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JDGY 設立３周年記念行事
駐日ドイツ大使を横浜にお迎えして

『いわき市に息づくドイツ』

２０１３年
9 月 15 日（日）
横浜市戸塚
フォーラム
横浜日独協会（JDGY）の設立３周年
を記念して、来る９月１５日（日）
シュタンツェル駐日ドイツ大使（写
真＝磯貝会員撮影）の講演会とコン
サートを催すことになりました。
JDGY は、同大使と林横浜市長のご
支援で、２０１０年１０月横浜市都
筑区の独逸学園で設立されました。
設立総会には同大使ご夫妻、横浜市
長代理の関山国際政策室長、全国日
独協会連合会会長代行の木村元駐独
大使はじめ多くの日独関係者が出席
されました。
JDGY の生みの親でもある同大使は
２０１１年７月２日、訪独中の皇太
子随行から成田空港に帰られたその
翌日に、フェリス・ホールでの設立
記念式典で日独修好 150 周年に合わ
せて設立された JDGY の誕生を祝っ
てご講演くださいました。今秋離日
が予定されているお忙しい時期に設
立３周年記念のご講演を快諾くださ
ったことは JDGY にとって大変有難
いことですが、同時に恩人とお別れ
せねばならない寂しさも感じます。
設立３年で会員数、法人７団体、
個人１４０人を超え順調に発展して
いますのは、会員の皆様や大使館、
市当局、各地日独協会など関係者の
ご支援のお陰ですが、この３周年記
念事業を重要なマイルストーンとし
て、今後更に明るく楽しく意義のあ
る横浜日独協会を作って参りましょ
う。引き続き皆様のご協力をお願い
いたします。(会長 早瀬 勇）
詳細は 8 ページ

横浜日独協会会長
早瀬 勇

(被災から２年２ヶ月を経た今の小名浜港で)

いわき市立美術館での「安藤信正展～オイレンブルク家との交流 安
藤家コレクション～」のご案内を安藤信正公のご子孫・安藤綾信様から
頂戴し、５月１０日いわき市を訪問しました。１８６１年、日独修好通
商条約に調印したのはプロイセン（後のドイツ）政府代表として来日し
たオイレンブルク伯爵と、幕末の老中として外交を一手に取り仕切って
いた磐城平藩（今の福島県南東部）藩主安藤信正公でした。
ご子孫の安藤綾信様は横浜ご在住で御家流茶道・香道の宗家としてわ
が国伝統文化の伝承・普及に内外でご活躍中です。
日独修好１５０周年の記念式典が２０１１年１月国立新美術館に皇太
子殿下をお迎えして執り行われ、その席上オイレンブルク家と安藤家の
子孫が初めて固い握手を交わしたのです。それを契機に両家の親交は急
速に深まり、同年９月に安藤家御家流ドイツ文化交流団が訪独、ベルリ
ンでの日独香道会に続きリーベンベルク城のオイレンブルク伯爵家墓碑
への献花が行われました。同年１２月には子孫のジークヴァルト・オイ
レンブルク伯ご一家の來日と伯爵による文化講演が六本木アカデミー・
ヒルズでドイツ大使ご臨席のもと行われました。この講演で、１５０年
前のプロイセン使節団の随員や伯爵の子孫が近代ドイツの発展に重要な
役割を果たしたことを知りました。
日独修好条約には「永久の平和懇親あるべし」と謳われていますが、
調印後１５０年余を経て文化面で固く結ばれた両家の絆は、
「価値観を共
有するグローバルパートナー」
（皇太子のお言葉）としての日独友好の証
（あかし）として、末永く続いて欲しいと願うのは私一人ではないでし
ょう。
安藤信正藩主の没後１４２年の今、いわき市には新しいドイツが息づ
いています。
「いわき日独協会」の活動です。全国の日独協会で５９番目
の我が横浜日独協会が出来た翌年、ドイツのヴルフ大統領のいわき市訪
問を機に設立された６０番目の日独協会です。ドイツがエコハウスを３．
１１の大震災で被害を蒙った川内村に提供することが決まってからとい
うもの、大統領や州議会議員団などの来訪が相次ぎ、いわき日独協会は
少人数の会員で大車輪の活躍でした。川内村にはドイツから寄贈された
資材でコミュニティー・センターが建設中で、いずれは「ドイツ村」に
発展させる構想もあるようです。流石はドイツに縁のある信正公や星一
を生んだ土地柄ですね。大いに刺激を受けたいわき市訪問でした。（了）

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・フェリス女学院大学
モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合・株式会社テレビ神奈川 ・公益財団法人登戸学寮
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横浜日独協会
定時総会開催

（役員紹介）

また顧問団の異動は以下の通りです。
新 名 誉 会 員 ： 石 積 勝 神 奈 川 大 学 学 長
退任：名誉会員 中島三千男神奈川大学前学長
任期未了の林文子名誉顧問を除く瓜谷綱延顧問、織
田正雄顧問は重任。
（事務局 能登）

５月１８日（土）第４回総会がワールドポーターズ
６階会議室で開催されました。
当日は天候にも恵まれ、約３０名の会員が１時間弱
の総会及び総会終了後の神永晉理事による講演例
会に出席されました。
冒頭早瀬会長が先ず昨年度の協会の歩みを振り返
られ、フランクフルト独日協会との姉妹提携と神奈
川テレビ開局４０周年記念番組「環境先進国ドイツ
に学ぼう」への取材協力に触れるとともに、年度末
の会員数が１４４名／団体へ達したことに対し会
員の皆様のご支援に謝意を表されました。そしてフ
ランクフルトから来日された作文コンテスト入選
高校生の歓迎とホームステイ受入でスタートを切
った今年度は、協会の設立３周年にあたりその記念
行事をはじめ、当協会の作文コンテストによる横浜
からドイツへの高校生派遣プロジェクトほか記念
年に相応しい一年への大きな期待を強調されまし
た。
続いて２０１２年度の活動報告並びに２０１３年
度活動方針、決算報告及び今期予算報告
(いずれも本会報に同封）と続き、会報報告、会則
の一部改訂報告そして役員選出の各議案が審議さ
れいずれも原案通り承認され、最後に役員、運営委
員並びに顧問団の紹介をもって定時総会を終了致
しました。
役員並びに運営委員の異動は以下の通りです。

５月例会講演会

「日本のものづくりの現状と今後につ
いて」に出席して
副会長

黒崎

稔

５月の例会は昨年６月まで８年間にわたり住友精
密工業株式会社の社長を勤められた神永相談役（横
浜日独協会理事）から先端技術開発をグローバルな
視点に立って経営に生かしていく事こそが日本が
これからも世界に貢献していけると言う非常に示
唆に富んだお話を聞かせて戴きました。
住友精密工業株式会社がグローバルニッチトップ
（Global Niche Top）企業を目指して航空宇宙機
器・熱エネルギー・環境事業・液晶パネル・マイク
ロナノテクノロジー分野で顧客のニーズに合わせ
て行っている事業展開が今後の日本が世界で生き
る道に通じるとお話されていた事に深く感銘しま
した。
日本人の持つ「きめの細かさ」や「相手の立場を尊
重し相互の利益を追求し社会への責任を考える」と
言う長所に由来する「すり合わせの技術」が日本の
強みであるにも拘わらず日本人がこの長所を見失
っている事、世界の流れの速さについて行けない為
に発信できていない事、また海外の人脈を活用出来
ていない事に心配されておられました。
特に、現在の若者に充満している閉塞感を打破しな
ければ日本は衰退の一途をたどる事になると警告
され、正しい歴史を若い世代に伝え日本人の高い潜
在能力を発揮する事の重要性を説かれました。
さらに人材／人財の重要性を話されその出発点は
好奇心・熱意・想像力・創造力であり、それがあっ
て初めて人は成長し事業も発展すると述べられま
した。
神永さんは欧米を中心に世界中を飛び回り欧米人

新理事：高橋勝義氏（前運営委員）、向井稔氏（前
運営委員）、磯貝喜兵衛氏、長谷川宏有氏
の以上４名。戸田理事は講演会講師選定・
交渉及び外部主催業務の後援担当、高橋理
事は会計担当、磯貝理事は作文コンテスト
委員長を担当。
任期未了の成川哲夫理事、山岸隆理事、神永晉理事、
南雲淑子理事以外の理事並びに監事は全て重任。
新運営委員：小島拓人氏（法人会員登戸学寮）、中
島敏氏、中戸弘之氏、中野宏徳氏の以上４
名。中戸氏はハンブルク独日協会提携委員
長、中島氏、中野氏は同委員。
高橋勝義理事、向井稔理事以外の運営委員
は全て重任。山口利由子委員は会報編集等、
佐藤恵美委員は作文コンテストサブ委員長
を担当。
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4 月例会報告

と日本人の違いを冷静に分析されアジアの時代と
言われる２１世紀に日本人の強みを生かしアジア
の一員としてまたアジアの人々を日本人のシンパ
として経営の持続・日頃の改良改善・富の配分の公
平性等を主体とした公益資本主義をかざしてアジ
ア太平洋と欧米の架け橋となるべきであり、その為
には根強い欧米人へのコンプレックスやアジア人
への誤った優越感を払拭すべきであると説かれま
した。

（講演中の

神永晉

紅茶の歴史と
美味しい入れ方を学ぶ
会員

大沢 幸子

新緑が目にまぶしい 4 月第 2 週の土曜日の午後、
美味しい紅茶の入れ方のデモンストレーションが
あると聞いて、横浜ワールドポータースに出かけま
した。どうやら、紅茶を美味しく入れたいと願って
いたのは私だけではなかったようで、会場はすでに
大勢の会員で賑わっていました。
講師は日本紅茶協会のティーインストラクター
の鈴木和江さん。理事の南雲さんとは中学・高校の
同級生だったそうです。鈴木さんはご主人の仕事の
関係で西アフリカに住んだことがきっかけで、紅茶
の奥深さに目覚め、スリランカに行ってお茶摘から
紅茶の製造、紅茶の入れ方、飲み方、種類などをつ
ぶさに研究し、遂に紅茶の輸入販売のビジネスを立
ち上げ、インストラクターの資格も取得して、紅茶
の普及に努めています。

理事）

農耕民族と言われている日本人は狩猟民族の思考
を同時並行的に進行できる資質を持っている稀有
の民族であり海外に向けてしっかりと発信し世界
の舞台で貢献する事が日本人の使命であると結論
つけられました。
技術者としてまた経営者として企業のトップを長
く勤められ他の１２名と共に第一期「技術経営士」
の認定を受けられた神永さんのお話をお聞きして
技術問題は門外漢である小生も日本がこれから世
界に対して何を発信しどのような貢献が出来るか
を考えさせられました。
最後になりますが、講演時間が短すぎた事を主催者
の一人としてお詫びすると共に、その後の質疑応答
において参加された各位からのご質問に対して誠
意を持ってご回答戴いたことに対して厚く御礼申
し上げます。

（鈴木和江さん）

この日はまず紅茶の歴史から学びました。中国で
栽培されたお茶は、インドに移植されましたが、ダ
ージリン地方以外、その生育はよくなかったそうで
す。世界中で紅茶が飲まれるようになったきっかけ
を作ったのは、19 世紀半ば、スリランカでの栽培に
成功したからでした。その功労者は「セイロンティ
ーの神様」と呼ばれ崇められているスコットランド
人、ジェームス・テーラーで、彼はアッサムをわず
か 2 年で栽培し、製造工場を作ってスリランカ中に
これを広めたのでした。
歴史を知ったところで、いよいよ美味しい紅茶の
入れ方のデモンストレーションです。リーフティー
を美味しく入れるコツは次の通りです。①新鮮な水
を使う②5 円玉の大きさの泡が立つくらい沸騰させ
たお湯を手早くポットに注ぎ込む（これによって湯
の対流が起き、茶葉がポットの中で上下によく動き、
美味しくなるのです）③茶葉は 1 人前 2.5～3g④ポ
ットやカップはあらかじめ温めておく⑤蒸らし時
間は細かい茶葉は 2 分半～3 分、大きい茶葉は 3～4
分⑥スプーンで軽く混ぜてから濃さが均一になる
ように注ぎ分ける。⑦鉄製のポットは使わない。
デモンストレーション後、鈴木さんの入れて下さ
ったチャイと会員の佐藤さん、中尾さん、南雲さん、
山口さんが焼いて下さった手作りケーキを頂いて、
この日のイベントは賑やかに幕を閉じました。

＊なお、神永さんの御好意によりレジメを事務局に
てキープしており、ご希望される方々に配布する許
可を得ておりますので、ご希望される方は事務局ま
でお申込みください。（編集部記）

“エリゼ条約についての関連記事”
（次ページの独仏両国大使講演会の広告参照）

Der Hafen 第１２号 P.1 に、「日中は独仏協
力条約に学ぼう」 と題して、独仏の歴史的
敵対関係とその解決努力の結果としてのエリ
ゼ条約（独仏協力条約）が書かれています。
日中両国間の歴史認識問題も、エリゼ条約の
精神を学び両国民の忍耐と努力で解決に努め
る時が来ている、と指摘しています。
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JDGY 2013 作文コンテスト生徒滞在記
フランクフルト独日協会クノーブラオホ事務局長からのメッセージ
トと日本語普及センターは、在フランクフルト日本
国総領事館の協力を得て 2000 年から毎年実施して
います。その仕組みは、総領事館の文化担当領事が
総領事館の管轄である三つの州にあるギムナジュ
―ムを訪問し、日本を色々な角度から紹介しますが、
その講演に参加した生徒たちには、毎年テーマを設
定し作文を書いてもらいます。提出された作文を審
査し、上位 20 名を総領事公邸に招待して表彰式を
行い、最優秀賞を授与された 2 名の高校生を日本へ
2 週間招待するというものです。
今年は、セバスティアンとラウラ（いずれも 17
歳）の 2 名が選ばれ、イースター休暇を利用して日
本を訪れました。京都、広島を観光した後、横浜で
ホームステイをさせていただきましたが、二人共日
本の政治、教育、文化、社会問題等に幅広く興味を
示し、外務省の課長に「日本の経済は立ち直れるの
でしょうか?」と難問を発する等、強烈な印象を日
本から受けたようです。「日本は公共の場が清潔に
保たれていて、人が多いのにも拘わらず静かで、何
を食べても美味しい」。将来両国を支える若者の交
流が活発になるよう、心から願っています。

（クノーブラオホさんと高校生達）
「ラウラ、僕たちもしかしたら将来お互いに日本人
のパートナーと暮らしているかもしれないね?」
「来年は絶対日本に来るぞ！」
日本については漫画とアニメしか知らず、福島の原
発事故で日本中が汚染されている、という知識をメ
ディアから植えつけられていた彼らが、たった 2 週
間弱の日本滞在で、最後に上述の言葉を発せさせた
日本。“百聞は一見にしかず”とはよく言ったもの
です。
横浜日独協会の皆様に大変協力していただいた
今回のプログラム「作文コンクール」について簡単
にご紹介したいと思います。独日協会フランクフル

ﾌｫﾙｶｰ･ｼｭﾀﾝﾂｪﾙ駐日ﾄﾞｲﾂ大使

ｸﾘｽﾁｬﾝ･ﾏｾ駐日ﾌﾗﾝｽ大使
による

「エリゼ条約締結５０周年記念講演会」（仮題）
～独仏の敵対関係克服のために立ち上がった両国の若者たち～
日時：２０１３年７月３日（水）
開場：１４：００ 開演：１４：４０～１６：１０（終演予定）
（両大使の講演は英語で行われますが、日本語の同時通訳がつきます）
場所：神奈川大学横浜キャンパス１６号館セレストホール
（東急東横線「白楽駅」から徒歩 13 分）
主催：神奈川大学
後援：横浜日独協会 横浜日仏友好協会
＊入場無料
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ュの電車はこんな感じ」と説明できました。江ノ電
から海が見え、ラウラは川の近くに住んでいるもの
の海はあまり見たことがないので「綺麗」と感動し
ていました。長谷寺では皆で番号順に見て回り、弁
天様の祠も体験してもらいましたが、「長谷観音」
という提灯の下で二人の記念撮影の際に、実は二人
共に BF・GF がいるため、二人並んでの写真は少な
めにという思わぬ希望があり、「青春だなあ」と感
じつつ、何故かその後からは私が写真の中心に入り
不思議な記念撮影が続くことに･･･。次に、鎌倉大
仏様を見に行きましたが、パンフレットに掲載され
た大仏様の細かいサイズがとても気に入ったらし
く、中でも大仏様の「座っている高さ」という言い
回しが大受けでとても微笑ましかったです。帰りの
電車の中で女子高生数名に出会い、「ドイツから来
た高校生だけど、日本の高校生と話したがっている
から、Q&A 方式で話してあげて」とお願い、照れな
がらも快諾してくれました。父と私が同時通訳し、
お互いの学校や部活動のことについて話しました
が、女子高校生は二人の大人っぽさに終始驚きっぱ
なしでした。
（美紀子記）

―ドイツの男女高校生をお迎えして―
会員 能登美紀子・八祚子

筆者宅での歓迎夕食会にて（中央の二人が筆者）

3 月 29 日午後、京都からの新幹線で待ち人達が新横
浜駅に到着。二人とも少し緊張気味でしたが、セバ
スチャンは気配りの良くきく青年で背が高く
（190cm）、ラウラは静かで少しシャイな感じで、そ
れぞれが車に分乗してセバスチャンは南雲さん宅
へ、ラウラは我が家に向かいました。クノーブラオ
ホさんからラウラはベジタリアンと伺っていまし
たので、滞在中に食物のストレスがないよう、昔ド
イツの友人が黒パンを食べると「ああ、家に帰って
きた！」と言っていたことを思い出し、会員のア
ム・フルスさんのライ麦パン、ゼンメル（ブレーチ
ェン）等を用意しておきました。玄関前の海棠の花
が満開で、ラウラがガーデニング好きで、母上と庭
の手入れをしていることも知りました。夕食は煮込
野菜を中心としたブロッコリースープやパン等で
済ませましたが、次女美紀子が帰宅し英語で自己紹
介して話し始めた途端、二人でベラベラ、ベラベラ
いつまでも…。流石に 11 時頃お開きにし、ドイツ
の両親へのインターネットの設定を済ませて自室
に入りました。（八祚子記）

長谷寺の桜の前で（セバスチャン君、ラウラさん、美紀子様、崇様）

翌日の夜は我が家で長女一家も加わり夕食会。主
人以外はもっぱら英語でしたが、二人とも来日する
前に、数人のドイツ人に日本の体験談を聞いて来た
様子で、英語もドイツ語も通じなくて大変と言われ
ビクビクしていたようですが、「聞くと、見るとで
は大違いだね」と話しておりました。
4 月 2 日は終日雨で寒い一日でしたので、主人と私
で三溪園と県立歴史博物館を車で案内しました。庭
園内に建造されている古い家を見て「ドイツで紹介
されている日本はこんなのばかりだよ！」とセバス
チャンが言い、「みなとみらいの街と古風な日本庭
園の比較が面白いのに」と残念そうでした。それを
聞いて、日本も世界に対して観光紹介の仕方を考え
るべきかもと思いました。歴史博物館は私も初めて
でしたが、ラウラは興味深くじっくりと見学し、セ
バスチャンはサーッと見て後は椅子に座って休ん
でいたのが、幼い時の我が子のようで面白かったで
す。今回高校生との年齢差はあるにせよ、基本的な
考え方やエコ問題、教育問題に対する考え方が結構
似ていたため、言葉の壁はそれなりにあったものの、
お互いに理解し合えたのではと強く感じました。
（八祚子記）

3 月 30 日は私と父が案内人となり、二人を鎌倉に連
れて行きました。土曜日の朝でしたので車内もまだ
混まずに鎌倉まで移動しましたが、鎌倉駅に着いた
途端すごい人混みでビックリ。最初に段葛を通って
鶴岡八幡宮に行きました。丁度桜が満開の時期で、
二人は携帯やデジカメで忙しく写真を撮っていま
した。八幡宮では偶然境内にある舞殿で結婚式が行
われており、二人は日本人の結婚式がこんな大勢の
中で行われるのかと驚いていたため、これはあくま
で一例で普通は結婚式場や教会でも行われること
を説明しました。大石段を上り本宮でお参り、ラウ
ラは写真禁止と私に教えられ少し残念そうでした
が、反対側でセバスチャンと父が記念撮影し、守衛
に注意されていたため二人で大爆笑。その後美味し
いお蕎麦屋さんでランチとなり、ベジタリアンのラ
ウラは山菜そばを注文、セバスチャンはミニしらす
丼付蕎麦セットでした。セバスチャンには初しら
す！とても小さな白い魚と説明したのですが、本人
はベイビーしらすと名付けて喜び上手にお箸で完
食でした。食後は江ノ電で長谷寺へ。週末の江ノ電
はやはり鮨詰状態で、奇しくも二人に「通勤ラッシ
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良さに大感激でした！そして、おまんじゅうやおや
きなどの甘いものにはまってしまい、お代わりして
食べました。さらに小田原城に行き天守閣に登ると、
展示されている刀や鎧兜などに見入っていました。
日独協会の歓迎会では、会員の皆様は話題も豊富で
とても良い交流が出来ました。二人共いろいろな方
とお話が出来た事をとても喜んでいました。
４日は午後２時から横浜市役所訪問の予定だっ
たので、午前中はわが家にて着物を着せてあげて、
お茶会をすることにしました。というのは、二人共
日本の文化にとても興味を持っていて、是非体験し
たいとの事だったからです。
佐藤さんと中尾さんがお手伝いして下さり、クノ
ウブラウホさんも参加して下さいました。そして
ラウラにはお振袖を、セバスチャンには主人の着物
を用意しましたらとても良くお似合いでした ！
お茶会では、和菓子もお抹茶もお代わりして下さい
ました。

ホームステイのゲストを受け入れて
理事
南雲淑子

一週間男の子をお預かりする事になり、準備の段
階から横浜のどこにご案内したら良いかと思案し
ていましたところ、高橋さんから東京のご案内、さ
らに早瀬会長からその夜の歓迎晩餐会のお申し出
を頂き、充実したおもてなしになるととてもうれし
く存じました。
４才になる孫とセバスチャンを迎えに新横浜駅
に行きますと、背の高いとてもハンサムで礼儀正し
い男の子で、これから始まる一週間に心が踊る思い
でした。すぐにお寿司を食べに行ったのですが、
お勧めすると何でも美味しいと食べてくれて驚き
ました。私は、自分の知らない日本のものを何の抵
抗もなく受け入れるセバスチャンの姿勢に感心し
ました。それから毎朝孫を保育園に連れて行き、東
戸塚駅でセバスチャンを能登さんに預けるか、ラウ
ラを私が預かるかの毎日が始まりました。
３月３１日はあまりお天気が良くなっかったの
ですが、港横浜をご案内しました。最初は横浜駅か
らみなとみらいまで船で行き、赤レンガ倉庫、山下
公園と歩き、中華街で関帝廟にお参りし、美味しい
ランチを食べました。その後さらに横浜駅までずっ
と歩きに歩き、さすがドイツ人と感心したのですが
私の足は棒のようでした。さらにガールフレンドの
為のお扇子を探しに高島屋に行ったのですが、セバ
スチャンは金地に竹の模様の上品で渋いお扇子を
選び、そのセンスの良さにまたまた驚きました。

また、セバスチャンの為に同年代の青年もお呼び
したところ、英語で直接会話出来る事をとても喜ん
でいました。

このように、セバスチャンは、我が家で躾の良さを
発揮し、日本に溶け込み毎日があっと言う間に過ぎ
ました。
今では楽しかった数々の思い出が心に甦り、孫は
グーテンモルゲン、ダンケとドイツ語がお気に入り
です。
高校生二人の作文は、ただ今ＨＰ掲載の準備
中です。興味深い内容ですので、是非ご一読く
ださい。
（編集部記）
横浜日独協会ホームページ
URL:http://jdgy.sub.jp/index.html

４月１日は、横浜に来て以来初めてお天気に恵ま
れたので、夕方から日独協会の歓迎会があるにも関
わらず箱根へと足を伸ばしました。今日は車でご案
内しようと早めに出たので渋滞にも遭わず、大涌谷
に無事に着きました。二人は自然の雄大さと景色の
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い魚に興味。場内を走り回る電気自動車[運
搬車]の忙しそうな無謀運転にビックリ。
（３） セバスチャン君が 雨でスニーカーとソッ
クスがグシャグシャで絞りたいと言い出し
た。しばらく我慢してもらい浅草の食堂で絞
ってすっきりした様です。ドイツではあんな
ひどい雨は降らないので良い経験をしたと
言っていました。
（４） 天皇陛下はいつも皇居で着物をきているの
か？
（５） 富士山を見たかったようだが、雨で見えなか
ったが、東京駅構内に大型スクリーンがあり
新幹線と富士山が映っていてその富士山を
見て満足。
その日は平日で同年代の日本人を観察できずチョ
ット残念でした。次回に期待しましょう。

セバスチャン君とラウラさんを東京見物へ
会員
高橋勝義

４月３日、両名を東京見物に案内。おじさんの案
内だとラウラさんに気の毒なので家内にも同伴依
頼、若きラウラさんもおじさんに聞けない事も女性
同士で話しやすいでしょう。さて横浜駅前に朝９：
３０集合。お互い初めてなので南雲理事より紹介を
受け、さあスタート。最初にスケジュールとアドバ
イスを説明。日本も初めて、モダンな首都、東京も
初めての二人。ガイドから両名にまず一言、
“Seeing is believing” と “To ask may be a
moment’s shame, but not ask and to remain
ignorant must be a lifelong shame”の気持ちで兎
に角、沢山見て、なんでも気軽に質問あれば聞いて
下さい、と心をほぐす。

～会長ご夫妻がドイツからのお客様を
ご自宅へご招待～

スケジュールは 銀座通り、新・歌舞伎座、築地
の場内・場外市場、地下鉄銀座線(日本で最初の地
下鉄を説明)、仲見世通り入り口の食堂で季節のて
んぷら定食、仲見世通り散策、東京スカイツリー（浅
草から見る）、戻って新東京駅（アムステルダム駅
が原型と説明）、丸の内ビジネス街、皇居、日本の
ビジネス界の社交場東京会館で一休み、が概略の東
京見物｡モダン大都市・東京､その下町を含め多くを
見物し日本の印象を色々感じたと思います。 観光
スポットはあくまで客観的なデータと史実を説明
し若きドイツ人の彼らが興味を抱き更に何かをよ
り調べてみたい、やってみたいというきっかけにな
れればと思います。

４月３日(水)、早瀬会長ご夫妻がクノーブラホさ
ん、セバスチャン君、ラウラさんをご自宅に招待さ
れました。ホームステイ・ファミリーの南雲理事、
能登ご夫妻、その日東京案内した高橋夫婦も参加し、
奥様の沢山の手料理、会長の洗練された国際的なお
もてなしに時間のたつのも忘れ楽しい一時を過ご
しました。彼ら高校生もホームステイ・ファミリー
に我が息子・娘の様に大切にして頂き、且つ会長宅
にお招き頂き、良い想い出が特別の日として日記に
綴られた事でしょう。
パーティは１７時頃からドイツ白ワインの乾杯
でスタート、実は若い高校生は電車の中で会長宅に
ご訪問する事に緊張感をもっていましたが、会長の
ユーモアにあふれたドイツ語のスピーチ、会長夫人
の我が子を見るような優しさに高校生の気持ちが
くつろいだ気分になりました。しばし談笑が続き、
歌の時間になりドイツと日本の歌数曲を皆で歌い
会が盛り上がって、能登常務理事のピアノ伴奏で会
長の箱根八里の歌が迫力あり、高校生は感激してい
ました。それでは次にローレライをと言いましたら、
若いドイツ人高校生は良く知らないとの事でした。
ドイツ人は皆しっているのかな～と思っていまし
たが意外でした。確かにローレライは日本人の方が
良く歌うのかもしれません。皆さんドイツ語が堪能
で会も盛り上がり、国際的な雰囲気のパーティでし
た。
（８ページへ続く）

道中、昼までは雨・風が台風の如し、昼過ぎは晴
れ、浅草からスカイツリー（見たがっていたので）
も見えハッピー。皇居周辺も天気が良く美しいたた
ずまい。ビジネス街（丸の内）、日本のブロードウ
ェイ=有楽町を歩き。東京会館でコーヒーブレーク
して帰路へ。彼らは珍しく電車のなかで一眠り。初
老のガイドも雨の久し振りの東京見物は疲れ、良い
運動でした。
ガイド役が彼らの興味で気が付いた点をいくつか
紹介します、
（１） 新・歌舞伎座で開演までの人の列の長さと若
い人が見えない。（ドイツのオペラも若者が
行かない、それと似ていると感想を述べてい
ました）
（２） 築地の場外市場の多種多様な店、品物（魚、
野菜、乾物他に関心示していました。
場内の市場の大きさ、多種多様な魚、気味悪
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（７ぺーじから続く）さて、コーヒータイムもそろ
そろとなり、クノーブラオホ事務局長から、早瀬会
長はじめ横浜日独協会に対し、この度の心暖まるお
世話頂きました事に御礼のご挨拶、引き続き高校生
たちお御礼の言葉がありました。高校生の日本の印
象は『ドイツで日本の事に付き本やその他で学びま
した。ビジネス中心の国、国民の思いが強かったが、
皆様のお世話で色々体験でき、日本と日本人が仕事
中心でない事を知りました。日本をもっともっと勉
強したい。
』と印象を述べていました。

行事予定
6 月例会
講演：ドイツに学ぶーー教育、政治、尊厳死ーー
① 戦後の反権威教育の弊害と是正、②地方の
声を参議院に、③尊厳を保つ終末医療など、
ドイツとの比較で明日の日本を考える。
講師：早瀬 勇会長（前金沢星稜大学学長
石川日独協会名誉会長）
日時：２０１３年６月１５日（土）午後 3:00～5:30

会費：例会―１０００円、懇親会５００円
会場：ワールドポーターズ ６階 会議室③

最後に、会長ご夫妻有難うございました。特に奥
様の手料理、準備が大変だったと思いますが、ワイ
ンに料理全てが美味しく楽しめました。厚く御礼申
し上げます。

７月特別講演
Volker Stanzel 駐日ドイツ大使と
Christian Masset 駐日フランス大使による講演
日時： 7 月３日（水）14:40～16:10
会場：神奈川大学横浜キャンパス
16 号館セレストホール
(東急東横線「白楽駅」から徒歩 13 分)
＊詳しくは４ページをご覧ください。

zwischen zwei Kulturen

会員

大島レオナルド

Baseball-Fans in Japan
最近日本で初めて野球観戦をしました。今までテレ
ビではよく観ていましたが、実際に応援しているフ
ァンの真ん中にいたら野球もそれなりにもっと楽
しくなりますね。特に日本のサポーターが一丸とな
って最後まで諦めない応援は感動しました。ヨーロ
ッパと違ってファン達は相手のチームを尊重して
盛り上がっていたのも凄い事だと思いました。

７月例会： 納涼ビア アーベント
日時： ７月２７日 (土）16:30～19:00
会場： 横浜カントリーアンドアスレティッククラブ
（根岸線山手駅より徒歩 15 分又はタクシー5 分）
会費： ￥3,500/1 人

Letztens wurde ich zum ersten Mal zu einem
japanischen Baseball-Spiel eingeladen. Ich hatte
diese des Öfteren im Fernsehen angeschaut, so
etwas hautnah inmitten der jubelnden Fans
mitzuerleben machte es jedoch zu einem
Erlebnis. Vor allem war ich beeindruckt von der
organisierten, vereinten Art und Weise, in der die
Fans ihre Mannschaft anfeuerten. Im Gegensatz
zu was ich zuhause gewohnt bin, bewahrten die
Fans auch immer Respekt vor der anderen
Mannschaft – fand ich spitze!

8 月： 休会
9 月： 設立 3 周年記念例会（記事は１ページ）
日時：２０１３年９月１５日（日）
14:00 開演（13:30 受付）17:00 終演
会場：男女共同参画センター（戸塚フォーラム）
ホール（JR/地下鉄「戸塚」駅から徒歩４分）
行事１．横浜日独協会設立３周年記念
ご講演・駐日ドイツ大使（Dr.Volker Stanzel ）
質疑応答を含め約６０分。使用言語；日本語
行事２．コンサート
(1)JDGY 会員島村武男様のバリトン独唱（同氏は
東京芸大卒、ミュンヒェン大留学、独歌劇
場専属歌手、大学教授・二期会所属）
(2)デュッセルドルフ・メナー・コアによる合唱
(3) フラウエンコア アム ラインによる合唱
10 月例会： オクトーバーフェスト
日時：９月２１日（土）注意！10 月ではありません
16:00～19:00
会場： 横浜カントリーアンドアスレティッククラブ

新入会員紹介（敬称略）2013.4.1 以降
さ と こ

まつい

えつろう
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編集後記
今回は、記事の量が多く、いつもの倍のページ数に
なりました。写真が沢山入ったので、お楽しみいた
だければ嬉しいです。（山口）
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