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第２回ドイツ派遣・高校生作文

コンテスト（横浜日独協会主催、

横浜市・全日本空輸協力）の表彰

式は９月 26日の都筑公会堂での 5
周年記念式典で行われ、早瀬会長

から神奈川県立保土ヶ谷高校 2 年、

石井梨也さん、同、髙橋優菜さん

の二人に表彰状が贈られました。  
 作文は式典に参加された駐日ド

イツ大使、ハンス・カール・フォ

ン・ヴェアテルン博士による講演

「欧州から見た日本」（5月 19日、

神奈川大学）を聴いて執筆された

もので、ドイツ語履修コースを持

つ横浜市内 4 高校 1７人の応募作

の中から２次にわたる審査をへて

最優秀作に選ばれました。  
 表彰式には同高校の篠塚弘康校

長はじめ受賞者二人の家族らも出

席され、式後の舞台でヴェアテル

ン大使を囲んでの記念撮影が行わ

れました。  
受賞者の二人は来年３月、ANA 協

力、FREEing 協賛によるフランク

フルトへの研修旅行に参加し、ド

イツ人家庭でのホームステイで見

聞を広めます。    
 
高校生作文コンテスト委員長  

磯貝喜兵衛         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ｎr.２９ 
2015 年 11 月・１２月 

ＪＤＧＹ設立５周年記念式典 
開会挨拶 会長 早瀬 勇 

            
ドイツ連邦共和国を代表される駐日大使 

フォン・ヴェルテルン様、横浜市副市長渡辺 
巧教様はじめ ご来賓の方々をお迎えし、ご出席の皆様と共に横浜日独協

会設立５周年をこのように祝うことが出来ますことは、大きな喜びでござ

います。 
横浜日独協会は５年前、ドイツ大使館、横浜市などのご支援によりま

して、日独修好 150 周年を契機に都筑区の独逸学園で設立されました。そ

れ以来、会員数も順調に増加し、個人会員 163 名、法人会員 11 社、総数

174 を数えております。これも会員の皆様と関係各位のご支援・ご協力の

賜物と深く感謝申し上げます。 
 この５年間のドイツの発展には目を見張るものがございます。シュレ

ーダー前首相の 身を切る改革 AGENDA 2010 を受け継いだメルケル首

相の強いリーダーシップの下で、ドイツ国民の持つ優れた資質が十分に発

揮され、ＥＵのみでなく世界に揺るぎない地位を確実にいたしました。 
そして今、メルケル政権は「第４の産業革命」と呼ばれるインダスト

リー4.0 という一大プロジェクトを推進しています。このインダストリー

4.0 とは、「つながる工場」とも呼ばれている通り、インターネットでモノ

の生産・設計・物流・エネルギー供給・従業員の配置も含めた産業全体の

最適化を図るものです。例えば、あなたがインターネットで「電気を使わ

ない掃除機が欲しい。予算は５万円です」と言えば、その注文がドイツ一

流の参加企業の総力を結集したビッグ・データに伝わり、選ばれた最適な

材料が投入され生産されて、商品となって自宅に届けられるサイバーシス

テムです。ドイツは産官学を網羅したこの第４の産業革命によって５年間

で 18％の生産性向上を目指していますが、このシステムが軌道に乗ればド

イツは確実に世界の経済・産業をリードすることになるでしょう。まさに

新しい産業革命です。この国家的計画に、横浜日独協会の法人会員であり

ますボッシュとトルンプの２社が中核企業として参画しておりますこと

は、我々の誇りであります。 
 さて日本はドイツから多くを学んでおります。医学もそうでした。帝

国憲法もそうでした。今日のオープニングのピアノ曲は、メンデルスゾー

ンの曲でしたが、ドイツの音楽が我々日本人の感性をどれだけ豊かにして

くれたか，はかり知れません。またノーベル賞の物理学賞や化学賞では、

日本人やドイツ系の学者が独占した年もございました。今後も両国の優れ

た思考能力が、手を携えて世界の発展に寄与することを確信いたします。 
今日はご来賓挨拶の後、横浜日独協会が主催した高校生作文コンテス

トで最優秀に選ばれました二人の高校生を表彰いたします。この高校生ド

イツ派遣事業には横浜市、ＡＮＡ及びフリーイング社のご協力を頂きまし

た。この場を借りて厚く御礼申し上げます。若者の国際交流こそ世界平和

の礎です。二人は来春、我々と姉妹提携を結んでいますフランクフルト独

日協会のお世話になり、ＥＵの中心であるドイツを見聞します。これを契

機に海外から祖国日本を見て、日本人がこれからも大事にすべき長所と、

改善した方がいい点を感じ取っていただければ幸いです。 
これをもちまして開会のご挨拶といたします。（了） 

 祝 横浜日独協会 設立５周年 
  ドイツ派遣高校生作文コンテスト 
          協賛 FREEing 
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９月 26 日（土）に横浜日独協会の設立５周年記

念式典が、駐日ドイツ大使フォン・ヴェアテルン閣

下並びに渡辺横浜副市長を始めとする多くの御来

賓をお迎えし、横浜の都筑公会堂にて盛大に行われ

ました。当日の式典そ

れに続く演奏会には、

ほぼ400名近い大勢の

方々にご参加頂き、ま

た会場には報道関係

のスタッフもお越し

頂くなど５周年式典

にふさわしい盛り上がりとなりました。 
式典はピアニストの渡辺会員によるプロローグ

の爽やかな奏でが広がる中、 

早瀬会長の開会挨拶で始まり、

それに続きドイツ大使と副市

長のお二人から心温まるお言

葉を頂きました。設立して５

年の道のりを振り返り、多く

のご支援とご理解により現在では横浜日独協会も

個人会員で 163 名（ヤング会員 9 名を含む）そして

法人会員は 11 社と大きく成長し、これからも更な

る発展に向け「日独の草の根交流」に会員・関係者

全員が引き続き努力していくよう、気持ちを新たに

することになりました。また式典の最後には今回で

２回目となる「高校生作文コンテスト」の最優秀賞

の発表が行

われ、県立

保土ヶ谷高

校の石井さ

んと高橋さ

んが受賞さ

れました。

お二人ともステージでご家族と共にフォン・ヴェア

テルンドイツ大使や渡辺副市長と一緒に記念写真

を撮るなど、大勢の方々から祝福されました。 

 
 

 
第二部の演奏会では、バイオリンとピアノの二重

奏、チェロを入れたピアノ三重奏が続けて演奏され、

プロローグに続

き、渡辺まこみ会

員が素晴らしい

ピアノ演奏を披

露、会場の聴衆は

美しい音色に心

ゆくまで魅了さ

れました。 
 

最後に二期会でご活躍のバリトン歌手である島

村武男会員が、日本の唱歌からはじまりイタリアの

カンツオーネ、オペラ「ドン・ジョバン二」「リゴ

ット」に至る幅広いジャンルの曲を力強くバリトン 
独唱され、演奏終盤は会場全体が正にアンコールの

拍手で割れんばかりの興奮に包まれました。 
  
 
 

 
 

演奏会を含む全ての設立５周年記念式

典行事は約３時間にも及びましたが、

最後の締めとして、黒崎副会長から心

のこもった閉会の辞を頂き、終了とな

りました。  
 
 

５周年記念式典委員長 向井 稔 

「横浜日独協会設立５周年記念行事」 
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 ～ライン悠々～ 「チャーチル会」 
 
会員 永田 照夫 

 
少し変わったテーマですが「チャーチル会」のご

紹介をさせていただきます。 

「チャ－チル会」とは、何の会？ 何故 日独協会

会報に掲載するの？ と思われる方があるかもし

れません。 実は「アマチユア日曜画家の会」なの

です。それも終戦後、昭和２４年１９４９年から今

も尚・６４年間継続して全国各地で１５００人を超

える会員が主として油彩画を描き、毎年チャリテイ

展覧会を各地で行い、その売り上金の一部を社会福

祉に貢献する一助にとＮＨＫ厚生文化事業団を通

じて寄付を続けています。 先般ＮＨＫのトップが

展覧会に来場になり東京が代表して「表彰状」を戴

きました。何と過去からの寄付積み上げが結構な金

額になっていまして、現在の会員も嬉しさと・恐縮

感で一杯でした。 

 

 要点をご説明しますと・戦後の荒廃した東京・銀

座で当時の知名人：各界の方々がせめて心の慰み

に・・と絵を描いて楽しむ会を作ろうと集まったこ

とが始まりです。 

創立者は石川滋彦・藤浦洸・林謙一・杉浦幸雄・

横山隆一・高峰秀子・長門美保、その他ですが後に

は藤山愛一郎（外務大臣）も加わり活発なアトリエ

が賑わっていたそうです。１９５０年位から日本

橋・三越で展覧会を開催し賑わったようで、今年も

三越では 9５回目の展覧会を開催させて戴きました。

（年に数回の年もあったようです） 春は日本橋三

越・年末は銀座（小品展）でと言う事で恒例になっ

ています。 

 

 何故「チャーチル会」の名称か・について補足い

たしますと、１９５３年頃、林謙一（内閣府在籍）

と藤山愛一郎さんが渡英されて「日本で各かくしか

じかで有志で絵を楽しんでいるが、是非とも閣下が

絵を描かれるご趣旨に共鳴したので、貴殿の名前を

活用させて戴きたい・・即ち、第２次大戦のさなか、

ロンドンにＶ２・Ｖ３号などのロケット爆弾が炸裂

していた当時でもＷ／Ｃ卿はパイプを咥えながら

キャンバスに向かって絵を描きながら担当大臣を

呼び的確な指示を出して泰然とし、又絵筆を持ちキ

ャンバスに向かうという心の冷静さを保つ術とし

ていた・と言う情報や、卿の著書に「気晴らしに絵

程いいものは無い、是非試してご覧・絵を描きだせ

ば上手も下手もない、第一頭の中に何もなくなる・

やってご覧！ 私を嘲笑する前に」などと記してい

ます。 

 結果「余は反対もないのでどうぞ！」と言う秘書

からの了解が受けられたのでした。 

 

会員にはプロは駄目で、仲間と共に楽しみながら、

一生懸命自分なりの絵を描くアマチュアばかりで

す。最近は高齢化が進みましたが議員・会社役員・

医者・主婦その他各界の老若男女が楽しく（時には

恥を描くこともありますが）スケッチ等も全国大会

などを活用して各地で描画しています。   

機会があれば是非ご覧戴きたいと思います。 

 ＊小生の愚作「ライン悠々」をご参考まで。又 昔

の名士会員がアトリエで絵を楽しんでいる写真を

数枚掲載させて頂きます。 尚 漆山氏も同じくＣ

Ｃ会員です。以上 

 

 
懐かしの名士会員記録写真 

永田 照夫 
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FRANKFURTER RUNDSCHAU （2015年6月8日）  
Hegemon oder Partner?     Volker Stazel  
覇権者それともパートナー ？ 
 
中国が、偏狭な国際法無視の覇権国家に戻

るならば、ヨーロッパにとって厄介な存在

になる 
 
ウクライナや近東に比し、東アジアは平

穏に見える。しかし欧州人よ、よく見てく

ださい。そこは、中国の興隆により、最早

嘗ての福祉、安定、平和は失われている。

韓国では、アメリカのロケットが中国に狙

いを定めている、中国の侵略に対するベト

ナム、フィリピンとの戦略的パートナー関

係の強化、冷戦時代に戻ったかのような中

国軍用機の日本空域の度重なる侵犯、すべ

て２０１５年上半期の出来事だ。中国の野

望に不安を抱いているのは、米国ばかりで

はない。近隣の民主国もみな不安げに中国

を見ている。中国の野望をじかに感じるか

らだ。 
 

 近隣国は、中国との関係において、経済

的利益と同時に行動の自由も保持しておき

たいと思っている。しかし中国は、今や、

彼らの夢、すなわち東アジアで中国を中心

とした世界実現のため、近隣国の従属を要

求している。そのような力関係の変化は、

近隣国の利益にならない。ヨーロッパにと

ってもだ。 
 
 習主席の就任以来、ヨーロッパの中国観

は変わってきている。それまでは、新興中

国を、いかにして責任ある国際社会のメン

バーに導くか、というのがテーマであっ

た。今日論調は変わってきている。習主席

は、自国で、また東アジアで西欧の影響を

抑えようとしている。国際銀行、安保機

構、国際会議の設立、みな北京の主導によ

りアジアに狙いを定めている。習はこのよ

うにして、中国の夢を、自国や周りの国に

実現しようとしている。目標はただ一つ、

中国を、新しい東アジアの盟主に、もう一

度仕立て上げることだ。 
 
 ヨーロッパでは、ロシアが帝国主義的大

国として復活したいと思っても、賛成する

者はほとんどいない。ロシアの隣国は、自

分の意志で、国際社会の一員となり、自由

を享受している。 
 
 これに対し、ヨーロッパは、地理的にも

離れているし、中国に対しては、いくらか

寛容である。中国は、長い間植民地として

辱められ、いま昔の栄光をとりもどそうと

している。オバマ率いる米国は、余りにも

 FRANKFURTER RUNDSCHAU » POLITIK » MEINUNG » 
GASTBEITRÄGE 
08. JULI 2015 
GASTBEITRAG Hegemon oder Partner? 
 Von VOLKER STANZEL 
Kehrt China zurück zu einer regionalen, völkerrechtswidrigen 
Hegemonie, muss dem Europa entgegentreten. 
Im Vergleich zur Ukraine oder dem Nahen Osten erscheint Ostasien 
friedlich. Aber wir Europäer täten gut daran, genauer hinzuschauen. 
Es ist nicht mehr die Region, wo der Aufstieg Chinas nur zu immer 
mehr Wohlstand, Stabilität und Frieden führt. Ein US-amerikanisches 
Raketenabwehrsystem auf koreanischem Boden gegen Chinas 
Protest, eine „strategische Partnerschaft“ Vietnams und der 
Philippinen zum Umgang mit „Chinas Aggressionen“, 
Beschuldigungen Japans, Chinas Luftwaffe verletze den japanischen 
Luftraum so häufig wie im Kalten Krieg – alles Meldungen aus dem 
ersten Halbjahr 2015. Es sind nicht mehr nur die USA, die Chinas 
Ambitionen beunruhigt. Heute sind es vor allem Chinas 
demokratische Nachbarn, die gebannt nach China schauen – kein 
Wunder, bekommen sie doch Pekings regionalpolitische Ambitionen 
direkt zu spüren. 
Nicht, dass Chinas Nachbarn zwischen ihrer profitablen 
wirtschaftlichen Verflechtung mit der Volksrepublik und ihrer 
internationalen Bewegungsfreiheit wählen wollten. Aber nun 
verlangt China von ihnen die Unterordnung unter eine von Peking 
erträumte, chinesisch dominierte Staatenwelt in Ostasien – der 
„chinesische Traum“. Eine solch gravierende Veränderung der 
internationalen Ordnung ist nicht in ihrem Interesse. Sie wäre auch 
nicht im Interesse Europas. 
Durch Chinas neuen starken Mann, Xi Jinping, hat sich die westliche 
China-Diskussion verändert. Vor wenigen Jahren war die Frage noch, 
wie man das aufsteigende China zu einem verantwortungsbewussten 
Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft machen könnte. 
Heute ist der Ton besorgter. Xis China ist bestrebt, westliche Einflüsse 
im eigenen Land und in Asien zurückzudrängen. Es gründet neue 
internationale Banken, Sicherheitsorganisationen, Konferenzen. 
Allesamt sind sie von Peking dirigiert und auf Asien ausgerichtet. So 
will Xi seinen „chinesischen Traum“ nicht nur im eigenen Land, 
sondern auch in dessen Umfeld verwirklichen. Das Ziel: Die Rückkehr 
Chinas auf seinen ihm historisch zustehenden Platz an der Spitze 
eines neu organisierten Asiens. 
In Europa hat man – zu Recht – wenig Verständnis dafür, wenn 
Russland seinen Platz als imperiale Großmacht wieder einnehmen 
will. Unser Verständnis für seine Nachbarn ist – zu Recht – größer, die 
als souveräne Staaten endlich eigenständig Mitglieder der 
internationalen Gemeinschaft sind, wo ihnen die freie Vertretung 
ihrer Interessen möglich ist. 
Im Falle Chinas dagegen meint Europa sich eine gewisse 
geopolitische Nachsicht erlauben zu können. Lange von 
Kolonialmächten gedemütigt, strebt Beijing schließlich nur wieder 
das an, was es einmal war. Die USA unter Barack Obama verstehen 
ohnehin längst, dass ihre globale Überdehnung letzten Endes zur 
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手を広げ過ぎ、ついには収拾つかなくなっ

たことを良く分かっている。西欧にとって

は、新しい大国のお手並み拝見、といった 

ところがあるかも知れない。ヨーロッパは

中国との関係において利益を得てきたし、

将来もそうありたいと願っている。 
  
近隣国の見方はもっと厳しい。影響をも

ろに被っているのだ。大半は、戦後または

植民地時代を通じて、まず左か右の独裁政

治に苦しみ、そして民主化の途上にある。

彼らは、自由国家社会でどのように振る舞

うのか、一歩一歩教わっているところだ。

主権国家はお互いに平等だ、という考え方

は、彼らにとって初めてのものだ。国際社

会で自国の立ち位置を自分で規定する、と

いうことも初めてである。 
 

 彼らは、同盟を結んだり、妥協したりし

ながら、国際社会でどう自国の利益を主張

してゆくか、模索している。中国、北朝

鮮、ベトナム、ブルネイ、ミャンマーとい

った非民主国家とは、ここが決定的に違

う。これら非民主国の中には、中国のよう

に、経済発展を遂げる国もでてきた。しか

し、近代国際社会が何を基本として動いて

いるのか、また、透明性ある国家予算とい

ったものに対する理解がない。 
 
 近隣国が、自分が考える民主主義と、中

国古来の夢が衝突するのを見るとき、中国

を見る目は厳しくなる。そのような夢が実

現したら、近隣民主国は欧米よりも大打撃

を受ける。２０１３年、習がObamaに「太

平洋は二国で分け合うだけの十分な広さが

ある」といったとき、中国が誰を犠牲にし

て自分の野望をとげようとしているのか、

はっきりした。それは、すでに国際社会で

有力な活動を行っている国、あろいは、少

なくとも、ASEANの枠内で、主権国家とし

て活躍している国々だ。 
 
 これらの国々は、ロシアの近隣国と状況

はあまり変わらない。両方とも、一人の強

力な指導者に率いられた前近代的な国際関

係に埋伏されてしまうであろう。その結果

多くの国際紛争が起きるであろう。中国の

興隆は、国際社会にとって、経済的にはプ

ラスだが、その代わりヨーロッパは、地域

的な、国際法無視の覇権者と対峙しなけれ

ばならない。 

（訳文： 会員 中戸弘之） 

Überforderung führt. So gesehen könnte es für den Westen also 
genug sein, sich auf die Vorstellungen der neuen Weltmacht 
einzustellen. Unsere Beziehung mit China ist schließlich bislang 
höchst profitabel, und das soll sie auch in Zukunft sein. 
Die Sicht der Nachbarn der Volksrepublik ist da weniger gelassen, 
sind sie doch viel direkter betroffen. Die meisten erlebten nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs oder der Kolonialzeit erst linke oder 
rechte Diktaturen, dann ihre oft auch heute noch nicht 
abgeschlossene Demokratisierung. Schrittweise lernten sie sich als 
Mitglieder in einer freien Staatenwelt zu bewegen, denn der 
Grundsatz der Gleichheit souveräner Staaten war ihnen neu. Neu war 
auch die Chance, die eigene Rolle in der Staatengemeinschaft zu 
definieren. 
Sie konnten nun Allianzen bilden, Kompromisse schließen und 
eigene Interessen im internationalen System vertreten. Diese 
Erfahrungen prägten ihre Idee von der modernen internationalen 
Gemeinschaft. Hier liegt ein grundlegender Unterschied zu jenen 
Staaten, denen die Erfahrung der Demokratisierung fehlt: China, 
Nordkorea, Vietnam, Brunei und Myanmar. Auch sie bewegen sich im 
Rahmen des internationalen Systems und die wirtschaftlich 
Erfolgreichen – wie China – verdanken ihm auch ihren Aufstieg. Ihr 
Verständnis dafür, wie die moderne Staatengemeinschaft 
funktioniert, ist jedoch nicht von der Notwendigkeit transparenten, 
rechenschaftspflichtigen Regierens geformt. 
In den Nachbarstaaten Chinas ist deshalb ein besonders scharfer 
Blick zu bemerken, wenn ihr demokratisches Verständnis einer 
modernen Staatenwelt mit dem pseudo-historischen „chinesischen 
Traum“ zusammenprallt. Würde ein solcher Traum Wirklichkeit, 
dann wären diese Staaten massiver betroffen als Europa oder die 
USA. Schon als Xi Jinping 2013 gegenüber Obama erklärte, der Pazifik 
sei „groß genug für beide“, wurde deutlich, auf wessen Kosten Chinas 
Vorstellungen abzielten: der asiatischen Nachbarstaaten, die sich 
längst selbst als einflussreiche Teilnehmer im internationalen 
Geschäft verstehen oder die sich zumindest im ASEAN-Raum 
souverän bewegen können. 
Der Unterschied zur Situation der russischen Nachbarstaaten ist 
nicht groß. Hier wie dort würde das Wiedererstarken vormoderner 
internationaler Strukturen unter der Führung einer dominierenden 
Macht die Gleichberechtigung und Emanzipation kleinerer Staaten 
untergraben. Die Folge wären zahlreiche Regionalkonflikte. Chinas 
neue normative Kraft kann zwar der internationalen Gemeinschaft 
genauso von Nutzen sein wie bisher schon der Weltwirtschaft, aber 
der Rückkehr regionaler, völkerrechtswidriger Hegemonie muss 
Europa entgegentreten. 
Volker Stanzel war deutscher Botschafter in China und Japan 
sowie Politischer Direktor des Auswärtigen Amtes. Er ist 
Kuratoriumsmitglied und Senior Advisor des European Council 
on Foreign Relations (ECFR) sowie des German Marshall Fund 
(GMF). 

 
 

 
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 オーケストラAfiA 神奈川大学  
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今どきの若者は頼もしい 
ヤングクラブの「趣味を語る会」に出席して 

  会員  寺澤行忠 

 

 

 

 

 

 
 

１０月４日にヤングクラブ(YC)のメンバーに

よる「趣味を語る会」が、戸塚プラザの創作室

で開かれた。 

ヤングクラブの代表をつとめ、現在航空保安

大学校で研修しているＹＣ会員さまは、この催

しのために大阪からわざわざ上京され、「ドイ

ツの航空雑学講座」というテーマで話をされた。 

ドイツにまつわる航空事情のあれこれを、クイ

ズ形式を交えつつ解説し、あわせて航空管制官

の仕事の意義や面白さを熱く語られた。 

上遠野翔さんは「駆け出し学徒の常識として

の中世ドイツ史」を、中高ドイツ語も引用しな

がら論じられた。ギリシャ語・ラテン語・オラ

ンダ語なども勉強しているとのことで、ヨーロ

ッパ史を表面的に理解するのではなく、その根

源に迫ろうとする意欲が、強く感じられるもの

であった。 
 
澤口聡太さんは「カントの哲学」というテー

マで話をされた。大学の理工学部で自然科学を

学ぶ一方、人文学にも大きな関心を持ち、真摯

に人生や世界の本質を追究しようとする姿勢は、

タコツボ的な小さな世界に関心が細分化され、

ともすればすべてが浅薄に流れようとする傾向

がある現代、誠に貴重である。 

渡邊大記さんは「見ず知らずのドイツ人に親

切にしてもらった話」をされた。ドイツでの実

際の体験を通して、話は日独比較文化論、東西

比較文明論に及ぶ。日本人も本来は親切である

が、素直にそれを表せない傾向がある。ドイツ

人の溢れる親切は、家庭教育や宗教教育による

ところが大きいのであろう、と。 
 
一昨年、第１回ドイツ派遣・高校生作文コンテ

ストの最優秀者に選ばれた廣岡奈々子さんは、

語学研修のため今夏ベルリンを再訪し、ベルリ

ンの壁の跡を訪れた折の印象を、映像を交えて

若者らしい新鮮な目で語られたが、それはベル

リンの壁崩壊前夜を直接に知る世代の者にとっ

ても、格別の感慨を催させるものであった。 
 
人はいつの時代でも「今どきの若い者は・・・」

と言いたがるが、わがヤングクラブのメンバー 
 
に接していると、今どきの若者は実に頼もしく 

 

感じられる。私どものようなリタイア世代はい

ずれ退場することになるが、代って次の時代を

担ってくれるのは、この若者たちなのである。 

若い世代の諸君は、先人たちと同様、ドイツ

の優れた文物を大いに学んできていただきたい。

と同時に日本人であることを忘れず、日本の良

いものをドイツに紹介してきていただきたい。

そうしてこそ初めて、真の日独友好親善、日独

交流が実を結ぶのである。 

 

 

5周年記念行事受付で活躍の廣岡奈々子さん（右から2人目） 

「ベルリン滞在記」    廣岡 奈々子 
 
私は、8 月2日から8 月31 日まで約一ヶ月間

ドイツの首都ベルリンに滞在していました。私は

ベルリンという街に興味があり、大学の語学研修

とは別にベルリンで語学学校に通いました。クラ

スメイトはいろいろな国から来ており、香港やイ

スラエル・フランス・イタリア・ベルギー・ポー

ランドなど、日本人が私しかいない状態でスター

トしました。初めの頃は、ドイツ語の早さに慣れ

ず不安ばかりでしたが、2 週目になると耳も慣れ

てきてドイツ語が少しずつ理解できるようにな

りました。お互いつたないドイツ語でも段々とコ

ミュニケーションをとれるようになり、最初の頃

は不安だったベルリンでの生活も楽しくなって

いきました。 

私はクロイツベルクにあるアパートに滞在し

ていましたが、昔アパートの近くにはベルリンの

壁があったそうです。アパートから歩いて30 分

のところにEast Side Gallery があり、沢山のア

ーティストが描いた作品を見ることが出来まし

た。そしてベルリンの壁で一番有名な絵の周りに

は観光客が沢山写真を撮っており、観光地化して

いました。ベルリンの壁があった時代には考 

えられなかったことでしょう。ベルリンは、急速

に変化しておりとても面白い街になっています。

短い滞在期間でしたが、とても充実した時間 

を過ごすことができました。 

 

YCメンバーと左から2人目が筆者、右端は発案者の小島理事 
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Hallo Deutschland 2015 
               に参加して 

ヤングクラブ会員 渡辺 野乃花 
  

暑い夏から過ごしやすい秋へとなってきました

が、みなさまいかがお過ごしでしょうか？◯◯の秋、

私は勉強に運動、読書など欲張ってみようと思って

いるところです。   
 私は8月20日から31日まで、Hallo Deutschland 
2015(HD2015)という日独ユースサミットに参加し

てきました。以前、現状報告をした時は行きの飛行

機の中でした。早いものでプログラム終了から早く

も一ヶ月が経とうとしています。楽しいことは一瞬

にして過ぎ去り、あっという間に日本という現実に

引き戻されました。帰国してからの時の流れの速度

についていけず、毎日ヘトヘトです。ドイツも私が

帰国する直前くらいから難民受け入れの問題に直

面しています。デュッセルドルフ留学時代に毎日の

ように使っていた体育館は難民支援のためにテン

トが張られ、校庭も使用できなくなっていました。  

グローバル化が加速する中で、さまざまな問題を日

本もドイツも抱えていることを身にしみて感じま

した。グローバル化が進んでいるということは、難

民問題も日本にとっても対岸の火事では済まされ

ない問題になってきています。来年の Hallo Japan 
2016 は、“グローバル化が進む中での日本とドイツ”

というテーマで開催されます。難民問題やエネルギ

ー問題などにおいて、日独が他の国を牽引していく

ためにこのプログラムでの日独の青少年交流から

発信していきたいと思います。来年は教育グループ

のリーダーとして参加予定です。 
  

HD2015 の社会グループに参加して、新聞・雑誌

の出版社や記者、新聞研究所、雑誌の編集社、Google
などを訪れました。日本でも行ったことのない場所

に行き、何もかもが新鮮でした。同時に、同じよう

な会社に訪れておけばよかったと後悔しています。

機会があれば今からでも日独の比較のために観に

行こうと思います。私たち社会グループのテーマは

“メデイァの変化”でした。新聞かオンラインか？

というテーマのもとでヒアリングをしたり、ディス

カッションしたりしました。私たちの答えは、速報

ニュースはネット、より細かく正確な情報は新聞や

雑誌で読むのがいいのではないかということにな

りました。（ここにいたるまでに何度も議論を重ね

ましたが、ここでは割愛させていただきます。）プ

ログラム全体では、Bielefeld にある Bethel という

障害を持つかたと健常者が同じ空間に暮らす地域

を訪れたり、Volkswagen(VW)社を見学したりしま

した。Bethel では日本よりも社会福祉が進んでいる

ことがわかり、VW 社では人間と機械が協力して、

一台の車を作る一通りの過程を垣間見ることがで 

（右から 3 人目が筆者） 
 
きました。車よりも売れているという Currywurst
を食べました。 
  

昨年の 4 周年記念パーティーで出会った Lisa と

の再会も嬉しいものでした。お互いに参加している

ことを知らなかったので驚きました。グループ行動

が多く、あまり一緒にいることはできませんでした

が真面目に学んだり、時にはともにふざけたり楽し

い時間を過ごしました。懐かしい友人との再会、新

たな友だちとの交流、お互いの拙い外国語での会話

は友情をより強くしたと思います。   
  
また、今回のプログラムで私が一番強く感じたこと

は、海外にいる時こそ、同じ言葉を母語とする仲間

を大切にしなければならないということです。いく

らドイツにいたとしても私たちは日本語を母語と

する日本人なのです。意見をいうことは人間として

大事なことですが、時にはそれを抑えなければなら

ないこともあります。例えば、相手の外見や性格な

どです。このプログラムでは言語のレベルよりもい

かにその問題に対して考えようとしているかどう

かという点を見ています。そのため言語のレベルに

はばらつきがありました。最後の発表の言語を決め

る時にちょっとしたトラブルがあったので、海外に

いる時こそ同じ国の人を大切にするべきだなと感

じました。 
  
余談ですが、このプログラム終了後に

Berlin,Jena,Wernigerode,Goslar を旅行して

Düsseldorf に戻り、帰国しました。日本で反原発運

動の集会で出会ったシンガーソングライター

（Berlin 在住）の方、留学の際にともに日本につい

て考えた勉強仲間、Tandempartner、Heinrich 
Heine Universität の先生にも久しぶりに会うこと

ができ、エネルギーチャージができました。プログ

ラムと旅行での経験を日常生活に活かしていこう

と思います。 
  
ここまで長々と書いてしまいましたが、ここには書

ききれないほどのたくさんの経験ができました。も

ちろん良い経験も悪い経験も含まれますが、それも

すべて今となっては良き思い出になっています。こ

こで得た日独交流をさらに深めて横浜日独協会、そ

して全国の日独協会の架け橋にしていきたいと思

います。これからもたくさん考え、行動して、自分

なりの答えを求めていこうと思います。 
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行事予定 
■平成 27 年 11 月例会： 

・日時：11月 22 日（日）午後 2:45～5:00 

・会場：戸塚区民文化センター4階 創作室 

・内容：ホームビデオ鑑賞会『菩提樹』(後編） 

・会費：鑑賞会－500 円、懇親会－500 円 

■平成 27 年 12 月 クリスマス会： 

・日時；12月 12 日（土）11:30～14:30 （受付 11 時)・ 

・会場;イタリアン パパダビデ（Tel:045-650-7080) 

     みなとみらい線 元町・中華街駅 4番出口隣 
  横浜市中区山下町３７－８ グローリオタワー １Ｆ 

・会費： 大人：５５００円（予定） 

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。 
事前のキャンセルは、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 

 

《 会員演奏会のご案内 》 

■大島富士子（ソプラノ）リーダーアーベント： 

 ・日時；11月 20 日（金）開演 19 時 

 ・会場；Hakuju Hall (Tel:03-5478-8867) 

   ・曲目；シューベルト、ブラームスの歌曲より 

 ・チケット；\4000- （事務局への連絡も可） 

■舘野ゆかり（ソプラノ）Xmas マーケット公演： 

・日時；12 月 5 日（土）午後 5時～ 

・会場；センター北駅（市営地下鉄）駅前広場ステージ 

 イベント「ドイツクリスマスマーケット in 都筑 2015」 

・曲目；ドイツ・オーストリア民謡・オペレッタ 

・日独交流イベントでどなたでも参加出来ます（無料）。 

  

《 神奈川ワイン協会；2015 クリスマスの集い 》 

－黒川英作会員（ワインブテイック伏見代表）より－ 

 ・日時；12月 13 日（日）１８：００～ 

 ・会場；スカイビル 27 階「クルーズ・クルーズ」 

（横浜駅東口） 

 ・詳細； 事務局（能登）へご連絡下さい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

今年最後の会報です。盛り沢山の内容になりました。 

今年も多くの方々にご協力頂きまして有難うござい

ました。今後とも、皆様からのご意見、ご投稿お待ち

いたしております。（山口） 

 

新入会員紹介 

・藤平多花子様（ふじひら たかこ） 

・吉岡由美子様（よしおか ゆみこ） 

・大瀬  克博様（お・せ かつひろ） 

・谷澤  優子様（たにざわ ゆうこ） 
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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: 山口 利由子 

e-Mail：jrr3@mvj.biglobe.ne.jp  

横浜日独協会ホームページ 

http://jdgy.sub.jp 

 

 
日本留学やインターンシップ等をテーマに 

 話すブレーメン独日協会会長兼ブレーメン 

 工科大学 Goydke 博士（右から２人目）と 

同佐藤客員教授（右端）（10 月 28 日 JDGY を訪問） 

 




