Ｎr.２５
2015 年

２月・３月

２０１５年の年頭に当たって

――いま日本人がドイツの成功に学ぶこと――
横浜日独協会会長

早瀬 勇

横浜日独協会会員の皆様、関係者の皆様、お元気で新年を迎えられましたか？
年末には衆議院選挙で与党が２/３の議席を確保して政権の安定化が進みました。しかし年明けにはパリ
で週刊風刺新聞社がテロに襲われ、更にユダヤ系の商店で人質が射殺されるなど、イスラム過激派を名
乗るテロが相次ぎました。欧州でもギリシャ・リスクが再燃し、他国にもＥＵそのものを否定する会派
が台頭しています。我が国の周辺では歴代政権の忍耐強い対応にもかかわらず、アジア海域での領海侵
犯や日本に対する歴史認識での批判は収まっておりません。
このような国際情勢下では、価値観を共有する国との結束、とりわけ官民手を携えての絶え間ない国
際交流が不可欠です。今年も力を合わせて日独交流を進め、学ぶべきところは謙虚に学び、横浜市民へ
のドイツ事情紹介にも努めましょう。
新年に以下の「５つのなぜ？」について、また今後の日独交流の方向性について考えてみました。皆
様のご意見をお待ちしています。メールアドレス： isamu-hayase-2008@nifty.com

Ⅰ．日独比較で著しく異なる問題点“日独間の５つのなぜ？”
１． なぜメルケル首相は訪中７回、来日１回なのか？我が国経済の低迷、政権の不安定性。
（横浜日独
協会会報 Der Hafen 昨年１２月号参照）
２． なぜドイツはＥＵの盟主になり、日本はアジアの隣国と協調できないのか？ 二つの敗戦国の戦
後７０年間の大差は何に起因するのか？
（上記会報２０１４年６月号、
「私が見たドイツの首相たち(下)」
シュレーダー首相の Agenda2010
の項 参照）
３． なぜドイツは財政均衡 (２０１５年の赤字国債発行ゼロ ) を実現したのに、日本はＧＤＰの２倍
を超す公的債務の累増に歯止めを掛けないのか？社会資本整備に市場原理が働くドイツ。民間資
本と経営ノーハウで社会資本を整備するＰＦＩ/ＰＰＰが進まず、いつまでも補助金依存体質から
抜け切れない日本。
（上記会報２０１４年１２月号「アンゲラ・メルケルのドイツ（下）
」参照）
４． なぜドイツでは地方分権が根付いて効果を上げ、日本では進まないのか？（会報２０１３年２月
号「ドイツ連邦参議院制度の紹介」参照）
５． なぜドイツは独自の教育制度を堅持し、日本は戦後の超民主主義教育から脱却できないのか？反
権威・超平等教育から躾・訓練の重視へ（上記会報２０１２年１２月号４頁「ドイツにもあった？
ゆとり教育」参照）
Ⅱ．今後日独関係をどう発展させて、日本の国益に活かしていけるでしょうか？
１． １５４年間の世界でも稀な友好的二国間関係の今日的意味
２． ＥＵの中核ドイツとどう付き合うか？ 地域連合、国家、地方自治体との官民両方での交流
３． ノーベル賞が認めた科学的思考力・開発力での日独協力をどう進めるか？
４． 若者の相互派遣による国民レヴェルでの相互理解の拡大と深化。当協会の高校生相互派遣事業な
どの継続
以上を皆様とご一緒に考え、行動して参りましょう。
（了）

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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11 月例会
早瀬慶子様による

感がありました。講師のそこまでのご配慮に恐れ入っ
た次第でございました。当日は午後のお茶のクリスマ
スティーパーティ兼誕生会というテーマということ
でしたが、偶々その日が誕生日の参加者がおられ、ハ
ッピーバースデイの歌で更に盛り上がりました。数々
のおもてなしの心構えをお伺いし、最後にはとても美
味しいお料理やお菓子を賞味しながら、文化を超え国
境を越えた心をつなぐおもてなしの本質に触れた一
時であったという思いが残りました。講師を快くお引
き受け頂いた早瀬慶子様に心から御礼を申上げます。
補足：婦人之友社の本は現在も発売されており、時代
を超えたおもてなしの心得を記したお薦めの本です。

『心をつなぐおもてなし
内外での経験を通して』
に参加して

小島紀代子

私は夫（会員小島拓人）を通してこの例会の開催を
お願いした一人ですが、その発端は「おもてなしー気
軽なレシピとセミフォーマルメニュー」という題の婦
人之友社１９９８年１２月第一刷発行の本にありま
す。この本の中には、「セミフォーマルなテーブル、
海外生活で学んだ楽しいおもてなし」という海外駐在
を経験された方の２０頁の寄稿文とレシピが載って
おり、「おもてなしとワイン」というご主人の小文も
付いています。そこには通算十余年にわたる海外生活
を通じてのおもてなしの心得があますところなく記
載されていました。「おもてなし」という言葉は先ご
ろ何かと話題になっていますが、この本をある日改め
て手に取って見ると、件の記事が何と横浜日独協会の
早瀬勇、慶子会長ご夫妻のご文章であることを発見し
て驚くと共に、これは是非例会で皆様にご紹介頂きた
いとご無理をお願いして今回の例会に繋がったとい
う次第でございます。

２０１４年クリスマス会
毎年恒例のクリスマス会が今年は 12 月 13 日（土曜
日）に昨年と同様イタリアレストランの「Papa Davide」
で盛大に開催されました、70 名を超える大勢の参加者
は学生の多くの参加もあり、楽しい雰囲気のなかで豪
華な食事とプロ顔負けの合唱隊による高貴な歌声や
教養豊かなクイズ大会などの企画もあって、素晴らし
い時間を過ごすことが出来ました。
また、当日は多くの方々から貴重な品物をプレゼン
ト用に寄付頂きましたことを、この場を借りてお礼申
し上げます。

講演中の早瀬慶子様

例会当日はおもてなしの心構えや作法の講義が主
体となるという想定でしたが、最初に会場に運び込ま
れた手作りハムを始めとする料理の数々、ドイツ国旗
の三色ゼリー、りんごのマフィン、クリスマスマドレ
ーヌ、フルーツケーキ、シホンケーキ、お菓子の家ヘ
クセンハウス等々に圧倒されました。しかもそれらが
当日の参加者３０余名に行き渡る量であることに驚
き入ると同時に、結果としてそこまでの準備を講師に
お願いすることになったことに真に申し訳ない気持
ちで一杯でありました。

日独両語でご挨拶
まずは受付で

未来のプリマ

早瀬慶子様のお話しはハンブルグから始まりデュ
ッセルドルフ、フランクフルト、ルクセンブルグの駐
在のご体験談となり、同時期にロンドンに駐在された
菊川瑛子様のお話しも含めて、ドイツ、フランス、英
国の食文化、生活習慣、子育て、主婦の付き合い、職
場の方の食事のお世話、パーティーでの心構え等をユ
ーモアを交えながら軽快な口調で語られました。そし
て、目の前にある料理やお菓子の数々が、海外でのご
体験話を補完するという視覚効果があり、会場にはま
るで欧州の生活の場に浸っている様な不思議な臨場

参加者平均年齢を下げてくれる若い方々を紹介

見事な謡と舞
に拍手喝采
混声合唱団!？
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Volker Stanzel 前駐日ドイツ大使記事 Part3
1990 年代初頭、天安門広場における虐殺事件に各国が
反応したが、北京との関係を真っ先に正常化させた民
主主義国家は日本であった。その頃、過去の歴史は問
題とはならなくなっていた。しかしそれが再び変化す
る。それは1989 年6 月4 日の天安門事件以降、そして
東ヨーロッパに革命が生じて以来、中国共産党の正当
性逸失が見られており、これに対処するため、中国が
公式の歴史観を変えたことによる。1994 年 1 月には、
中国共産党は「愛国教育」を全土の学校と大学に導入す
ることを決めた。それ以来、五千年にわたり高い文化
を誇る、時代を超越し偉大な中華帝国という非歴史 的
なイメージを植え付けている。この偉大な中華帝国は
外国人の手により、「百年の辱め」にあわされたが、今
日では、自らにふさわしい正義を要求している、と。
博物館、記念碑、教科書、テレビ、映画などに見ら
れる開放戦争の 描写は、勝利者の物語ではなく、犠牲
者の物語として語られるよう になった。このようにし
て、中国の大衆の根底を流れる、自国民の被った艱苦
についての道徳的な怒りの念は、西洋に対してより
も、 日本に対してはるかに攻撃的に向けられている。
歴史描写が人為的に操作され、国民の怒りが組織され
ることが数年間も続くと、日本に対する本物の怒り
と、演出された怒りとの境界線が分からなくなる。そ
して国民の気分そのものが、今日では恒常的に批判的
なものとなった対日政策の足場を固める根拠となって
いる。
さて、そのような中で、日本の戦争犯罪について謝
罪した高位の政治家は枚挙に暇がない。天皇さえもそ
こに含まれる。しかし謝罪の後にはまた別な高位の政
治家が、1937 年の南京大虐殺や、占領地 における強
制売春に関わる責任を否定するので、先の謝罪の表現
は 意味を失い続けてきた。数年前から、東京の靖国神
社がこの問題の代表格となっている。国のために命を
落とした日本人を祈念するこの地は、他国に見られる
「無名兵士祈念碑」と似ていなくもない。 かつてはこ
こを、他国政府の代表者も訪れていたものである。（ド
イツ連邦政府が 1970 年に寄贈した樹木が、今も靖国神
社の境内 に立っている。）しかし状況は 1978 年に変
わった。神社側が、 戦争犯罪人とされた 1068 人を合
祀すると決めたからである。それ以来、日本の総理大
臣が靖国神社に参拝すると、常に外国からの 批判が出
るようになった。中国では、戦後ワルシャワを訪問し
贖罪 に跪いた、当時のドイツ首相ヴィリー・ブラント
の写真と、靖国でお辞儀をする日本の首相の写真を対
比させることが稀ではない。
中国の経済的、政治的影響力が高まり、東南アジア
の国際機関における能動的な役割が増大することは、
1990 年にバブル経済が崩 壊した後、停滞の時期を過
ごしてきた日本の不利に直結した。鄧小 平により進め
られた平和的隣国政策は、30 年間にわたり全ての隣
国、重要なパートナーとの関係において実りをもたら
していた。しかしその政策も、2008 年、2009 年の世
界金融危機からの影 響にうまく対処して以来、中国の

Anfang der neunziger Jahre normalisierte
Japan nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen
Friedens als erster demokratischer Staat die Beziehungen mit
Peking. Die Vergangenheit spielte einstweilen keine Rolle.
Das änderte sich, als die KPCh das offizielle Geschichtsbild
zum Umgang mit dem Legitimationsverlust änderte, den sie
nach dem 4. Juni1989 und den Revolutionen in Osteuropa
erlebte. Im Januar 1994 beschloss die Partei die Einführung
„patriotischer Erziehung“ an allen Schulen und Universitäten
des Landes. Sie vermittelt seither das ahistorische Bild eines
5000 Jahre hindurch zeitlos großen chinesischen Reichs mit
hoherKultur, das durch die Hand vonAusländern ein
„Jahrhundert der Demütigung“ erlebte und heute die ihm
zustehende Gerechtigkeit
Einfordert. In der Schilderung des Befreiungskampfs in
Museen und Gedenkstätten, in Schulbüchern, Fernseh- und
Kinofilmen rat an die Stelle des Sieger-Narrativs ein
Opfer-Narrativ.
Auf
diese Weise
entstand
eine
Grundströmung in der chinesischen Öffentlichkeit, die die
moralische Empörung über das erlittene Leid sehr viel
aggressiver gegen Japan richtet als gegen den Westen.
Nach Jahren manipulierter Geschichtsdarstellung und
organisierten Ärgers der Bevölkerung ist nicht mehr
unterscheidbar, wo die Grenze zwischen genuiner Empörung
über Japan und ihrer Inszenierung verläuft. Die Stimmung der
Bevölkerung dient ihrerseits als Begründung für die nun
dauerhaft kritische Behandlung Japans durch die chinesische
Politik.
Unterdessen gibt es eine lange Liste ranghoher japanischer
Politiker einschließlich des Tenno, die um Entschuldigung für
die japanischen Kriegsverbrechen gebeten haben. Solche
Äußerungen werden jedoch regelmäßig entwertet, wenn
andere ranghohe Politiker Fakten wie das Massaker von
Nanking im Jahr 1937 oder die staatliche Verantwortung für
die Zwangsprostitution in den eroberten Gebieten bestreiten.
Seit einigen Jahren steht der Yasukuni-Schrein in Tokio für
diese Problematik: Der Gedenkort für alle für ihr Land
gestorbenen Japaner, den Denkmalen für den „Unbekannten
Soldaten“ anderswo nicht unähnlich, wurde lange auch von
Repräsentanten anderer Regierungen besucht (ein von der
Bundesregierung gestifteter Baum steht seit 1970 auf dem
Schrein-Gelände). Dies änderte sich 1978. Die
Schreinverwaltung beschloss damals, auch die Namenstafeln
von 1068 japanischen Kriegsverbrechern in den Schrein
aufzunehmen. Seither gibt es stets ausländische Kritik, wenn
ein japanischer Premierminister den Schrein besucht. In
China erden nicht selten Bilder vom Warschauer Kniefall Willy
Brandts denen eines sich am Yasukuni-Schrein
verbeugenden
japanischen
Premierministers
gegenübergestellt.
Der
Zuwachs
Chinas
an
wirtschaftlichemund politischemEinfluss und die zunehmend
aktive Rolle in den internationalen Organisationen in
Südostasien gingen bald auf Kosten Japans, das nach dem
Platzen der Boomblase 1990 eine Phase der Stagnation
durchlebte. Die von Deng Xiaoping propagierte Politik
friedlicher Nachbarschaft hatte drei Jahrzehnte im Verhältnis
zu allen Nachbarn und wichtigen Partnern Früchte getragen.
Diese Politik veränderte sich mit der stärkeren weltpolitischen
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果たす国際政治における役割が増大するにつれ、変化
してきた。中国は自意識をますます高めながら、 自国
のような経済自由主義と政治的抑圧の組合せが、政治
を司る一つのモデルでありえるのでは、と主張するよ
うになったのである。
日中の論争の中心にあるのが、東シナ海に浮かぶ無
人の島々である。 日本語では尖閣諸島、中国語では魚
釣島と呼ばれる。1972 年、1995 年に中国が領有権を
主張したときには、北京と東京は速やかに問題を収束
させた。今日はそうではない。2013 年 2 月（訳 注：実
際は 1 月、発表は 2 月）
には、海上自衛隊の護衛艦が中
国の射撃管制用レーダーに照射され、さらに 発砲され
かねない危険な事態が生じたが、戦闘を回避すること
ができたのは、唯一、日本の艦長が冷静沈着に対応し
たからである。また昨年 10 月に中国政府は、尖閣諸島
上に防空識別圏を一方的に設定し、外国の航空機は中
国当局に飛行計画を提出しなければならないとして、
通告がなければ撃墜するとの脅しもつけた。
これに平行して日中両国ではそれぞれに国内政治の
状況が変化した。 中国では、2012 年 11 月に新政権が
発足し「中国の夢」を実現させると約束した。日本では
2012 年 12 月末に政権が交代した。新閣僚の多くは、
これまで表明されてきた日本の戦争犯罪に対 する責任
を見直したいとの意向を持っている。安倍総理大臣が
昨年 12 月に靖国神社に参拝した後、北京側は全国人
民代表大会において、国の記念日を二つ新設すること
を決議した。一件は南京大虐殺の犠牲者を悼む日であ
り、もう一件は「日本の侵略に対する中華民族の抵抗戦
争勝利の日」である。
日中の世論調査によれば、両国とも 90％以上が、相
手国に対して良い印象を持っていない。これを踏まえ
れば、1914 年のヨー ロッパの状況が引き合いに出さ
れるのも不思議ではない。軍事的なグレーゾーンにお
いて認識を誤ることによる衝突、あるいは現地 相手と
対峙した場合の自己過信、あるいは両国の首都におい
てさえ も生じえる自己過信による衝突という危険性に
は現実味がある。しかし、現代の政治家は、クリスト
ファー・クラークスが称した「夢遊病者」ではない。よ
く見える両方の目で見据え、危険を熟知した上で行動
して いるのである。

Rolle, die China seit seinem Erfolg in der Bekämpfung der
Auswirkungen der globalen Finanzkrise 2008/2009 spielt: Mit
wachsendem Selbstbewusstsein iskutiert China darüber, ob
seine Verbindung vonWirtschaftsliberalismus mit politischer
Repression ein Modell der Regierungsführung sein könne. Im
Mittelpunkt der Dispute zwischen China und Japan steht eine
kleine Gruppe unbewohnter Inseln im Ostchinesischen Meer,
japanisch
Senkaku,
chinesisch
Diayu
genannt.
Auseinandersetzungen in den Jahren 1972 und 1995 über
die chinesischen Ansprüche wurden von Peking und Tokio
rasch beigelegt. Anders heute. Im Februar 2013 konnte ein
Waffengang nur dank der Besonnenheit eines japanischen
Kapitäns vermieden werden, dessen Küstenwachboot von
einemchinesischen Zielradar erfasst und beschossen zu
werden drohte. Im vergangenen Oktober richtete Peking
einseitig eine „Luftraumüberwachungszone“ über den Inseln
ein, in der fremde Flugzeuge sich zu melden haben.
Das ist verbunden mit der Drohung, nicht meldebereite
Flugzeuge abzuschießen. Parallel hierzu hat sich in beiden
Ländern die innenpolitische Szenerie verändert. In China trat
im November 2012 eine neue Führung an und versprach,
den „chinesischen Traum“ zu verwirklichen. In Japan kam
Ende Dezember 2012 eine Regierung ins Amt, in der
mehrere Mitglieder für eine Revision des Bekenntnisses zur
Verantwortung für die Kriegsverbrechen Japans eintreten. Als
Ministerpräsident Abe im Dezember den Yasukuni-Schrein
besuchte, reagierte Peking mit einem Beschluss des
Nationalen Volkskongresses, zwei neue nationale
Gedenktage einzurichten: einen für die Opfer desMassakers
von Nanking sowie einen „Tag des Sieges im
Widerstandskrieg des chinesischen Volks gegen die
japanische Aggression“. NachMeinungsumfragen in beiden
Ländern sind je 90 Prozent der Bürger dem jeweils anderen
Land gegenüber negativ eingestellt. Insofern ist es nicht
verwunderlich, wenn sich Parallelen zur Lage Europas vor
1914 aufdrängen. Die Gefahr einer Konfrontation aufgrund
von Fehleinschätzungen in militärischen Grauzonen, aber
auch von Selbstüberschätzung in einem Moment der
Begegnung vor Ort oder gar in den Hauptstädten selbst ist
real. Allerdings handeln die Politiker heute, anders als die
“Schlafwandler“ Christopher Clarks, sehenden Auges und in
voller Kenntnis der Risiken.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
著者は 2004 年から 2007 年まで駐中国ドイツ大使、
2009 年から 2013 年まで駐日ドイツ大使を務めた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Der Verfasser war von 2004 bis 2007 Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland in der Volksrepublik China und
von 2009 bis Oktober 2013 in Tokio. Propaganda, chinesisch:
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―

元住吉ブレーメン通り商店街に
ユーデック・サンタが登場

会員 能登

ドイツ大使公邸秋祭りに参加して
廣岡

―

奈々子

崇

昨年の 11 月 24 日にドイツ大使公邸での秋祭りに招待
され参加してまいりました。当日は全国から沢山の会
12 月 21 日柔らかな
員が参加し、普段会うことのない人と知り合うことが
陽の注ぐ午後、クリス
できました。会場では横浜から参加した私たち学生が
マスや年末の買物客で
一番若く最初は会場の雰囲気に緊張気味でしたが、他
大賑わいの元住吉ブレ
ーメン通り商店街では、 の日独協会の方、大使館関係者の方々が声をかけて下
さり緊張がほぐれました。
早くもモトスミ・ブレ
大使は気軽に私たちにも
ーメンバンドがクリス
話しかけて下さりました。
マスソングを奏でてい
これからの若い人同士の
る。そこに鮮やかな深
日独交流から、大学生活
紅の衣装に身を包んだ
のことまでお話すること
大柄なサンタクロースがそりに乗って登場－真っ白
ができ、とても有意義な
な口髭が対照的。
時間を過ごすことができ
振興組合の伊藤博理事長がマイクで親子連れに呼
ました。今後はもっと他
び掛ける。『みなさん、ここブレーメン通りにドイツ
の会員の方とも交流を持
からサンタさんがやって来ました。どうぞサンタさん
つことができればいいな
ＪＤＧ東京の研修生と一緒に
とそりに乗って写真を撮りたいお子様はコミュニテ
と思います。今回このよ
ィセンター前にいらしてくださ～い！今日の優しい
うな機会をいただき本当にありがとうございました。
サンタさんは横浜日独協会のユーデックさんで～
す！』と。早速 2～3 組の親子がそりの前に集まり、
一人ずつサンタさんと並んで記念写真をパチリ、そし
本年一月に我々横浜日独協会の生
みの親でもあるシュタンツエル前ド
てキャンディを貰って大喜び。中にはサンタさんの隣
イツ大使によるご著書（日本語）が幻
に座った途端に泣き出す子供も。心配な母親は子供を
冬舎から発刊されましたが、それに先
抱いてそりへ。ユーデック・サンタも笑顔でひとりひ
立ち既に昨年末には早瀬会長の方へ
とりに“メリークリスマス！
同書が出版社を通じ恵贈されていま
日曜日とあって人通りは多く、2 時間で 30 組以上
した。
のお子様方に大サービス。ドイツ人と分かりそりに乗
会長から出版社へ御寄稿された感想
文を頂きましたので、ここに皆様へご
りこむ母親も登場。一段落すると商店街のサポートス
披露させて頂きます。
タッフからドイツのクリスマスなどの質問を受け、ユ
ーデック理事も親切に説明をしながらささやかな草
の根交流に一役、本当にお疲れ様でした。
幻冬舎編集御中
理事長ご夫妻も得難い？素晴らしいサンタクロー
ご贈呈頂きました１月１０日発行の『ドイツ大使も
スにご満悦の様子でした。(了)
納得した、日本が世界で愛される理由』を感動をもっ
て一気に読了しました。
これほど日本の自然や成り立ちを理解し、日本人の
心の襞のまで入り込んだ外国の外交官を私は知りま
せん。持って生まれた素質と京都大留学以来の研究と
大使館実務での努力の見事な成果には目を見張るも
のがあります。日本人の持つ繊細さや優しく忍耐強い
民族の本質を体験的に実証して下さった外交官の存
在は、日本にとって貴重な宝物です。

「かながわ商店街大賞」受賞
今年の 1 月 7 日に法人会員ブレーメン商店街が、県内
の優れた商店街取組に対して贈られる「かながわ商店街
大賞」を受賞しました。

特に第６章「もう一度日本で味わいたいこと」は、
２０１３年９月の私たち横浜日独協会設立３周年記
念式典でのご講演と重なり、感慨深く拝読しました。
その時講演に招待した横浜の高校生のうち２６名が
感想文を寄せてくださり、その中の２名を２０１４年
３月ドイツに派遣しました。シュタンツエル前大使の
心に沁みるその時のお言葉は、その流麗な日本語とと
もに私たち聴衆の耳に今も残っています。
多くの若者がこの書を読み、日本人としての自信を
深めていただきたいと願います。
横浜日独協会 早瀬 勇
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行事予定

Zwischen zwei Kulturen

Praktische Smartphones

■平成 27 年 2 月 例会：
・日時： 2 月 22 日（日）午後 2:30～5:00
・会場： 戸塚区民文化センター4 階 創作室
・内容： 筝（琴）と尺八の和楽器二重奏；
大治雅樂琴（会員）と森英山（尺八）
・春の海・越後獅子・アヴェマリアほか
和楽器に合わせ歌うコーナーもあります。
・会費： 例会－1000 円、懇親会－500 円
■平成 27 年 3 月 例会：
・日時： 3 月 21 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
・内容： 講演－柄戸 正（からと ただし）氏
演題：『安永の椿』著者がドイツで見つけた椿は
江戸中期安永時代に日本から海を渡った
藪椿だった。謎めいた椿はなぜ…
・会費： 例会－1000 円、懇親会－500 円
■平成 27 年 4 月 例会：
・日時： 4 月 25 日（土）午後 2:30～5:00
・会場： 戸塚区民センター3 階 多目的ホール（大）
・内容： 講演－山岸 隆理事 演題（未定）
・会費： 例会－1000 円、懇親会－500 円

会員 大島レオナルド
私はスマホをとても便利だと思っています。特
に日本は情報量が多い社会なので携帯で簡単に
色々検索ができるのは得です。日本ではドイツ・
オーストリアとは違って電車・バスの中での通話
は迷惑行為になるので、メッセージアプリで連絡
を取るのが一般的です。それが電車内でスマホを
いじっている人が日本により多い理由の一つだと
思います。
Ich finde Smartphones irrsinnig praktisch. Vor allem
in Japan, eine Gesellschaft in der der
Informationsfluss so hoch ist, ist es von Vorteil, so
leicht etwas nachschlagen zu können. In Japan wird,
im Gegensatz zu Deutschland oder Österreich, das
Telefonieren in Zugen bzw. Bussen als eine starke
Belästigung angesehen – daher ist es auch normal
mit Messaging-Apps zu kommunizieren. Das ist
meiner Meinung nach einer der Gründe, wieso viel
mehr Leute in Japan in den Zügen an ihren
Smartphones hängen.

《新入会員》
・前砂 優子様（まえすな ゆうこ）
・坂本 貴光様（さかもと たかみつ）
・明石 照美様（あかし てるみ）
・渡辺 野乃花様（わたなべ ののか）学生会員

3 月例会 講師紹介

柄戸 正（からと

ただし） 氏

１９４９年東京都出身。西ドイツ、シュツットガル
ト大学留学。早稲田大学理工学研究課建築学科修士課
程修了。清水建設（株）に３５年間勤務、２０１１年
退社。現在、カフェクランツ店主

編集後記
あけましておめでとうございます。本年 2015 年最
初の会報は、発刊 25 回号の記念すべき会報となりま
著作『安永の椿』Das Band der Kamiellie
す。表紙にあります早瀬会長の年頭の所見では、正に
ドイツ、ピルニッツ庭園に咲き誇る
含蓄の多い内容のメッセージを年明け早々から頂戴
樹齢 230 年を越す巨大な薮椿。日本の
した感があります。
椿と同じ DNA を持つそれは江戸時代、
それに対するご意見等は、会長ご自身宛てあるいは
長崎を訪れたスウェーデン人植物学
事務局宛てまで頂ければ幸甚です。会報編集局では
者が持ち帰ったのか…この本はこの
今年も頑張って会員皆様へ楽しく、また役に立つ情報
椿を巡る様々な謎を解き明かしてい
を満載してこの「Der Hafen」を隔月でお届けしたいと
く。ドイツでドイツ語版も出版された。 思いますので、ホームページも併せ、よろしくご支
援・ご協力お願い致します。
（向井）
翻訳『対馬』日本海海戦とバルチック艦隊
３回に分けてお届けした
Volker
Stanzel 前駐日ド
著名なドイツの作家が書き残した
イツ大使の記事も今回で最終回です。ドイツ人の方が
「日露戦争」
。日本人讃歌であるとと
ドイツの新聞の為に書かれたものを対訳で読むこと
もにバルト民族への鎮魂歌でもある
が出来たのは大変興味深いものがありました。
歴史的名著。2 年をかけて完全翻訳。
例会も素敵なプログラムが続いています。皆様のご
著者：フランク・ティース
参加をお待ちしています。
（山口）
著作『ガリヴァーの訪れた国ーマリア
横浜日独協会会報
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ンヌ・ノースの明治 8 年日本紀行』
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たのか。柄戸正氏の渾身の第三作。
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