Ｎr.２４
2014 年 1２月
2015 年 1 月

設立４周年記念

「アンゲラ・メルケルのドイツ

駐日ドイツ大使歓迎 Party

ドイツ大使夫妻と会長夫妻

１０月１６日（木）に、山下町
のマリンタワーの近くにある「メ
ルパルク」にて、横浜日独協会の
設立４周年記念 Party がドイツ
大使歓迎会と併せ盛大に開催さ
れました。会場は、美しい横浜港
を一望でき、正に横浜日独協会の
４周年を祝うにふさわしい絶好
のロケ―ションでありました。
新任の Dr. von Werthern ドイ
ツ大使は東京でのご公務でご多
忙の中にもかかわらず、ご夫人と
共にわざわざ横浜まで足を運ん
で頂き、心温まるお祝いのお言葉
を賜りました。
特にこれからの
日独友好関係は、
両国の若い世代の
幅広い「繋がり」
と「絆」が大切で
あると強調され、自らもその推進
に役立ちたいと述べられました。
また、同様にお忙しい中、横浜
市からも渡辺副市長以下、市の関
係幹部の方々もお見え頂き、丁重
なご挨拶を頂きました。
開会の挨拶では、早瀬会長から
横浜日独協会が発足してからの
この４年間を振り返り、今日に至
るまで協会が予想以上の発展を
遂げたのも、正に多くの関係者と
会員各位のご支援とご理解の賜
物であると感謝の言葉が披露さ
れました。
（P２ へ続く）

（下）」

横浜日独協会会長

早瀬

勇

（６）メルケル首相が訪中７回、訪日１回はなぜ？
来年の訪日が決まったが、なぜ中国には毎年のように行っているの
に日本には一回しか来ていなかったのか？最大の理由は「経済重視」
でしょう。首相には経済界の首脳が大挙して同行し各種商談をまとめ、
契約調印に首相が立ち会う場面がよく見られます。例えばＶＷグルー
プは昨年（２０１３）中国で新たに５工場を稼働させ、国内新車販売
台数は３３０万台で外国車としては１位です。ＶＷは外国カーメーカ
ーの草分けで、１９９４年に私が上海に近いＶＷの安亭工場（嘉定の
南西）を見学した時は、すでに現地資本との合弁で、西独製と同じ仕
様の乗用車を生産し、注文に追い付かない状況でした。自動車部品は
もちろん、今では通信機器、航空機、環境技術でも受注を増やしてい
ます。
他の要因として考えられるのは、ＥＵ域内依存の軽減（風当り回避）
、
ＥＵのリーダーとしてアジアの大国中国の外交上の支持期待などで閣
僚会議も定例化しました。中国の体制の違いから懸念される投資リス
クは承知の上のようです。
ではなぜ日本には洞爺湖サミット以外に来なかったのか？ 良好な
日独関係への安心感、といった綺麗ごとではありません。日本経済の
弱体化、アジア諸国、特に中韓への影響力の低下が原因です。さらに、
同首相と会った日本の元高官は頻繁な首相交代を指摘しています。
首脳同士が政策実行の可能性を確かめ合い、議会が追認するのがヨー
ロッパ先進国です。いまだに足を引っ張り合う日本人の体質が国益を
損ねています。国際化してきた選挙民一人ひとりの判断が待たれます。
（７）ドイツと再び互恵関係で親密に付き合うには？
なんといっても我が国の経済再興です。また２０１５年度から赤字
国債ゼロ（ Die schwarze Null ）となる財政規律の国ドイツから見れ
ば、毎年赤字国債を積み上げてツケを先送りしている日本は性に合い
ません。日本では政府が景気対策としてすぐ公共投資に予算を付けま
すが、赤字国債で賄わなくても民間資本と民間のノーハウを活用する
ＰＦＩ／ＰＰＰ方式で公共事業を実施すれば公的債務を抑制できます。
民間の価値創造から生ずる稼ぎが国力の源泉です。
次には日本外交を支える国防力（抑止力）の充実です。自衛はドイツ
では権利（Recht）ではなく義務（Pflicht）で、同盟国に対しても
Beistandspflicht(支援義務）があります。ドイツはＮＡＴＯ（北大西
洋条約機構）の一員です。日独を比較すると随所に日本人の自己責任
の欠如を感じます。終戦後７０年の今、自国は自分で守りましょう。
明るい未来を切り開く可能性もあります。今年のノーベル賞は物理
学賞受賞の３人がすべて日本人、化学賞受賞者もドイツ人１名、独系
米人２名で日独両民族の科学的思考力の高さを証明しました。今後日
独学術協力の推進が期待されます。
（P２ へ続く）
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「アンゲラ・メルケルのドイツ

（下）
」P1 から続く

（８）最後にメルケル首相の武器輸出決断に触れ
ましょう。ドイツは若干の例外を除き、法律でＥＵ
やＮＡＴＯの非加盟国への武器輸出を禁じてきま
したが、イスラム国の脅威増大をみて政策を転換し
クルド族への武器輸出を決めました。これが平和主
義より産業保護を優先させたととるのは早計です
が、いったん輸出された武器の他地域への拡散は世
界平和の脅威につながります。かつて敵も味方もク
ルップ製の大砲で戦っていた時代を連想するのは
私だけでしょうか。武器輸出額世界第６位（２０１
３年国連統計：ロ・米・中・仏・英に次ぐ）のドイ
ツが、今後ナチ時代の反省に立った平和主義と国力
の源泉である産業保護を両立させ、かつＥＵ盟主と
して米ロとの共存を図るメルケル首相の苦悩は続
きます。
（了）

「ＪＤＧＹの記念行事に参加して」
フェリス女学院大学

「設立４周年記念・ドイツ大使歓迎Ｐａｒｔｙ」P1 から続く

渡辺野乃花

横浜日独協会創立 4 周年、おめでとうございます。
去る 10 月 16 日には記念パーティへのご招待ありが
とうございました。ドイツ大使とお会いできるとい
うお話を受けたときはとても嬉しくて、そのときの
感情を言葉に言い表すことができないほどです。大
学に入学しドイツ語を学び始めたときには、数年後、
このような形でドイツ大使との交流をすることは
考えられませんでした。
今までドイツ語を学んでいても大学の枠を超え
てのドイツ人やドイツに興味のある方々との交流
をはかって来なかったのですごく緊張しました。
私は二度、ドイツを訪れたことがあります。旧東
ドイツのイエナという街とデュッセルドルフです。
この話をすると、旧東ドイツに行ったことがあるの
かと驚かれます。ベルリンの壁が崩壊するまで自由
に行き来出来なかった場所であったということに
改めて気づかされました。私が生まれたころは既に
ベルリンの壁も崩壊し、ドイツは今のドイツに少し
ずつ近づいていたことでしょう。
昨年、ドイツに一年間留学し、ドイツ語を学んだ
り、ドイツで学ぶ同年代との出会いは多くありまし
たが、私が生まれる前のドイツを知っている方のお
話を伺うことやドイツで育ったドイツ大使のお話
を聞くことは、私自身のドイツ語を学ぶ理由をさら
に広げてくれました。今回参加した 6 名の学生にと
っても有意義な時間になったと思います。私たちが
日独をつなぐ架け橋となれるよう精進して参りま
す。
このような機会をくださり本当にありがとうご
ざいました。

会場は明るく楽しい雰囲気の中であちこちで談
笑が止まず、いつまでも素晴らしい時間を過ごすこ
とが出来たのは、今回の参加者が会員を中心に７０
名を超す大人数の盛会であったことだけではなく、
在横浜の神奈川大学や横浜市立大学、フェリス女学
院大学からの若い学生たちも大勢参加してくれた
こと、さらにドイツ作文コンテストの派遣生であっ
た Lisa Keppler さん（来年ハイデルベルグ大学入
学予定）までもが飛び入り参加してくれたことも忘
れずに付け加えて置きたいと思います。
（向井）
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Volker Stanzel 前駐日ドイツ大使記事 Part２

Auf- und Untergang der Sonne(Part２)

改革派の中国人は日本に亡命し、近代西洋の概念を
日本語経由で中国語へと翻訳する作業を行った。
1911 年の辛亥革命後、中華民国を立ち上げる孫文
や、文学者の魯迅は最もよく知られた例である。
対日感情が悪化するのは、ヴェルサイユ条約によ
り、それまでドイツの植民地であった青島が、日本
の委任統治領とされてからであった。この決定は、
第一次大戦では対独の協商側連合国として戦い、
これで植民地を手中にできると考えていた日本を怒
らせたが、返還を期待していた中国も怒らせて、北
京の学生達が蜂起する五・四運動につながった。中
国人は今日に至るまで、この蜂起を民主的な独立へ
の意思ののろしであったと称えている。日本は 1922
年には委任統治領を返還したが、中国には自らの無
力を前に怒りと妬みが残り、日本には中国を遅れた
「アジアの病人」とする蔑みが残った。
日本は 1905 年、日露戦争に勝利して、初めて非
ヨーロッパの国がヨーロッパの国を制し、さらに朝
鮮を植民地とした。この軍事的成功を背景に、日本
国内では、それまで西洋からの挑戦を受けて立つた
めに重要であった、上述の「日本の特殊性」という
信念も変化してゆく。1940 年代まで、アジアの諸国
家を近代化へと導くの が日本の役目であるという
考えがここから生じていた。そして最終的に日本は
世界全体を、天皇を崇拝する「皇道」へと導かねば
ならないという考えが生まれる。この思想が日本を
第二次大戦へと、そして敗戦へと導くことになっ
た。
政界のエリート達は、資源供給を確保するため
に、北東アジア地域および中国南部を含む東南アジ
ア圏へ膨張が必要だと考えた。その第一歩として、
日本は「満州国」として満州の「独立」を強制し、 清
朝最後の皇帝の子孫（訳注：実際は清朝最後の皇帝
本人）に傀儡政権を任せた。1937 年に始まった日中
戦争では、1 千万人から 2 千万人の中国人が犠牲と
なった。1946 年から 1952 年まで、 国際軍事裁判が
東京や、参戦した諸国で開かれ、化学・生物兵器の
使用、南京大虐殺、強制労働、強制売春 につい
て、1 千人以上が戦争犯罪および人道に対する罪に
より有罪判決を受けた。
西ヨーロッパで 1950 年代に始まったような和解
への道の可能性 は、1945 年以降の日中間にあった
のだろうか？そのために最も 重要な前提条件は、
和解への意思である。しかしこれは東アジアには存
在しなかった。中国は内乱状態に陥り、新しい中華
人民共和国 は朝鮮戦争において北朝鮮側、ソ連側
で戦った。また原爆が投下されたことで、多くの日
本人はすでに罰を受けたような気がしていた。 さ
らに、日本では天皇が在位したままであり、ドイツ
の「零時」にあたるような政治的な一新はなかった。
対日戦線において痛手を最も大きく被ったのは蒋介
石政権下の中国政 府である。さらに、中国の開放
は、最終的には米国の対日勝利の帰結であった。そ

Reformerisch gesinnte Chinesen gingen ins Exil – nach
Japan. Dort übersetzten sie moderne westliche Begriffe aus
dem Japanischen ins Chinesische. Sun Yatsen, der
Begründer der chinesischen Republik nach der Revolution
von 1911, und der Schriftsteller Lu Xun sind die
prominentesten Beispiele. Die Stimmung gegenüber Japan
schlug erst um, als mit dem Versailler Vertrag die vormalige
deutsche Kolonie Qingdao Japan zur treuhänderischen
Verwaltung überlassen wurde. Die Entscheidung verärgerte
sowohl Japan,das dem Bündnis gegen Deutschland
angehört und die Kolonie für sich erhofft hatte, als auch
China, das die Rückgabe erwartet hatte.
Der Vorfall löste die Pekinger Studentenrevolte vom 4. Mai
1919 aus. Die Chinesen feiern sie bis heute als Fanal
demokratischen Unabhängigkeitswillens. Japan gab das
Treuhandgebiet schon 1922 zurück. In China blieben Ärger
und Neid angesichts der eigenen Ohnmacht, in Japan
Verachtung für China als rückständigen
„kranken Mann Asiens“. Vor dem Hintergrund der
militärischen Erfolge Japans – das Land hatte 1905 im Krieg
gegen Russland als erste nichteuropäische Macht einen
europäischen Staat besiegt und zudem Korea kolonisiert –
veränderte sich in Japan der Charakter jenes
Exzeptionalismus, der dem Land dieÜberzeugung gegeben
hatte, der westlichen Herausforderung begegnen zu können.
Bis zu den vierziger Jahren wurde daraus zunächst die
Vorstellung, dass es Japans Aufgabe sei, die Nationen
Asiens in die oderne zu geleiten. Schließlich entstand die
Vorstellung, dass Japan die ganzeWelt auf den „Kaiserlichen
Weg“ zur Verehrung des Tenno führen müsse. Diese Idee
führte Japan in den Zweiten Weltkrieg und damit in die
Niederlage. Um die Versorgung mit Rohstoffen
sicherzustellen, bedurfte es nach Meinung der politischen
Elite der Expansion nach Nordostasien und in den
südostasiatischen Raum einschließlich Südchinas. In einem
ersten Schritt erzwang Japan die „Unabhängigkeit“ der
Mandschurei
als
„Mandschukuo“
unter
einer
Marionettenregierung unter dem Nachkommen des letzten
chinesischen Kaisers. In dem Krieg, der 1937 begann,
starben zwischen zehn und zwanzig Millionen Chinesen.
Die Kriegsverbrecherprozesse, die zwischen 1946 und 1952
in Tokio und einigen der kriegführenden Staaten wegen des
Einsatzes chemischer und biologischer Waffen, des
Massakers
von
Nanking,
Zwangsarbeit
und
Zwangsprostitution geführt wurden, endeten mit der
Verurteilung von mehr als tausend Personen wegen
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Gab
es
nach
1945
eine
Möglichkeit
zur
chinesisch-japanischen Aussöhnung, vergleichbar jener, die
in den fünfziger Jahren inWesteuropa begann? Die wichtigste
Voraussetzung, der Wille zur Versöhnung, war in Ostasien
nicht vorhanden. China versank im Bürgerkrieg, die neue
Volksrepublik kämpfte dann im Korea-Krieg an der Seite
Nordkoreas und der Sowjetunion.
Wegen des Abwurfs der Atombomben fühlten viele Japaner
sich ohnehin gestraft; udem gab es in Japan, da der Tenno
auf dem Thron blieb, keinen politischen Bruch, der der
deutschen “Stunde null“ vergleichbar gewesen wäre. Zwar
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れでも、毛沢東の率いる中国共産党は、対日勝利を
自分たちの手柄であるとした。今日に至るまで、こ
の対日勝利と、 資本主義の搾取からの開放が、中
国共産党の正当性を形成する二本の柱なのである。
台湾に避難した蒋介石政府の「中華民国」とは、 冷
戦下においては日本は外交関係を維持していたが、
（訳注：公式には 1972 年、中華人民共和国との国
交樹立で中華民国との国交は断絶）日本からの賠償
金支払いも、謝罪も不要であるとし、蒋介石は「わ
れわれは、憎悪には徳によって報いる」と述べた。
過去が再び議論のテーマとなったのは、日本と中華
人民共和国との関係が正常化されようという時であ
った。正常化への進展は「ニクソ ン・ショック」の
結果見られたものである。米国と中国が秘密に接
触をしていたことが 1971 年 7 月に明るみに出た際、
日本では、 米国による安全保障に疑問が沸いた。
そこで、できるだけ早く中国 と和解をする動きに
つながったのである。すでに 1972 年には田中角栄
首相が北京を訪れ共同声明を発表し、1978 年の日中
平和友好条約が締結されるに至ったが、この条約に
より、人民共和国は 賠償請求と謝罪要求を放棄し
たのである。その頃はまだ、日本において、戦時中
に存在した「軍国主義者」や「帝国主義者」と、今
や 平和と友好を求めてやまないと見られる日本の
政治家を区別することは易しいようであった。周恩
来首相は、「数千年の歴史に比べれば、60 年の 歴史
など取るに足らない」と述べた。
廉価な産業製品の輸出を振興するという日本の開
発戦略は、「アジア四小龍」と呼ばれた東アジア、
東南アジアの四カ国（韓国、台湾、 香港、シンガポ
ール）においては着実に成果を上げていたため、こ
のモデルを今度は中国にも適用しようということに
なった。鄧小平の改革・開国路線から日本ほど利を
得た国は他にない。日本のアニメ映画、漫画、ファ
ッション、ポップ音楽は、中国の若者に影響 を与
えた。今日では、日本における外国人留学生の 60％
が中国人である。日本で、英語の次に学習者数の多
い外国語は、中国語である。
それでも日本の民主主義体制と、中国の独裁体制
の間にある政治的な対立は消滅しなかった。日本と
台湾の関係の深さをめぐって生じた 1980 年代初期
の日中確執に続き、中国側は、日本による「侵略」
を否定する歴史教科書に対する批判を行った。これ
を受けて、 日本は公式には初めて、中国を攻撃し
たことを認め、鈴木首相により正式に悔悟の念が表
明された。しかし今日に至るまで、日本政府 の中
に、先の戦争はアジアを白人による植民地支配から
守るためのものであり、戦争犯罪はなかったとする
声がある。そして中国は、 日本の過去を、そのと
きどきの政治的な状況に応じてカードとして 利用
するため、そのような日本の主張を非難すること
も、しないこともある。
(次号へ続く)

hatte die chinesische Regierung unter Tschiang Kai-schek
die Hauptlast des Kampfs gegen Japan getragen. Zudem war
die Befreiung Chinas letztlich eine Folge des Sieges der
Vereinigten Staaten über Japan. Doch beanspruchte die
Kommunistische Partei Chinas (KPCh) unter Mao Tse-tung
den Sieg im antijapanischen Kampf. Dieser Sieg ist bis heute
eine der beiden Säulen der Legitimation der Herrschaft der
KPCh – neben der Befreiung von kapitalistischer
Ausbeutung. Die “Republik China“ der nach Taiwan
geflüchteten Regierung Tschiang Kaischecks, zu der
während des Kalten Kriegs Japan diplomatische
Beziehungen unterhielt, verzichtete auf Reparationen wie auf
Entschuldigung. “Wir vergelten Hass mit Tugend“, so
Tschiang. Die Vergangenheit wurde erst wieder ein Thema,
als die Normalisierung der Beziehungen Japans zur
Volksrepublik im Raumstand. Dieser Schritt war eine Folge
des “Nixon-Schocks“: Als die Geheimkontakte zwischen den
Vereinigten Staaten und China im Juli 1971 öffentlich wurden,
führte dies in Japan zu Zweifeln an der Sicherheitsgarantie
Amerikas. Man war bereit, sich rasch mit China auszusöhnen
Schon 1972 reiste Premier Tanaka nach Peking, aus einer
Gemeinsamen Erklärung entstand der Friedensvertrag von
1978; mit diesem Vertrag verzichtete die Volksrepublik auf
Reparationen und auf eine Entschuldigung. Noch schien es
leicht,
zwischen
japanischen
“Militaristen“
und
“Imperialisten“ der Kriegsjahre und den gegenwärtigen
japanischen Politikern zu unterscheiden, die offenbar Friede
und Freundschaft im Sinn hatten. Premier Tschou En-lai
sagte: “Verglichen mit der Geschichte von einigen tausend
Jahren, ist die Geschichte von sechzig Jahren der
Erwähnung nicht wert.“
Japans Entwicklungsstrategie, Produkte von Billigindustrien
zu exportieren, hatte sich in den sogenannten „kleinen
Tigerstaaten“ Ost- und Südostasiens (Südkorea, Taiwan,
Hongkong, Singapur) bewährt und wurde nun Vorbild auch
für China.
Kein Land profitierte auch mehr von der Reform- und
Öffnungspolitik Deng Xiaopings: Japanische Anime-Filme,
die Manga-Literatur, Mode und Popmusik beeinflussten auch
die jüngeren Chinesen. Heute stammen sechzig Prozent der
ausländischen Studenten in Japan aus China; Chinesisch ist
dort nach dem Englischen die meisterlernte Fremdsprache.
Der politische Antagonismus zwischen der Demokratie
Japans und dem autoritären System Chinas verschwand
über all dem nicht. Dem Streit über den Umfang der
japanisch-taiwanesischen Beziehungen in den frühen
achtziger Jahren folgte chinesische Kritik an einem
Geschichtsbuch, in dem eine japanische „Invasion“ bestritten
wurde. Hierauf kam es zum ersten offiziellen Eingeständnis
Japans, China angegriffen zu haben, und zum förmlichen
Ausdruck von „Reue“ durch Premier Suzuki. Bis heute gibt es
aber Stimmen in Japans Regierung, die den Krieg als
Verteidigung Asiens gegen weiße Kolonialmächte
bezeichnen und Kriegsverbrechen bestreiten. Sie wurden mal
kritisiert und mal nicht: China setzt die japanische
Vergangenheit nach politischer Opportunität als Werkzeug
ein.
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Zwischen zwei Kulturen

私のドイツでの思い出
会員

Handy-Kampagnen
会員 大島レオナルド

大久保 明

そろそろ携帯の契約を変える予定ですが、切り替
えのタイミングを考えていました。そこで日本でキ
ャンペーンが多い時期を確認してみたら４月・１０
月・１２月と分かりました。ボーナスと決算期に合
わせていますね。ドイツでは毎年イースター・クリ
スマスと夏のボーナスに合わせてキャンペーンが
行われるのに慣れていて、こう言うところにも文化
と歴史が影響あることを感心していました。

前号の南雲淑子さんからのバトンを受けました。
南雲さんと時期と滞在地は違いますが私も三度の
ドイツ・フランクフルトの滞在でした。１９７４年
から１９７９年が最初の赴任、その当時フランクフ
ルトには現在の横浜日独協会の早瀬会長、能登理事
もおられました。日本の金融機関が数多く営業する
活気のある時代でした。二度目は１９８３年から１
９８６年、現地での営業が現地人中心に移行する時
代、三度目の赴任は１９８９年から１９９３年、ベ
ルリンの壁の崩壊前後です。この時期は銀行・証券
両業務の可能な現地法人設立の時期でした。高橋理
事、中野運営委員また会員の平松龍文氏が同じよう
に現地法人の代表をしておられました。壁の崩壊し
た１９８９年１１月９日の深夜は出張先のチュー
リッヒにおり翌朝のレストランは全く興奮状態で
あったことを覚えております。その直後ベルリンへ
行き壁を自分で崩し持ち帰りました。「吾が手にて
ベルリンの壁剥ぎ取りし平成元年遥かになりき」後
日私の歌集に収録したドイツ時代の思い出を詠っ
た短歌です。
帰国後２０年、何度かドイツへ出掛ており、私の
いた時代の従業員がその後職場を変えていながら
ＯＢ会を開いては迎えてくれています。これは本当
に嬉しく楽しいものです。思いがけず長期になった
ドイツ生活でどれほどドイツ人に助けられたか、ま
た職場でのドイツ人社員の働き、友人として長い付
き合い、私のドイツ人へ感謝の気持ちは今でも変わ
りません。微力ではあってもドイツに関わりをと思
い、１９８０年に日独協会へ入会し今に至っていま
す。

Ich habe vor, in nächster Zeit meinen
Handyvertrag zu wechseln, und musste
überlegen welcher Zeitpunkt günstig wäre. Eine
kurze
Recherche
hat
ergeben,
dass
Werbekampagnen hier im April, Oktober und
Dezember häufig sind – angepasst an das
japanische Fiskaljahr und Bonus-Gehälter. In
Deutschland bin ich es gewohnt Kampagnen
eher zu Ostern, Weihnachten und zeitlich
angepasst an Urlaubsgeldern zu sehen. Ich fand
es sehr interessant, auch hier den Einfluß von
Kultur und Geschichte zu sehen.

ドイツクリスマスマーケット in 都筑
会場 ：センター北駅前 芝生広場
（横浜市営地下鉄 センター北駅前）
日時 ：平成 26 年 12 月６日（土）～23 日（火）
平日・日曜・祝日：10:00～19:00
土曜・祝前日：10:00～20:00
※天候により、開催時間等を変更の可能性あり。

２０１４年
フランクフルトでの元
社員との集まり

問い合わせ：都筑・ドイツ交流イベント実行委員会
事務局（都筑区役所 地域振興課内）
ＴＥＬ：０４５－９４８－２２３４
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「２０１４年クリスマス会のご案内とお願い」

行事予定

前回号の会報でもご案内しております通り、１２
月１３日（土曜日）に毎年恒例となっています「ク
リスマス会」を開催します。（下記詳細ご参照下さ
い）場所は昨年同様、イタリアンレストランの「パ
パダビデ」です。 楽しいお食事とクイズ大会や合
唱を始めとした様々な企画を用意していますので
大勢の会員の皆様のご参加をお待ちしています。
クリスマス会ではクイズの景品や抽選でのプレ
ゼントを予定していますが、参加の皆様から可能な
範囲で、心温まる御品物のご寄付をお願いできれば
と存じます。
また事前にキャンセルされる場合は、当日の３日
前までに必ず事務局へご連絡ください。ご連絡が無
く欠席される場合は後日会費を徴収させて頂くこ
ととなりますので何卒宜しくお願い致します。

■平成 26 年 12 月 クリスマス会：
・日時： 12 月 13 日（土）午後 1:30～4:00
・会場： イタリアン パパダビデ

記
１２月１３日（土）
１時半から４時まで （受付は１時より）
場所： パパダビデ （PAPA DAVIDE）
℡０４５－６５０－７０８０
横浜市中区山下町３７－８
グローリオタワー １Ｆ
（みなと・みらい線元町・中華街駅４番出口）
会費： 大人：５５００円 ＊既案内では、誤植
により間違った金額表示となっていま
したが、訂正致します。なお、学生参加
の場合は特別に会費を１０００円にさ
せて頂きます。
日時：

新入会員：
・金沢 彩子様（かなざわ あやこ）
・中村富美子様（なかむら ふみこ）
・Lothar Schnelle 様（ローター シュネレ）
・田村真理子様（たむら まりこ）

■平成 27 年 1 月 例会：
・日時： 1 月 17 日（土）午後 3:00～6:00
・会場： ワールドポーターズ 6 階会議室①＋②
・内容： ホームビデオ鑑賞会 西ドイツ映画
『菩提樹 (Die Trapp-Familie)』
（前
篇）ご存知「サウンド・オブ・ミュージック」の元
映画。主人公マリア・フォン・トラップの自伝を映
画化。波乱万丈の時代を家族が乗り越えて－、何よ
り劇中の透明な合唱が素晴らしい。
・会費： 会場費：500 円 懇親会：500 円
■平成 27 年 2 月 例会：
・日時： 2 月 21 日（土）午後 2:30~ （予定）
（＊内容及び会場は未定）
編集後記
「今年もあと余すところほぼ１か月、世の中が何か
と忙しく感じられる時期を迎えつつあります。この
会報も今回号が今年の最終版のお届けとなります。
来年度も様々な新しい企画を考えて、会員の皆様へ
心温まるメッセージやお役に立つ情報などがんば
って発信して参りたいと思います。また出来る限り
多くの会員の方々からもお便りを頂き、全員参加型
の会報にしていきたいとも考えていますので、来年
も何卒宜しくご協力お願い致します。向井」
「今年も公私ともに忙しい 1 年でした。還暦も過ぎ
ると、いつまで同じ状態で動けるかとそろそろ終わ
りを計算に入れて逆算しなくては考えています。今
を楽しんで、少しは若い方々へも何か残せたら良い
けどと思う今日この頃です。来年もよろしく!!!山口」

11 月例会で紹介され
た早瀬会長夫人のおも
てなし料理の数々
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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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