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「高校生作文コンテスト

最優秀作決まる」

第１回は慶應高校と

みなと総合高校の３年生

横浜日独協会が３周年記念事

業の一つとして進めている第１

回ドイツ派遣「高校生作文コンテ

スト」の選考は、JDGY 役員１０

名による第 1 次審査と後援団体

の横浜市とANAの代表者２名に

よる第２次審査をへて、JDGY

会長、事務局長、コンテスト委員

会正副委員長４名による最終総

合審査の結果、『最優秀作』は慶

應義塾高校３年生、三枝惇君と横

浜市立みなと総合高校３年生、廣

岡奈々子さんの二人＝写真＝に

決まりました。

９月１５日（日）、戸塚フォー

ラム（男女共同参画センター）ホ

ールで行われた Volker Stanzel

駐日ドイツ連邦共和国大使の記

念講演 『日本の友へ贈る言葉』

にはドイツ語教科を学ぶ横浜市

内の４高校生約３０人が参加。そ

の中から１６編の作文（１０００

字）が寄せられましたが、いずれ

も力作ぞろいで、審査員もどれを

選ぶかで、かなり苦労するほどの

立派な内容ばかりでした。

シュタンツェル大使の「もう一

度桜を見に行きたい。露天風呂に

入りたい。日本の列車に乗って駅

弁を食べたい。」などというユー

モアたっぷりの話に「日本のいい

所をたくさん知っていて驚きま

した。（Ｐ２へ続く）

「林市長とメルケル首相――女性が輝く社会」

横浜日独協会会長

早瀬 勇

あのキャロライン嬢が米国初の女性駐日大使となって先月来日しま

した。華のあるケネディー大使の登場は、女性が輝く社会の象徴とも

言えましょう。

わが横浜市でも４年前に林文子氏が市長にご就任以来、全国初の「待

機児童ゼロ」の実現、大型国際会議の誘致、スマートシティー化の促

進などで矢継ぎ早に経営手腕を発揮され、去る８月の市長選では大差

で再選されました。そしてこれ迄と同様、横浜日独協会の名誉顧問就

任を受諾して下さいました。ドイツを良く理解され、ドイツとご縁の

深い市長の名誉顧問ご就任は、日独交流に携わる私たちにとって大変

心強いものがあります。「（注）林名誉顧問の任期は本年１０月３０日

より平成２９年８月２９日まで。」

市長選挙圧勝の翌月、ドイツの総選挙ではメルケル首相率いる与党

ＣＤＵ／ＣＳＵが、過半数には及びませんでしたが 41.5％の得票数で

議席を伸ばしました。欧州連合(EU)の要として、難しい南欧問題やＥ

Ｕの財政規律などに立ち向かう同首相に対する国民の期待の大きさが

伺えます。林市長とメルケル首相、このお二人には何か共通した強い

リーダーシップが感じられませんか？

安倍首相も「女性の積極登用が経済成長の鍵を握る」と、財界にも

呼びかけていますし、９月の訪米でも国連演説などで「女性が輝く社

会をつくる」決意を表明しました。日本は女性の地位が低い国、とい

う一部海外でのイメージを払拭したい強い意思の表れでもあったので

しょう。

かつて携わっていた国際金融界でも、最近の女性の進出には目を見

張ります。

ワシントンにある国際通貨基金(IMF)のトップ(専務理事)は前フラ

ンス財務相のクリスティーヌ・ラガルドさん。米国の中央銀行にあた

るＦＲＢの次期議長はジャネット・イエレン現副議長で、米国の金融

市場安定や雇用回復に責任を持つだけでなく、世界経済の動向に目を

光らせることになります。タイ中銀の総裁タリサー・ワタナゲート前

副総裁は慶応大(経済)出身の才媛です。イスラエル、南ア、ロシアに

も女性の中銀総裁が出現し、今や世界中で女性の中銀トップは十指に

余ります。女王を戴く紳士の国英国の中銀には「女性の金融政策委員

すらいない」、とカーニー新総裁(男性・前カナダ中銀総裁)は嘆いてい

ますが、世界の女性パワーの前に、シティー伝統の stag party (女人

禁制)も風前の灯です。

我が横浜日独協会でも今や女性パワーは花盛り。期待が益々膨らみ

ます。

Ｎr.1８
2013 年 1２月

2014 年 １月

【フランクフルト市長ご一行歓迎レセプションを

共催した林横浜市長と当協会早瀬会長。】

(2011 年 9 月 26 日ホテル・ニューグランドにて横浜市撮影)

（廣岡奈々子さん） （三枝惇君）
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（Ｐ１から続く）「高校生作文コンテスト 最優秀作決まる」

特に印象深かったのは震災後に見た桜に再生

と希望を感じられたことで、大使の話から新た

な視点を得た。」という感想や「ドイツ人の“個

人”の目から見た日本の話を聞いたのは初めて

で、『じゃあ僕という個人の目で見るドイツは

どんなものなのだろうか』とドイツの現在と歴

史への新しい興味を掻き立てられた。」といっ

た内容が見られました。

このほか、ドイツの音楽や環境問題への先進

的な取り組みなどへの共感を述べた作文もあ

り、日独交流１５０年の歴史から、EU のリー

ダー、ドイツとの相互理解をドイツへの研修で

深めたいという希望を強調した作文も少なく

ありませんでした。

派遣の日程などは高校側とも協議して詳細

に詰めますが、１２月７日（土）の JDGY クリ

スマス忘年会には三枝、廣岡両君を招いて、ゲ

スト、会員の皆さんに紹介。近く早瀬会長とと

もに林文子横浜市長を表敬訪問する予定です。

（高校生作文コンテスト委員長、磯貝喜兵衛記）

楽しいひととき 会員 山口ゆう子

先日、横浜日独協会の三周年記念行事に参加

させていただきました。

私の住む、横浜市都筑区には「ドイツ学園」

があり、議会でも異文化交流を教育面特にスポ

ーツ交流で取り上げ、議場にて質問をした経緯

からもとても身近に感じる国です。今やヨーロ

ッパではなくてはならない国、女性がトップで

もある国、脱原発の国・・・等々私の中ではお

手本とする国の形です。そんなこんな中、ひょ

んなことから会員になり、ドイツ語をしゃべれ

ない私を迎えていただきました。

また、神奈川大学との親交も厚く、植樹祭に

もお邪魔をし、神奈川大学出身の私にとってめ

ぐり合うべくしてその瞬間を体験しました。

そんな私が図々しく記念行事―ドイツワイ

ンの試飲会に参加。さぞかしワイン通かとお思

いでしょうが、我が家の食卓には、山梨ワイン

がひっそりと置かれ、食してまいりました。

私の仕事上のボスは、ワインはフランス派、

そして赤だと主張する中、ここは日本だ。日本

のワインを飲め！！と心で叫んでいました。

俗に言うワイン音痴の私が、それがどうでし

ょう。4 種類のワインを試飲。というかガブカ

ブ飲み、飲みっぷりが良いとお褒めをいただき

ましたが、なんだか足の裏を褒められた気分で

恥ずかしさを覚えました。

そんな中、お隣の帝人株式会社の顧問の方か

ら、4 種類のワインのおすすめやワインの注ぎ

方を伝授。おすすめは、デザートと一緒に飲む

ワインをと・・・・よーし買って帰ろう。

また、ワインのみならずハム、そしてパン。

特にパンはドイツの小麦粉を使用し、ドイツ製

の機械で焼いてるーまさに本場。そのお店はな

んと港北区綱島にあるではないでしょうか。こ

れまた不思議な感動でした。オールドイツの味

覚は、毎日を不用意に忙しくしている私に「味

わい」という名の楽しいひとときを与えていた

だきました。

そして一番の収穫は、ドイツの教育のあるべ

き姿を教えていただいたことです。そして。日

本の教科書の遅れを説いていただき、さっそく

世界の教科書シリーズを読むことに決めまし

た。公私ともに充実したひとときに感謝いたし

ます。

明日からの活力をいただきました。

ごちそうさま！！

10 月 19 日午後 3 時から開かれたワインパー

ティーには、伏見ワインの黒川社長からワイン

の提供とワインについてのお話を頂き即売会

も開いて頂きました。

アム・フルスの立花さんは

ワインの為のパンをお持ち頂

き、人気の即売会も早々に完

売となりました。

山口さんと山岸理事、早瀬会長

設⽴３周年記念ワインパーティー

伏⾒ワイン

⿊川英作様（社⻑）

アム-フルス ⽴花様（営業担当）
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モトスミ・ブレーメン商店街

振興組合ご紹介の池澤さんは

趣味の水彩画を会場に展示頂

き会を盛り上げて下さいまし

た。

ソーセージファクトリー横浜からはオード

ブル用ハム・ソーセージのご提供を戴きました。

皆様のご協力に深く感謝申し上げます。

「オクト―バ－フェストに参加して」

日独協会のオクトーバーフェストに参加し

たのは今回で２度目です。

この日はちょうどドイツ連邦議会の選挙が

あった翌日でした。月曜日早朝、私はＮＨＫの

ワールドウェーブのＺＤＦのニュースに入っ

ていました。月曜日は祝日バージョンの放送と

いうことで、ドイツ語の担当は私一人のみ（通

常は二人体制で入っています）でした。こちら

の朝２時にドイツの前日の夜７時のＺＤＦニ

ュースが入ってきます。ＺＤＦの７時のニュー

スは選挙一色。延々と終わらない選挙速報を一

人で担当するのはきつかったです。家に帰って

から数時間眠り、ＹＣＡＣで行われる日独協会

のオクトーバーフェストに参加しました。この

日の会話はやはり連邦議会選挙の話で持ちき

りでしたね。

通常の日独協会の催しは残念ながら仕事の

日と重なっているため、ほとんど参加すること

ができません。でも重ならないオクトーバーフ

ェストやビーアパーティなどには行きますが、

「ふだんの会合には来ないのにパーティとい

うと来る人がいる」と嘆いている方がいらっし

ゃいました。 すみません。

私が「パーティ大好き」「お祭り大好き」な

のは認めますが、決して会合をおろそかにして

いるわけではないのです。純粋にスケジュール

の問題です。

さて日独協会のオクトーバーフェスト、ゼーリ

ヒ夫人の Dirndl-kleid、 (Dirndl って子音が４

つ続くのですね。すごいですね。) 南ドイツの

民族衣装がオクトーバーフェストらしいムー

ドを盛り上げていました。

来年からはみな女性はＤｉｒｎｄｌ、男性は

Ｌｅｄｅｒ-ｈｏｓｅで参加したら面白いです

ね。あ、ちょっとやり過ぎかも知れません。

私はビール、ワイン、日本酒など味は大好き

なのに、肝臓がアルコールを全く受付けないの

です。それでもオクトーバーフェストに行くの

は皆様とお話しするのが楽しいからです。

というわけでパーティ会員と言われても、ビ

ールが飲めなくても来年またオクトーバーフ

ェストには参加しますよ。

美智子さんと御主人ニールスさん

都市開発プランナー 池澤 寛様

医学博士 比田勝一彦様（新入会員）

会員

渡辺・マルテンゼン美智子
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「欧米のポップカルチャーにおける

日本のイメージ」

11 月 16 日（土）、ワールドポーターズ６階

会議室において、「欧米のポップカルチャーに

おける日本のイメージ」と題された講演が、ス

テファン・ブッヘンベルガー神奈川大学外国語

学部准教授により行われた。ブッヘンベルガー

氏は、パワーポイントを使いながら、特に欧米

の映画や漫画において、日本および日本人がど

のように描かれてきたのかを我々に分かりや

すく提示した。そして、このような媒体の宿命

なのか、誤解や曲解に基づくステロタイプ（固

定的・画一的）の日本人像がいまだに横行して

いる様を、ユーモアを交えながら説明した。む

ろん、このようなステロタイプの外国ないし外

国人理解は、何も欧米人が日本ないし日本人に

対して抱くだけでなく、日本人が例えばドイツ

ないしドイツ人に対し抱くものとさしてかわ

りがないという相対的な解釈も示された。

ブッヘンベルガー氏の講演が呼び水となり、

その後の懇親会では、日本および日本人論が熱

く交わされることとなった。そこでは、福島原

発事故後の手際の悪さや日本人の若者の内向

指向等、現在の日本の問題が、ブッヘンベルガ

ー氏を囲んで取り上げられた。そこでは、日本

という国そのものが劣化し始めているのでは

ないか、という会員からの解釈が述べられた。

それに対し、日本の若者が留学したがらない等

の内向き問題は、そもそも新卒を同時期に一括

でしか採用しない大企業の行動にこそ問題を

求めるべきであり、一概に劣化論に組するのは

どうか、といった意見も出された。 議論は

その後も、JDGY 会員のレベルの高さを物語る

べく白熱していった。ここでは、執筆者の特権

を生かし、個人的な解釈を述べさせて頂きたい。

私見によれば、古来、日本は外国文化をキャッ

チアップし、それを日本的に変容させ、効率よ

く取り込んでいくことに長けてきたと思われ

る。そしてその根幹には、豊かさへの渇望が、

常に存在していたと思われる。しかしながら、

有史以来、現在の日本はおそらく最も豊かにな

っており、豊かさへの渇望がすでに存在してい

ない。かつまた、常に２番手以下にいた状態と

異なり、幾つかの分野では日本はすでに１番手

になっており、キャッチアップではなく先頭ラ

ンナーとして新たな創造が求められている。と

ころが、日本の組織・制度や日本人のメンタリ

ティーが、そういった変化に対応できていない。

現在の日本および日本人の混迷は、このギャッ

プに起因しているのではないか、というのが私

見である。どのような見解が正しいのかは、こ

れからの日本人全体が考えていかねばならぬ

ことだが、このような議論を巻き起こしてくれ

た、ブッヘンベルガー氏には感謝申し上げる次

第である。

ドイツ クリスマスマーケット

in 都筑

ステファン・ブッヘンベルガー准教授

会員 戸田龍介



5

エッセン通信

東京は急に肌寒くなったと伺いましたが、皆様お

元気でお過ごしでしょうか。ついに今日のエッセン

のお天気は雪の予報です。これから春までお日さま

には滅多に巡り会えない薄暗い日々が続きます。こ

れ、うっかりするとすぐに憂鬱な気分になってしま

うので実は相当危険なのです。しかし憂鬱など頭を

かすめる事すら出来ない毎日を僕は送っておりま

す！

・・といつも忙しそうにしている事をこの通信で

書き綴っている僕ですが、今回は書き出しから実は

困った事が起きております・・。

本当に忙し過ぎて色々な事があり、どの事について

書けば良いのかわからない！！(笑)

現在、師匠のレッスンに加え、学校の授業、学校の

オーケストラのコンサートマスター等々ですが・・

今回はその中で特に皆様にお伝えしたい、先日のリ

サイタルについて書かせて頂きたいと思います。

先月末にドイツに戻り、最初の大仕事は 11 月 9、

10 日にバーデン=バーデンにて僕のドイツ初となる

リサイタルでした。今回のピアニストは北村朋幹君

という、僕と同い年ながら名実ともに本当に素晴ら

しいピアニストにお願いすることができました。彼

と初めて会って「よろしくお願いします。」から、

リハーサルをして本番までの１週間は心から音楽

を楽しみ、真剣に音楽と向き合えたかけがえのない

時間でした。

お互いが譜面をいかに理解したか意見を出し合

い、どういう観念や意識の下で音楽を創るのが作曲

家の意図した事であるのか、またその作曲家の音楽

の本質であるのか。という非常にハイレヴェルのリ

ハーサルが出来た事は本当に有意義でした。しかし、

ずっと真面目に練習すると思いきや、「そろそろ練

習しないとまずいよね？」と、いつも休憩の後はこ

の言葉で練習再開でした(笑)

北村君と共演させて頂いた事で音楽の無限の可

能性を改めて認識し、深く探求すればするほど「音」

を「楽」しむ事が出来るのだと改めて気づきました。

北村くんには心より感謝をしております。

さて、冒頭にも書きましたがこれからも山のよう

なパリとベルリンにてお互いの師匠のレッスンを

受け準備万端で迎えた本番はとても上手く行き、10

日のコンサートでは会場のお客さんが全員スタン

ディングオベーション。その時の嬉しさは言葉に表

せない程です。

大仕事が続きます！

12 月 5,7,10,12 日に学校のオーケストラのコン

サートマスターとしてプッチーニのオペラを4回公

演全て演奏し、その間の 12 月 6 日には僕の師匠の

ガリツキー先生の門下発表会。ここではわざわざ北

村君にベルリンから来てもらい、ストラヴィンスキ

ーのイタリア組曲を演奏させて頂きます。こちらの

クリスマスはとても綺麗で素晴らしいのですが、遊

んでいる暇などはきっと皆無でしょう。実は来年の

1 月 7 日に German Scandinavian Youth Orchestra

のコンサートマスターとしてベルリンのフィルハ

ーモニー大ホールにてヴェルディのレクイエム等

を演奏致します。世界最高のホールでコンサートマ

スターとして三大レクイエムの一つとされる名曲

を演奏できることは本当に名誉に感じております。

今から身が引き締まる思いですが、十分に勉強し大

役を果たせるよう精一杯努力を続けたいと思いま

す。

あっという間に 11 月も下旬となってしまいまし

た。これから本格的な冬に向かいますが皆様くれぐ

れもお身体お気を付けになり、よいお年をお迎えく

ださい。

2013 年 11 月 23 日 エッセンにて

武田 章寛

モトスミ・ブレーメン通り商店街（第 2 回 ロイドパサージュとの友好提携） 広告

前号ではブレーメン通り商店街の名称について述べさせて頂きま

したが今回はブレーメン通り商店街とロイドパサージュとの友好提

携について、述べさせて頂きます。

1991 年ジェトロからブレーメンに新しい商店街組織が出来て、そ

こと民間レベルでの国際交流をしてはどうかとの提案がありまし

た。組合内でも色々物議がかもし出されましたが日本で始めて商店

街同士の友好提携がなされました。それも遠くドイツのブレーメン

ということで話題にもなりましたが、この友好を継続してゆくこと

は大変でした。特に経済的な面で、なかなか役員さんの理解が得ら

れませんでした。今年で 23 年目相互の人的交流は実に 18 回を数え

ます。この交流の確立に尽力されたのが前理事長の山田一之さんで

す。交流 10 年目にはブレーメン市とロイドパサージュとで現在コミ

ュニティセンター前にある「ブレーメンの音楽隊像」が寄贈されま

した。
（ロイドパサージュ）
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一関藤の園へは横浜日独協会として支援を続けて

おります。この度、以前に例会で講演頂いたシスタ

ー・チェリナより新園舎完成の通知とお礼が届きま

した。

新入会員紹介： 2013 年 10 月 1日以降

戸田陽子（とだ ようこ様

鈴木宏一（すずきこういち）様

寿子（すずき としこ）様

トルンプ株式会社 様

行事予定

■平成２６年１月

・日時；１月１８日（土）午後３時～５時半

・会場；ワールドポーターズ 6 階会議室①＋②

・新年講演会

ドイツ文学者 小塩 節

フェリス女学院大学

名誉顧問・前理事長

「若き日のゲーテとワイマール」

（平成 25年 6 月札幌での日独協会連合会

25周年記念のＤＶＤ鑑賞形式）

・会費；１０００円 懇親会；500 円

■平成２６年２月

・日時；２月９日（日） 午後４時～６時

・会場；ワールドポーターズ６階会議室①+②

・内容；講演会－須原國男氏、鎌田幸子氏

演題「トラブル回避の相続方法」

・会費；１０００円

■平成２６年３月

・日時；３月８日（土） 午後２時半～５時半

・会場；ワールドポーターズ６階会議室③（予定）

・内容；未定（2 月会報で発表）

編集後記

2013 年は設立三周年を迎えての大きな行事があ

り、会報 Der Hafen は増ページが続きました。多く

の皆様のご協力を頂きましたが、特に編集と印刷作

業をする山口さんには大変な時間と労力の提供を

頂きました。

会の発展、活発な活動による掲載すべき情報も増

加する一方です。2014 年には皆様のアイデアも頂き

新たな紙面作りをしたいと考えています。（大久保）

年 6 回の会報ですが、今年はこれが最後です。設

立三周年の関係で印刷物の多い 1年でしたが、会報

がカラーになったり、表紙のヘッドが一新されたり

と変化の年でもありました。素人仕事ではありまし

たが、皆さんにご意見伺いつつ、ご協力頂いて、何

とか形になって発行を続けられましたこと感謝い

たしております。（山口）横浜日独協会会報 発行 2013.12.1 (第 18 号)

事務局：〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 2-2-1-913

能登 崇 方

Tel &Fax: 045-546-0801, e-Mail: tak_noto@yahoo.co.jp

会報編集責任者 大久保 明 編集委員 山口 利由子

e-Mail a-okubo1926@ttmy.ne.jp

横浜日独協会ホームページ

URL:http://jdgy.sub.jp/index.html

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

トルンプ株式会社・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・株式会社 コトブキ

良いお年を！


