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報告 2014 年全ドイツ・
独日協会連合総会

アンゲラ･メルケルのドイツ（上）

開催日時；5 月 30～31 日
於；デュッセルドルフ市庁舎

右から織田顧問（湘南日独協会会長）、
フォンドラン全独独日協会連合会会長、
ゲンプト・フランクフルト独日協会会長、早瀬会長

総会は、デュッセルドルフ市旧市
街に建つ市庁舎において、日独・独
日両協会から数百名の会員が参加、
当協会からも早瀬会長及び能登事務
局長の２名が出席し、先ず格調高い
弦楽四重奏の演奏で幕を開けた。今
年は二－ダ－ライン独日協会等設立
50 周年を迎える協会もあり、半世紀
の歴史を感じさせる総会であった。
進行は独日協会連合会フォンドラン
会長が務められた。前半はデュッセ
ルドルフ市長はじめ協会や議会関係
者、更に中根駐ドイツ大使等の歓迎
挨拶や祝辞が述べられた。続いて外
交官の眼から見た日独両国間の交流
発展の可能性につき、フォンドラン
会長がコ－ディネ－タ－役となり、
シュタンツェル前駐日大使と黒川前
オ－ストリア大使による討論が展開
された。ＥＵ内でのドイツの役割変
化の中での日独関係の緊密化、米中
等の大国関係との相違、学生のドイ
ツ及びドイツ語履修への関心度、ア
ニメや漫画に代表されるサブカルチ
ャ－による文化交流、日独 150 周年
記念行事に示された草の根交流の重
要さ等幅広いテーマが議論された。
午後の分科会は a) 文化と学術 b)
政治と経済 c) 未来を担う若者の三
部門に分かれて議論が交わされた。
初日の会議終了後、出席者は恵光・
日本文化センターを見学し、さらに
クニフラ－初代日本名誉総領事の胸
像除幕式に臨んだ。その後郊外の樹
木に囲まれたデュッセルドルフ総領
事公邸に場所を移し、中根大使招聘
（P2 へつづく）

横浜日独協会会長

早瀬

勇

（１） ドイツ初の女性首相
首相に就任までの経緯は実に劇的でした。
西独ハンブルクの牧師の家に生まれながら、父親の転勤で東独ライプチヒ
で育ち、そこの大学で物理学の博士号取得（オックスフォードで化学を専
攻した“鉄の女”サッチャー英首相と好一対のリケジョ総理です）
。東独
でただ一回行われた自由選挙で政界入り、東独内閣の副報道官に抜擢され
ました。
東西ドイツ統一後、直ちにコール首相率いる CDU(キリスト教民主同盟)
に入党。東西統一のシンボルとしてコール内閣の女性・青少年大臣に就任。
一躍全独で脚光を浴びました。その後環境・自然保護・原子力安全大臣を
務め、CDU 副首相、党首を経て２００５年ドイツ連邦共和国首相に上り詰
めました。
昨年秋の総選挙で CDU は過半数は逃したものの大勝しました。国内外で
のメルケル首相の政治手腕、とくに EU(欧州連合)各国首脳に対するグリ
ップの強さを国民が期待した結果でしょう。
（２） 無類のサッカー好き
今年６月１６日、W 杯サッカーでドイツがポルトガルを４－０で下し
た直後、メルケル首相はドイツ代表選手でごった返すロッカールームに突
入、満面の笑みで記念撮影に収まりました。ドイツがアルゼンティンに１
－０で勝った７月１３日の決勝戦では、ガウク大統領を伴って応援、勝利
に歓喜しました。

代表選手の 1/3 が二重国籍を持つドイツチームの優勝は、かつてドイ
ツ人が誇示したゲルマン純血主義をはるかに超越して、新たな多民族融合
国家の強靭性を世界に示す結果にもなったと思います。
（３）
“脱原発”への政策転換は政治的決断—代替エネルギーは前途多難
メルケル首相は、コール内閣で環境・自然保護・原子力安全大臣を務
めていましたから、原子力発電の危険性や経済性は百も承知でした。首相
になってからは、前政権（SPD=ドイツ社会党と緑の党の連立政権）が定め
た脱原発路線をひっくり返し、原発停止までの期間を１２年も延長しまし
た。これは原発推進の産業界から大いに歓迎されました。
しかし一方、結党以来 CO2 抑制、脱原発を掲げ、大衆に人気のある緑の
党は、福島第一発電所事故が大々的に報道される最中の地方選挙で大勝し、
CDU の牙城であった B-W 州の首相の座を射止める有様。この勢いでは２０
１３年秋の総選挙で CDU は敗北かと思われました。
（以下次号に続く）
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『曲がり角の大学と教育』
四方田

（総会に出席した早瀬会長と
能登事務局長）

彰

今回は，神奈川大学の石積勝学長に『曲がり角の大
学と教育』のテーマでご講演をいただいた。学長ご自
身の専門は，政治学，国際関係論などであるが，いわ
ゆる研究者から教授となられた他の教員とは異なり，
元民間企業のご出身で，その後，国際連合本部事務局
職員等の経歴などからも国際色豊かな教授であるこ
とが伺える。
今回の講演のテーマ自体は堅苦しいテーマのよう
に思われるが，石積学長なら
ではの視点から，学内・学外
での活動に関しての報告や，
入学式で述べられた祝辞内
容までご披露いただき，参加
された会員の方々もお話に
引き込まれたようであった。
特に，最近の学生の気質や，それをとりまく両親の
状況など，一昔前の大学とは大きく様変わりしている
様子について話の中から伺うことができた。例えば，
学生の両親が大学の入学式・卒業式に参加する時代に
なったという点は非常に印象的でもあり，親と子供の
関わり方が変わってきたという事を実感することが
出来た。
また,「Education」を「教育」として訳すことが穏
当ではないとの持論から，学校の本旨は「教育にあら
ずして，能力の発達にあり・・。
」とした明治 22 年の
「文明教育論」を引用するなど，とても解りやすく興
味深い内容であった。
こうした学長の熱弁に応えるかのように，講演後の
質疑も相次いだ。特に早瀬会長から，「大学の責任者
は学長もしくは理事長のどちらであるか」
，
「教育機関
としての教育内容の質的な責任についてどう考える
か」といった質問について，学長自身の私見を含みな
がら，忌憚の無い意見をお聞きすることが出来た。特
に，大学内での学長と理事長の力関係や，それに伴う
自治の難しさなど，端的なご回答を頂いた。
質疑は相次いだが，石積学長の次の予定が決まって
いたため，希望者全員の質疑を受けることはかなわな
かった。しかし，その後の懇親会において，会員同士
で教育論などの話題が絶えること無く，ことのほか楽
しい歓談となった。
私自身，神奈川大学の講師として関わっている中で，
講義を受講する留学生の数が以前よりも増えたよう
に思われる。これは，国際関係論を専門とされる石積
学長が就任したことと無縁ではなく，今後，神奈川大
学も国際的に開かれた大学へと益々発展していくで
あろう。
そうした中，当協会は，このような神奈川大学の取
り組みを側面から支援しつつ，ドイツからの留学生の
受け入れの際，同大学での講義を体験してもらうなど，
石積学長とのご縁を生かし，今まで以上の連携が図ら
れることが望まれる。
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（P1 からつづく）の夕食会が催され、参加者は邦楽
の調べを楽しみながら、日独交流を推進すべく相互の
親交を深めることが出来た。
二日目はドイツ各地の独日協会活動の紹介や会費問
題が議論され、ゲンプトＤＪＧフランクフルト会長を
連合会監査役に選任して、総会は予定通り二日間の会
議の幕を閉じた。なお次回の総会は 2015 年ベルリン
で開催されることとなっている。
（報告；事務局 能登 崇）

「ハンブルク独日協会と協力で合意」
会長

早瀬 勇

ハンブルクの桜の王女を引率して、ハンブルク独日
協会の橋丸栄子会長ご一行が今年の４月来浜されて、
メルパルクで横浜市の関係者も招きわが協会が歓迎
会を主催しました。（前号の中戸ハンブルク交流プロ
ジェクト委員長の報告記事参照）。その時の会長のお
誘いもあって、既述（P.1）の全ドイツ独日協会連合
会のあとハンブルクを訪問しました。橋丸会長や随行
したクラウス･ロッゲ理事らは横浜での歓迎会に深く
感謝し、６月４日宿舎ホテル･フィアー・ヤーレスツ
ァイテンにハンブルク独日協会の役員・会員懇談会を
招集、８名が日独交流につき意見を交換しました。
（当
協会からは進行中の中小企業交流案件の骨子を説明。）
活発な具体的意見交換の後、日独交流を推進する上
で両協会が協力することで橋丸会長と意見が一致し、
その旨の覚え書を交わしました。

ハンブルク独日協会役員・会員懇談会の後、ホテル玄関にて

Kolumbianers Juan Zuniga an dem brasilianischen
Superstar Neymar. Mit hochgezogenem Knie ist
Zuniga Nymar in den Rücken gesprungen. Dies
wäre mit Sicherheit eine rote Karte wert gewesen.
Dieses Viertelfinalspiel zwischen Brasilien und
Kolumbine war eines der wenigen, wo es zuviel
Härte gab und der Schiedsrichter nicht überzeugt
hat.

Deutschland ist Fußballweltmeister!
Eine Nachlese aus der Sicht eines
Auslandsdeutschen
Das war es. Die Trompeten, Pauken und Banner
sind wieder eingepackt, die Stadien leer und die
Fans wieder ins Flugzeug nach Hause gestiegen.
Für meine Frau und mich ist nach drei Wochen mit
unregelmäßigem Schlaf auch wieder Normalität
eingekehrt. SPANNEND WAR ES!

Unsere Fußball-Weltmeister sind zurück in
Deutschland, haben in Berlin mit einer halben
Million Fans auf die Pauke gehauen, und sind nun
erst einmal weg in den Urlaub – die
Lieblings-Freizeitbeschäftigung der Deutschen.
Schade, die Stimmung nach der Rückkehr haben
wir nicht erlebt.

Das waren für meine Frau und mich anstrengende
Wochen. Schließlich mussten wir ja nicht nur für
ein Land brüllen, sondern für zwei (unsere armen
Nachbarn). Sogar zu meinem Sportclub habe ich
mein J-League T-Shirt angezogen. NATÜRLICH
haben wir auch zu Japan gehalten und die Daumen
gedrückt. Leider vergeblich. Es müssen wohl doch
noch mehr japanische Spieler nach Deutschland
gehen. Natürlich, die Spiele in Südamerika und
Südeuropa mit ihrer Dynamik sehen schick aus.
Schnelle, faszinierende Spielzüge. Dagegen wirkt
unsere deutsche Mannschaft of hölzern und
langweilig, insbesonder bei den Gruppenspielen.
Aber dies hat inzwischen Methode. Schließlich
müssen die Spieler alle paar Tage wieder
Höchstleistung vollbringen. Da macht es schon
Sinn, die Kräfte zu schonen für die Spiele, wo es
wirklich darauf ankommt. „kakko ii“ zu spielen ist
zwar für die Zuschauer schön, aber letztendlich hat
der Trainer der Weltmeistermannschaft 1954, Sepp
Herberger Recht „Schön spielen müsst ihr nicht,
Tore müsst ihr schießen, Tore.“ Oder „Wenn ihr
nichts mit dem Ball anzufangen wisst, schießt ihn
doch einfach ins Tor.“

Und auch für mich hat nun wieder der Alltag
angefangen - die Welt mit alternativen Energien
vor dem Hitzschlag zu retten. Die letzten Tage im
Juli mit Rekord-Temperaturen lassen nichts Gutes
für den Sommer ahnen. Aber daran werden wir uns
wohl
in
Zukunft
gewöhnen
müssen.
Ganbarimashou!

ドイツがワールドカップチャンピオンに！！
-外国在住のードイツ人の視点からＷ杯を振り返ると-

会員 ハンス・ユーデック
もう終わってしまったＷ杯！トランペットや太鼓、旗
を梱包し、スタジアムは空っぽに、サッカーファンは自
国へ戻るべく機内へ。家内と私にとって睡眠も不規則で
過ごした３週間が過ぎ去り、もとの日常生活が戻ってき
た。まさにハラハラ、ドキドキであった。
我々二人にとってくたびれる３週間ではあったが、結
局ドイツだけではなく、日独双方の応援をしなければな
らなかった。
スポーツクラブにはＪ-リーグのＴ-シャツを着て出掛
け、その勝利を祈り応援したが、残念な結果となった。
もっと多くの日本選手がドイツへ渡るべきと思う。
勿論南米や南欧での試合はダイナミックで素敵に見える
が－。迅速で観衆を唸らせる試合展開。それに対し我が
ドイツチームは時にはぎこちなくまた緩慢に見え、特に
１次リーグではそうであった。しかしその内に手法が見
えてきた。
最後には選手が２～３日毎に状態をピークに持って行
かなければならなくなる。そこでいざという時の為に力
を貯えておくという考え方になる。
「格好良いプレー」は
観衆受けするが、最終的には 1954 年ドイツ優勝時のコー
チ Sepp Herberger の言う通りで、つまり『格好良いプ
レーは必要ない。シュートを決めなければダメだ、シュ
―トを！』或いは『ボールを持ってもそれを持て余すく
らいなら、単純にとにかくシュートを放つことだ』と。
技術的にはドイツは総じて素晴らしく、ロングパスも常
にきっちりと目標へ、しかもゴ―ルにはトップキーパー
Manuel Neuer が控えていた。
ホスト国ブラジルにも感謝！Ｗ杯の始まる前迄は、建
物の建設が間に合わないようにも見えたが、全て用意が
整っていた。特に印象的だったのは、テレビのカメラワ
ークで、突然羽が生えてその地点へ浮遊して行くような

Technisch waren die deutschen jedenfalls brilliant,
selbst die langen Pässe gingen immer auf den
Punkt und Manuel Neuer ist ein Spitzentorwart.
Ein Dank auch an die brasilianischen Gastgeber.
Obwohl es bis zum Beginn der Meisterschaft so
aussah, als würden die Gebäude nicht fertig, hat
doch noch alles sehr gut geklappt. Faszinierend war
die Kameraführung im Fernsehen als ob man
plötzlich Flügel hätte und über den Platz schweben
würde. Die Kamera hinter den Toren bot
faszinierende Perspektiven und der Ball war immer
im Blickfeld. Und die Spraydose mit der
„Schlagsahne“ für die Freistoßmauer war die
Sensation.
In den Stadien war eine tolle Stimmung und die
Zuschauer waren fair, auch wenn sie für ihre eigene
Mannschaft gebrüllt haben. Die Schiedsrichter
boten, mit wenigen Ausnahmen, wo etwas
Parteinahme durchschimmerte, eine gute Leistung,
Abseitsstellungen wurden immer ertappt (Bravo
den Linienrichtern) und es gab bei den Spielen nur
wenig wirklich üble Fouls, wie das des
-3-

感じであった。
ゴ―ル背後のカメラは、遠近を上手に使い常にボール
を視野に捉えていた。又泡立てクリームを使った缶入り
スプレーのフリーキック時の使用はセンセーショナルで
あった。スタジアムの雰囲気も良く、観衆が自国のチー
ムに声援を送る時でもフェア―であった。審判団も特定
チームに肩入れするといったことも殆ど無く公平な審判
で、オフサイドも的確な判断がなされていた（ラインズ
マンに拍手！）
。その中で極めて少なかったが、悪質なフ
ァールと思われたのが、コロンビアの Zuniga のブラジ
ルのスーパースター ネイマ―ルの背中への膝蹴りファ
ールで、これは明らかなレッドカードだったのでは－－。
このブラジルとコロンビアの準々決勝は幾つものタフな
プレーも有り、主審が確信を持って判断を下すことが出
来なかったジャッジの一つであった。
優勝した我がドイツチームのメンバーは本国に帰国し、
首都ベルリンで 50 万人のファンにドンチャン騒ぎの中
迎えられたが、今は何はともあれ、ドイツ人のお気に入
りの余暇の過ごし方であるウアラオプ（休暇旅行）に出
掛けてしまった。我々は残念ながら帰国の喜びにあずか
ることは出来なかったが－。
そして今また自分には、世の中を代替エネルギーを使
って熱中症から身を守るという日常の生活が始まった。7
月のここ数日の記録的な高温で、夏に向けて
嫌な予感がするが、将来的にはそれにも慣れなければな
らない。
『頑張りましょう！』

（抄訳

能登

崇）

『トラブル回避のための相続方法』
講演をお聞きして
会員 能登八祚子

講演会のご案内を頂いた時には、相続税法の改正に
伴う税金の使い方、如何に少ない納税で済ませられる
かという秘策が伺えるのかと思っておりましたら、適
切な遺言書を作成しておくことが如何に重要かとい
うお話しでした。須原先生が遺言書の有る場合と無い
場合の例をお話し下さり、また法定相続人の子の居る
場合と、そうでない場合の順位等のご説明を戴きまし
た。何となく知っていたことを、はっきり、すっきり
と図で示して下さいました。また鎌田先生は書類作成
上の実務をきっちりと言葉とレジメでご説明戴き、今
まで我流で考えていたことが良く整理出来たように
思います。
私自身、20 数年程前に父を亡くし、母は既に他界し
ておりましたので、父に何でも全て指示されておりま
したのに、その本人が急にいなくなり途方に暮れる思
いでしたが、父が生前申しておりました通りに事を運
び、手続きもスムーズに出来たことで、親は死後も子
供に教えているのだと感心したことがあります。また
その当時の記憶として、混乱している時に、伯父、叔
母、兄弟の伴侶他からいろいろなアドヴァイスが入っ
てきましたが、「親の遺言通りにします！」というこ

とと、兄妹姉妹のことは当事者だけで話し合おうとい
う結束が大切なのだと感じたことを覚えております。
先生方の言われるように、理由を書いての遺言指示
は残った人々に納得されると思いますし、自筆証書に
するにしても、家族や子供達にとって分り易い道しる
べとなりますので、やはり遺言書は必要なのだと痛感
いたしました。
両先生の有意義なお話しを本当に有難うございま
した。

オーストリアのアイゼンシュタット市
で功労賞をいただきました。
会員 大島富士子
先日７月１４日に姉妹都市関連でオーストリアのブ
ルゲンランド州都アイゼンシュタット市を表敬訪問
しました。香川県さぬき市の市長の手紙を渡すべく訪
問したのですが、その際この２０年間の姉妹都市関係
で携わった私の功績を認めてとの理由で、アイゼンシ
ュタット市の名誉賞ヨゼフ・ハイドン銀メダルを授与
されました。まったく寝耳に水のお話で、大変に驚い
てしまいました。市議会で決議された事だそうですが、
みなさん最後の最後まで私には秘密にされて、驚かそ
うと計画していたようで、その通りになりました。こ
の名誉賞は金・銀・銅とあり、これまでに金は２名、
銀も数名しかいただきていない、という大変に貴重な
ものだそうです。姉妹都市関係では、通訳翻訳はもち
ろんの事、青年交流の際のアテンド、ハイドン祭のア
シストなどなど多岐に渡り仕事をしてまいりました。
アイゼンシュタットにはエステルハージー家のお城
があり、そこでウィーン古典派の代表的作曲家である
ヨゼフ・ハイドンがその音楽活動の殆どを行ったとい
うクラシック音楽界にとっては大変に有名な街です。
国際ハイドンターゲというものも毎年お城で開催さ
れ、世界から一流の演奏家が招かれています。
アイゼンシュタット市の市役所市長室広間
で行われた授与式の写真とメダルと証書

左から旧副市長キッテルマン氏,私、
市長トーマス・シュタイナー氏
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ーフォン・ヴェアテルン新ドイツ大使を

広報からのお知らせ

表敬訪問ー
猛暑の中、７月２２日に早瀬会
長、神永理事と共にフォン・ヴェア
テルン新駐日大使を表敬訪問致し
ました。
両国間の交流促進等を中心にお話しを戴いてから、
赴任当初より横浜への関心を示して下さっていたこ
とから１０月１６日の JDGY 設立４周年記念パーティ
－へのご出席とご挨拶を依頼致しました。
大使も横浜訪問を大層楽しみにしておられる様子
で、実現の可能性は高いとの感触を得ることが出来ま
した。
（事務局 能登 崇）

エルフィーって何？（文と写真：早瀬

勇）

横浜日独協会の広報活動として、この会報「Der
Hafen」と併せて、ホームページの拡充にも力を注
いでいます。これまでご覧になっていなかった会
員の方々にも是非ご自宅のＰＣからアクセスして
頂ければ、会報には掲載出来なかった数多くのス
ナップ写真や掲示板などを見て頂くことが出来ま
す。
横浜日独協会ホームページ
URL:http://jdgy.sub.jp/index.html

また、次回の会報から新たな企画として「私の
ドイツでの思い出話（仮称）
」を始める予定です。
会員の皆さんからのお便り的な心に残るお話を広
く募集します。
（なお原稿の字数は５００～７００
字程度）

ブレーメン通り商店街のお酒
6 回にわたって広告を頂いた元住吉のブレー
メン通り商店街には特別なお酒があります。是
非一度お試しください。

ブレーメン・ワイン
ドイツのアドルフ・ヒュースゲン社に生産を
依頼している白ワインは、フルーティな香りと
上品な甘みが好評。

ブレーメン日本酒
特別純米酒です。
歴史のあるハンザ都市ハンブルクですが、伝統だけ
ではありません。昔のエルベ河口のコンテナー置き場
や荷揚げ場は真新しいオフィス街や大学町に変貌。な
にか横浜の「みなとみらい」地区を思わせる逞しい発
展ぶりです。
写真は来年完成予定の通称「エルフィー」
。北ドイツ
だけでなく全独を代表する音楽・文化の殿堂エルプフ
ィルハーモニー(Elbphilharmonie) です。エルベ河流
域を後背地に持つハンブルクは、旧東欧圏の経済発展
とこの港湾地域の開発によって一時的停滞から抜け
出し、再び脚光を浴びようとしています。

ご存知ですか?

“猪苗代地ビール”
猪苗代地ビールは本場ドイツの「ビール純粋令」
に基づき副原料を一切使わずに製造されていま
す。深みのある味わいは福島の名峰「磐梯山」か
ら湧き出る天然水とドイツ・フランケン地方の大
麦・小麦モルト、ホレダウ地方のホップを使用す
ることで誕生しています。

第６回

広告

””ブレーメン通り商店街で本格的ドイツビールを””
今回で最後の掲載になりますがブレーメン通り商店街ではドイツのビール純粋令に基づいて
製造された本格的ドイツビールを猪苗代地ビール会社とタイアップして導入いたします。
ブレーメン通り商店街に来ないと飲めない買えないビール好きには、たまらないと思います 10
月 5 日のフライマルクトのイベントでお披露目いたします。
どうぞ多くの日独協会のメンバーの皆様の参加お待ちしています。
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Zwischen zwei Kulturen

Werbung

行事予定
■平成２６年８月

例会：

休会

会員 大島レオナルド
■平成２６年９月 例会：
・日時；９月２０日（土）午後 3:00～5:00
・会場；戸塚区民文化センター４階創作室
(JR・地下鉄「戸塚駅」西口前徒歩２分）

東京で広告・建物の看板等を見ていると狭い面
積の中に情報を出来るだけ詰め込む文化みたい
なのが見えます。ヨーロッパにももちろん看板は
ありますが、距離を入れているうえもっと落ち着
いている感じがするので暇な人は車で通りかか
っても一つずつ読めます。日本では歩いていても
読み取れない位、情報が多い時があります。

・講演；大堀 聰氏
「ベルリンオリンピックの証人」
ベルリンオリンピックの記録映画「オリン
ピア」に登場する日本人少女を中心に、戦
前のドイツ駐在員の姿を紹介。
・会費；1000 円 懇親会；500 円

Wenn ich mir die Werbung und Plakate an den
Gebäuden in Tokio anschaue, sehe ich etwas
von einer Kultur, die so viele Informationen wie
nur möglich auf engstem Raum reinzuquetscht.
In Europa haben wir natürlich auch Plakate,
diese haben jedoch Abstand von einander und
ich finde sie auch entspannter zum ansehen.
Jedem dem langweilig genug ist, kann sich den
Inhalt durchlesen – sogar beim vorbeifahren im
Auto. In Japan komme ich teilweise zu Fuß
nicht mit.

■平成２６年 オクト―バ－フェスト
・日時；９月２７日（土）午後 4:00～7:00
・会場；横浜カントリーアンドアスレティッククラブ
Tel:623-8121・根岸線山手駅より徒歩 15 分
・会費；2000 円(前年比￥５００－ダウン）
・食事；前年同様 ビールジョッキ大１杯（又は
ソフトドリンク２杯）
、鶏肉１/２ポ―ショ
ン、ブレーツェルパン１個をカバー。
追加飲食代は自己負担。

編集後記
・第２０回サッカーワールドカップ（Ｗ杯）ブラジル
大会は、７月１３日のドイツ対アルゼンチン決勝戦を
最後に、ほぼ一か月に及ぶ熾烈な戦いがドイツ優勝と
いう結果で幕を閉じました。今回の会報では、この機
会に是非ともドイツ人の会員の方から喜びの声を出
来ればドイツ語で語ってもらいたいという意見が出
て、結局ユーデックさんにお頼みして、ご多忙の中
お書き頂きました。またその和訳を事務局長の能登さ
んにお願いし、快諾しもらい大変助かりました。この
場を借り御両名に感謝申し上げます。
（向井編集長）

■平成２６年１０月例会：
・日時；１０月１６日(木）午後 2:00～5:00(予定）
・会場； メルパルク横浜７階「Bohyoh」の間
(中区山下町１６マリンタワー隣）
・内容； 設立４周年祝賀パーティ－
（10/16 は設立記念日）
・ゲスト；主賓としてフォン・ヴェアテルン独大使
及び林文子横浜市長のご臨席を依頼中
です。
＊本パーティ－を１０月例会と致します。

・7 月下旬に 27 年ぶりにドイツを訪問しました。知
人宅に泊めて頂きましたが、ワールドカップの期間
中に朝起きたら隣家の庭にポールが立っていて国
旗がはためいていて驚いたとか、車や個人宅にもま
だ国旗を立てている人があって、当時の騒動が偲ば
れました。ビールとソーセージはさすがに美味しく
満足して帰国しました。(山口)

■平成２６年１１月 例会：
・日時；１１月１５日（土）午後 3:00～5:30
・会場； 未定
・講演と試食会；早瀬慶子氏
『心をつなぐおもてなし－内外での経験を通して－』
■平成２６年１２月 クリスマス／忘年会
・日時；12 月１３日
（土）
午後 2:00～4:00(受付 1:30）
・会場； イタリアン パパダビデ (Tei;
Tel 650-7080)
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新会員
・水谷妙子様（みずたに たえこ）
・大治はるみ様（おおじ はるみ）

法人会員
株式会社文芸社
トルンプ株式会社

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 株式会社コトブキ
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