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フランクフルト市長 

横浜訪問決定!! 
 

フェルトマン・フランクフルト市

長の「来浜歓迎レセプション」が

以下のように決まりましたので、

参加ご希望者は至急下記事務局

宛てご連絡をお願い致します。 

・日時： 1月 11 日（月・祝） 

午後 7時～9時 

・会場： メルパルク 2 階 

「Kohaku（こはく）」 

中区山下町 16 (Tel;661-8155)

（元町中華街駅④番出口より1分） 

・会費： 5000 円立食ビュッフェ

（受付で支払） 

・主催：ＪＤＧＹ＋フランクフル

ト友好委員会（市共催） 

＊当日は大島富士子会員が日独

両国の歌で市長一行を歓迎 

・連絡： 事務局（能登）宛て 

10 日午前中迄に 

メール、電話、Fax にてご連絡下

さい。 

   電話／Fax：546-0801) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ｎr.３０ 
2016 年 1 月・２月 

『２０１６年の日独関係と横浜日独協会の役割』   
 
 
横浜日独協会会長  早瀬 勇 

 
 

・今後の日独協力促進――安倍・メルケル東京会談  

  ２０１５年３月９日、安倍・メルケル両首相は今後の日独協力を力強

く宣言した。安倍首相は共同記者会見で、「IT 社会の在り方を含む経済

社会分野での協力を促進し、日独の中堅・中小企業協力や、女性の活躍

促進など、共通の課題での対話を進めていくことで一致した。（メルケル

首相が提唱した）“インダストリー４．０”を通じて、日独で第４の産業

革命を起こしていく、そういう決意だ。」  
 ・日独中小企業の提携・交流 

  この首相発表は、まさに横浜日独協会（JDGY）内に２年前から活動

している「中小企業支援委員会」（坂井委員長）の取り組み、即ち「優れ

た技術を持つ横浜とドイツや EU の中小企業の提携・交流を図る」趣旨

に一致している。  
  安倍首相は更に、「日独二国間の協力を将来に向かって発展させていく

ことでも（メルケル首相と）一致し、具体的には人的・知的交流の更な

る発展の重要性を共有し、・・・約１５０年間にわたる日独交流について

の巡回展覧会の開催を歓迎する。」と述べた。  
 ・若者の日独交流 

我々JDGY の「高校生作文コンテスト委員会」（磯貝委員長）がコンテ

スト入選者を隔年に派遣する事業は、この共同記者会見を先取りするも

のだ。平和の基礎となる若者交流でも、昨年当協会内に「ヤングクラブ」

（小島担当理事）を結成して日独両国に散らばる学生や社会人十数人が

WEB で繋がっている。 
本年４月１６日にはヤングクラブを中心に「第１回日独若者フォーラ

ム横浜」を横浜国際会議場で開催する。また安倍首相が言及した巡回展

覧会は、JDGY もパネル作成に協力した『ドイツと日本を結ぶもの――

日独修好１５０年の歴史』で、今年２月３日から４月１０日まで、JDGY
後援で横浜開港資料館でも開催される。  

  メルケル首相は安倍首相に続いて、「日本はロボティックスにおいてリ

ードする技術を持っている。我々はデジタル化をより一層推進する取り

組みを行っており、これは“インダストリー４．０にも繋がっている。」

と述べた。 
  JDGY では今年後半、この“インダストリー４．０”を横浜の中小企

業にも紹介するシンポジウム開催を（坂井・小島両理事を中心に）計画

中だ。  
  上記両首脳の会談は、１５５年前の日独修好条約が『永遠の平和懇親

あるべし』と謳った精神を具体的に今日的に確認するものであり、また

JDGY の存在意義を再認識する上でもその意義は大きい。  
JDGY は今年設立６年目に入ります。今年一年の会員皆様のご健勝・

ご多幸をお祈り申し上げます。（了） 
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ドイツクリスマスマーケット in 都筑 2015 
                

会員 齊藤進治 
  

ドイツクリスマスマーケット in 都
筑2015のオープニングステージに主要

メンバーが並んだ。主催者は都筑・ド

イツ交流イベント実行委員長 横田雅之氏（センター

北商業振興会会長）と横浜市都筑区 畑澤健一区長の

二者。区長は主催者挨拶で勉強したドイツ語を披露し

拍手されていた。 
さて、来

賓の最初の

祝辞はドイ

ツ連邦共和

国大使ドク

ター・ハン

ス・カール・フォン・ヴェアーテルン氏。多忙な中こ

うして貴重な時間をこのイベントに費やすことは、大

使館を挙げて東京横浜独逸学園と都筑区、その関係者

を強力に応援しているからだろう。 
次の来賓祝辞は東京横浜独逸学園長ドクター・デッ

トラー・フェヒナー氏。原稿を手にしながらだが、日

本語とドイツ語でのスピーチだった。もう一人のスピ

ーチは横浜市国際局局長関山誠氏だった。日独友好・

修好の歴史とそこから築かれてきた両国市民レベル

の交流を称え、2010 年、日独修好条約締結 150 周年

を記念したプロジェクトを立ち上げたことを熱っぽ

く語った。国際局長はプロジェクトの筆頭に「横浜日

独協会設立」を挙げ、私たちを感激させた。すでに同

協会は５周年を迎えていると紹介もあった。第二のプ

ロジェクトは横浜市・フランクフルト市とのパートナ

ー都市締結でこれも実現している。第三のプロジェク

トだが、ゲーテ・インスティトゥ－ト（東京・赤坂）

の横浜招致事業は現在進行形である。 
各氏は、ドイツと日本の交流の歴史や文化の交流を

通じて、ますますこのイベントが拡大していることを

強調していた。特に都筑区は、東京横浜独逸学園があ

り４００人余の生徒がドイツ公認の教育方法で授業

が行われているが、その家族を中心に多くのドイツ人

が暮らす地域である。区内には７つのドイツ系企業が

誘致されており、区民との広いつながりがあるとイベ

ントを通じて実感した。 
 ５日土曜日、プロ

グラム第Ⅲ部では館

野ゆかり会員がソプ

ラノ独唱（ピアノ伴

奏：永瀬いづみ氏）

で出演した。司会者

から「、横浜日独協

会会員でウィーン生活を経験した館野ゆかりさんの

ソプラノと、オーストリア大好きな永嶺いづみさんの

ピアノで、ドイツ歌曲、ドイツのクリスマスソング、

オペレッタの名曲をお送りします。ドイツ・オースト

リアの雰囲気をお届けできればうれしいです。」と紹

介された。約３０分、歌曲やオペレッタ、聖夜ソング

がしっかりと会場の５～６００名（区側）を包み込ん

だ。このような野外クリスマス・マーケットで初めて

披露した館野会員の独唱とピアノ（伴奏：永瀬いづみ

氏）が会場全体に響きわたる熱演で夜の肌寒さを吹き

飛ばすほどだった。終盤、館野氏は会場に「『もみの

木』を皆さんで歌いましょう！」と呼びかけ、ソーセ

ージを口に、ビールグラスを傾けて唱和する人たちが

あちこちに見受けられ、より一層会場が盛り上がった。 
 パネル展示

は、横浜日独協

会「Der Hafen」
山口編集長と

都筑区三上係

員の協力によ

り、JDGY の活

動内容がよく

わかる３枚の労作パネルを含め、センター北駅東側の

ノースポート・モールの２F センターアベニューにお

いて行われた。来年日独交流 155 周年を迎えるにあた

り、ドイツと日本・横浜のつながりを紹介したパネル

展は、横浜市ふるさと歴史財団・横浜開港資料館と横

浜日独協会の協力で開催となった。活動内容がわかり

やすくコンパクトにまとめられ主要な写真もたくさ

ん盛り込まれていて、モールを訪れた人々の足を止め

ていた。数名の方の意見を聞いたが、以前ドイツに滞

在したことがあるがドイツを忘れたくないので勉強

する機会を探している方、第二外国語でドイツ語を専

攻したので興味をもってパネルを一つひとつ丁寧に

鑑賞されてい

った方、横浜日

独協会の連絡

先を教えてほ

しいという方

等々。ドイツに

関心を持つ方

がさらに増え

ることを期待したい。 
 このたびの３日間のクリスマス・マーケットには、

同事業の後援団体の一つＪＤＧＹから、出演者以外で

は、早瀬会長夫妻、能登事務局長夫妻、シェネレ会員

夫妻、齊藤理事が参加した。 
 
 横浜開港資料館 
「日独修好 150 年の歴史－幕末・明治の

プロイセンと日本・横浜」 
2016 年 2 月 3 日(水)～4 月 10 日(日) 

ドイツの前身であるプロイセンの使節と幕府が

修好通商条約を結び、日本とドイツとの間に交流

が始まったのは 1861 年 1月 24 日(万延元年 12 月

14 日)のことでした。 

150 年目の 2011 年、ドイツで日独交流史展が

大々的に開催されましたが、昨年から日本でも国

立歴史民俗博物館を中心に、巡回展が開催され、

その最後に横浜開港資料館で幕末から明治初期の

資料を中心に巡回展が締めくくられます。 
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ビデオ観賞会「菩提樹（後編）」を見て       

 
 

会員 大瀬克博 
 

 
 
 

横浜日独協会に入会して初参加の 11 月例会はドイ

ツ映画「菩提樹（後編）」のビデオ鑑賞会でした。「菩

提樹（原題 Die Trapp-Familie）」はトラップ一家の

ファミリーストーリーです。前編は「サウンド・オブ・

ミュージック」の先行作品で物語は有名です。 
後編ではアメリカ亡命後が描かれます。前後編とも

主演はドイツを代表する大女優で憧れのルート・ロイ

ヴェリックです。Fluechtlinge・難民としてアメリカ

の土を踏んだファミリーが強制送還の不安に怯えな

がら試練に立ち向かい合唱団として成功に至る物語

です。渡米直後に行う巡業は不人気ですぐに契約解消

となり、ニューヨークのスラム街アパートに住むこと

になります。無一文の困窮生活の中でファミリーが歌

う“オールド・ブラック・ジョー”に住民たちが聞き

惚れる場面は感動的です。住民の元歌手からエージェ

ントを紹介されオーディションを受けますが、完璧な

歌唱力を披露したにも拘らず不合格となります。しか

し、その時出会ったウィーン出身の大実業家夫人から

自宅パーティに呼ばれ、そこで歌った“ウィーンの森

の物語”が招待客の大喝采を受けます。そして実業家

の支援を獲得しエージェントの契約も成立して地方

巡業を始めますが、聖歌合唱の評判は芳しくなく契約

解消の危機を迎えます。そのような時、ある町の会場

で聖歌プログラムになかったオーストリア民謡“狩り

の歌”とアメリカ歌曲“オー！スザンナ”を歌い、そ

れが聴衆の心を掴み万雷の拍手を得ます。歌う側と聴

く側が共鳴し真のハーモニーが生まれたのです。異文

化のアメリカに受け入れられ、成功への道が開けまし

た。メーカー育ちの私には、シーズ優先ではなくニー

ズとのマッチングが大事だよ、と語られている感じで

した。この映画の魅力は美しいハーモニーを響かせる

合唱団の歌そしてアメリカで光彩を放つルート・ロイ

ヴェリックの清廉な美貌だと思います。 
 私事ですが、私が初めて見たドイツ映画は彼女主演

の「朝な夕なに」です。挿入歌「真夜中のブルース」

は大ヒットしました。当時学生だった私は映画に感動

し、彼女の魅力に圧倒されました。それがきっかけで

ドイツに関心を持つようになり、ドイツと関係の深い

企業に入社したのです。40 年前にドイツ駐在となり、

バイエルン州エアランゲン市に赴任しました。そこで

過ごした家族との４年半の生活は充実した楽しいも

ので、多くの友人にも恵まれ更にドイツが好きになり

ました。 
今またルート・ロイヴェリックが横浜日独協会との

縁を結んでくれたように思います。幸せな気分に浸っ

た最初の例会でした。 
 

 

『気が付けば息子がウィーン少年合唱団に』 
（１） 

会員 鈴木 優・弘美 

滉一はなんと、父が４９歳母もそれなりの高齢出産で

ありながら元気でニコニコ生まれてきました。幼稚園

や小学校もそれなりに地域の名門に、運も手伝って入

学できました。でも世の中全てそううまくは行きませ

ん。 

４年生から始めた将棋がまるでへぼ、彼曰く「何年

やっても一度も勝てないんだよ。」と。彼は勝負事は

向かないな。では他の稽古事でお金のかからない歌で

もやらせるか…私自身が音楽家なので軽い気持ちで

やらせることにしました。 

近所の声楽の先生宅へは、なんとパパ、ママ、叔母ま

でみんなで押しかけカラオケ代わりに大騒ぎ。でもと

ても良い先生で 滉一の才能を見出してくれました。

私も音楽家でありながら子供を教えるのは大変なの

でいやでしたが、それからは私が教え始めました。 

大人の歌手から見ればお話にならないほどの練習

ですが、毎日辛抱強く教えました。 

やはり子供を教えるのは面倒で、泣いてみたり、時

には空手の稽古を交えたり、短い時間でもパパ先生と

してはへとへと…。そんな中で、数々の声楽家の先生

にも連れていきました。 

ある日、前出の先生がコンクールを薦めてくれまし

た。日本イタリア協会主催の大人も出る本格的なコン

クールでした。そこで、なんと！予選、本選、ファイ

ナルと進み、金賞を受賞 !!! プロや音大出の方を出

し抜いて取ってしまったのです。 

そしてイタリアでレッスン等のお誘いがあり、海外へ

の気持ちが盛り上がりました。ただ、外国へ行くだけ

では芸がない、何かもっと素敵な計画を立てられない

かと考えました。「そうだ！ ウィーン少年合唱団が

ある。」 と思い付きました。 

さあ、それからが大変です。雲をつかむ様な事と思

えましたが、多くの人々の協力とインターネット等で

何とかコンタクトが取れましたが、１２歳は年齢が高

過ぎて、何度お願いしても結果は NG。 

それもそのはずです、９歳くらいで練習生になり２～

３年練習を積んではじめてメンバーになれる。 

でも、私達は諦めません、滉一の歌っている動画を送

りました。そしてどうしてもダメなら、ちょうど来日

中の合唱団のコンサートでも観て楽しみます。とメー

ルしました。 

でも動画を見た団長が、「いや、やはりコンサート

の後でオーディションをしてあげるから楽屋に来な

さい」という事になり、そして絶賛もしてくれました

が、１２歳では１４歳が定年の団ではと本当に残念そ

うでした。 

ところが、それからなんと！団から、「滉一は素晴

らしい、すぐ入団しなさい」とメールがきました。そ

こで慌てて、一ヶ月間しかなく、バタバタと団の夏合

宿へと合流しました。（次号へ続く） 
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神奈川県立保土ケ谷高校 石井梨也 
 
 私が大使の講演を聞いて、一番印象に残っているテ

ーマは「歴史認識」についてです。このテーマは以前

からとても興味がありました。 
 私は大使の講演会を聞くまで、ドイツも日本と同じ

ように隣国と良好な関係を築いていないと思ってい

ました。その理由は、昨年授業で学んだナチス・ドイ

ツのユダヤ人虐殺です。ナチスは、「自分たちアーリ

ア民族は優秀で、ユダヤ人は劣っている」という全く

根拠のない理由で、ヨーロッパに住む 600 万人ものユ

ダヤ人を殺しました。また、「障害を持った人は社会

の邪魔者だ」と、学校で教えたり、隣国のフランスや

ポーランドを占領したり、現在の常識では、信じられ

ないことを数多く行っていました。しかし、このよう

な背景があったにもかかわらず、ドイツは現在 EU の

リーダーとしてフランスとともに活躍しています。 
 しかし、日本は第二次世界大戦から 70 年も経った

にも関わらず、隣国である中国や韓国と仲が良くあり

ません。特に韓国とは長い間首脳会談も行われていま

せん。私は隣国と関係が良くないことは日本にとって

マイナスだと考えています。 
 大使のお話と今回この作文を書くにあたって自分

の調べたことから、ドイツと日本の間には、過去の歴

史に対する姿勢に違いがあると感じています。ドイツ

では、今まで自分たちが行ってきたことを反省し、戦

後に生まれた人たちでもナチスがユダヤ人に行った

内容を詳しく知っているようです。しかし、日本人の

場合は、テレビや学校でも戦争加害者として立場より

も、沖縄戦や原爆投下など戦争被害者としての立場に

ついて多く伝えられているように感じます。この点で

は日本人はもう少しドイツ人を見習って良いと思い

ます。 
 そして、中国や韓国にも私たち日本人を理解して、

受け入れて欲しいと思います。これまでに日本の政治

家が戦争について謝罪をしてきたことや、経済や文化

では良い関係であることを認めて欲しいです。また極

端な愛国主義は国際社会から軽蔑されることも、もう

一度考えるべきだと思います。 
 このようにドイツと日本の置かれた環境は違いま

すが、大使が仰っていた「ヨーロッパが出来たことが

アジア人にもできるはず」だという言葉を、私は信じ

たいです。もし、ドイツに行くことができたら、現地

の人たちにドイツの歴史教育や、国際社会でのこれか

らのドイツの役割について、自分自身で直接聞いてみ

たいです。 

Riya Ishii 保土ヶ谷高校２年    
（Übersetzung : So Ohori） 
 
Das eindrucksvollste Thema, nachdem ich dem 
Vortrag des Botschafters  zugehört hatte, ist “ Das 
historische Bewusstsein”. Dieses Thema interessiert 
mich seit langem.  
Bevor ich den Vortrag gehört habe, dachte ich, daß 
Deutschland, ebenso wie Japan, nach dem Krieg keine 
gute Beziehung zu den Nachbarländern hergestellt 
hat, da Nazi-Deutschland das Juden-Massaker, von 
dem ich im letzten Jahr im Unterricht erfahren 
habe,verursacht hat. 
Die Nazis ermordeten in Europa 6 Millionen Juden 
mit der vollkommen haltlosen Begründung: Wir Arier 
sind überlegen und Juden sind unterlegen! Die Nazis 
lehrten ausserdem in den Schulen, Behinderte seien 
das fünfte Rad der Gesellschaft. Während des Krieges 
besetzten sie unter anderem auch Frankreich und 
Polen, was nach heutigem Menschenverstand 
unvorstellbar ist. 
Aber trotzdem ist Deutschland heute zusammen mit 
Frankreich in der  EU  in leitender Funktion tätig.  
Japan dagegen stellte keine gute Beziehung zu den 
Nachbarländern wie China oder Korea her, obwohl der 
zweite Weltkrieg seit 70 Jahren vorbei ist. Mit Korea 
im Besonderen findet seit jeher kein Gipfeltreffen 
statt. Die schlechten  Beziehungen zwischen Japan 
und seinen Nachbarländern halte ich für negativ.  
Nach der Rede des Botschafters und meinen eigenen 
Nachforschungen erkannte ich, daß es zwischen 
Deutschland und Japan einen Unterschied gibt, der 
die Einstellung gegenüber der Vergangenheit betrifft. 
In Deutschland bereut man, was damals geschah und 
auch die nach dem Krieg geborene Generation kennt 
sich anscheinend bezüglich der Nazi-Gräueltaten gut 
aus.  
Aber in Japan berichtet man in Fernsehen oder 
Schulen eher über unsere Opferrolle wie die 
Okinawa-Schlacht oder die Atombombenabwürfe als 
über unsere Kriegstäterseite. Wir sollten in dieser 
Hinsicht mehr von den  Deutschen lernen.  
Ich wünschte mir, auch China und Korea  sollten 
Japan mehr verstehen. Sie sollten  anerkennen, in 
wieweit japanische Politiker sich bisher für den Krieg 
entschuldigt haben, und in wirtschaftlichem - und 
kulturellem Bereich besteht ja eine gute Beziehung.  
Radikaler Patriotismus wird ja von der 
internationalen Gesellschaft verachtet, das sollte man 
sich überlegen.  
Wie wir bisher gesehen haben, befinden sich 
Deutschland und Japan in einer unterschiedlichen 
Lage, aber ich will an das Wort des Botschafters 
glauben:  Was Europäer konnten, können Asiaten 
auch schaffen! 
 
Wenn ich einmal Deutschland besuchen kann, möchte 
ich gern  Einheimische über deren 
Geschichts-Ausbildung und -Wissen  befragen und 
mich über die Rolle Deutschlands in der künftigen 
internationalen Gesellschaft direkt informieren . 

 
今回で第２回となるドイツ派遣・高校生 
作文 コンテスト最優秀作のご紹介です。 

 
駐日ド イツ大使 フォ ン・ヴェアテルン博士に

よる講演「欧州から見た日本」をフレッシュな感

受性で受け止め日本の未来への想いを強めたお

二人の作文は、頼もしく若い力が感じられます。 
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保土ケ谷高校  髙橋優菜 
  

私が大使の話を聞いて一番印象に残ったことは、原

発についてお話をされていたことです。 
 大使は講演会で「ドイツは 2022 年までに脱原発を

実施する」と仰っていました。私はそれを聞いて「ド

イツは日本ができない脱原発をするのか」と思いまし

た。私の中での原発についての知識は 2011 年の福島

原発事故の後にしばらく続いた原発関連の報道につ

いてだけです。ただそれでも、とても恐ろしい装置と

いうことは、当時中学生だった私にも理解することが

できました。原発事故が起きてしまうと、原子炉から

放射性物質が放出され、海や土が汚染されます。そし

て人間や動物は被爆します。1986 年のロシアのチェ

ルノブイリで起きた原発事故では、多くの人が亡くな

り、被害を受けてから 30 年近く経過した現在ですら、

「死の街」とチェルノブイリは呼ばれています。 
そんな恐ろしい事故が起きていないにも関わらず、

脱原発を決意したドイツを私は羨ましく思います。し

かし、隣国のフランスやポーランドでは原発稼働を続

けることが決まっています。隣国で原発事故が起きれ

ば、当然、その被害はドイツにも及びます。ドイツ政

府やドイツ国民は、その点をどのように考えているの

でしょうか。隣国の原発問題も複雑に絡んでくるので、

ヨーロッパの原発問題は、島国の日本とは事情が違い、

さらに難しい問題だと感じています。 
地球温暖化の原因の一つである温室効果ガスを排

出せず、安定して大量の電力が得られるなど、多くの

メリットがある原発ですが、私は世界中が原発の恐ろ

しさを改めて認識して、廃炉への道を進むべきだと思

います。実際にアメリカ、ヨーロッパ、日本で起きた

事故から教訓を得て、各国政府は脱原発を宣言して欲

しいです。また、現在 20 基あるすべての原発の稼働

していなくても、日本の電力供給には大きな影響はあ

りません。このまま稼働をさせずに廃炉の方向へ向か

って欲しいです。 
原発のことを考えていくうちに、私は色々な国の

人々の考えを直接聞いてみたいと思いました。日本人

を取り巻く環境とドイツ人を取り巻く環境や価値観

はさまざまだと思います。チェルノブイリを直接体験

し、福島の事故も間接的に体験した一般のヨーロッパ

の人たちは原発についてどのような考え方を持って

いるのでしょうか。原発問題への関心の温度差や行動

力の違いは何に起因しているのでしょうか。もしドイ

ツに行けるというこのチャンスを掴むことができた

ならば、このような疑問を自分自身でドイツ人にぶつ

けてみて、今後の日本という国のあり方を、自分なり

に方向づけてみたいです。これからの地球の未来を背

負っていくのは、私たち若い世代なのです。私たちの

言動でより良い未来が待っていると思います。 
 

Yuna Takahashi   保土ヶ谷高校２年  
(Übersetzung : Emi Sato) 

 
Am Vortrag des Botaschafters hat mich am meisten 
beeindruckt, dass er über die Atomkraft gesprochen 
hat. Er hat berichtet, dass Deutschland bis 2022 die 

Atomkraftwerke aufgeben wird. Als ich das gehört 
habe, habe ich gedacht, „ Deutschland hat das Ende 
der Atomkraft beschlossen, was Japan nicht machen 
wird.“ Meine Kenntnisse über die Atomkraftwerke 
habe ich nur aus den Berichten nach dem 
Katastrophenfall in Fukushima 2011, die eine Weile 
nach dem Unfall gesendet wurden. Als Schülerin in 
der Mittelschule lernte ich aber zu verstehen, wie 
fürchterlich eine solche Anlage ist. Wenn es einen 
Unfall im Atomkraftwerk gibt, werden radioaktive 
Stoffe ausgeströmt, werden die See und die Erde 
kontaminiert. 
Menschen und Tiere werden radioaktiven Strahlen 
ausgesetzt. Bei dem Atomkraftwerksunfall von 
Tschernobyl 1986 sind viele Menschen gestorben. 
Jetzt, etwa 30 Jahre danach, wird sie „Die Stadt des 
Sterbens“ genannt. 
Ich beneide Deutschland um seinen Entschluss, die 
Atomkraft aufzugeben, obwohl es so einen 
schrecklichen Unfall nicht erlebt hat. Trotzdem setzen 
die Nachbarländer, Frankreich und Polen, den Betrieb 
fort. Wenn es ein Atomunfall gäbe, würde 
Deutschland natürlich auch Schaden erleiden. Wie 
denken die Regierung und die Menschen in 
Deutschland darüber? Ich meine, dass das Problem  
für Deutschland noch schwieriger als im Inselland 
Japan ist, weil die Probleme der Nachbarländer mit 
deren Atomkraftwerken sich auch auf Deutschland 
auswirken. 
Ein Atomkraftwerk hat viele Vorteile, zum Beispiel 
entsteht dadurch kein Treibhausgaseffekt, der  eine 
Ursache der Erderwärmung ist, außerdem ist es 
möglich, gleichmäßig große Mengen Elektrizität zu 
erzeugen. Aber ich denke, dass die ganze Welt die 
schreckliche Gefahr erkennen und den Weg zum 
Aufgeben der Atomkraft gehen soll. Ich wünsche, dass 
alle Regierungen die Lehre aus den tatsächlichen 
Unfällen in Amerika, Europa und Japan ziehen und 
das Aufgeben aller Atomkraftwerke verkünden. 
Im Augenblick sind 20 Atomkraftwerke in Japan 
ausser Betrieb. Trotzdem gibt es keinen grossen 
Einfluss auf die  Elektrizitätzufuhr. Ich wünsche mir, 
dass die Regierung den Betrieb nicht erlaubt und den 
Weg zum Aufgeben nimmt. 
Während ich über die Atomkraftwerke nachgedacht 
habe, wünschte ich mir, die Meinungen von Menschen 
aus den verschiedenen Ländern zu hören. Die äußeren 
Bedingungen und die Wertvorstellungen von  
Deutschen und Japanern könnten verschieden sein. 
Wie denken die gewöhnlichen Menschen in Europa , 
die den Unfall von Tschernobyl direkt und den von 
Japan indirekt erlebt haben, über das Thema? Woher 
kommt das unterschiedlich grosse Interesse und die 
unterschiedlich grosse Tatkraft? Wenn ich diesmal 
die Gelegenheit habe nach Deutschland zu kommen, 
möchte ich den Deutschen diese Frage selbst stellen 
und über den Weg nachdenken, den Japan heute 
gehen sollte. 
Diejenigen, die für die Zukunft der Erde 
Verantwortung tragen, sind wir, die junge Generation! 
Durch unsere Worte und Taten können wir eine 
bessere Zukunft schaffen! 
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バイエル フランクフルト独日協会会長よりの

年末ご挨拶状 
 

横浜日独協会 
早瀬会長殿： 
能登事務局長殿： 
会員各位： 

 
拝啓 
 
 茲にフランクフルト独日協会（以下ＤＪＧＦ）会

員を代表し、横浜日独協会(以下ＪＤＧＹ）会員の

皆様に、クリスマスと新年を賀しご挨拶を申し上げ

ます。 
 先ず、本年４月７日の貴協会ご訪問に際しまして

は、ホテル・べイ・シェラトンに於ける貴職はじめ

会員の皆様との昼食会にお招きを戴き、篤くお礼を

申し上げます。 
 今年も両協会は多方面での交流を重ねてまいり

ましたが、新年におきましてもより一層緊密な活動

を継続したいと考えております。 
 来年２０１６年は、当協会がベルリン協会のフラ

ンクフルト支部として再創立されてから６０年目

の記念年にあたり、その間、１９８１年２月９日に

ＤＪＧF として独立致しております。 
 既に一連の協会行事が企画されておりますが、Ｄ

ＪＧＦと致しましては当然のことながらＪＤＧＹ

とその情報を共にして行きたいと考えております。 
 近いうちに貴職及び会員の皆様を再び此処フラ

ンクフルトでお迎え出来ます事は私共の大きな喜

びですが、恐らくこの記念年がその格好な機会とな

るのではないでしょうか。 
 その意味からも改めまして皆様のご多幸をお祈

り申し上げます。 
                                    

敬具 

2015 年 12 月 20 

フランクフルト独日協会 

会長 ヨハネス・バイエル （抄訳；会員 能登 崇） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Hayase, 
sehr geehrter Herr Noto, 
sehr geehrte Mitglieder der Japanisch-Deutschen 
Gesellschaft Yokohama, 
  
heute möchte ich Ihnen allen auch im Namen des 
Vorstandes und aller Mitglieder unserer 
Gesellschaft unsere herzlichen Grüße und besten 
Wünsche zur Weihnachtszeit und zum Neuen Jahr 
übermitteln.   
Sehr gerne und dankbar erinnere ich mich an Ihre 
freundliche Einladung zum gemeinsamen 
Mittagessen mit Ihnen und weiteren Mitgliedern der 
Japanisch-Deutschen Gesellschaft Yokohama am 7. 
April 2015 im Hotel Bay Sheraton Yokohama.    
Auf vielfältige Weise haben wir im nun zu Ende 
gehenden Jahr den Kontakt unserer beiden 
Gesellschaften gepflegt und ausgebaut, und wir 
freuen uns sehr darauf, dies im kommenden Jahr 
intensiv fortsetzen zu können.   
2016 wird für uns ein besonderes Jahr, da sich zum 
60. Male die Wiedergründung der Zweigstelle 
Frankfurt der Berliner Gesellschaft jährt, aus 
welcher dann schließlich am 9. Februar 1981 die 
selbständige Frankfurter Gesellschaft hervorging.   
Bereits jetzt sind eine Reihe von Veranstaltungen in 
Planung, über die wir Sie selbstverständlich auf 
dem Laufenden halten werden.   
Es wäre uns eine Große Freude, Sie bald wieder 
hier in Frankfurt begrüßen zu dürfen – vielleicht 
bildet das anstehende Jubiläumsjahr hierfür einen 
guten Anlass und einen geeigneten Rahmen.   
In diesem Sinne nochmals unsere besten Grüße 
und Wünsche, 
  
mit herzlichem Gruß, 
  
Ihr 
Johannes Beyer  
Präsiden Deutsch-Japanische Gesellschaft e. V. 
Frankfurt am Main 
  
 

バイエル DJGF 会長来浜時のランチミーティング 

フランクフルト クリスマスマーケット 
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井出航平 ＹＣハイデルベルグ支部長 

こんにちは！ 
  

ドイツに

来て早くも

９ヶ月が経

ちドイツで

の生活が日

常になりつ

つあります。

それでも毎

日がとても濃くてまだ９ヶ月と言う感じもあります。

７月から友達と WGを始めました！また９月までは野

球の州リーグでドイツ人に混じってプレイすること

ができ、 結果として優勝することができました！来

シーズンもま

たプレイしよ

うと言われ今

から楽しみで

す。そして 10

月からは同居

人の講義に潜

って大学の感

じを実感して

います。先日

は去年、高校にいたソフィアに会いました！ 

またパリのテロのことなどもあり警察のパトロー

ルも増えた感じもしますが、ハイデルベルクはいたっ

て平和で安心して生活ができています。 

 最近は Weihnachtsmarkt も始まって勉強以外に気が

行ってしまいがちです。勉強に対するモチベーション

をキープするのは僕にとって難しく、大学までまだ遠

い道のりに感じることもありますし、やはり予定通り

にはいかないことも多くあります。 

しかし、今しか吸収出来ないことも多々あると思いま

すので、それらをしっかり身につけて精一杯頑張ろう

と思います！ 

 

 

武田 章寛 エッセン支部 
 
横浜日独協会の皆様 
 
Frohe Weihnachten! 

いつも僕の音楽活動を応援して下さり心より感謝

申し上げます。今はエッセンのフォルクヴァング芸術

大学の修士課程にて順調に勉強を続けております。 
 

街はクリスマスマーケットが開催され いつも静か

な街にクリスマスのイルミネーションが点灯し 街は

少し華やかになりました。 
 

ドイツに留学して 3年半が過ぎました。こちらでの

演奏会も増え、世界の頂点に立つ方々と一緒に演奏さ

せて頂くと自分の未熟さを痛感致します。今後も誠心 

 

 

 

誠意、音楽の深みに迫って参りたいと思います。どう 

ぞ今後とも温かいご支援をよろしくお願い申し上げ

ます。 

来年 2月 庄司紗矢香さんとこちらでの演奏会が終

わりましたら 一時帰国いたします。皆様にお会いで

きましたら幸いです。 

エッセンはすでに冬ですが、 日本はこれから厳冬

に向かいます。皆様 ご自愛下さり良い新年をお迎え

ください。 

 

 

都倉直子 トリアー支部 
 

こんにちは。 

私は、今はとても元気に過ごして

います！ 

 

近況としましては… 

ドイツに来て２ヶ月が経とうとしていますが（ク

リスマス会当日でちょうど２ヶ月）、とても充実した

日々を過ごしているためか、まだ２ヶ月しか経ってい

ないのかと驚いています。 

 大学ではメディア学を専攻しています。大学の講義

にも馴れ、ドイツ人・留学生問わず多くの友人に恵ま

れ、ドイツでの生活にも慣れてきました。 

トリアーでも先月末から小さなものではありますが、

クリスマスマーケットが開かれています。大学が終わ

った後に友人たちと集まって行くことが多いです。大

変驚いたのですが、大学でもグリューワインを飲むこ

とができるので、寒い日にはそれを飲んでから講義に

参加するなんていうこともできます。 

 充実した日々を過ごす一方で、先日高熱を出して 3

日ほど寝込んでしまいました。こちらの気候は変わり

やすく、雪が降ったかと思うと、15℃くらいまで気温

が上がることもあります。まだ冬は始まったばかりで

すが、これから春に向けて変わりゆくトリアーの景色

を楽しみにしつつ、ドイツでの生活をより良いものに

できるよう、より一層努力していきたいと思います。 

 

 

大学の食堂前で友人

たちとグリューワイン

を飲んでいるところで

す。 

 

 

皆さまによろしくお伝えください。 

ザールブリュッケンの 

クリスマスマーケットにて 

ＹＣメンバーから近況報告のメールが来ました！！ 
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２０１５年クリスマス会 
 

毎年恒例のクリスマス会が昨年 12月 12日（土曜日）

イタリアンレストラン「Papa Davide」で盛大に開催

されました、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 
 ■ 平成 28年 1 月 例会： 

 ・日時： １月 16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－マライ・メントライン女史 

『ドイツエンターテイメント文芸の現状と展望』 

(日本語） 

 ・会費： 例会－１０００円 懇親会－５００円  

   ドイツミステリーや歴史サスペンス小説に何が

起こっているのか？またこれからどう発展する

のか？犬と猫が大好きな 

ドイツミステリー案内人 

メントライン女史が、 

ドイツの現状にバッサリと 

メスを入れる！    

■ 平成 28 年 2 月 例会： 

 ・日時： 2月 20 日（土）午後 3:00~5:00 

  ・会場： 戸塚区民文化センター4階リハーサル室 

 ・内容： チェロ演奏会 遠藤 希  ピアノ-大滝 恵 

      トロイメライ、白鳥、愛の挨拶、ピアソラほか 

 ・会費： 例会－１０００円 懇親会－５００円 

■ 平成 28 年 3 月 例会： （予告） 

 ・日時： 3月 19 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－矢野久美子フェリス女学院大学教授 

   ハンナ・アーレント他思想史専攻；演題（未定） 

  

新入会員紹介 

  

 ・佐藤 誠様 （さとう まこと） 

 ・河野 健様 （こおの たけし） 

 ・鈴木 優様 （すずき まさる） 

 ・鈴木   弘美様（すずき ひろみ） 

  

 

編集後記 
 11 月末から 12 月上旬にかけて、38 年ぶりにベルリン

を訪問しました。ブランデンブルグ門を西から東へ歩い

て通り抜けると、アメリカ大使館やフランス大使館が建

ち並び、隔世の感がありました。丁度、パリのテロの直

後でしたので、感慨深いものがありました。（山口） 

横浜日独協会会報      発行 2016.1.5 (第 30 号) 

事務局：〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 2-2-1-913 
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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 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  

 

横浜日独協会混声合唱団?! 

クイズ王は誰？ 

ヤングクラブ（ＹＣ）の紹介 

永田照夫さんのハーモニカ演奏 

 

作文コンテストに参加の高校生の皆さんを紹介 

森家のファミリーツリーを

説明するマルテンゼン氏 




