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行動に委ねたのか、キャメロン首相の判断に大きな誤
りがあったと言わざるを得ない。
離脱派には高齢者や低学歴層が多く、移民・難民が
もたらす雇用や社会保障の混乱を排除し、ブラッセル
から煩雑な規制を押し付ける EU 官僚から政策決定権
を取り戻せ、と訴えていた。
EU の活動分野が、経済から政治・外交へと拡大し、
意思決定方法もかつての全会一致から多数決に代わ
り、誇り高い英国の異議が通りにくくなったことも確
かだ。それでも英国は EU に数々の「特例」を要求し、
合意を取り付けている。今後２年間の離脱交渉は難渋
を極めるだろう。英国が非ユーロ圏に止まっていたこ
とはせめてもの救いで、EU はサッチャーを再評価する
に違いない。

「宙吊りの元大英帝国
―同床異夢の４３年間。EU 結束の時―
横浜日独協会会長

早瀬

勇

１．英国民は EU 離脱（Brexit）を選んだ
―感情が理性に勝つ
英国の EU 離脱の是非を問う国民投票は６月２４日
開票の結果、離脱支持が 51.9% を占め、EU 加盟国で
は前例のない離脱（２年以内）が決まった。残留派を
率いたキャメロン首相は辞意を表明。英国は EU の官
僚統制からフリーハンドを得るものの、今後輸出の４
４％を占める EU 各国との貿易交渉や、雇用・スコッ
トランド離脱・大学制度・金融機能などで孤独な試練
に直面しよう。あまりにも大きな代償である。
難民問題や南欧国の財政危機を抱える EU でも、今
回の Brexit が加盟国内にくすぶっている反 EU 勢力を
勢いづかせることは必至だ。
２．Brexit（英国の EU 離脱）の背景
―独特のプライドと身勝手さ
元々独仏伊とベネルックス（ベルギー、オランダ、
ルクセンブルク）が EEC(EC の前身)を１９５８年に結
成したのは、反戦を誓い、欧州大陸の文化や歴史を尊
重する汎欧州主義に共感し、覇権を握った米国に拮抗
する政治・経済圏を創造するという理念に基づくもの
であった。一方英国の EC（EU の前身）加盟（１９７
３）は、米国との紐帯は確保しつつ、EEC の結成以来
復興著しい独仏と経済的利益を共有したいがためで
あった。当初から「同床異夢」だったのである。
「英国は米国に従属する“トロイの木馬”だ」と決
めつけて、死ぬまで英国の EC 加盟に反対した仏大統
領ドゴール将軍には御見通しだったのではないか。今
なお米英の紐帯は、言語と価値観を共有して強固では
あるが、今の米国には英国を経済や外交で特別扱いす
るゆとりはない。懐古的なプライドと身勝手なナショ
ナリズムで EU を飛び出した“元大英帝国”の宙吊り
状態が懸念される。
共通通貨ユーロの発足にあたっても、時の首相サッ
チャーは反対した。旧英連邦の遺産である通貨ポンド
と金融センター「シティー」を守るためであったが、
表向きの理由は「国の通貨の管理は、選挙で選ばれた
一国の政府が行うべきだ」であった。ユーロ制度が持
つ金融と財政の不一致を突いたとも受け取れる。
仮にサッチャーが今首相だったら、多機能化した EU
をどう評価したであろうか。王室を頂くが議院内閣制
の英国政府が、なぜ EU の機能や将来的メリットを理
解できない衆愚に国家の命運を丸投げしたのか？理
性で判断すべき国家の利益を、なぜ大衆の情緒的投票
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３．金融・経済への影響
―市場は一時リーマン以来の混乱
不思議なことに外為の市場関係者が殆ど「残留」で
の決着を予想していたこと。24 日のポンドは￥160 か
ら￥133 まで急落、株式も日経平均で￥1286 の下落を
演じた。何と言っても最大のダメージは＄が一時
￥100 を割ったように、日銀が異次元の金融緩和に踏
み切った当時の円高に戻ってしまったことだ。いずれ
は市場が落ち着きを取り戻すと思われるが。
自国には落ち度がないのに、リスク回避の“受け皿
通貨”として円が買われる。リーマンショックの時は
サブプライムと言う米国発の不始末で日本経済は大
打撃を被った。グローバル化と IT 技術が進んだ金融
市場でのリスク管理、特に投資対象の変動率や仲介者
の信頼度の見極めはますます重要になって来る。
４．欧州統合は夢か？
いな、長期的には EU 統合深化のチャンスだ
南欧系の加盟国では反 EU 政党が勢いを増す。ドイ
ツですら AfD（ドイツの為の選択）党が移民・難民に
反対している。しかし今回の Brexit がドミノ倒しの
引き金にはならないと思う。もはやイタリアもフラン
スも一国では防衛も外交も農業もやっていけないこ
とを承知しているからだ。各国経済も域内全体で最適
化を図るしかないのである。習近平をバッキンガム宮
殿に泊めた英国も、中国経済構造の変化や一党独裁体
制の危険を考えれば、EU に代わって中国に身を委ねる
わけにはいかない。EU 統合の深化は、ドイツの双肩に
懸っている。
ドイツ中心主義者にはもう一つのシナリオがある。
労働意欲が旺盛で緊縮財政に耐えうる国家と新たな
共同体を作り上げることだ。価値観を重視した EU 内
の大リストラであるが、これはいま切るカードではな
い。現実には離脱する英国にも協力の手を差し伸べ、
“宙吊りの老大国”にしないことだ。（6 月 27 日 記）
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横浜日独協会第７回定時総会の開催

映画「ドレスデン」を鑑賞して

５月２１日（土）第７回総会が戸塚さくらプラザ
３階多目的会議室で２８名
の会員が出席して開催され
ました。
冒頭早瀬会長が、２年前
の総会挨拶を引用されると
共に、設立５周年を経過し
会員 190 名を擁する当協
会の発展に言及され、此処まで協会をバックアップ
してきた会員への謝意を述べられました。特に昨今
の協会活動の２本柱であるヤングクラブ（ＹＣ）の
創設と地域中小企業支援の重要性に触れられまし
た。また新たに企画される「日独女性フォーラム」
への期待を述べられました。
開会に先立ち、衆議院議員 田中和徳様より祝電
を頂戴致しました。有難うございます。
続いて２０１５年度の活動報告並びに「女性フォ
ーラム」開催検討を含む２０１６年度活動方針案、
決算報告及び今期予算案及び会報並びにホームペ
ージ報告が原案通り承認可決されました。 また新
たに NPO 法人化プロジェクトの実施案が審議、承
認されました。
続いて役員選出議案が審議され原案通り承認可決
されました。

会員 中野 宏徳
今日は映画「ドレスデン」を見
る機会を与えて頂いて感謝します。
ドイツに駐在した者にとって、ドレスデンは特別の
存在でしょう。私も当時の西ドイツ駐在時代から一
度ドレスデンに行ってみたいと念願しながら果た
せず、結局東西統一後２度目の駐在時にやっと訪問
することが出来ました。
ドレスデンと
いう町は、旧ド
イツ帝国時代
からエルベ東
岸の重要都市
で歴史も古く、
歴史的建造物
もたくさんあ
りました。ドレスデンに対する連合国特に英国の空
爆は、昭和２０年３月１０日の米軍による東京大空
襲と同列に論じられますが、今日の映画の描き方で
は少し異なっています。
東京空襲の場合は、首都を大規模に叩くことによ
り日本国民の戦意消沈を意図していたとみられま
すが、ドレスデンの場合はソ連赤軍のドイツ侵攻と
の政治的意図で空爆の目標とされたようです。太平
洋戦争では、末期のソ連軍の満州侵攻の関連からア
メリカは原爆の使用を決定したようですが、要は共
にソ連と連合国の政治的せめぎ合いの犠牲となっ
たと言えるでしょう。クラウゼウィッツは「戦争と
は政治の延長である」と言っていますが、まさにそ
の通りで結局政治的闘争の犠牲になったのは女、子
供、老人といった一般市民です。地震、津波は天災
ですが、戦争は人災です。しかし、その犠牲者は圧
倒的に戦争の方が多い。戦争をしてはなりません。
今、アジアはきな臭くなっています。戦争のないこ
とを祈ります。
さて、映画の感想の本題に入ります。第１印象は
１都市の大空襲をテーマにした映画としては長時
間だなということです。特に空襲で火の海となった
街の描写は執拗の感が否めません。一方で、英軍パ
イロットとドイツ人看護師との恋は、現実にはあり
そうもないけれども敵同士の和解を示唆しており
好ましかった。国家は政治的に敵味方に分かれて戦
っているけれども、その国民個人は人として政治的
対立を超えて愛し合えるということを物語ってい
る。
空襲下での一般市民の状況は、どこも同じである。
火に逃げまどい、防空壕内で気が狂い、悲惨な状況
になっていく様子が描かれているが、ロンドンも東
京もドレスデンも、敵も味方もない。全ては戦争が

２０１６年度 役員 は以下の通りです。
（ ○ 印は新任） （敬称略）
♦会長； 早瀬勇
♦常務理事； 能登崇、向井稔
♦理事；黒崎稔、大久保明、ロベルト・ゼ―リヒ、
ハンス・ユーデック、神永晉、南雲淑子、成川哲夫、
山岸隆、磯貝喜兵衛、坂井啓治、中尾尚未、小島拓
人、ハルトム―ト・パネン、寺澤行忠、齊藤進治、
○ 山口利由子、○ 佐藤恵美、○ 中戸弘之
♦監事； 四方田彰、〇 戸田龍介
♦顧問団； 名誉顧問 林文子（横浜市長）
、
〇名誉会員 兼子良夫（神奈川大学学長）,
顧問 瓜谷綱延（文芸社社長）
顧問 織田正雄（公財日独協会理事）
また運営委員は、神永理事、成川理事、山岸理事、
パネン理事及び顧問を除く全役員
並びに会長指名による下記の会員です。
中野宏徳、〇 大治はるみ、〇 地野洋子
（報告；事務局 能登 崇）
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もたらしたもの。
この映画も詰まるところ「戦争だけは避けよう」
という人類共通のメッセージを投げかけていると
思います。世界中の指導者たちに是非鑑賞して頂き
たい。（了）

ツケースを引きずりながら向かいました。ハイドンコ
ア専用階 3 人部屋の入口に滉一の名前が貼ってありま
した！荷物を置きエアチア（団員世話役）の先生に挨
拶、事務室へ出向き初めて事務のハイダーさんにお目
にかかりました。早速、契約書の説明が英語で始まり
ました。そこで母の私はやっと団員採用の事実を知る
ことができたのです。ハイダーさんはジミー・チャン
（事務局より）
先生に１２歳で大丈夫か？（在籍出来るのは 10 歳か
今回のビデオ鑑賞会は、会場の時間制約から最後
ら 14 歳までなので活動期間が少なくなる事と変声期
の部分を割愛せざるを得ず、皆様には大変ご迷惑を
が近いのでは？の確認です。）と聞いたそうですが「滉
お掛けしましたことをお詫び申し上げます。
一はとても素晴らしい。
」と絶賛されたそうです。
終了後ご覧戴いた何人かの方々から、結末部分を再
私は滉一がアウガルテンで生活する上でお世話に
現して欲しいとのご希望が寄せられました。そこで
なる日本人の先生方にもお目にかかり、日本で手配す
報告の中野会員のご承諾を得て、結末部分の一部を
るビザのことも教えていただきました。なんとこの時
以下の様に掲載させて頂きます。何れもビデオ字幕
点で本当にウイーン少年合唱団のメンバーになった
からの引用です。
のです。
＜アンナの独白＞『戦争の被害者には罪は無い、ど
滉一は明日から始まる学校の心配で泣きそうでし
の被害者にも。帰国したロバートは数か月後飛行機
た、ママの気休めの「大丈夫だから。」も本人にはこ
の操縦中に北海に消えた、死体は戻らなかった。自
の時が一番辛く感じていました。幸い同部屋には日本
分達の娘が誕生し、ドレスデンに戻る途中だった。 人のお子さんもいた事、学校の同学年にも別のコア所
聖母教会は１日持った。しかしその後丸屋根が崩落。 属の日本人がいてくれた事は授業の部屋もわからず
千度を超える熱で石がスポンジ状態となり、壁を残
右往左往する滉一にとって重要な助けになりました。
して崩壊した。』
寮での生活はまず掃除や洗濯はおばさん方がしてく
れます。流石貴族の子弟としての扱いが残っています。
『45 年 2 月の出来事を理解することは難しい。し
さて、メンバーとして三人部屋の寮に入り、附属学
かし生き延びた者として新たな物を作る義務を負
校にも入学し合唱団の本来の生活が始まりました。
う。後ろばかり見ても影しか見えない。
』
６：４５～起床、朝食
＜ケーラー大統領＞ 聖母教会再建記念式典での
７：３０～学校午前の部
挨拶： G. ハウプトマンは 45 年に云いました；
11:00～プローベ（歌の練習）
『 涙を忘れた者も、ドレスデンの破滅に泣い
１２：４５～昼食と休憩
た。』 その 60 年後に（私は）付け加えます；
『 自
１４：３０～１７：４５ 学校午後の部
信を失った者も、再建後の教会の姿に自信を取り
１８：００～夕食、自由時間
戻す。この聖母教会は世界の人々を結び付けます。
２１：１５～就寝
－－－皆に平和がありますように― 』
滉一はドイツ語が出来ないため、ギムナジウム 1 年
生に入り（歳からするとギムナジウム 2 年生です）
、7
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
時間ほど日本の中学と同じような科目で勉強します。
気が付けば息子がウイーン少年合唱団（４）
ただしドイツ語で！滉一はこの授業時間内に日本人
の先生によるドイツ語の個人レッスンが入りました。
この先生には教科全般のわからない部分を聞けまし
会員
た。夕食が終わると自由時間、屋内プールで泳いだり
鈴木 優・弘美
卓球をしたりメンバーと消灯の２１：００まで過ごし
ました。
夏合宿も終盤、ハ
日曜日には彼らの一番大切な仕事がありました、そ
イドンコアのカ
れはハプスブルグ家の王宮の敷地内にある王宮礼拝
ペルマイスター
堂でミサを歌う事です。モーツアルトのミサ曲、ブル
である「ジミー・
ックナーの曲等。かなりの難曲をあのウイーンフィル
チャン先生」が、滉一はどのコアグループが良い？と
の選抜メンバーとウイーン国立オペラ座合唱隊の一
聞いてきました、私達はまだ本当に採用されるのかわ
流の大人の歌手と堂々と並んでソロを歌ったそうで
からなかったのですが、現場では 9 月からも当然団員
す。王宮礼拝堂の一番上の舞台は狭く、バイオリンの
として活動してもらうものとしての質問でした。実は
弓が目の前をぶつかりそうに動くことやミサ担当の
滉一の合宿参加前に、日本からソリスト候補の子が来
指揮者が本番中に大きなくしゃみを平気な顔でした
ると期待を込めた紹介があったそうです。滉一はハイ
んだよ、と後に話してくれました。
ドンコアしか知らないのと、先輩達からも滉一‼滉
ミサ終了後は、世界中から観に来ていたファンが中
一！と呼ばれて馴染んできていたので「ハイドンコア
庭に集まり、合唱団のメンバーを一目見たい、写真を
がいいです。
」と希望しました。
撮りたいと待ち構えています、滉一も人々の写真攻勢
団員採用には半信半疑でありながらも 9 月 1 日言わ
に笑顔で応えていました。
（次号へ続く）
れたままに、ウイーン、アウガルテン宮殿の寮へスー
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にもウィーンには音楽家から学生・生徒まで、”ウ
ィーンで活動したい・学びたい”という多くの人が
世界中から集まって来ています。ある日音楽大学の
廊下を歩いていた時のこと、向こうから楽譜を抱え
た短パン・サンダル姿の学生さんがやってきました。
気分が良かったのか発声練習なのか?鼻歌を歌いな
がら・・。ところがその“ほんの鼻歌”の響きの素
晴らしさ! これで本気で歌ったらどんなにすごい
ことか! とただただ目を（耳を!?）見張るばかりで
した。また、声楽のレッスンでは現役の学生さんの
歌がもうコンサートのように素晴らしく、それにア
ドヴァイスを与えお手本を示される教授の一声は
更に更に素晴らしく・・全身を目と耳にしても足り
ないような貴重な時間でした。当然といえば当然か
もしれませんが、このレベルの高さには本当に感動
でした。
また、レベルの高さといえば演奏家だけでなく、
音楽愛好家や演奏会の観客にも言えるように思い
ます。あるテノール歌手のリーダーアーベントでの
こと、確かアイヒェンドルフの詩によるリーダーを
集めての演奏会でした。私の隣は上品なご年配の女
性でしたが、彼女の膝の上にはアイヒェンドルフの
詩集が広げられているではありませんか! 楽譜で
したら想像がつかないわけではありませんが、詩
集・・というのは初めての経験で、“ウィーンの観
客”の一面を見せられたような気がしました。とこ
ろが感心している場合ではありませんでした。演奏
終了後彼女は「今日の演奏についてどう思いました
か」と質問していらしたのです。私はどう答えて良
いか（はっきりとした感想などまとまっていなかっ
た!）で、「オペラでは聞いたことがありましたが、
彼のリーダーを聞いたのは初めてで・・」のように
しか答えられず、ただ受身でしか演奏会に参加して
いなかったことを思い知らされました。彼女は「そ
うね、彼はオペラの方が向いているかもね。もう少
し詩を活かした方が良いのではないかしら」という
ような事を言われたと思います。もちろん感想は一
人一人違いますが、評論や多数意見に流されず、は
っきりとした自分の意見や感想をもつという姿勢
に再び感心したものでした。
今回の講演では主にモーツァルトの生涯の前半
について伺いました。懇親会では、原稿もなしに
次々と興味深いお話をなさることにも感嘆の声が
上がっていました。モーツァルトがウィーンで活躍
し、レクイエムの作曲半ばで世を去るまでの後半人
生についても、遠からず伺う機会をいただけますこ
とをまた楽しみにしております。
（了）

「歌う喜び一聴く楽しさ」
～ ６月講演を伺って～
会員

舘野ゆかり

６月の例会は、能登崇理事による「歌う喜び一聴
く楽しさ」―神童モーツァルトに魅せられて一と題
する講演でした。音楽に造詣が深く、複数の合唱団
にも属され活動していらっしゃる能登様のお話を
楽しみに、梅雨の晴れ間の陽が眩しい午後、戸塚区
民センターに伺いました。

講演では、お話や音楽と共にスクリーンに映し出さ
れる美しいザルツブルクやザルツカンマーグート
の景色に会場からも思わずため息が漏れ、”今自分
がいるのが横浜ではないような気になった”のは
私だけではなかった、ということを感じました。
また、モーツァルトの年譜や旅行歴、作品などにつ
いての難しい!?キーワードがいくつも用意されて
いて、謎解きにも取り組みました。例えば・・「３
歳・３度」??これは「モーツァルトは３歳の時すで
に３度の和音の響きを捉えていた」ということでし
た。また大変興味深く伺ったのは「５歳・K1c・笛」
というお話です。
「笛は 30 年後・・・」というヒン
ト? でますます難しく・・!? 実は５歳で作曲され
たケッヘル番号 1c の作品が、その 30 年後に作曲さ
れた歌劇「魔笛」のパパゲーノのアリアに蘇ってい
る、ということでした。今まで考えてもみなかった
それらの例が、能登様ご自身のピアノ演奏を交え解
き明かされていきました。そしてウィーンの教会で
ミサ曲を歌われた思い出なども伺うことができま
した。お話を伺いながら、
“好きで入った音楽の道、
そしてこれからもその長い道を歩いて行くからに
は・・!!”と一大決心!? をして初めてウィーンを
訪ねた 20 数年前のことを思いました。
ウィーンでは大作曲家たちの足跡を訪ね、
“ああ、
彼らの作品がここで生まれ演奏され、彼らもここを
歩いていたのか・・”と感慨にふけったものでした。
そして“いつかこの空気の中に身を置き、見て・聞
いて・学んでみたい”と心の奥底から思ったもので
す。それが実現したのはずっとずっと経ってからで
すが。
「音楽の都」として知られるように、いつの時代
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坂本会員が芸術写真の国際コンペで入賞
写真家の坂本貴光さんは昨年 JDGY に入会して以
来、各種行事で撮影や展示に協力頂いています。設
立５周年記念式典でも彼の芸術作品がロビーで展示
され、その中の一枚が、ご出席の駐日ドイツ大使に
贈られました。
このたびその芸術写真が、世界一流のアートコン
ペで入賞を果たしました。
おめでとうございます。今後写真を通じての日独交
流に期待が高まります。
（横浜日独協会会長 早瀬 勇）

会員

ないことをする。これが大前提です。その上に各日
本文化の歴史背景も含め、「今後残したい」と思わ
せる被写体を撮影していきます。写真機という光を
記憶する機械を使い、数百年前から伝わる精神性を
カタチにして表すことを使命としております。
今後の活動について、横浜日独協会の皆様に恩返
しができるようにドイツと日本のコミュニティー
ツールを写真で作っていけたらと考えております。
ベルリンに提携しているスタジオがあります。そこ
からフランクフルトとの交流、東京との連携、色々
な広がりを持てるのではないかと、自分なりに勝手
に考えています。

坂本貴光
最後に、ベルリンで学んだことを書きたいと思い
ます。ドイツの友人で提携先の写真家夫妻に日本人
写真家で知っている人いますかと尋ねました。
森山大道、アラーキー、川内倫子、細江英公。。。
と想像しているより少なく、そのことを知った時衝
撃を受けました。世界と日本の認識には大きなズレ
があると感じました。しかし今、世界一の写真家（現
代美術家）杉本博司さんがいらっしゃいます。日本
人の写真家が世界一になっている事実でさえ、日本
に広く伝わってない現実を重く感じております。日
本写真文化の向上に尽力します。

写真家・美術家の坂本貴光で
ございます。
MVVO Art
ACCESSIBLE
ART FAIR のコンペにおいて、
アジア人で私だけ通りまして、
今回のご報告となりました。
このコンペの説明をします
と、NY マンハッタンにありま
すナショナルアートクラブで
今年の 11 月 1 日〜11 月 25 日
までアートフェアーが行われます。
そこに、参加するため世界から５０人の新進アー
ティストを選出するコンペが行われ、そこに作品を
出しました。というところから話が始まります。
そのコンペの審査員が、Kevin Doyle (Sotheby's),
Shaune Arp (Gagosian Gallery), Joyce Varvatos
(Art Advisor), Ann Lydecker Bunge (Collectrium),
Cris Gabarron (Gabarron foundation), Shari
Brownfield (Art Advisor), Rachel Rees (Sutton),
Stephanie Manasseh (Founder Accessible Art
Fair), Sophie Clauwaert (European Art Advisor)
and Rozalia Jovanovic (Editor in Chief at Artnet).
と超一流の審査員の方々です。世界に類を見ない最
高峰のアートコンペになりました。
そこに出品した作品が、フォン・ヴェアテルン駐
日ドイツ大使閣下に寄贈した作品でありまして、
（横浜日独協会５周年を記念しての場所で寄贈）そ
んな出来事でもあったことに、私は深く感謝と喜び
を感じております。
写真の内容は、伊藤若
冲 葡萄絵の着物をこ
しらえてのれん越しに
撮影した１枚。
もう一枚は、能の装束を
まとい刀を用いて武人
の精神を伝える写真。
私のコンセプトは、まず日本人が写真を撮影して
いる。このことに軸足を置き日本人にしか表現でき
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行事予定

ご寄附へのお礼

◇ 特別企画：1 日歌声喫茶で歌いましょう！
・日時： 7 月８日（金）午後 5:30～7:30
・会場： 戸塚区民文化センター４階 会議室①
・内容： 歌声喫茶「トツカーナ」(?) でドイツ民謡
他を心行くまで唄ってーＰ伴奏：志賀ト二オ氏
＊ト二オ氏は昨年７月弾き語り講演で大好評でした。
＊ 収容人員(24 名）の関係で、参加希望者は
5 日まで に直接事務局へご連絡ください。

菊川のぼる様（菊川瑛子会員の夫）
、能登崇様
有難うございました。当協会の事業に有効に使わ
せて頂きます。

お祝い申し上げます
JDGY 法人会員のモトスミ・ブレーメン通り商店街
振興組合が経産省の「はばたく商店街」として全国
から３０の商店街の一つとして受賞されました。

■ 平成 28 年７月 例会：
・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： 講演-橋本 孝とちぎ日独協会会長
『誠実に生きたグリム兄弟―その闘いと
その生きかたをめぐって―』

《会員出演演奏会のご案内》JDGY 後援
◆舘野ゆかり会員(ソプラノ）：
・日時：８月 27 日（土）18:30
・会場: アコスタディオ（原宿）\2500-(自由席）
・内容:「 ウィ－ンはいつもウィーン」歌曲+オペラ

＊ 講師はグリム研究の第一人者。日独学術文化賞受賞。

・会費：

例会－1000 円

懇親会－500 円

詳細は同封チラシをご覧ください。チケットご希望
の連絡は事務局（能登）宛てでも結構です。

■ 平成 28 年８月 例会： 夏期休会
■ 平成 28 年 9 月
例会：
・日時： ９月１８日（日）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/CD 鑑賞；
坂井啓治 JDGY 理事（予定）
『罪のない人々の苦しみ』
(スペイン総合芸術科キコ作曲）
・会費； 1000 円 懇親会 500 円

《例会関連 映画案内》

新入会員：

◆武田章寛青年会員（ヴァイオリン）:
・日時：9 月 11 日（土）14:00
・会場: 東京文化会館小ホール \3000-（自由席）
・内容:
Ｒ．シュトラウス、ドビュッシー、イザイ他
・後援：ドイツ大使館、JDGY

・
『生きうつしのプリマ 』
―ある母娘の過去― 7 月 16 日 封切
「ハンナ・アーレント」トロッタ監督 最新作
（チラシ有り）
・
『帰ってきたヒトラー』
TOHO 系で
上映中です。

・坂井 順子様（さかい よりこ）
・藤田 香様 （ふじた かおり）
・佐野 正純様（さの まさずみ）

編集後記
昨年帰国した知人からドイツでも日本の映画
や催し物に行って楽しんでいるとメールがきま
した。では、日本ではドイツの映画を上映して
いるのかと考えておりましたら、今回、
《例会関
連映画案内》で 2 本のドイツ映画の紹介があり、
とても面白そうなので嬉しくなりました。
『帰ってきたヒットラー』は、話題になってい
ましたが、
『生きうつしのプリマ』も、亡き母そ
っくりのメトロポリタン・オペラの著名なプリマ
ドンナを見つけてからのミステリーは、色々な楽
しみ方が出来そうです。
（山口）
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