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独日協会

ゲルトナー理事来訪

新年早々、来日中のフランクフ

ルト独日協会 (DJGF) マルク

ス・ゲルトナー理事を横浜にお迎

えして横浜日独協会 (JDGY) と

の情報交換を行いました。

当方からは早瀬会長の他ユー

デック、向井、能登各理事が出席

致しました。

先ず会長よりフランクフルト－

横浜両都市間の協力協定の内容

に関し、①経済の活性化 ②地球

温暖化対策等スマートシテイの

構築 ③文化、芸術、若者の交流

の３本柱につきご説明すると共

に、今春派遣予定の作文コンテス

ト優秀生２名のホームステイを

DJGF ゲンプト会長宅及びカスパ

ー理事宅にて受入が決定したこ

とへの謝意を述べられました。教

育問題についてはゲルトナー理

事からもドイツの実情につき説

明があったほか、本年５～６月に

かけて開催される デュッセルド

ルフでの独日協会総会やフラン

クフルトでの Japan-Tag （日本

デ－）等の紹介がなされました。

また両協会の共通のテーマとし

て会員の高齢化と学生会員や若

い世代の会員を満足させるプロ

グラムの在り方などが話し合わ

れました。更に、DJGF の文化や

芸術面分野の活動に加え、月例の

経済関連シュタムティッシュの

紹介もあり興味深くお聞きしま

した。交換会はガ―トナー理事の

婚約者（日本女性）も同席され、

和やかな雰囲気のなか意見交換が

なされました。(事務局 能登 崇)

私が見たドイツの首相たち（上）

ドイツ在勤当時の首相たちは個性的な傑物揃いだった。

① 「ドイツ経済の奇跡」を主導したエアハルト首相（ＣＤＵ）

半世紀前に西ドイツの国際学生寮のＴＶで初めて首相の演説を聴

いた。格調は高そうだったが内容はさっぱり解からない。ドイツ

人の寮生に訊くと、「世間ではドイツの経済復興を奇跡（不思議）

と言っているが、エアハルトは、奇跡ではなく自分の経済理論（自

由市場経済）を実行した結果だ」と言っているとのこと。経済学

教授や連邦経済相を経て首相になったので経済学部の学生に信奉

者が多かった。派閥の談合で首相（多くは弁論部出身）を決める

日本との違いを痛感した。

② 「東方政策」で有名なヴィリー・ブラント首相（ＳＰＤ）

１９７１年、二度目のドイツ勤務（銀行の為替・資金課長）当時

は前ベルリン市長のヴィリー・ブラントが首相。東西宥和に努め、

ポーランドのナチスの犠牲者の墓前で跪いた映像は全世界に配信

された。これでドイツに対する戦争責任の追及は鈍化した。銀行

では情報機器でニュースを追いながらドイツや米国の銀行とドル

やポンドの直物・先物を売買するタフな仕事。刻々とプリンター

に入るティッカーのニュースを読んでいて腰を抜かした。首相秘

書官が東独のスパイだった！ ギヨームという男で、ブラントが

最も信頼する側近でもあった。有名な「東方政策」もソ連圏に筒

抜けで、ブラントは辞職。ヘルムート・シュミットが後を継いだ。

ＴＶの政治風刺がブラント (Brandt ) が geBrandt (炎上した)と

揶揄していたのを覚えている。

③ 「誇り高きハンブルク出の将校」のヘルムート・シュミット首相

（ＳＰＤ）

映画に出てくる凛々しいドイツ軍人の顔立ち。事実ナチス時代を

将校で生き抜いた。平和外交よりも、米ソ冷戦を背景に軍事的地

位を高めたタカ派。１９７７年、ソマリアでルフトハンザ機をハ

イジャックしたテロリストを西ドイツの特殊部隊が殲滅し、人質

を解放した。その毅然とした対応以来、ドイツ機を狙ったテロは

無い。「人命は地球より重い」（ダッカ日航機ハイジャック事件）

と言った日本の首相とは対照的だ。退任後しばしば訪日し、戦後

の経済成長期に、労働力不足を補って受け入れた外人労働者の子

孫が溢れるドイツの失敗例を披瀝し、日本に慎重な移民政策を助

言した。

（後半（次号）では、東西ドイツ統一やＥＵへの加盟などに功績

のあったヘルムート・コール首相と握手した話や、同じゲッティ

ンゲン大学で学び離婚暦４回のシュレーダー首相について書きま

す。）（了）

Ｎr.1９
2014 年 ２月

「ゲルトナー理事（中央）を囲んで。１月１０日、

横浜ベイ・シェラトン・ホテル」

エアハルト首相 ブラント首相 シュミット首相

横浜日独協会会長

早瀬 勇
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登戸学寮 東京大学文科三類一年 上遠野 翔 
 
 皆さん、はじめまして。先日、横浜日独協会のクリ

スマス パーティに参加させていただいた、登戸学寮

の上遠野と申します。今回は来年の二〜三月にかけて

予定しているドイツ・チェコ研修旅行に対する支援の

お礼を申し上げるために、パーティにお邪魔させてい

ただきました。  

 私は現在、東京大学の前期教養課程に所属しており

ます。後期課程では、西洋史を専門に学びたいと思っ

ております。特に、神聖ローマ帝国時代の諸領邦の在

り方や、三十年戦争における国際関係などに興味を持

っています。研修旅行では、そうした歴史の舞台を訪

れることができるということを非常に楽しみにして

います。そうした機会を与えてくださった登戸学寮お

よび日独協会の皆さんには感謝の念に堪えません。特

に、寮のＯＢでもあり多くの情報を与えてくださった

小島拓人様には、とても感謝しております。ありがと

うございます。 

 さて、このパーティではドイツ滞在経験のある会員

の皆さんから、貴重なお話を伺うことができました。

私は今まで書物やメディア媒体でしかドイツの今の

様子を知ることはなかったのですが、実際に現地を訪

れた皆さんから直接聞いたお話は、どれも新鮮で、ま

た来るドイツ訪問がより楽しみになってくるような

内容でした。このような機会を与えてくださったこと

を、重ねて感謝いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

登戸学寮 東京農工大学大学院工学府情報工学専

攻修士二年 佐藤泰吾 
 

 はじめまして。先日横浜日独協会のクリスマス パ

ーティーに参加させて頂いた、佐藤と申します。この

度は、来春に計画しているドイツ訪問に先駆け、ドイ

ツに滞在経験のある方々の貴重なお話を聞く機会を

与えて下さったことにまず感謝いたします。 

 私はドイツ訪問は初めてということもあり、また、

今まで頼りにしてきた情報源の多くはガイドブック

やメディアからのものであったため、実際ドイツはど

のような国なのか、何を見たら良いのかといった基礎

知識が曖昧でした。しかし、今回日独協会の方々との

交流を通して、実際に現地で生活した感想や日本との

文化の違いについてお話を伺うことで、ドイツに関す

る理解が深まり、ドイツへの興味もいっそう高まりま

した。また、旅行計画を立てる上で参考になる情報も

数多く教えて頂き、計画が立てやすく、また非常に楽

しみなものとなってきました。 

 このような場を与え、そして貴重な情報を提供して

下さった日独協会の皆様には重ね重ね感謝を申し上

げます。この会で得た知識やアドバイスを参考に万全

の準備をし、ドイツへの訪問を有意義なものにしてい

きたいと思っております。 
 

１２月例会「クリスマス・忘年会」 
               

会員 平松 龍文 

 

 

 

横浜日独協会のクリスマス・忘年会が、１２月７日、

イタリアレストラン PAPA DAVIDE を借切って行わ

れた。みなとみらい線元町・中華街駅に近く、約７０

名が参加した。早やクリスマスムードの中で和気藹々

に会員の交流が行われた。数名の隠し芸ご披露の後に

は恒例の福引も行われたが、景品が豊富で、殆どの人

に景品が行きわたったようです。 

 小生は生まれも育ちも横浜で、生粋の浜っ子で今も

市内に住んでいます、それ以外は仕事の関係で海外に

通算１５年勤務し、その内１０年余りがドイツでした。

横浜日独協会には１２年５月に会員となりましたが、

会員の皆様は大変多士済々であられ、今後の交流を楽

しみにしています。 

最近シュトットガルトに在住の日本人・川口マーン

恵美さんが出版された本「ドイツで、日本と東南アジ

アはどう報じられているか」（祥伝社新書）を読みま

した。現地では日本人の常識とはかけ離れて報道がさ

れているのに驚きます。例えば尖閣諸島や慰安婦問題

は中国・韓国寄りの報道が見られます。また福島原発

問題が起きた当時、ドイツメディアは東京の死の恐怖

をあおり、その結果ドイツ大使館は関西に避難し多く

のドイツ人が帰国したことは記憶に新しいところで

す。 

こうした誤解を我々としては民間ベースでも解決

していく必要があると思います。今年５月末に独日協

会連合会総会がデュッセルドルフで開催されますが

（５０周年記念）、日本からも各地日独協会が多数参

加します。小生も微力ながら草の根交流で少しでもド

イツ人の正しい理解に貢献できればと考えています。 

日本側の参加にご興味ある方は東京の日独協会（℡

o3-5368-2326太田氏）へお問い合わせください。 

日独協会クリスマスパーティに参加して 

 

上遠野 翔さん  副島登戸学寮長  佐藤泰吾さん 

    

 

作文コンテスト最優秀の三枝君と廣岡さん 
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モトスミ・ブレーメン通り商店街（第 3 回ブレーメンの音楽隊像）

前号ではブレーメンの音楽隊像が贈られて組合員の皆さんの意識が変わった所まで

述べさせて頂きましたが、商店街としても全ての印刷物や装飾に街づくりにと此の音楽

隊像を活用し地域の皆さんに親しんで頂き、ブレーメンから輸入しているエコバッグの

裏面にも此のロゴが描かれています。

1998 年 3 月には寄贈される音楽隊像の製作現場を訪問、その年の 9 月に日本に送られ

コミュニティセンター前に設置いたしました。

2006 年 10 月には此の像の作者のキルステン・ブルーニエスさんをブレーメン通り

商店街のイベントのフライマルクトにご招待して、彼女から夢のようだと大変喜ばれま

した。

１月例会

２０１３年度全国日独協会連合会創立２５

周年記念・小塩節氏講演会「若き日のゲーテ

とワイマール」ビデオを拝視聴して

会員 比田勝 一彦

私が小塩先生の事を初めて知りましたのは 1980

年前後の頃の、ＮＨＫ・ＴＶドイツ語講座に於いて

でありました。それは、とにかく面白く、文法も解

り易い、楽しい講座でした。

そもそも私がドイツ語の講義を最初に受けたの

は、１９４４年から３年間の旧制高校の時だけでし

たので、１９８０年頃にはドイツ語を忘れかけた時

期・年齢でもありましたので、小塩先生の講義に刺

激されまして、お陰さまで多少なりとも昔習ったド

イツ語の記憶がよみがえり、ドイツの楽しい歌（酒

の歌・兵隊の歌・船乗りの歌）ウイーンのオペレッ

タ（ヨハン・シュトラウス・ゾーン、カールマン等）

も、それまで以上に聴くようになりました。

また、１９８８年には、破壊されたレンガ・石等

を元に戻して再建されたゲーテハウス（フランクフ

ルト・アム・マイン）にも行きました。

今回は、ゲーテとヴァイマルを主題としたお話で

したが、もともとゲーテ（１７４９～１８３２）は、

モツァルト（１７５６～１７９１）、ベートウフェ

ン（１７７０～１８２７）時代に生きた人ですから

モツァルトやベートウフェンを好きだった事は当

然でありますし、１８世紀から１９世紀にかけて、

フランス革命・ナポレオン・プロイセン等の激動の

時代を生き抜いた人でもあります。と同時に法律・

行政・哲学・芸術・科学に情熱を注いだ人でもあり

ます。・・・と言う事が小塩先生のお話で良く良く

解りました。

さて今回のビデオでは、小塩先生が年令より若々

しく、肌の色が薄いピンク色に輝き、響き渡る大き

な声で日本人には発声出来ないような強烈なＲの

音を発声し、原稿を見ることもなく、堂々とカメラ

に向かって、お話になられた事は感無量でした。脱

帽！！

キルステン・ブルーニエスさん

ドイツ旅行のご案内

全国日独協会連合会と独日協会連合会の「友好」と

「ドイツに学ぶ旅」をテーマに企画された２０１４年

全ドイツ・独日協会連合会出席旅行の申し込み受付が

開始されています。旅行の概要は次のように計画され

ていますので、ご関心をお持ちの方はお問い合わせく

ださい。なお、横浜日独協会早瀬会長が参加を予定し

ております。

主催 公益財団法人 日独協会

日程 ５月２８日（水）成田発１１：００～

６月６日（金）成田着 ０８：５５

費用 お一人様 ３２０，０００円（１室２名利用）

一人部屋利用追加 ４１，０００円（８泊分）

＋燃油サーチャージ４８，０００円（目安）＋

空港諸税１５，０００円

宿泊 レオナルド・ロイヤル・ホテル・デュッセルド

ルフ・ケーニスアレー

プログラムの中には、総会出席、交流会、日本

大使主催夕食会、ライン遊覧、近郊の世界遺産

見学などが予定されています。

お申込み・お問い合わせ先

東日観光株式会社 企画開発室 担当 阿部 仁

電話 ０３－５１４８－１７８５

FAX ０３－５１４８－１７３５

広告
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新入会員 ・斎藤進治様（さいとう しんじ）

・地野洋子様（ちの ひろこ）

・戸塚英子様（とつか えいこ）

行事予定

■平成２６年２月例会： （再報）

・日時； ２月９日（日） 午後 4:00～6:00

・会場； ワールドポーターズ６階 会議室③

・講演； 須原國男氏、鎌田幸子氏

『 トラブル回避の相続方法 』

・会費； １０００円

＊ 参加未登録の方は至急回答ハガキをご返送下さい。

■平成２６年３月例会：

・日時； ３月８日（土） 午後 2:30～5:30

・会場； ワールドポーターズ６階 会議室③

・内容； 映画観賞会『 ヒトラーの贋札 』

第 80 回アカデミー賞外国語映画賞受賞

－ナチスドイツによる史上最大の紙幣贋造

ベルンハルト作戦。驚愕の史実が今ここに－

・会費； ５００円 懇親会 ５００円

■平成２６年４月例会：

・日時； ４月１２日（土） 午後 3:00～5:30

・会場；ワールドポーターズ６階会議室①＋②

・内容； 講演会 坂井啓冶運営委員

『 オーバーアマガウの受難劇と復活祭 』

－１０年に一度の有名な宗教劇を観劇して－

・会費； １０００円 懇親会 ５００円

■平成２６年５月 定時総会／例会：

・日時； ５月１７日（土） 午後 2:30～5:30

・会場； ワールドポーターズ６階 会議室③

・内容； 2:30～ 定時総会

3:30～ 作文コンテスト派遣高校生

による帰国報告会（予定）

・会費； １０００円 懇親会 ５００円

編集後記
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zwischen zwei Kulturen

Taschentücher
日本では鼻をすする人が多いですが、ヨーロッパで

は失礼に当たります。私はやっぱりヨーロッパの人

として鼻を思いっきりかみたいのですが、日本のテ

ィッシュがあまりにも薄く、千切れてしまい困りま

す。ですからヨーロッパに行く度に必ず重要な日常

用品の一つとして３枚重ねのティッシュを買って

帰ります。

In Japan schniefen viele Leute in der
Öffentlichkeit, in Europa wird das jedoch als
unhöflich angesehen. Als Europäer habe ich hier
das Problem, dass ich meine Nase laut schnäuzen
möchte, die dünnen japanischen Taschentücher
mir aber in der Hand zerreißen. Daher gehören
3-lagige Taschentücher zu einer der wichtigsten
Alltagsartikel, die ich auf jeder Europa-Reise mit
nach Hause nehme.

会員 大島レオナルド

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

＜年会費納入方法変更のお知らせ＞

当協会は４月１日より新年度に入りますので、会員

の皆様へ 2014 年度年会費の納入をお願い申し上げま

す。皆様のご支援を引き続き宜しくお願い致します。

・納入方法： ４月会報に今回制定した「払込取扱票」

を同封致しますので、その取扱票でお振込下さい。

なお、通信欄には必ず・おところ・お名前・金額 及

び 「2014 年度年会費」とご記入下さい。

詳しくは、４月号会報にご案内と振り込み用紙を同

封します。

・納入期間： 2014 年度分を４月～５月末迄にお願い

致します。

・納入金額： 会員－３０００円

家族/学生会員－２０００円

・お問合せ：事務局－Tel; 045-546-0801

高校生作文コンテスト優秀者のドイツ派遣、大

学生お二人の渡独のお手伝い等、若い世代のドイ

ツとの交流に弾みがついて来ました。

私は職業人となって初めて海外（ドイツ）へ行

きました。”もっと若ければ”と感じたことも度々

でした。紙面にもコラムの「レオ君」の他にもも

っと若い会員の活動を載せたいと思っています。

（大久保）

高校生作文コンテスト優秀作を佐藤恵美さんが

翻訳してくださいましたので、読み比べると良い

ドイツ語の勉強になりそうです。（山口）


