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故ヴァイツゼッカー元大統領の逝去とメルケル首相来日に想う
横浜日独協会会長
（１）リヒアルト・フォン・ヴァイツゼッカーの死
日本中のメディアが、イスラム
過激派ＩＳ国に誘拐されたフリ
ー・ジャーナリスト後藤健二さん
の虐殺を報じていた去る１月３１
日、世界中の多くの人々の尊敬を
集めたドイツの元大統領リヒアルト・フォン・ヴァイ
ツゼッカー博士が逝去された。９４才だった。
ヴァイツゼッカー氏は、英仏独の大学で哲学・歴史・
法学を学び、弁護士となり、外務次官であった父をニ
ュールンベルク裁判で弁護したこともある。西ベルリ
ン市長を経て西独大統領と統一ドイツの初代大統領を
務めた。ドイツ・プロテスタント協会会長も務めたキ
リスト教徒で、その演説は常に格調高く、博愛心に満
ち、党派を超えてドイツ人や欧州人の支持を得ていた。
（２）名演説“荒野の４０年”
（この題名は日本製で、演
説の原文タイトルは無かった）
元大統領逝去の報に接し、私は同氏が第二次大戦終
戦４０周年記念日（１９８５年５月８日）に西ドイツ
議会で行った演説を読み返してみた。
この演説は、戦後初めてドイツ国民が世界に向けてナ
チスの残虐行為を謝罪した歴史に残る国家元首の演説
であった。以下は５０分にわたる演説の一部を抜粋し
拙訳したものである。
“５月８日は、何よりもまず人間蔑視のナチスの暴力
から解放された日でありますが、同時に人々の嘗めた
辛酸（was Menschen erleiden mussten）を心に刻む
日であり、我々の歴史の過程を沈思する日であります。
我々がその過去と真摯に（ehrlicher）向き合えば向き
合うほど、その結果に自分の意志で責任をもって対処
することが出来るのです。
当時子供かまだ生まれていなかったドイツ人が、自ら
手を下してない行為について自らの罪を告白すること
はできませんが、先人は遺産をのこし、我々全員が過
去を引き受けねばならないのです。過去を変えたり、
起こらなかったことにする（ ungeschehen machen）
わけにはいかないのです。過去に目を閉ざす者は結局
現 在 に も 盲 目 に な る （ Wer aber von der
Vergangenheit die Augen verschliesst, wird blind
fuer die Gegenwart）のです。非人間的な行為を心に
刻もうとしない者は、またそうした危険に陥りやすい
のです。ユダヤ人は記憶しています。我々は人間とし
て和解（宥和）
（ Versoehnung）を探し求めます。そ
れが故に我々は、思い起こすことなしに和解はあり得
ないことを知るべきなのです“。 （また同大統領は
具体的なナチスの犠牲者を列挙し、
）”銃殺された捕虜
をも心に刻みます（ Wir gedenken der erschossenen
Geiseln）。
“（後藤健二さんの惨殺より３０年前の演説）
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早瀬

勇

このヴァイツゼッカー演説は、ポーランドの戦没者慰
霊碑の前に跪いたヴィリー・ブラント元首相の写真とと
もに、戦後ドイツの懺悔の象徴として世界に受け容れら
れた。あれから３０年、世界は大きく変わったが今こそ
この不易の名言を多くの人々が思い出していただきたい。
（３）メルケル首相のアウシュビッツと東京での演説
メルケルドイツ首相は、今年１月のアウシュビッツ解
放７０周年追悼式典で、ナチスの残虐行
為を「ドイツ人の恥」と明言した。また
来日した３月９日の講演では、数週間前
に亡くなったヴァイツゼッカー元大統領
の言葉を引用した。安倍首相との会談後
の記者会見では、「（ナチスドイツの）過去の総括は和解
の前提になっている。和解の仕事があったからこそ、Ｅ
Ｕを造ることが出来た。若い新生ドイツに対し多くの信
頼が寄せられたことは幸運だった」とも述べている。日
本批判を避けつつも、戦後ドイツが示したような外交努
力を我が国に、また戦後フランスが示したような寛大さ
を近隣諸国（中韓）に求めた結果となった。
（４）ＥＵの中のドイツとアジアの中の日本を考える
日独の共通点は多く、国民の勤勉さ、科学的思考、物
つくりの巧みさに加え、民主主義（一党独裁ではない）、
言論の自由、文化・芸術への志向などで価値観を共有し
ている。１８６１年の日独修好通商条約の締結以来、日
独は世界に類を見ない良好な二国間関係を誇ってきた。
しかしこのところＥＵのいわば盟主となったドイツと、
内外で問題を抱える日本との間には大きな隔たりがある。
４年前の福島の惨状を見て脱原発を即断したドイツと、
いまだに地震・津波国で原発再稼働を進める日本。独系
フランス人のロベール・シューマン仏外相らと歴代のド
イツ首相が戦後営々と築き上げた独仏和解。その一方、
戦後ＯＤＡ（政府開発援助）の限りを尽くし、科学技術
を惜しみなく提供し、時の総理が謝罪の言葉を繰り返し
てもなお中韓に受け容れられない日本。ＮＡＴＯ（米国・
西欧諸国の軍事同盟）の一員として防衛体制を維持する
ドイツと、日米同盟を結び、体制の異なる中国や北朝鮮
の軍事的脅威に曝されながらもなお自衛権問題で神学論
争に明け暮れる日本。財政の節度で今年、赤字国債発行
をゼロにしたドイツと公的債務が累増する日本。ドイツ
指導者の政治行動に学びたい。
日本では「平和的努力」を続けることは勿論だが、民
度の高い民主国家に囲まれたドイツ以上に多角的努力と
忍耐が求められる。元大統領の死と現首相の来日は、戦
争責任や近隣外交を考えるうえで大きな示唆を与えてく
れたが、アジアの中の日本はやはり凛として思いやりの
ある強い国でなくてはならないと痛感した。
（了）

でしょうが、「トラップ家」の子供の家庭教師、私に
は教師というより面倒を見ると言った方が良いと思
う仕事をすることになり、それだけでも大変だったの
に年齢、人格が違う７人の兄弟姉妹が引き起こす数々
の事柄・問題を明るく解決し、大戦による困難を「フ
ァミリー合唱団」結成で乗り切り、その努力は並々な
らぬものであったでしょう。そうして菩提樹を始め無
伴奏で歌う名曲の数々、その澄んだ歌声の美しさに心
を打たれ、プロの合唱団として認められ名声を博すよ
うになるのは当然と思いました。
それにしても、あの少年少女達はどのような子供達
でありどの位の練習であのようになったのか・・と「継
続は力なり」の言葉を改めて感じ、どのような困難に
も決してくじけないマリアはさすが元修道女である
と心に残りました。

メルケル首相の日本訪問
会員

磯貝

喜兵衛

ドイツのアンゲラ・メルケル首相は３月９日から２
日間の日本訪問を精力的に果たしました。同首相の来
日は７年ぶりで、安倍晋三首相との首脳会談、天皇陛
下との会見、記念講演や林文子横浜市長ら日本女性リ
ーダーとの朝食会などを精力的にこなし、１１日帰国
しました。
ひと頃よりもスリムな感じで終始にこやかに、天皇
陛下との会見では「戦後７０年、戦争のない時代を望
んでいたが、ウクライナで深刻な事態が生じていて心
配です。」とＥＵ盟主の悩みも話されたそうです。
首脳会談後の記者会見では脱原発問題でも歴史認
識でも、安倍首相との方向性に微妙な距離があり、あ
る新聞の時事漫画では『エネルギー政策デハ 握手出
来マセン』と、片や＜脱原発＞、片や＜再稼働＞のげ
んこつを突き合わせる二人が描かれ『”ゲンパツ”に
は”ゲンコツ”』という見出しがついていて、笑わせ
ました。
そうは言っても７０年前、同じ敗戦国として再出発
した日本とドイツが今日の繁栄を築き上げた歴史に
は共通したものが少なくありません。『日独で新たに
生まれた自信を、世界新秩序構築に生かそう』と呼び
かけたシュタンツェル前駐日ドイツ大使の提言（雑誌
「外交」Vol.29)を、ここであらためて反芻（はんす
う）したいと思います。
1 月例会

2 月例会

風雅のひととき：邦楽演奏会
会員
会員

三宅

英子
洋子

梅の香漂う２月２２日、戸塚区民
センターで邦楽演奏会が開催されま
した。
会員の大治雅楽様による筝、三弦の
演奏と地唄、長年のお仲間である森英山氏による尺八
演奏や、お二方の筝や三弦、尺八の共演を堪能させて
頂きました。

映画「菩提樹」
会員

戸塚
地野

芳子

曲目は「春の初花」、皆様お馴
染みの宮城道雄の「春の海」を始
め、数々の春を思わせる曲が次々
に演奏され、優雅な響きに心地よ
く浸りきりました。
特に筝曲の演奏に先立ち雅楽様が歌われた地唄は
朗々と美しく、その歌詞は時代を越えて今もなお当時
の情景が目に浮かぶ様でした。

映画「菩提樹」の感想についてのお
話に正直私は戸惑いました。それはこ
の映画のことを何も知らず、シューベ
ルトの歌曲「冬の旅」についてのことだろうと思い、
皆様への御挨拶と楽しいひと時をなど、恥ずかしいこ
とにそんな安易な気持ちで出席していたからです。
その上、画面の字幕を読むことに汲々として音声を疎
にしていたことに気付いてなかった私でした。そうし
てこの「菩提樹」がオーストリアの名門貴族「トラッ
プ・ファミリー」の物語で主人公マリアの自叙伝によ
るもので、元祖「サウンド・オブ・ミュージック」で
あることも知りませんでした。
修道女マリアから男爵夫人となり７人の子供との
ザルツブルグ近郊での生活のお話し。
若き日のマリアが暮らした修道院、その修道女の衣
服が、私が学んだミッションスクール、ドイツフラン
シスコ会の修道女の先生の衣服と同じであることに
びっくりし、何か懐かしさを感じました。修道院の生
活は、神に総てを捧げ、神の御心に叶う行動、祈りの
日々？自分自身の固い決意、厳しい信念が無ければ務
まらず、まして自分から修道院を辞することは出来な
いと思っていました。それがマリアの数々のほほえま
しいとも感ずる失敗により、修道院の温かい配慮の上

また、バッハの「Ｇ線上のアリア」
を尺八で演奏されたのもとても見事
で、洋楽を邦楽で奏でる妙味に大変興
味をひかれました。
全体のプログラム構成も素晴らし
く、最後にウェルナーの「野ばら」を
お琴の伴奏で皆でドイツ語で歌った
り、とても楽しいひとときでした。その折り、どこか
らか素敵なテナーが聞こえてきたのも印象的でした。
ぜひこの様な企画で、毎年種々の演奏会等が開けたら
と思いました。
また当日は和服姿の会員の方々による御点前でお
抹茶と和菓子も供され、日本の初
春の優雅な雰囲気の中で、ゆった
りと邦楽を楽しませて頂きました。
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洋楽のコンサートに比べ、邦楽を聴く機会が少ない昨
今、有意義で貴重な機会でした。またの機会にはもっ
と大勢の会員の方々にも、また外国会員の方々にも日
本の美しい伝統文化を楽しんで頂けたらと願ってお
ります。

達をお茶に呼んでもらえないか」という新聞広告を出し
たのにすぐに電話をくださったドイツ人の方々と今にも
続く交際が始まった事でした。
月に１度、誰かの家に集まって手作りのお菓子とコー
ヒーでおしゃべりをするだけなのですが、拙いドイツ語
でも分かりあおうと思えば会話になり、お互いに本には
書いてないドイツ、日本を知ることになりました。
昨年の夏、２６年ぶりにドイツを訪ね、当時のメンバ
ーと久しぶりにお茶会をしてきました。
２６年前に帰国してから、日独婦人交流会を友人達と
立ち上げ、もしかしたらドイツに居た頃よりドイツ人と
付き合っているので、ドイツ語が前より上手になったら
しく驚かれましたが（前があまりにひどかったので）
、私
も前より会話を楽しめるようになっていたので本当に嬉
しく思いました。もっともきちんと勉強していないので
いつまでもブロークンなのは、はずかしいかぎりです。
いつかは、ちゃんと勉強しようと何年も前から思って
いるのに、いまだに計画倒れになっています。

私のドイツでの思い出

例会こぼれ話し

クリスマス合唱隊に参加して
会員
山口利由子

会員 磯貝 喜兵衛
２０１４年１２月１３日（土）にイタリアレス
トラン Papa Davide で行われました横浜日独協会
のクリスマス会では、初めての試みとして「かく
し芸」のアトラクションに、会員有志による合唱
隊が登場しました。
まず、南雲淑子さん指揮で臨時編成の JDGY 女声
合唱団（大治はるみ、佐藤恵美、中尾尚未、能登
八祚子、山口利由子＝敬称略）が「諸人こぞりて」
と「いざ歌え いざ祝え」の二曲を演奏しました。
普段「アム ブルネン」などでコーラスに参加さ
れたり、琴演奏など音楽経験の多いメンバーだけ
に、開会直前に行われた一回だけの練習で見事な
アンサンブルで歌い、クリスマス気分は一気に盛
り上がりました。
続いて、こちらも臨時編成の家森和孝さん指揮
の JDGY 男声合唱団（大久保明、小保方善三、坂井
啓治、中戸弘之、能登崇、磯貝喜兵衛＝敬称略）
が加わり、男女混声で懐かしいドイツ歌曲「野ば
ら」「菩提樹」「ローレライ」を独日２カ国語で披
露しました。
男声コーラスは事前に２回の練習を行い、
「もみ
の木（Tannenbaum)」、
「聖夜（Heilige Nacht)」で
演奏の最後を締めくくりました。普段は別々の合
唱団で歌っていますが、こうした機会があれば、
またご一緒にハーモニーを楽しみたいものです。
また、駐日ドイツ大使や「さくらの女王」など
を迎える総会や歓迎会では、ドイツ国歌と「君が
代」を斉唱できたら素晴らしいのではないでしょ
うか。そして、横浜日独協会の懇親会やパーティ
などで乾杯のときに Ein Prosit をみんなで歌えた
ら、盛り上がるのではないか、などとも思ってい
ます。

昨年、２６年ぶりに旧交をあたためました

私が初めてドイツとかかわりを持ったのは、結婚し
た主人が当時、大学卒業と共にドイツの会社に就職し
ドイツの本社で働いていたからでした。Paderborn と
いう小さな町で３０分も歩けば町中を見終わってし
まいます。町の中のあちこちから湧水があり、それが
小川になって流れ出し、夏はカヌーを楽しむ人たちが
多く（水が冷たすぎるので泳ぐ人はほとんど居ません
でした）、冬はその小川から霧が発生して、何ともロ
マンチックな雰囲気を醸し出していました。ただ、日
本人どころか外国人もほとんどいない所で、外国人向
けのドイツ語クラスも無く、日本食はかろうじて醤油
が買えるだけ、お刺身どころか魚もほとんどなく、鶏
肉は丸ごと１羽、お肉は塊で買うしかない…あっとい
う間にホームシックになりました。
２度目のドイツは Düsseldorf でした。主人が日本の
会社に転職し、日本で生まれた息子達（２歳と３歳）
をつれての出向でした。実はその上に Paderborn で買
った５歳になる犬も抱えていて、目が離せない息子達
と犬までつれて飛行機に乗り込む私に、見送りに来て
いた姑は、多分、主人がすでにドイツに居て、日本ま
で迎えに来なかったので申し訳なく思ったのでしょ
うか、思わず後ろから手を合わせたそうです。
しかし、２度目のドイツは子供達の関係でドイツ人や
日本人の知り合いが増え（同級生のお母さんたち等）最
初の時よりずいぶん暮らしやすくなりました。日本人が
多かったので日本人の為のドイツ語教室や日本食も値段
が高すぎるのに目をつぶれば、何でも手に入り、日本語
の本屋も２軒もありましたので、ドイツ語を習っても使
う所が無いと言う人も多いくらいでした。
この時にとても幸運だったのは、初級クラスのドイツ
語の授業で、学校が「ドイツ語を習っている日本人女性
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行事予定

Zwischen zwei Kulturen

■平成 27 年 4 月 例会：
・日時；４月 25 日（土）午後 2:30～5:00
・会場； 戸塚区民文化センター3 階 多目的ホール（大）
・内容； 講演－山岸 隆理事

Frauenquote
会員 大島レオナルド
女性管理職登用の義務化はドイツで物議を醸す課
題だと思います。管理職は男性が優先されている
社会として認識されていますので、国民の価値観
を近代化するためには重要な活動だと思います。
日本でももちろん課題となっているテーマです
が、
「管理職を目指す！」と言う女性はまだまだ少
ない気がします。もともと実現不可能と思ってい
るからでしょうか。
Die Frauenquote ist in Deutschland ein
kontroverses
Thema.
Da
die
Führungskraftebene als eine Welt, in der
Männer bevorzugt werden, anerkannt wird ist
die Quote meiner Meinung nach eine wichtige
Bewegung um die Wertehaltung der Bürger zu
modernisieren. In Japan wird dies natürlich
auch als Thema diskutiert, jedoch finde ich gibt
es wenige Frauen, die verlautbaren „Ich werde
Managerin!“. Das bringt mich zum Überlegen,
ob sie vielleicht von Anfang an nicht daran
glauben, dass es möglich sei.

『変わる企業イメージ －スーパー繊維の最前線－』
（講師－帝人 元副社長、現顧問役・技監）

・会費； 例会－1000 円
懇親会－500 円
■平成 27 年 5 月 定時総会／例会：
・日時； 5 月 16 日（土）定時総会- 午後 1:30～
例会-午後 3:00～5:00
・会場； ワールドポーターズ 6 階 会議室③
・内容； 講演－朝海和夫元 EU 大使
『EU の現状と将来』（仮題）
・会費； 例会－1000 円
懇親会－500 円
■平成 27 年 6 月 例会：
・日時； 6 月 20 日（土）午後 3:00～5:00
・会場； ワールドポーターズ 6 階 会議室③
・内容； 講演
フォン・デア・オステン独大使館通訳・翻訳部長
『メルケル首相の訪日に随行して』 (仮題）

・会費； 例会－1000 円

懇親会－500 円

新入会員：
・大林 惠子様（おおばやし けいこ）
・坂本 昌弘様（さかもと まさひろ）
・澤 英明様（さわ ひであき）

早瀬会長が東京（如水会館）で講演
４月１６日（木）１３時より、東京・一橋の如水会
館で『ドイツの躍進、そしてＥＵは今』と題して早瀬
会長が元ＥＵ大使朝海和夫氏と共に講演されます。主
催は新三木会で、参加費は（受付で）２千円、女性千
円、学生は無料。ちなみに去る２月は 『イスラム国
について』山内昌之東大名誉教授が講演され、来る６
月には京都大学名誉教授中西輝政氏が 『日本と世界
が直面する問題』と題して講演されます。
お申し込みは：shinsanmokukai@gmail.com 電話申込み
の場合は ０４７－４６４－４０６３ 則松代表幹
事まで。「４月分、紹介者：早瀬」と明記ください。

編集後記
・桜が満開の季節を迎えています。この時期にはまだ
まだ花粉症で悩む人も最近は多いようですが、やは
り年度初めで入学式・入社式と前向きに気持ちも新
たになる季節でもあります。今年もこの横浜日独協
会に若い人たちを始めとして新入会員の皆様を一
人でも多くお迎えできればと願っています。そして
この会報「Der Hafen」の読者である会員の皆様が、
楽しく、また役に立つ情報であるとご満足いただけ
るように内容の一層の充実にむけ、引き続き頑張っ
て参りたいと思います。読者の皆様のご協力をお願
い致します。（向井）

＜年会費納入のお願い＞
新年度に入りますので、2015 年度年会費の納入を
お願い致したく、皆様のご支援を引続き宜しくお願い
致します。
◇年会費： 個人会員－3000 円、家族会員－2000 円
◇振込口座；
ゆうちょ銀行 口座番号‐00240-0-51634
口座名義－横浜日独協会
同封の「払込取扱票」でお支払い下さい。
◇納入期限： ４月末日
◇詳細は同封のご案内をご参照ください。
（照会先： 事務局－Ｔｅｌ； 045-546-0801)

・
「例会こぼれ話し」のコラム始めました。皆様の投稿お
待ちしています。
（山口）
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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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