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「フランクフルト市民代表団と

交流、横浜とのつながり深まる」 

会員 齊藤進治 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
フランクフルト市民代表団一行の横

浜来訪初日の朝は”あかいくつ号”が
出迎え、早瀬会長ご夫婦はじめ私た

ち JDGY メンバーは、コンチネンタ

ルグランドホテルのロビーで彼らと

合流。代表団の皆さんも元気に明る

い笑顔で握手をもとめてきました。

市民代表団リーダー、ベルンハル

ト・オックス氏、頭に両手を添え”
ツノノアル アノウシノ オックス 

デス”とユーモアたっぷりに大きな

お腹を揺らしながら自己紹介してい

ました。最初の訪問先の港の見える

丘公園に向かうまでの車中では日独

参加者の自己紹介が和やかな雰囲気

の中で行われ、企業で働く方、政党

で働く方、マイスターとして事業を

している等々、各方面で活躍する市

民が参加していました。この日はあ

いにく小雨降る中での観光でしたが、

次の訪問先の横浜港大さん橋国際客

船ターミナルで MM 地区を背景に

参加者全員で記念撮影を行いました。 
 観光を終え、大勢の市職員のロビ

ー全体に響く大きな拍手を受けなが

ら市庁舎２階会議室に迎え入れられ

たフランクフルト市民代表団一行。

林文子市長より、ご自身のフランク

フルト訪問の際のお礼も含めた代表

団歓迎の挨拶がありました。代表団

のベルンハルト・オックス氏からは、

近代的な面と歴史的意義のある横浜

市を訪問することができ感激してい

る、とドイツ人らしいスピーチが印

象的でした。 
オックス氏はフランクフルトと横

浜との歴史的なつながりも披露。第

一次大戦の捕虜として日本に連行さ 
（P2 へ続く） 

「私が見たドイツの首相たち」（下）   

 

       横浜日独協会会長   

       早瀬 勇 

 

 

 

 東西ドイツ統合と欧州連合（EU）加盟というに大事業を果たした功

労者コール首相も、政権末期には政治献金疑惑や夫人の自殺などがあ

って淋しい晩年でした。コール政権(CDU＝キリスト教民主同盟)を継い

だのは社会民主党（SPD）のゲルハルト・シュレーダーでした。 

 

 シュレーダー首相（SPD, 在位１９９８年１０月～２００５年１１月） 

 首相が離婚暦３回？！ と驚く日本人は多いと思いますが、政治家

としてはなかなかの敏腕でした。「身内に甘いのは世の常」ですが、シ

ュレーダーは違いました。支持母体である労働組合にも自助努力を迫

り、ハローワークが紹介する働き口を二度断ると失業保険をストップ

しました。これは失業率を下げただけでなく〔０５年１１．３％→１

２年５．５％〕、社会保障費を削減し、怠け者に活を入れました。また

企業の買収や合弁に道を開き、ルフトハンザや郵政の民営化を実現、

銀行による産業支配を終わらせました。硬直した経済からの脱却です。 

 貧しい家庭に生まれ大学入学資格を取得、１９６６年ゲッティンゲ

ン大学法学部に入りました。１９６８年学生結婚。１９７１年司法試

験一次合格。数年で苦学生を支えた妻と離婚。翌年二回目の結婚、７

６年司法試験二次に合格、弁護士に。８４年３度目の結婚。９７年参

議院議員、４度目の結婚。９８年「新しい中道」を掲げてめでたく首

相に就任しました。 

 シュレーダー首相は、華々しい外交実績を挙げた前任者の後で割を

食っていますが、SPD 出身でありながら経済政策・労働政策では前任

者を上回る手腕を発揮したと言えます。いや SPD だから労働政策に切

り込めたとも言えます。 

 ドイツと日本は、戦後ともに民主主義国家として発展してきました

が、違いも色々あります。「主権在民」にも「国益」にも違いが見られ

ます。公権と私権のバランスはどうあるべきかの問題も喫緊の課題で

す。日本の膨張する社会保障費を抑制するお手本をシュレーダーが示

してくれたように私には思えます。 

  

アンゲラ・メルケル現首相（CDU）：先般の安倍首相の訪独により、こ           

れまで首相として中国を３回も訪問したメルケ

ル首相が来年来日することになったのは我々日

独協会員にとって喜ばしいことです。長いあいだ

不倶戴天の敵であったフランスとガッチリ手を

組んで EU を牽引しているメルケル首相の眼に、

後ろ向きの日中・日韓関係はどう映るでしょう

か？（了） 

 
 

Ｎr.２１ 
2014 年 ６月・７月 

シュレーダー首相 アンゲラ・メルケル現首相 
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（P1 から続く） 
れたカール・ユーハイムは日本ではじめてバウムクー

ヘンを焼いた菓子職人。ユーハイムが最初の店を横浜

の元町にオープン（1920 年）したが関東大震災で被災、

神戸に移住したというエピソードでした。林市長も個

人的なことと前置きし、アウディ、フォルクスワーゲ

ン、BMW とドイツを代表する車を扱う会社社長で、

大好きなお菓子”ユーハイム”は手土産に欠かさせない

と日独友好を強調。最後にオックス団長から林市長へ

記念品がプレゼントされ、林市長からは素晴らしい浜

焼きのプレゼント贈呈後、全員で記念撮影をして市長

表敬を終えました。 

                  

 ハンブルク桜の王女一行をお迎えして 
             ハンブルク実行委員会  

中戸 弘之 
 
 
去る４月４日、満開の桜のもと、ハンブルクから、第

２８代桜の王女 Miriam Rossmann さんと、ハンブル

ク独日協会橋丸栄子会長ほか３名の会員をお迎えし

て、盛大な歓迎会が開催された。遂にここまで漕ぎつ

けることができた、わたしは深い感慨に浸った。 
 話は、２年前に遡る。２０１２年４月、第２７代桜

の王女を迎え、かつてのハンブルク在勤者が主催して、

東京で盛大なパーティーが開かれた。その席上、わた

しは、一行を引率してこられた橋丸さんと実に４０年

振りの再会を果たした。聞けばハンブルク独日協会の

会長をしておられる、という。ハンブルク独日協会の

会長といえば、普通ドイツ人がなるんじゃないの？ 

わたしは、このことから、橋丸さんが、いかに地元ド

イツ人の厚い信頼を得ているか、を察知することがで

きた。わたしの方からも、横浜日独協会がつい最近設

立され、入会したことなどをお話しした。そして、横

浜とハンブルクの港を通じての長い交流の歴史を思

う時、両協会もなにか提携関係を結べないか、検討し

ましょう、二人は熱い言葉で語り合った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 わたしは帰って、この話を早瀬会長以下関係者に報

告した。幸い皆さんも、わたしの思いを好意をもって

受け止めていただき、間もなく、本問題を検討するた

めのプロジェクトチームを立ち上げることが、正式に

オーソライズされた(チームは後にハンブルク実行委

員会に格上げされた)。チームには、ハンブルクに在勤

した中島敏、岡本博之、中野宏徳各氏に参加をお願い

した。 
 わたしは、チームの最初の仕事は、次の桜の王女を

横浜でお迎えすることだ、と的を絞った。２０１３年

５月、橋丸さんから、第２８代の王女が決まった、と

の連絡が入った。 
さあ、来日まで１年を切った。後はスケジュールの

決定を待つのみだ。ところが、これがなかなか決まら

ない。この時ほどハンブルクとの距離を感じたことは

ない。結局正式スケジュールの連絡が入ったのは、今

年の３月になってからで、それから会場を手当てする

にも、入学式、結婚式シーズンで、どこも一杯だ。最

後に早瀬会長のご紹介で、漸くメルパルク望洋の間に

決まった。しかしこれが当たりましたね。７階の会場

から窓一杯に広がる横浜港の景色、お客様に何よりの

ご馳走だったと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
歓迎会は、向井さん、南雲さん(ドイツ語)の司会で、

和気あいあいと進んだ。早瀬会長ご夫妻から、王女と

橋丸会長にお土産がプレゼントされた。王女が拡げて

桜のスカーフをまとったとき、会場から一斉に歎声が

漏れた。あまりにも艶やかなのだ。それにしても今年

の王女ロスマンさんは、ティアラが良く似合う、日本

語の堪能な素晴らしい王女でした。最後に皆でドイツ

の歌を合唱してお開きとなりました。 
 磯貝理事のご尽力で、この日の歓迎会の記事が、安

部総理への表敬記事とともに、翌日の毎日新聞に、写

真入りで掲載された。ウチのほうが写真大きいジャン、

とこれは口さがない横浜雀の囀り。 
  かくして第一ラウンドは、大成功のうちに終わっ

たが、問題は今後両協会の間をどのように持って行く

か、である。 
 橋丸会長のお話によれば、目下会長が一番腐心して

おられるのは、ハンブルクにおける日本のプレゼンス

の低下をいかにして防ぐか、ということである。だと

すれば、横浜日独協会との絆が、ささやかながら、な

んらかのサポートにならないか。また、当協会にとっ

ても、ハンブルク独日協会との連携は、長い間の横浜、

ハンブルク両市の友好関係に、新しいインバクトを与

えることに繋がらないか。ぜひそのようなことも視野

に入れて、今後の両者の関係を考えて行きたい。                       

了 

桜の王女と 
橋丸栄子 DJGH 会長 
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佐藤 恵美 

 
 
風薫るみなとみらい「ワールド・ポーターズ」で

の JDGY ４月例会にて、運営委員坂井啓治氏の講

演を拝聴。題目は『キリスト受難劇 2010 観劇に想

う』です。長年ドイツに滞在された坂井氏ゆえに、

観光客としてとは違う深い視点でこの受難劇の見

所を解説して下さいました。 
 開催年には世界中から 50 万人の観客が訪れると

いうこの「受難劇」は、ドイツとオーストリアとの

国境近くの村オーバーアマガウで 10 年に一度上演

され、もう 360 年以上も続いています。脚本、演出、

監督、コーラスなども含めた出演者約 2000 人が全

てこの村の住人や出身者であるとのこと。5200 人

を収容できる半青天井の「受難劇専用劇場」は、観

客席から南アルプスの一部が見られる壮大な造り。

各幕開けには男女混声コーラスが美しく場面の内

容を歌い上げ、この受難劇に引き込む魅力があるよ

うです。 
 この劇が始まったのは 1634 年。前年欧州ではペ

ストが猛威をふるい人口の三分の一が亡くなった

程で、村人達が神に加護を求めて受難劇を行ったと

ころ、ペストの流行が止まり、それ以降この劇が 10
年毎に行われるようになりました。この劇が村人達

だけの手でなされ、村の死者への鎮魂と神への感謝

を忘れないという気持ちが脈々と伝統として受け

継がれてきたのでしょう。 
その意味でも厳粛な宗教儀式としての劇なのだ

という印象を強く持ちました。 
 劇の内容は、キリストのエルサレム入城から磔刑

後の復活までを辿りますが、大きな問題がありまし

た。聖書に書かれていると言う、イエスを抹殺した

いユダヤ教徒と管轄するローマ総督ピラトとの「イ

エスの血についての責任」のやりとりが、今回の上

演に当たって総監督と村議会との議論の末割愛さ

れたとのこと。ヒットラーも観劇し「ユダヤ人撲滅」

に利用したことなど、ユダヤ思想問題は欧米では微

妙な問題であり気配りが必要になったことでしょ

う。 
私にとり印象的だったのは、受難のあとの「キリ

ストの復活」を光と音楽で「信仰の神秘」として表

すという劇総監督の意図があったことです。どのよ

うな時代であれ、人々の深い信仰と他の人々を想う

気持ちは、光と音楽となり昇華される清らかなもの

なのではないでしょうか。豊富なスライドとご自身

の随想の一部、劇の進行表をご用意いただき、分か

りやすい説明で私たちをオーバーアマガウの劇場

にお連れ下さった坂井氏に心より感謝致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2014 年全国日独協会連合会年時総会 
 ・開催日時；4 月 21 日（月）10:00～17:00   

於；東京ドイツ文化センター 
 
 総会は、古森連合会会長のご挨拶で開会、新任の

フォン・ヴェアテルンドイツ大使が来賓として祝辞

を述べられ、日独両国の共通の課題に積極的に取り

組むとともに、学生や若者を中心とする青少年交流

プロジェクトの重要性を強調された。 
 会議では以下の諸議案ほかが原案通り承認され

た。 
・新規加盟協会－宮崎日独協会  
・連合会役員改選  
・独日協会創立 50 周年記念誌寄稿論文作成関連  
・「若手会員の集い」活動実績  
・2015 年度総会開催地－いわき市に決定他。報告

事項として・若者交流促進資金申請状況（現在残

高－¥4,456 千） 
・独日協会創立 50 周年記念総会参加訪独旅行の

件などが報告された。 
当日はフランクフルト市民団の来浜交流会と重

なったが、早瀬会長も午後には出席され、ＪＤＧ

Ｙの活動状況を報告された。当協会より黒崎副会

長及び能登事務局長の計 3 名が出席した。総会後

の懇親会では新大使より、出来るだけ早く横浜を

訪問したいとの嬉しいお申出を頂戴した。 
（報告；事務局 能登 崇） 

                        

坂井啓治氏 

ＪＤＧＹの活動状況を報告する早瀬会長 

 

横浜のロータリークラブからドイツに派遣される 

桐光学園高校１年の多田光輝君、同君の父親と同

校林直子先生。多田君はドイツの宗教について初

めて聴き、もっとドイツを 知りたいとの感想を

述べました。 

 

「ドイツ・オーバーアマガウ『キリスト受難劇 2010』観劇に想う」を拝聴して 
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  横浜日独協会第５回定時総会の開催     
 
 
 
 
 
 
 
 
５月１７日（土）第５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。  
当日は五月晴れに恵まれ、約４０名の会員が１時間の

総会及び総会終了後の本年度作文コンテスト派遣高

校生による帰国報告会に出席されました。 
冒頭早瀬会長が先ず設立３周年を迎えた昨年度の協

会の歩みを振り返られ、フランクフルト市－横浜市間

の協力協定に続くフランクフルト独日協会との姉妹

提携の意義と実績を強調されました。また総会開催時

現在の会員数が１４９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明されました。そして

フランクフルトからの作文コンテスト入選高校生の

歓迎とホームステイ受入に続き、今年３月には、当協

会の企画他により実現した第１回作文コンテストに

よる横浜からドイツへの高校生派遣プロジェクトの

実現と今後の発展への期待を述べられました。同時に

5 月末にデュッセルドルフ開催の独日協会創立 50 周

年記念総会に出席の際、ハンブルク独日協会及びフラ

ンクフルト独日協会を相次いで訪問される計画であ

る旨を出席会員にアナウンスされました。 
続いて２０１３年度の活動報告並びに２０１４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、会報及びホームペー

ジ報告、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、顧問団の異動は以下の通りです。 
 
・任期満了の神永晉理事、南雲淑子理事、 
成川哲夫理事、山岸隆理事の理事重任。 

・新理事：坂井啓治氏（前運営委員）１名。 
坂井理事は中小企業支援委員会委員長。 

・横浜市の承諾による顧問就任； 
林 文子横浜市長（再任） 

 承諾期間；2013.10.30 ～ 2017.8.29 
なお、役員の委嘱等は以下の通りです。 
・向井理事の常務理事への昇任：会報編集・ホームペ

ージ管理運営を含む広報担当を委嘱。 
・大久保常務理事を理事に変更：広報担当委嘱を解く。 
・戸田理事に理事のままで会計業務の補佐を依頼する。 
 
また運営委員は、神永理事、成川理事、山岸理事、顧

問を除く全役員（坂井理事を含む） 
および会長指名による下記の会員です。 
 中尾尚未、 山口利由子、 佐藤恵美、 小島拓人、 
中島 敏、 中野宏徳、  中戸弘之 

（報告；事務局 能登 崇） 

 
五月例会     

高校生作文コンテスト委員会 

委員長 磯貝喜兵衛 
 

総会のあと開かれた「高校生作文コンクール」

の第１回ドイツ派遣・報告会には会員のほか、横

浜市立みなと総合高校・宮崎健校長、池谷尚美先

生、慶應義塾高校・吉村創先生と高校生８人が出

席。廣岡奈々子さん（みなと総合高校卒、フェリ

ス女学院大学１年）、三枝惇さん（慶應義塾高校

卒、同大学１年）お二人の次のような報告に耳を

傾けました。 

 
廣岡奈々子さん（３月２０日～３１日） 

 フランクフルト空港にはホームステイ先の

Kasper さんが迎えに来て下さり、それまで感じ

ていた不安がいっぺんに消えました。経験したこ

とのなかったことはアウトバーンを時速２５０

キロで走ったことと、本場のサッカー観戦に連れ

て行ってもらったことです。目の前でサポーター

同士が喧嘩を始めたのにはびっくりで、慌てて避

難したほどでした。 

 街かどで出会う人たちは、私たちにも気軽に話

しかけてくれました。ホームステイ先でとても美

味しいバーベキューをご馳走になったことは忘

れられない思い出です。 

 

三枝 惇さん（３月２６日～３１日） 

 高校の卒業、大学の入学式等の日程上、短い滞

在でしたが、とても充実していました。どこでも

英語が通じるので、ほとんど英語で過ごしてしま

いました。今度渡独する時はドイツ語で話せるよ

うにしたいと思っています。 

 ホームステイ先の Grabbert さんは、日本のア

ニメがお好きな若いご夫婦で、なんでも打ち解け

て話すことが出来ました。特に最後の晩は、もう

一度ドイツへ勉強に来たいことや、自分の将来に

ついての希望などを遅くまで語り明かしました。

お二人の優しさは、今も深い印象として残ってい

ます。 

 
みなと総合高校の皆さん（報告会後の懇親会で） 

役員紹介 
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早瀬会長宅 

でのパーティー 
 

小島拓人 

 

 
ホームステイ高校生２名のために、早瀬会長宅での

パーティーが４月１６日（水）に開催されました。 

当日は先ず箏の加藤康子氏、尺八の吉田酔山氏によ

る「春の海」の合奏、続いて尺八独奏、箏独奏と続き

ました。日本の伝統の邦楽はドイツの若者の心眼に素

直に響いたようです。演奏後に彼ら自ら箏に触れ、ま

た、尺八による「野薔薇」他を聴くという得難い機会

もありました。 

その後は早瀬会長の奥様の心づくしのビュッフェ

式和食に育ちざかりの二人は素直に反応し食欲を満

たしていました。そして極め付きは南雲理事の着付け

による二人の着物の試着で、この時若い女性の目が最

も輝いていました。邦楽による日本の伝統文芸、和食

による日本の食文化、そしてフ

ィニッシュは着物による日本

の伝統衣装と、至れり尽くせり

の和のパーティーとなりまし

た。次代を担うドイツの若者に

とって日本を理解する真に良

き体験の場であったと思いま

す。この会を企画、推進された

早瀬会長ご夫妻のおもてなし

に敬意を表したく存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市立みなと総合高校訪問 
磯貝喜兵衛 

 
４月１６日（水）朝、”ドイツからの使者’Lisa 

と Ricarda の二人を、能登事務局長と佐藤高校生作

文コンテスト副委員長と一緒に、みなと総合高校へ案

内しました。地下鉄とワンタッチの Suica も体験して

もらおうと、戸塚駅から関内駅まで乗車。チューリッ

プ満開の横浜公園を通って中華街西門脇の同校に着

き、宮崎健校長先生に暖かく迎えられました。校長室

には３月下旬にドイツへ派遣された同高校３年（現在

フェリス学院大学１年）廣岡奈々子さんがフランクフ

ルトの新聞に載った Lisa と一緒の写真入り記事も展

示され、そのコピーを学校案内と一緒におみやげに頂

きました。 

１時間にわたる授業参観では、新学期が始まったば

かりの各学年の教室を宮崎校長先生の流暢な英語に

よる案内でじっくり見学。畳敷きの「礼法室」や書道

の作品展示が特に珍しかったようで、質問が飛んでい

ました。 

学生食堂ではドイツや北欧から同校へ留学中の女

子学生や外人教師をまじえて、日本人高校生たちとに

ぎやかに会食し、再会を約束してハグをしたり、モバ

イルフォーンでさっそくアドレス交換をするなど、初

対面とは思えない大変な盛り上がりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランクフルトからの高校生 

リザ１９歳（右）とリカルダ１７歳（左） 

「タウンニュース」戸塚区版 2014 年 4 月 24 日号 

「フランクフルト日本総領事選考、フランクフルト独日協会派遣」 

”ドイツからの使者’Lisa さん と Ricarda さん 横浜滞在記 

 
リザとリカルダの夫々の名前が書かれたシホン 

ケーキに入刀する二人と”日本のお母さん”たち 
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ホームステイヘ“ようこそ”  
    会員  

能登 美紀子 

八祚子  

 

 

  4 月 11 日の夕方、品川のホテルに可憐な二人のド

イツ乙女が到着、素直で優しくて昨年お預かりした生

徒達もそうでしたが、矢張りドイツの人達がきちんと

教育されていることを実感しました。 

 翌日は当初のホスト役に代わり、急遽慶応男子学

生 2名が市内をご案内して下さり、中華街では肉まん

や餃子を楽しんだ様です。13日は夫と娘の美紀子が 

小田原城を案内。リザはドイツで馬を飼っており城内

の馬具に興味を持ったり、鎧武者と記念写真で大喜び

で、また花が大好きで海外でも評判の鯉と共に至近距

離で次々とパチリ。親が建築家のリカルダは清閑亭や

からくりギャラリーなど日本的な物に興味を示し、抹

茶や和菓子そして老舗での天ぷらそばがこんなに美

味しいとは、と満足そうでした。15 日は八祚子が早瀬

夫人やアムブルネンドイツ語クラスの人達と鎌倉や

長谷寺へ案内し交流を楽しみました。でもやはり若者

達ですね！帰宅後夜の横浜へとの希望で、美紀子が若

向けの洋服ショッピングやコンビニ、百円ショップに

も案内し、エクサイティングな一時を過ごし夜 10時

過ぎに帰宅しました。Gute Nacht !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶応義塾大学理工学部３年 澤口 聡太  

今回、ドイツ人高校生2人を横浜観光に案内させて頂

きましたが、案内役に決まったきっかけは、ドイツ人

と友達になってドイツ語で話したいと思い、大学1年

の時のドイツ語の先生である奥山先生にメールで、ド

イツ人の方を紹介していただけないかとお願いした

ことでした。結果、先生から今回の企画への参加を提

案して頂き、案内役をさせて頂きました。  

当日、私はちゃんと意思疎通ができるか、会話は続く

のだろうか、と不安に思っていましたが、それは単な

る取り越し苦労でした。というのも、ごく日常的なこ

と・言語・経済や政治など話の種は多く、慣れないド

イツ語や英語を使って話すこと・聞くことに一苦労で、

不安など感じている余裕もなく、むしろ楽しめました。

向こうからアベノミクスについて聞かれたときは流

石に驚きました。また、やはり文化的違いを感じられ

ました。ドイツになく日本にあるもの・日本の何が素

晴らしいと感じるのか、日本人として自分では気づか

なかったことを知ることができ、有意義な一日でした。  

最後に、このような機会をくださった横浜日独協会

の方々、特に早瀬御夫妻・能登御夫妻、そして奥山先

生に感謝いたします。ありがとうございました。 

 

慶應義塾大学理工学部情報工学科３年 

渡邊大記 

私は大学で初めてドイツ語を学び、学部 2年の夏に

西ドイツのアーヘンに 3週間ほど大学のプログラムで

滞在しました。それ以前はドイツ語という言語を国内

でしか使用することがなく、それもほとんどが授業内

だったことを考えれば、現地の方々とその地域の言語

でコミュニケーションをとるということがいかに面

白いことなのかがよくわかる体験でした。今回、ドイ

ツから来た 2人の女学生にみなとみらい周辺を案内し

たことはアーヘンでの経験を活かすことができ、また

それに勝るとも劣らないほど面白く貴重な経験でし

た。ざっと振り返ると英語 4割、ドイツ語 6割ぐらい

の比率で会話ができていたのではないでしょうか。案

内の流れは、まずみなとみらいのコスモクロック 21
に乗って横浜の街を一望、その後あかいくつバスで港

の見える丘公園まで移動し、イギリス館やローズガー

デン周りを歩いて散策、その足で中華街へ歩きました。

なかでも中華街で買い物をしているときが特に楽し

そうでした。彼女たちが積極的に会話に投げかけてく

れたおかげでとても気楽に、それも楽しく案内役を務

められたのではないかと思います。その後の懇親会も

協会の方々が盛り上げてくださり、最後まで本当に充

実した 1日でした。一介の大学生にこのような大役を

任せてくださりありがとうございました。 

二人とも日本そばが大好き！！ 

横浜市渡辺巧教（かつのり）副市長を表敬訪

問。職員の大拍手で迎えられる（４月 1４日） 

右から澤口、リカルダ、リザ、渡邊各氏 
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外務省とドイツ大使館訪問 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南雲 淑子 

 

今日はリザとリカルダのホームステイ最終日で、能

登さんと私が付き添いまず外務省を訪問しました。欧

州局の矢加部課長補佐はドイツ駐在経験をなさった

方で流暢なドイツ語で対応して下さり、フランクフル

トと横浜の若者の交流を喜んで歓迎して下さいまし

た。昼食は外務省の眺めの良い食堂でゆっくりと頂き、

麻布へと向いました。実は大きな荷物があり途中コイ

ンロッカ―に預けるつもりでしたが、それはかなわず、

とうとうドイツ大使館へも引っ張って行くことにな

りましたが、頼れる男性能登さんのお蔭で乗り切りま

した。 

広尾駅を出るとそこはインターナショナルな雰囲

気でさすが大使館のメッカと二人も驚いていました。

ドイツ大使館では文化担当のホーボルト幸夫さんが

迎えて下さり事務棟内部をくまなく案内して下さい

ました。１階から５階まで吹き抜けのある明るく素敵

な建物で、ドイツから実習に来ている若い方も働いて

いらして、二人とも目を輝かせてお話を伺いました。

ホーボルトさんの心よりのおもてなしに二人ともこ

こで働きたい！と思うほど魅了されました。また須藤

さんのお部屋ではおみやげを頂戴し、インタビュウを

受けましたらその日のうちにブログにアップして下

さいました。お蔭様でJDGYの名誉もアップしました！

そして最後には由緒あるお庭も拝見しました。その後

二人は無事に広島に出発しました。 

                          
モトスミ・ブレーメン通り商店街＜第 5 回＞              

 
前回はブレーメン通り商店街が誇るブレーメンバンドについて述べさせて頂き

ました。 

今回はブレーメンとの交流は一休みさせて頂き、前号でもご案内させて頂きまし

たがブレーメンバンドの定期演奏会を下記の通り開催いたします。 

多くの皆さんのご来場をお待ちしています。 

7 月 27 日（日）午後 2 時～ 場所 川崎市国際交流センター 入場は無料です 
 
もう１つのご案内です。ブレーメン通り商店街では近畿日本ツーリストとタイア

ップしてドイツのクリスマスマーケットのツアーを企画しています。 

日程は１２月２日（火）から８日（月）の 5泊 7 日。今ブレーメンのクリスマス

マーケットの規模が大きくなってニュールンベルグを凌ぐ規模にまで成長して

きました。ミュンヘン 2泊ブレーメン 3泊のツアーです。羽田発着です。費用に

ついては未だ確定はしていませんが、なるべく安く行けるよう交渉中です。 

お問い合わせはブレーメン通り商店街理事長 伊藤まで 携帯 090-4734-4805 

 

「中小企業支援プロジェクト」へ 

参加しませんか！！ 
 
(中小企業支援プロジェクト委員長 坂井啓治) 

 
会員の皆さん！ 横浜日独協会（JDGY）の活動の一環

として、地域社会への貢献を目的に、また日独間の文

化に加え経済・技術交流促進のため、横浜市の中小企

業に対し、主としてドイツ企業との技術交流・情報交

換・製品の輸出入などを推進する橋渡し役として「中

小企業支援プロジェクトチーム」が起ち上がったこと

を覚えておられることと思います。 

 

あれから 2年経ちました。この間、横浜市政策局、

経済局またその外郭団体の横浜企業経営支援財団＝横

浜市中小企業支援センター（IDEC=Industrial 

Development Corp.）等のご協力を得て、漸く所期の目

的への道が見えてきました。対ドイツや欧州市場製品

輸入・輸出の市場調査の話も出ています。他方ドイツ

中小企業に対しても対日輸出入・技術供与・対日進出

への支援を提案してきました。 
 

非営利団体である JDGY が現在出来ることは、在横浜

の中小企業のユニークな製品や技術を、成熟したレベ

ルの高い欧州市場へ紹介する。またその逆にドイツか

らユニークな技術・商品を在横浜の中小企業へ紹介す

るなどです。そこで皆様の知識・経験を活用頂くべく、

このプロジェクトへの参加を呼び掛けています。英語

and/or ドイツ語で e-mail 交信が出来れば十分です。

企業間紹介斡旋即ちお見合いが出来れば、その後は、

当該中小企業が希望すれば総合商社へバトンタッチす

るか、英語など理解でき且海外とのビジネスが出来る

人材を派遣するか、採用して貰えばよいわけです。 

ご興味・関心のある会員は下記までご連絡 

いただければ幸甚です。 

[コンタクト先] 

1. 中小企業支援委員長  坂井理事  

Tel 045-547-3472 

    e-mail:   familie-sakai@nifty.com  
2. JDGY 事務局 能登常務理事  

Tel 045-546-0801 

e-mail :   tak＿noto@yahoo.co.jp 

広告 

横浜滞在を終え次の広島へお見送り 
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・デュオ－リサイタル「みなとみらいがドイツになる」 

 渡辺まこみ（会員・ピアノ）、遠藤 希（チェロ） 

・７月１５日（火）１９時開演 \3000- 全席自由 

・横浜みなとみらいホール（小） 

・後援；神奈川新聞社、横浜クラシック音楽振興協会、 

    横浜日独協会、横浜市緑の協会 

・チケット照会先；協会事務局（能登）でも取次可能。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
新会員 

・渡辺まこみ様（わたなべ  まこみ） 

・舘野ゆかり様（たての ゆかり） 

・寺澤 行忠様（てらざわ ゆきただ） 

・大堀 聰様 （おおほり そう） 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 
 

■平成２６年６月 例会： 

 ・日時； ６月２１日（土）午後 3:00～5:30 

 ・会場； ワールドポーターズ６階会議室③ 

 ・講演； 石積 勝 神奈川大学学長 

      演題『 曲がり角の大学と教育 』 

 ・会費； 1000 円   懇親会；500 円 
 
■平成２６年７月 例会： 

 ・日時； ７月１９日（土）午後 3:00～5:00 

・ 会 場 ； 吉 野 町 市 民 プ ラ ザ ３ 階 会 議 室

(Tel;243-9261) 

   南区吉野町 5-26（地下鉄吉野町駅④より徒歩３分） 

 ・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 
 
■平成２６年８月 例会：  休会 

  

 

編集後記 

今回のＤｅｒ Ｈａｆｅｎは引き続き、前担当の大

久保さんのアドバイスも頂きながら何とか完成。 
お伝えする内容も豊富で８ページの大作となりまし

たが、山口さんの手際よさで予定通りの期限を厳守で

きた次第です。早瀬会長の３回連載となった「私が見

たドイツの首相たち」は好評でしたが、残念ながら 
今回で終了、この会報以外でも参照されるなど内外へ

の影響は大きいものがありました。 
「千客万来」と申しますが、ハンブルグからは「さく

らの王女」が、フランクフルトからは「フランクフル

ト市民代表団」と「フランクフルト独日協会からの二

人の高校生（作文コンテスト優勝者）」など、この時

期来日されるお客様も多く、当協会の大勢の会員がそ

の受け入れと対応に奔走し、実に多忙な日々が続きま

した。 
これも当協会が着実に活動を拡大し、それを多くの

方々からご理解して頂いている証左だと思います。 
当協会の情報発信として、この会報に加え、ホームペ

ージの充実にも力を入れております、皆様のご期待に

沿えるよう引き続き頑張りますので、よろしくご支援

の程お願い致します。（向井 稔）  
  
今回は、盛りだくさんの記事で、とうとう 8ページに

なってしまいましたが、写真を多くして、その場の雰

囲気をお伝えできればと願っております。なかなか全

ての会の行事に参加することは難しいですが、会報を

通して会の活動を体験して頂ければと思います。 

皆様のご意見お待ちしています。（山口利由子） 

 

 
 
 

横浜日独協会会報      発行 2014.6.1 (第 21 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 向井稔 編集委員 山口 利由子 

e-Mail ：botmukai@bird.ocn.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 

 

ドイツ政府にも招かれたことがある環境副大臣 

の田中和徳衆議院議員より定例総会へ下記の祝

電を頂きましたのでご紹介いたします。 

  

「横浜日独協会 会長 早瀬 勇様 

  

横浜日独協会の定時総会のご盛会を 

心よりお慶び申し上げます。 

貴会の平素よりの素晴らしい活動を通じて 

日独両国の友好親善がより一層進展を致し 

ておりますことに敬意を表します。 

貴会の益々のご発展と会員皆様の一層のご 

活躍を祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせ 

て頂きます。 

  

衆議院議員 田中 和徳」 

  

お知らせ 




