誌を作ったら良いのでは？」と軽
い気持ちで発言したら、その数日後に会
長から電話をいただき、
「編集長をやっ
て下さい」と委任された次第です。こうした未熟者に
もかかわらず、会長以下皆さんの温かいサポートで、
ここまでやってくることが出来ました。そして冊子と
してまとめ上げたのは、会報の編集長を務めている山
口常務理事のご尽力によるものです。皆さん、本当に
ありがとうございました。
（１０周年記念誌編集長・理事：大堀

今年は、コロナ禍で協会の活動がストッ
プする中、記念誌作成は着々と進み、完
成に漕ぎ着けました。記事を頂けました
皆様、全体の構成とドイツ語訳に力を振
るってくださった大堀記念誌編集長、大
事な所でご助言頂いた早瀬会長他、役員の皆様に感謝
いたします。
記念誌作りは、この１０年間の会報の振り返りでもあ
り、たくさんの記事と写真を見直していると懐かし
く、改めて協会が担っている社会的役割も考えさせら
れました。
（会報編集長・常務理事：山口利由子）

聰）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
認定 NPO 法人 横浜日独協会
所在地：〒247-0007 横浜市栄区小菅ケ谷 1-2-1 地球市民かながわプラザ NPO などのための事務室内
Tel: 080-7807-7236
編集責任者: 大堀

E-Mail: jdg-yokohama2010@outlook.jp
聰 山口利由子

事務局：能登・齊藤

横浜日独協会ホームページ: http://jdgy.sub.jp

表紙写真撮影：Angelika Schulz
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法人会員
株式会社文芸社

ウィンクレル株式会社 ボッシュ株式会社 トルンプ株式会社 公益財団法人登戸学寮
ワインブテイック伏見 モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合 横浜国立大学－成長戦略研究センター
株式会社コトブキ
神奈川大学
ケルヒャージャパン株式会社
一般社団法人如水会横浜支部
キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社 富士・フォイトハイドロ株式会社

