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林横浜市長との 
『ぬくもりトーク』 
 
 ４月１３日午後、林文子横浜市

長と市民がテーブルを囲んで話し

合う『ぬくもりトーク』に横浜日

独協会が招かれ、早瀬勇会長以下

役員らと、第２回ドイツ派遣高校

生作文コンテスト入賞者ら１５人

が西区老松町の市長公舎で１時間

にわたって懇談しました。 
 早瀬会長は日独友好１５０周年

を記念して 2010 年 10 月に設立さ

れた横浜日独協会の活動状況を説

明し、横浜市国際局などの支援に

感謝の言葉を述べたあと、第 2 回

ドイツ派遣高校生作文コンテスト

に入賞、フランクフルトでのホー

ムステイから帰った神奈川県立保

土ヶ谷高校 3 年、石井梨也、髙橋

優菜両君が初めての海外旅行で味

わったドイツでの新鮮な経験を報

告。 

中小企業支援や昨年春スタートし

たヤングクラブなど、出席者全員

が日頃進めている草の根の日独友

好親善の活動ぶりを披露しました。 
 林市長も若い頃からのドイツと

の縁をユーモラスに披露され、公

舎の庭での記念写真を最後に和や

かなひと時を過ごしました。 
（磯貝喜兵衛） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
『ドイツの試練』を上梓するまで  

         横浜日独協会会長 早瀬勇 
 

“Der Hafen” の創刊号から毎号巻頭言を書くようにな

って 5 年が経った頃、副会長らからこれまでの分をま

とめて出版してはとの示唆を頂きました。有難いお勧

めなのでお引き受けすることとして、約３０篇の巻頭

言と最近の書き下ろし16篇を併せて上梓することにな

りました。ですから、この拙著『ドイツの試練――難

民、ギリシャ危機、脱原発』は会員皆様のお蔭で出来

たものです。出版社は当然、法人会員である（株）文

芸社さんにお願いしご快諾頂きました。 

 
 この 5 年間は、時あたかもドイツが EU (欧州連合) のリーダーになる

大事な過程でした。国内ではメルケル首相がしっかりと政治的地歩を固め

た時期でしたし、単一通貨「ユーロ」の安定によって輸出大国ドイツの経

済基盤が EU 加盟国を十分援助できるまでに強化された時期に当たりま

す。また、我が国では政府や自治体の借金が増え続ける一方で、ドイツが

財政均衡を実現したのもこの時期です。なぜドイツは EU の盟主と言われ

るまでに発展し、なぜ日本は劣後したか？ 同じ第二次大戦の敗戦国であ

りながら、なぜ両国にこれほどの差が出来てしまったのか？ 隣国のせい

にばかりして済まされるものなのか？ 青年期をドイツで学び、国際金融

や教育の分野で半世紀もドイツと関わってきた日本人として、改善すべき

点を横浜日独協会（JDGY）会員や一般読者とご一緒に考えたいとの思い

で上梓したのがこの本です。  
 幸い多くの方から心温まるご感想が寄せられました。 
「アクチャルな“ドイツの試練”と言うテーマの中に、歴史や文化の物語

が織り込まれている。ゲッティンゲン（国際学生寮）でのお話が今の時間

の中に浮かび上がって来るところがとても印象的。（ある哲学教授）」。「あ

らためて著者のドイツを通した日本への深い愛情を感じることが出来ま

した。また、その日本人が才能を発揮するためにも、改めるべきことがあ

るのにそれが出来ないもどかしさを共有いたしました。新卒の 4 月一括

採用など、おっしゃる通りです。（元官僚トップの碩学）」。また全国日独

協会連合会（4 月 22 日、福岡）でも議長の木村敬三会長代行（元ドイツ

大使）からご推奨のお言葉を頂き感激しました。 
  
 グラヴュアー頁を飾った写真も、会員の皆様やテレビ局から頂いたもの

で有難うございます。近所の戸塚の書店では、皆様のやさしいご配慮で、

平積みも数ラウンド目になっているようです。色々な方々がこれからの日

本とドイツ、更には EU について何かを感じ取っていただければ幸いです。
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矢野久美子フェリス女学院大学教授 
「あるドイツ・ユダヤ女性の見た現代世界 

―今、なぜハンナ・アーレントか」 
 

会員 中尾尚未 

 

3 月の例会は、矢野久美子フェリス女学

院大学教授のお話でした。 

「他者に学び自分の言葉で語れ」というメッセージに

魅力を感じられたのか非会員の参加も多くみられま

した。矢野久美子氏の言葉に熱心に聞き入り、一言も

漏らすまいという雰囲気でした。 

数年前、私は岩波ホールでマルガレーテ・フォン・

トロッタ監督、バルバラ・スコヴァ出演「ハンナ・ア

ーレント」という映画を見て、この女性に興味を持ち

ました。その後、矢野久美子氏の著書「ハンナ・アー

レント」中公新書を読みましたが、私には難しく、は

るか遠い道の前に立ったような印象を持ちました。今

回その著者の方の言葉を実際に聞けるという素晴ら

しい機会でしたので楽しみに参加しました。 

聞き流すことのできない、意味をたっぷりと含んだ

いくつものアーレントの言葉を矢野先生の声で読ん

でいただくと、わからないなりにも

自分で考えていかなければ、という

気持ちになりました。さすが 25 年間

アーレントとかかわり続けていらし

た矢野先生のお話には説得力があり

ました。いくつものきらきら光る言

葉にも出会うことができました。 

思考は職業的哲学者の特許ではない、政治や社会につ

いて考えることは学者だけの仕事ではない、市井に生

きる一人ひとりが自ら考えることが大切だ、とアーレ

ントの言葉をふまえて伝えてくださいました。 

「自分の考えたことを自分の言葉で話せるように」、

という大切なメッセージを受け取ったように思いま

した。３５年前ドイツに暮らし始めた頃、あるドイツ

女性から、「あなたは、ヨーロッパの女性のように、

Nein と強くはっきり言う事を学びなさい」と言われた

ことを思い出しました。Nein と言うためには、自分が

どうしたいのか、どう考えるのかを説明できることが

求められます。「手すりなき思考」Denken ohne 

Gelaender 「自立的思考」Selbstdenken とは、なん

と難しい課題でしょう。矢野先生の「今なぜハンナ・

アーレントか」というお話から、今こそ自分たちの問

題は自分たちで考えていく時期が来ているという、大

きな宿題を頂いたように感じました。 

 
 

 

 

「さくらの女王」歓迎会 
 

会員 大野眞理子 

 

４月１５日、ハンブルク「さくらの女王」歓迎会が

開催されました。これまでハンブルクとの交流にご尽

力されてこられた中戸さんの開会の辞、早瀬会長のご

挨拶に続き、橋丸栄子 DJG Hamburg 会長から「閉

鎖されていたハンブルグ領事館が再開された」という

嬉しいご報告がありました。今回から呼

び名が“王女”から“女王”となり、第

１回さくらの女王に選ばれた Laura 
Gräwert さんは、桜を思わせるピンク

のドレスに身を包み、見事な日本語でご

挨拶をされました。以前に学習院女子大

学に一年間留学されていたとのことで、

横浜の海は、ハンブルクを思い出させる

そうです。そのあと能登さんの音頭で皆さんご一緒に

“Ein Prosit”を歌い、“Eins, zwei, drei, g’Suffa!”
の掛け声のあと乾杯いたしました。

それぞれのテーブルにはクロスがか

けられ、かわいらしいお花と折り鶴

が飾られ、お弁当の横には会長夫人

お手製のシュークリームが置かれて

いました。役員の皆様方の暖かいお心遣いを感じまし

た。 

ミニコンサートでは会

員の舘野ゆかりさんによ

る素敵なソプラノをたっ

ぷりときかせていただき

ました。ピアノの永瀬い

づみさんとの息もぴった

りでした。最後はハンブルクから一緒に来られた 

Herr Rogge が 飛 び 入 り で  “Trink, Trink, 
Brüderlein trink“ を歌われ、いつの間にか皆さん一

緒に腕を組み、大きな一つの輪になっていました。 
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『 気が付けば息子がウイーン少年合唱団に 』 
会員 鈴木 優・弘美   （３） 

                        

成田エキスプレスはさておき、飛行機の長旅、しか

も格安チケットのアブダビ経由でたっぷりのトラン

ジット。18 時間の長旅にママはヘトヘト、ウイーンに

到着して今度はクラーゲンフルトまで鉄道で4時間弱。 

ここは、風光明媚、日本でいうところの軽井沢のよう

な所で、素晴らしい保養地に少年合唱団が別荘を持っ

ています。 

そこでウイーン少年合唱団のメンバーは一夏体力

つくり。たっぷり練習もできるわけです。滉一は到着

して 2日間母親と静養し入寮しました。 

あとで聞きましたが、本人はひと夏の良い思い出程度

のサマーキャンプ位の気持ちでいたみたいです、 

ところが、彼にこの後大変な試練が待っていました。

日曜日の夜遅く寮に入り、疲れも手伝ってそのまま眠

りについてしまいました。 

翌朝、起きてから朝食があるカフェテリアへ行く前

に、整列して番号の点呼がありました。 

なんと、ドイツ語で！事態がわからないでいると、先

生が「○○だよ」と教えてくれているようだったので

それをマネしました。 

カフェテリアへ行っても座る場所がどこなのか？ど

こへ座ればよいのか？とまごつきました。話もみんな

ドイツ語、外人だけなのです、今までドイツ語を話す

人をこんなに大勢見たことがありません。右も左も分

らないどころか地球に不時着した異星人のような状

況です。なんてこった、滉一の甘い夢は一気に砕け散

りました…ところが、このコアには日本人が他に一人

居たのです！ 

2 日目にやっとその日本人と会話が出来て以来、卓

球や水泳など一緒に遊び、分らないことを聞けて滉一

は大変助かりました。後になって分ったことですが、

実は彼にとっても滉一が参加したことは大変嬉しい

出来事だったそうです。本当に滉一にとって最も必要

な人がそこにいてくれたのでした。 

合宿が始まりました、歌の練習は午前午後に 2時間

づつあり、午後の歌の練習終了後には合宿所近くの湖

で泳いだり、メンバー達と卓球や広い運動場でゴルフ

やサッカーなどをして過ごしました。 

実はママがこの合宿期間中、近所に宿を取って土日

は合宿所へ迎えに行って一緒に過ごし日曜の夜にま

た合宿所へ送り届けるという生活でした。 

合宿に参加して数日後、ウイーンでイベントがあり滉

一は連れて行かれて、合唱団の制服の採寸をされたの

でした。 というのは次週末サウジアラビア王族の結

婚式で歌うためでした。 

覚える曲は新曲ばかりだったので、メンバーに一歩

も引けを感じることなく歌えて合唱団の上級生も少

しずつ滉一を認めてくれたようでした。 

そして次の週、出来上がったばかりの制服を着てサウ

ジアラビア王族の結婚式に出演しました、それは彼に

とって初めての仕事でした。 

その後、メンバーとして次々とコンサートに出場す

るようになりました。（次号へ続く） 

 

 
2016 年度ドイツ作文コンテスト優秀者の来浜 

ホームステイ受入（フランクフルト独日協会派遣）》 

  

本年度のドイツ側作文高校生の来浜は、 

フランクフルト独日協会創立 60 周年 

を記念し、以下の３名が来浜、 

ホ－ムステイしました。 

 

・ Vanessa Olivia 18 才で大学生 

（空手が趣味）早瀬会長宅（2泊） 

  能登事務局長宅（3泊） 

・ Luca Isabelle     18 才（ダンスと絵画が趣味）

坂井理事宅（5泊）  
・ Fey Vivienne   16 才(ピアノとハーフが趣味） 

能登事務局長宅（5泊） 
  
来浜日程：4月 2日～4月 7日（5泊 6日） 

歓迎会 
（さくらプラザ） 

 

 

 

 

 

鎌倉市内  ー川越（茶会） 

 

 

             みなとみらい地区 

 

 

 

 

JAL 羽田工場 

 

 

 

 

 

 

横浜市内ー總持寺（参禅）   みなと総合高校  

中華街 

 

 

 

 

歓送会（会長宅） 

 

 

大使館・外務省 

  

 

歓送会で念願の着物姿に 

横浜市立みなと高校にて鹿島校長先生（右端）、

ドイツ、ベルギーなどからの留学生らと懇談 

早瀬夫人の手料理に歓声 

来浜中は、理事や運営委員そしてヤングクラブ会員の

皆様には、各地区のご案内やアテンドを積極的に引受け

て下さり、有難うございました。（事務局 能登 崇） 
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「第一回日独ユースフォーラム」          

              に参加して 
会員 吉田真里子 

皆様はじめまして、今年 1 月に入会

しました吉田真里子です。 

私は、27年間住んだドイツのデュッセルドルフから

4 年前に日本へ帰ってきました。ドイツでは現地の整

形外科医院に初の日本人スタッフとして勤務し、駐在

員ご家族を中心とする日本人患者さんや、またドイツ

人患者さんのサポートをしてきました。 

また、趣味だった社交ダンスが高じて、競技ダンス

へ、そしてドイツダンストレーナーの教師資格も取得

し、現地のダンスクラブでドイツ人グループにレッス

ンしたり、独日協会の社交ダンス同好会として、２０

年近く会員の方に楽しんでもらうことができました。 

帰国してから、ドイツ語を教える機会には恵まれま

したが、本当のドイツ人の方が話すドイツ語に触れた

り、交流する機会があまりないので、JDGY の催しはと

ても貴重で楽しませてもらっています。 

今回のフォーラムもまさにドイツ語を聞くために

参加したのですが、期待以上の素晴らしい会だったと

思います。ドイツでは見たこともないようなみなとみ

らいの華麗な建物群の中の横浜国際協力センターで、

ドイツと日本の若者がテーマにそって意見を交換し

合いました。早瀬会長、共催の横浜市 関山国際局長

のご挨拶の後、ドイツ大使館のフォン・

リムシャ公使の講演がありました。いか

にも公使らしい整然と

した話しぶりが素晴ら

しく一瞬でドイツへタイムスリップ

した感覚になりました。 

ドイツの板金加工機

械会社のトルンプ社長のお話や、作文コ

ンテスト優秀者の高校生２人によるド

イツ旅行の報告の後、いよいよメインと

なる独日学生の意見交換会がはじまりました。 

ブレーメン経済工科大学から日本へ留学中の6人のド

イツ人学生とその約２倍の日本人大学生、高校生が、

日独職業事情、家庭事情、そして恋愛事情について意

見を述べてゆきました。 

職業事情では、ドイツ

は職歴社会、日本は学歴

社会であり、大学へ行き

卒業する、という意味合

いは両国で大きく違いま

す。また、ドイツは全ての大学が国立のため学費ゼロ

ということが繰り返し述べられていました。 

家庭事情では大学生以上の子供の親への依存度の

違いなどが話されたと思います。 

恋愛事情は「告白について」など若者にとって身近

なテーマで、熱のこもった意見がたくさん出て、何回

も笑いが起きていました。 

締めくくりに挨拶された公使の言葉の通り、二人の

若いドイツ人通訳の方が本当に素晴らしく、時には自

分の恋愛経験まで述べながら(笑)、卓越したドイツ語

と日本語で会を大成功に導いてくれたと思います。 

横浜日独協会の皆様、 
『日独ユースフォーラム横浜』参加体験記 

                         
東京横浜独逸学園 谷山有仁 

 
先日は日独ユースフォーラム横浜

へご招待頂き、有難うございました。 
東京横浜独逸学園の谷山と申しま

す。私はドイツにて日本人の両親のもとで生まれ育ち、

今は日本に住んでおります。現在は幼稚園の先生とし

て、日本でのドイツ教育に携わっております。今回は

第一回目ということで新たな歴史が刻まれましたね。

このような素敵なイベントに参加できたことに私は

誇りを持っています。 
フォン・リムシャ公使とトルンプ社、パンネン社

長による二つの講演は普段聞けないお話で、私を含め

参加者全員、貴重な体験ができたと思います。またお

二方がみてきた日本とドイツの類似点や違いが的確

でとても興味深く、うなずくことばかりでした。 
また、高校生のお二人によるドイツ旅

行の体験談もとても面白かったです。お

二人のように、より多くの人に是非ドイ

ツに行って、ドイツの日常を体験しても

らいたいなと思います。 
 

討論会は今回のメインイベントと

も言えたでしょう。テーマは多少抽象

的であった分、討論会は自由に繰り広

げられていましたね。自分の体験や意見を述べていた

参加者全員が熱意で話し、ドイツと日本、両文化への

情熱で輝いていました。進行役と通訳の方お二人も雰

囲気を和ませてくれ、お陰様で決して硬くない楽しい

討論となったように思います。今回の討論に私は直接

参加できなかったことに反省をしていますが、次回の

ユースフォーラムの討論会にとても期待が湧きまし

た。 
 

運営をご担当頂いた皆様、お疲れ様でした。楽しく

て有意義なお時間を有難うございました。日本の若者

たちがドイツに対する興味を持ち、このような体験が

なんらかの形で将来につながればいいですね。また 10
月には当校のオクトーバーフェストがありますので、

是非遊びにお越しください。今後ともどうぞ宜しくお

願い致します。 
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日独ユースフォーラムの討論から 
記録：澤口聡太、 

司会：渡邉大記、 

通訳：Tabea, Florian 

目的 

・本日は互いに議論しあって，異文化を理解する 

・議論さえできればよい。結論を出す必要はない 
 
議題 

教育・就活・人間関係 
 
1. 教育・就活系 

 ドイツでは競争が激しくないとは言えないが，ス

トレスは日本の方があるかも．自分の回りにも日

本人でバイトする人が多い．勉強したり，働いた

りしている人が多くて，日本人も大変なのでは．．．

(ドイツ人インターン学生) 

 大学の学費が日本では大変であるがドイツには

学費はない． (通訳) 

 日本では畳の職人さんは3年間修業すれば就職で

き年収は 900 万．ドイツではギムナジウムを出て

いるかどうかで収入も決まるか？(司会) 

 Nicht ganz．屋根を作っている労働者は，人不足

なので，中学卒業してもできる（ドイツ人学生） 

 ドイツでは大学進学は４０年前は２割であった

が、今は 5割くらい（公使解説） 

 ドイツでは大学を卒業することはひとつの区切

りであるが．40%のひとが卒業前に仕事決まれば

卒業せずに仕事についている模様(日本人学生) 

 日本の就職制度はばからしい．企業が人材を求め

ている時に適宜行う方が良いのでは？ 就活に

不満・疑問有り．なぜ3月解禁で皆スーツを着て、

授業に行かず（授業料も払っているのに）、就職

説明会に行く必要があるのか？(日本人学生) 

 就活している友達いわく，専門職に就く人への待

遇が良くない．管理職などの総合職の方が給料が

高い．もっと専門家に敬意を払って良い筈(司会) 

 ドイツは逆で，専門家、理系の人の方が職につき

易く文系の学生の方が心配する．（ドイツ人学生） 

 日本のシステムは非効率という印象がある．日本

学を勉強して日本に興味あるので日本に来た．日

本に関係ある仕事をしたい．ドイツの会社は何を

してきたのか，スキルを見る。(ドイツ人学生) 

 日本学やって日本に関係ある仕事につきたいか

ら，勉強をしている．．．(ドイツ学生一同) 

 自分のやっていることを仕事に生かさないで，専

門でない仕事に就きたい人、とりあえず，大学は

大学と割り切っている人がいる．(司会) 

 日本では塾にも行くし，毎日勉強して大学に入る

までの勉強が多いと聞くので，大学生になったら

遊びたいというのは理解できる．(ドイツ人学生) 

2. 恋愛 

 日本では告白した日から彼女．これはばかばかし

い．ドイツの告白がなくいつから付き合っている

のか分からないどうかと思うが．(日本人学生) 

 日本の方がちょっと純粋ではないか？ドイツで

は体から始まるわけではないが，キスしないで付

き合うはない。ドイツでも小学生時にラブレタ―

はある．僕と付き合いたくないですか。はい，い

いえ，Maybe の答え．(ドイツ育ちの日本人の若者) 

 告白はアニメのようなのはいらないが，やっぱり

ほしい、確認できれば安心できる（ドイツ人学生) 

 ドイツには好きという言葉はない．3 か月位壁を

超える下準備があって，愛してると．でも相手が

そうではないと...（ドイツ育ちの日本人の若者) 

 日本では 2 人でどこかに行くと，それで付き合っ

ているか結婚しているか誤解されたことがある．

(ドイツ人学生) 

 日本では一緒にタクシーにのると，付き合ってる

とか誤解されたことはある．ドイツではそんなこ

とはなかった．(ドイツ人学生) 
 
今後議論したいテーマ（討論後のアンケート） 

(ア)教育関連 

(イ)国家・歴史 

(ウ)恋愛・人間関係 

(エ)生活一般 

(オ)仕事関連 

(カ)観光 

(キ)文化・伝統・習慣 等多数 

 

要改善点、希望点 

●具体的な数値等は先に調べておいた方がいいので

は？(公使) 

 参加者同士の時間がもっとほしい． 

 各テーブルにマイクをおけばもっと効率的。 

 テーマが広かったので，テーマをより絞った方が

良い， 

 ドイツ人対日本人の比率が同じくらいになれば

良い 
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廣岡奈々子（YC  Düsseldorf支部） 

初めまして。私はフェリス女学院３年の廣岡奈々子で

す。現在は、大学の交換留学制度を利用しデュッセル

ドルフにあるHeinrich-Heine Universität に留学し

ています。まだデュッセルドルフに来てから２週間し

か経っていないので観光はあまりしていません。住民
登録や銀行口座の開設など毎

日慌しい生活を送っています。

今回は街の様子や大学につい

て報告したいと思います。 

街の様子 
左の写真はAltstadt に行った

時のものです。最近は日中２０

度近くまで気温が上がり、日差

しも強く夏のようです。夜は２

０時を過ぎても外は明るく、皆外に出て春を楽しんで

います。下の写真はライン川に面した階段です。ここ

は多くの人で常に賑わっています 

大学の様子 

Heinrich-Heine 

Universität では、

日本人用のドイツ

語コースと他の国

の留学生と一緒に

受けるドイツ語コ

ース、そして学部の

授業に参加してい

ます。学部の授業では、ドイツ語コースとは比べ物に

ならないほど先生の話すドイツ語が早いので聞くだ

けで精一杯ですが、せっかくたくさんのドイツ語に触

れられる素晴らしい環境

にいるので、早くドイツ語

をマスターし学部の授業

にも積極的に参加できた

らいいと思います。 

 

 

 

（YC 成田支部） 
 

大変ご無沙汰しております。 

 私事で恐縮ですが、４月より成田国際空港で働いて

おります。 

 憧れの空港の一つでしたので、大変嬉しいです。こ

の先も座学研修や OJT が続きますので、引き続き精進

して参ります。 

 落ち着きましたら、JDGYにもぜひお顔出しをさせて 

下さい。 今後とも宜しくお願い致します。 
 

渡辺野乃花（YC 京都支部） 
 

ご報告が遅くなりましたが、先日佛教大学通信教育

課程の入学許可がおり、新たに学び始めたところです。 

今までの通学生とは異なり、自分でやらなければなら

ないので大変ですが、なんとか 2年間で小学校教員免

許取得を目指して頑張ります。 

横浜日独協会の催し物への参加は厳しいことが多

いかと思われますが、なるべく現状報告などをしたい

と思います。 

今週末に行われるユースフォーラムへの参加も厳

しいので、現状報告を添付いたします。 

 

小林俊策（YC Darmstadt 支部） 
 

"日独ユースフォーラム横浜"の件

につきまして、近況報告をいたし

ます。 

Darmstadt での語学コースを終

え、無事 TestDaF で合格点に達す

ることができました。 

この春より、Universität 

Stuttgart Luft- und 

Raumfahrttechnik M.Sc. (修士課

程航空宇宙工学専攻)に入学しまして、新たな環境で

心機一転がんばっております。 

Stuttgart でも暖かくなり始め、こちらの桜も満開に

なりました。横浜の桜もきれいであったことでしょう。 

ドイツ語で学ぶ難しさを実感していますが、卒業に向

け今後も日々精進してまいります。 

 

武田章寛（YC Essen 支部） 
 

先日はフォン・リムシャ公使との大切なお話合いに

同席させて頂き、本当にありがとうございました。 

かながわ音楽コンクールは 2006 年の中学 3年生の時

に私が初めて賞を頂いたコンクールでした。受賞者コ

ンサートでは神奈川新聞に音楽評論家の岩井宏之先

生より大変光栄なお言葉を頂いたのは忘れる事がで

きません。 

横浜日独協会の皆様のご協力に心より感謝申し上

げます。今後とも何卒宜しくお願い致します。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊   

 

ドイツ大使館より 9月 11日のリサイタルの後援を

承諾していただける通知を頂きました。この度、ドイ

ツ大使館のご後援を得られましたのはひとえに横浜

日独協会の方々の多大なご支援のおかげであります。

9月のリサイタルでは感動を届ける演奏ができますよ

う、全力で努力を続ける所存であります。 

4月16日の若者フォーラムでは両親より素晴らしい

会だったと聞きました。心からお祝い申し上げます。

また、フォーラムの中では私のリサイタルについて宣

伝をして下さり、本当にありがとうございました。 

武田 章寛 

横浜日独協会 

YC（ヤングクラブ）メンバーからの便り 

日本人用のドイツ語コースで使われている教室 
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『横浜市国際戦略 2016』と 

横浜日独協会の活動                 
理事 坂井啓治           

  

  横浜市は、平成 27 年 4 月政令市初となる「国際局」

を設置し、新たな国際戦略（全 35 頁）がこの程策定さ

れたので、この機会に横浜日独協会（JDGY）が推進し

ている文化・経済交流のビジョンと活動を振り返って

みた。私どもの活動は、将にこの「国際戦略」と言う

市の意欲的な行動指針に呼応する草の根運動であり、

更なる励ましを受けたものと確信した。いまこの「国

際戦略」の一部と、これに呼応する JDGY の関連活動を

関係委員長のご意見も得て以下要約した。   

 

………………………………………………… 

【横浜市国際戦略 2016】（JDGY 活動関連の部分のみ－原文通り） 

第 5 章 国際事業の目標 

(1) 海外から活力を取り込む 

(2) より多様な考え方に触れる機会を増やし、新た

な価値を生み出す新たな価値の創造に向けて、

海外との交流機会や、海外に出て挑戦する機会

が豊富にあり、多様な考え方が共存する都市づ

くりを進める。 

（想定事業内容） 

○市内学生の海外留学及び外国留学生の支援 

○市内大学における国際交流促進の支援、海外の大

学との連携の橋渡し 

第 6 章 重点的な取り組み事項  

 (4) 横浜経済をけん引する国際的なビジネスチャンの

創出 

  ○「市内企業の海外ビジネス展開を支援するため、

外国政府機関や経済団体等との経済交流を推進

するとともに、国際ビジネス相談、セミナーの

開催、海外市場開拓・輸出アドバイスなどの支

援を実施する。…… 」       

  (6) グローバルな視野を持った若者の育成 

○「国際事業を展開するため一番重要な資源は人材

である。特にこれからの時代を担う若者層の意識

が、多様な国の人々とコミュニケーションを取り

ながら、横浜と相手方の文化を理解し、共に困難

を解決する力を養っていくことは非常に重要であ

る。 

第 7 章 国際事業への取り組み姿勢 

（2）歴史の蓄積や各地域の状況を意識して、戦略的に事

業を実施する 

  ○国際事業の展開に関する地域別の考え方は、次の

通りである。 

  欧州・北米地域 

  「… 成長・発展が見込まれる分野の企業誘致を進め

るほか、盛んに行われている学生交流等を土台に、

今後の交流の促進・進化を図っていく。 
【参考資料】横浜市中期４カ年計画 2014～17 における関連事業 

・戦略的な企業誘致による産業拠点の強化     

・市内企業の海外展開支援 

・グロ－バル化に対応した教育の充実   

・世界を目指す若者支援の取り組み   

………………………………………………………  

[横浜日独協会の主なる関連活動] 

A. 文化面では、毎月例会でドイツに関連のあるテ

ーマの講演・コンサート・映画鑑賞会が 

行われており、他方長期視野に立ったサステイ

ナブルな活動として次のようなものがある； 

1. 2012 年から JDGY の提携先であるフランクフル

ト独日協会から日本へ派遣される 2-3 名のドイ

ツ高校生による「学習旅行」を受け入れ、ホー

ムステイを通じ日本文化の風習体験や市内の高

校ほか史跡・施設への訪問などによる見聞・交

流を体験させる。 

2. 2013 年から横浜市内の高校生を対象に、横浜市

の支援を得て日独関係に関する作文コンテスト

を隔年実施し, 優秀者 2 名をフランクフルト独

日協会の協力を得てドイツへ 1-2 週間の学習派

遣。 

3. 2015 年には「JDGY ヤング・クラブ」を創設し、

学校間の垣根を外した若者の交流を通し、次世

代の横浜市民であり且つ JDGY 会員としてグロ

ーバル人材の育成を目指している。 

4. 2016 年 4 月 16 日には、在日ドイツ大使館・市

国際局・日独協会東京の支援も得て「JDGY 第 1

回日独ユース・フォーラム」が横浜国際平和会

議場で開催。 

日独約 40 名の大学・高校生を中心とする若者が、

教育・就職活動・インターンシップ・人間関係 

ほか日独の違いを論じ合い異文化への理解を分

かち合った。来年以降もこのフォーラムを続け、 

グローバルな視野を持つ若者の育成に寄与した

い。 

5. 昨秋ドイツ・ブレーメン工科大学日本プログラ

ム学部から学部長が、日独協会東京の理事と共

に来浜、同大学の学生に 6 ヶ月間のインターン

シップ（実習体験）を毎年受け入れ出来る市内

中小企業を探してほしいとの依頼があった。 

B. 経済産業面では、ドイツを中心とする欧州での

経済産業活動に従事した経験のある JDGY 会員

による横浜市中小企業支援活動を促進；  

１．市国際局・経済局及び IDEC（横浜市企業経営支

援財団）の指導・助言・情報を得て市内中小企

業のユニークな技術・製品をドイツ中心とする

欧州企業に紹介・斡旋する活動を展開、既に数

社の技術・製品輸出・将来的には海外進出を含

む具体的な案件が推進され、紹介先の欧州企業

から責任者の来日予定も俎上に上がってきた。 

   ２．世界の産業界の潮流「第 4 次産業革命」と位置

づけられる「インダストリー4.0 」 IoT（あらゆ

るモノのインターネット）・ロボット・人工頭脳・

ビッグデータなどの「日独共有の国際基準づくり」

を解説のため、セミナー開催を検討中、就中これ

らを含むグローバル人材育成を中小企業トップ

に喚起することを目論んでいる。 

3. JDGY 中小企業委員会は、横浜市中小企業に対し、

経営診断支援ではなく、技術・企業実務・リアル

タイムに対応のできる支援を行う市民団体とし

て横浜市へ貢献出来ることを目標としている。                                 
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『世界的オペラ歌手が教える

一瞬で魅了する「いい声」レッスン』
島村武男著

二見レインボー文庫

2016 年 3 月出版 620 円＋税

イタリア・ドイツで活躍し、年間

オペラ歌手ベスト 1 にも選ばれた

世界的バリトン歌手、横浜日独協

会会員でもある島村武男氏が、自

らの経験から独自に開発し、全国

各地で好評を得ている「声力開発

トレーニング」を徹底公開。

暗い声、小さい声、こもった声、だみ声…が、

必ずみなよく通る「いい声」になります。

一般の方でもわかり易く ”発声” （良い声

を取得するには・・・）のことが書かれていま

す。文庫なのでどこでも手軽に読めます。

体操も書かれており、健康にも若返りにも効果

あると思います。

行事予定
■ 平成 28 年５月 定時総会／例会：

・日時： ５月２１日（土）定時総会 午後 1:30～

例会 ２：３０～(予定)－総会終了後上映

・会場：戸塚区民文化センター３階 多目的スペース(中）

・内容：ホームビデオ鑑賞会『ドレスデン－運命の日－』

連合軍による空爆で壊滅したエルベの真珠・ドレスデン

運命を翻弄された人々の真実のドラマがあった・・・

・会費： 例会－１０００円 （会場費）

■ 平成 28 年６月 例会：

・日時： ６月１８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： 講演； 能登 崇 JDGY 会員（予定）

『歌う喜び－聴く楽しさ』

－神童モーツアルトに 魅せられて－

・会費； 1000 円 懇親会 500 円

■ 平成 28 年７月 例会： （予告）

・日時： ７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： （内容未定）

新入会員：

・新川久美子様 （あらかわ くみこ）

・平澤 智子様 （ひらさわ ともこ）

・高川 邦子様 （たかがわ くにこ）

・小池 駿様 （こいけ しゅん）ヤングクラブ

新刊紹介

訃報

大島富士子会員

（ソプラノ歌手）
2016 年 4 月 11 日ご逝去

大島様には例会、周年行事等でウイーンで学

ばれた美しい音楽を聞かせて戴きました。

ご冥福をお祈り致します。

全国日独協会連合会年次総会 in 博多

大使と固い握手

編集後記

4 月は忙しい月でした。フランクフルトから作文

コンテスト優秀者の高校生 3 人娘が横浜訪問、ハ

ンブルクからは桜の女王、横浜市長とのぬくもり

トーク、ヤングクラブ主催のユース フォーラム。

その全てを会報に盛り込みました。

なるべく多く写真を入れたくて、それぞれが小さ

くなってしまいましたので、是非、ホームページ

もご覧ください。

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




