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＊齊藤理事よりドイツから最新の
写真が送られて来ました。

横浜とフランクフルトの絆
横浜日独協会会長

フランクフルト独日協会

創立６０周年記念
横浜―フランクフルト・
パートナー都市

提携５周年の記念式典

カイザーザールで祝辞を述べる早瀬会長
他の誰よりも大きな拍手が!!!（10 月 27 日）

横浜市フランクフルト事務所長に持参した横
浜ガラス（花器）をプレゼント。

フランクフルト市エドゥアード・ヘヒラー氏
を表敬訪問。柳沢貴之横浜市フランクフルト
事務所長と。
（10 月 28 日、市庁舎にて）

DJGF に 贈 呈され た
記念品

早瀬

勇

５年前のこと。横浜市庁舎 2 階の応接室で、林文子横浜市長とぺト
ラ・ロート・フランクフルト市長（当時）がパートナー都市提携に調
印しました。オーラを漂わせるお二人の固い握手は「女性の時代」の
到来を告げるものでした。
提携内容は、①経済、特に中小企業の活性化、②スマートシティー
創造のノーハウ交換、③教育・文化・芸術の交流による国際都市とし
ての価値創造です。今のわれわれ横浜日独協会の活動の指針ともなっ
ています。
その翌年には民間の当協会とフランクフルト独日協会が、フランク
フルト市のカイザーザールで協力協定に調印しました。カイザーザー
ルは神聖ローマ帝国の 52 人の皇帝の肖像画が掲げられた歴史上有名
な広間です。総領事はじめ多くの日独関係者が見守る中で、調印者の
2 人の高齢男性も緊張していました。それに基づき早速翌日に作文コ
ンテストによる高校生の相互派遣を決めました。
気にかかったのは、翌朝の高級日刊紙フランクフルター・アルゲア
イネ紙の見出しです。
” Freundschaft in Papierform. Deutsch-Japanischer Vertrag
unterzeichnet“。善意で読めば「友情の文書に日独が調印」ですが
“ Freundschaft in Papierform “ は「とにかく紙の上での友好関係」
と深読みできます。
左から、フランクフルト市議会議
長シュテファン・ジーグラー氏、
在フランクフルト日本国総領事神
山武氏、フランクフルト副市長ジ
ルヴィア・ヴェーバー氏、早瀬会
長、独日協会フランクフルト会長
ヨハネス・バイヤー氏。
「皇帝の間」
での周年記念式典にて。

あれから 4 年が経ち、このたびフランクフルト・フェルトマン市長の
ご案内で、フランクフルト独日協会創立６０周年記念と横浜―フラン
クフルト・パートナー都市提携５周年の記念式典に当協会から向井常
務理事、斎藤理事と小生の 3 名が参列しました。10 月 27 日、約 2 百人の
日独関係者の前で祝辞を述べさせていただきましたが、当協会の日独交流
が今や「紙の上」
（Papierform）だけではなく、横浜市の財政支援も得
た作文コンテストによる高校生の相互派遣、
「第 1 回の日独ユース・フ
ォーラム横浜」の主催、
「第 1 回ドイツ・インダストリー４．０セミナ
ー横浜」の共催などが実現し、横浜で日独交流が進んでいる事実を参
列者にご披露する事が出来ました。
ここまで協会が発展してこられたのも、会員の皆様の積極的なご協
力のお蔭ですし、横浜市長はじめ横浜市の関係各位、ドイツ大使はじ
めドイツ官民のご支援の賜物です。紙面を借りて御礼申し上げます。
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頂いた。IDEC の牧野理事長はもとより、関係各位のご高
配とご尽力相俟って、当協会も地域中小企業へ海外情報
提供を通じ、企業経営発展のために少しでも貢献できた
ことを誇りに思うとともに、深謝申しあげます。

第一回「ドイツ・インダストリー4.0」 セミナー共催
理事
坂井 啓治
“ものづくり”のスマート（考える）工
場への転換、それはドイツ発
“Industrie4.0”が中小企業を含む世界
の産業界の潮流となり、日本でも少し
ずつ動き始めた。この時期に（公財）
横浜企業経営支援財団（IDEC）主催、横浜日独協会が
共催して、掲題のテーマと最適の講師によるセミナーが、
10 月 5 日横浜情報文化ホールに約 100 名の参加者を
迎えて行われ、地元の中小企業のほか、東京からも多
くの関係企業の方が来られた。このセミナーの主目的は、
地域中小企業を対象に「Industrie4.0」の現状を伝え、
具体例を以てわかり易く解説し、その潮流への対処・適
用を経営者に知って貰うことであった。

IDEC 牧野理事長
基調講演 Dr.ゲルティンガー

パネル方式質疑応答
パネラー 全講師・山岸理事
モデレーター 坂井理事

基調講演のドイツ・バイエルン州駐日代表部
Dr.C.Geltinger 代表が、「ドイツ製造業の国際競争力を回
復させるため産・学・官一体となり議論の末、国家プロジェ
クトになった」経緯を語った。ドイツの中小企業でもまだ緒
についたばかりであり、挑戦課題や中小企業に重点をお
いた「インダストリー4.0」育成策などが披露された。

懇親会で挨拶する
横浜国大
長谷部勇一学長
懇親会挨拶 早瀬会長

「夢のインダストリー4.0」偶感
会員 藤田 香 [日之出産業㈱取締役]

その背景には、欧州で「独り勝ち」と言われたドイツ製造
業にも 2010 年前後からその勢いに暗雲が見え始め、
反対にアメリカに産業界が戻ってきたと思われる兆候が見
られたことにも起因していると思われる。ただドイツ
でも、‘ものづくり’が戻ってきたアメリカを意識した国際競
争力の強化のため、生産性向上策は着実に進められ、
個々の企業にとって「国家戦略」の言葉には、冷やかに受
け止めていると考える。

2016 年 10 月 5 日横浜情報文化センタ
ーで行われた、総勢 100 名近い参加者の
熱気に満ちたセミナー「ドイツ・インダストリ
ー4.0（第 4 次産業革命）」－IDEC/JDGY
共催－を振りかえり、私の感想をご披露いたします。
ドイツ政府が国策として産学官で取り組んでいる「第４
次ものづくり革命、インダストリー4.0」とは【つながる工
場】・・・即ち IoT (モノのインターネット) の普及に伴い、
製造現場から消費者までインターネットを介して直接つな
がる、それは 設備・機器のオートメーション化のみならず、
サプライチェーン（供給の流れ）、そこに従事する作業員・
設計・メンテナンス等に係るエンジニアまでネットワークで
つながり、一工場、一企業また、国家の垣根を越えて相互
に連携するビジネス形態とワークスタイルを変えるシステム
を構築すると言われています。

中小企業への技術コンサルタントを主な事業とする㈱Ｋ
ＭＣは、生産性向上の数々の実例を紹介、製造業の次世
代への継承・発展の最重要事項は「人材育成」であると熱
っぽいプレゼンテ-ションが行われた。
ドイツの Mittelstand(中堅企業）を、市場・経済環境や
人材・財務体質・など異なる日本の中小企業と対比するの
は適切ではないが、それぞれに見合う「カイゼン」は必須
であり、長期的にはグローバルな人材育成は焦眉の急で
あり、世界の潮流を見失うことなく対処・適用する必要があ
ろう。

基調講演：ドイツ・バイエルン州駐日代表部 Dr.クリスティ
アン・ゲルティンガー代表
テーマ【インダストリー4.0 のドイツにおける状況と中小企
業の適用策】
ドイツの国家プロジェクトの背景は、ヨーロッパにおける
（脱）工業化の動きに対し、「ものづくり立国」における、新
技術とビッグデータ（センサーで集めた膨大なデジタルデ
ータ）を活用したビジネスの大変革、グローバル企業が集
まる ICT (情報通信技術）のヨーロッパでの拠点としての
バイエルン州の取り組みと実例 そして中小企業の課題と
それをサポートするプロジェクト支援システムが紹介されま
した。

最後の講演は、「ドイツ・インダストリー4.0」のコア会社で
あり、その日本法人トルンプ㈱（横浜日独協会法人会員）
の 100％子会社である㈱エフエー・サービスの A.マール
氏が、「トルンプ社におけるインダストリー4.0」と題しドイツ
のＴｒｕｍｐｆ社がどのように生産性を上げているかを動画を
交えたスライドで解説され好評だった。
締め括りは、パネル方式による質疑応答で、３名の講演
者に加え、当協会の山岸理事（元 帝人副社長）がパネリ
ストの一人として登壇。今回のセミナー参加者には、この
分野の専門家や、横浜市国際局・経済局からも、また横
浜国大は 3 教授がセミナーに、長谷部学長
は懇親会に参加され、多くの参加者から「なかなか立派な
セミナーであり、参考になる点が多々あった」との賛辞を

つまり、エレクトロニクス・IT 技術の活用による自動生産、と
言う第 3 次産業革命からの革命ではなく、進化である。ビ
ッグデータのクラウド化（従来コンピューターで利用してい
たデータ・ソフトをネットワークで繋ぎ、ソフト会社のコンピ
ュータを利用する技術）による連携。 それをシステムとし
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て 運用・保守にまでビジネスを拡大していくことで 国際
標準化の強化・大幅なコスト削減・製造時間等の短縮を実
現し、柔軟性と競争力の高い、ドイツの生産体制を確立し、
産学官連携による国際競争に強い「新しいものづくり立国
ドイツ」の確立を目指しているということでしょうか。ある「ス
マート鋳造工場」は、中小企業が成熟産業との競争力向
上を目指し既存の製造装置を使ったネットワーク化成功
例をスライド使い説明された。
ドイツといえどもその利点の認知と、規模によりシステムへ
の準備がなかなか進まない中小企業の難しさはあるが、
国をあげてのバックアップ体制により、中小企業がインダ
ストリー4.0 への取り組みにより、技術力で大企業と対等な
立場を持つ自立した企業となる、それが国際競争力の強
化につながる と言うことだろう。

パネル方式の質疑応答
講演後の質疑応答はパネル方式で行われた。工場の
超オートメーション化による 失業率の増加をどのように考
えているのか？ 佐藤社長は「トヨタをはじめ無人化の工
場が増えている。IoT による失業率を懸念するより、働き方
を変える！新たな価値を創造する方向に世界は向ってい
る」と。インダストリー4.0 はその新たな価値観と働き方を目
指すという一言に集約されるであろう。
米国主導であった IoT を「ものづくり」現場に広げ、共有
化で大企業と中小企業が対等な立場でものづくりをする。
そして創造的な働き方を目指す。ロボット・AI・などが大好
きで自動化が先進的 IoT だと日本の企業が見間違うと、イ
ンダストリー4.0 の真の意義を最後まで理解できなくなるだ
ろう。それに気づかせてくれるとても有意義なセミナーであ
った。これからも日本に適した中小企業が可能なシステム
構築などをぜひ聞かせていただきたい。
懇親会
懇親会では Deutsches Bier が サーバーで振舞われ、参
加者は美味しそうな泡に包まれ, まさにオクトーバーフェ
ストのようでした。久しぶりの Muenchner Bier でしたがマイ
カーで来てしまった私は、泡を舐めることさえ出来なかっ
たのが唯一の後悔・・・です。

㈱KMC 工学博士 佐藤 声喜社長 テーマ【中小製
造業における IoT の役割と次世代製造業の展望】
日本のものづくりのノウハウ・企業間ネットワーク・高度な
JAPAN 品質へのこだわりで、「和の文化」を活かした日本
版 IoT、あらゆる製造業の Q（品質）Ｃ（コスト）Ｄ（納期）Ｐ
（生産）を劇的に変革させる具体例の講演である。
加工サイクルタイムの短縮・生産性実例として、アルミ/
マグネシウムのダイカスト部品工場では、加減速制御デー
タの解析、プログラム同期制御の解析で高速化技術と最
適化技術を割出し 現状の加工ラインそのままで 生産サ
イクルタイムを 40％削減できた。
高度なシステム導入ができず、生産性の低いと言われる
日本の中小企業に IoT を導入させるメリットが可視化でき
ることは今後の ICT 導入への追い風になるであろう。提唱
する「伝承から電承」は技術の継承や標準化（マニュアル
化）に苦慮している日本の中小企業に必要とされるシステ
ムである。
まだ民間主導で行われている日本の産業界であるが、将
来的これが企業間或は産学官に標準化した部分をクラウ
ド化されれば、連携による技術革新は劇的に展開して行く
と思われる。ただ独自技術を持った中小企業のコラボレー
ションは理想ではあるが、コアな部分はしっかりブラックボ
ックス化しなければならない。

最後になりましたが、講師の皆様をはじめ 主催 IDEC
（横浜企業経営支援財団）の牧野理事長をはじめ経営支
援部の皆様方、また共催の横浜日独協会早瀬会長、そし
て質疑応答でのパネリストを務められた山岸様・モデレー
ターの坂井理事および会員の皆様、本当に有難うござい
ました。 以上

佐藤社長のプレゼンテーション
Dr. ゲルティンガー氏の講演

最後のプレゼンテーションは㈱エフ・エー・サービス 開発
部ソリューションのアンドレ・マール氏の
テーマ【TRUMPF 社におけるインダストリー4.0】
ドイツの代表的な板金機械・レーザー加工技術メーカ
ーでありドイツ国家戦略プロジェクトのプラットフォーム・コ
ア会社である Trumpf 社の 100％子会社である㈱エフ・エ
ー・サービスは AXOOM というソフトのビジネスプラットフォ
ームの構築で、製造だけではない働き方（各部署ごとの役
割）の改革への実例を説明された。
日本企業の顕著なパターンとして製造のオートメーショ
ン化を目指すが その他の部署での時間短縮によるコスト
削減には手が回らないことが多い。そこにデータのシェア
と OPC サーバー（産業用オートメーションで安全・信頼性
の高い相互運用の規格）で CAD（コンピューター支援設
計）など企画段階から工場・機械による間接業務がデータ
ソースにより遠隔操作できるシステムでつなぐのです。そこ
には危惧されるセキュリティーの問題も解決すると言うもの
でしょうか。

Mr.マールのプレゼンテーション

千葉県 JDG
２０周年記念式典
ドイツ大使館グラップヘア首席公使ご夫妻と早瀬会長

左から平尾浩三千葉県日独協会元会長、
木村敬三全国日独協会会長代行（元駐独大使）、早瀬会長、
金谷誠一郎千葉県日独協会会長（横顔）」（撮影：斎藤理事）
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プの音が特に印象的でオーケストラと上手く合って
いました。シンフォニーの最後には「よみがえり(復活)」
と題する第五楽章があり、苦しみを受けた人々に対す
る深い祈りの気持ちが込められていて感動的でした。
西洋のキリスト教文化圏ではイエス・キリストの受
難や聖書の内容を題材にした音楽作品や映画など、多
くの名作が見られます。古くはバッハが作曲した「マ
タイ受難曲」などの大作があり、例会で紹介された「罪
のない人々の苦しみ」も作者が曲に込めた思いは深い
祈りであると改めて実感しました。

「追悼と祈りのシンフォニー」
の映像を鑑賞して
会員 大堀 聰
作曲家のキコ・アルグレイヨは 1939 年生まれのス
ペイン人である。題して「罪のない人々の苦しみ」、
キリストの受難と復活のテーマに合わせたものだ。
各楽章のテーマは次の通りである。
第１楽章
第２楽章
再３楽章
第４楽章
第５楽章

ゲッセマネ
嘆き
彼らを赦したまえ
つるぎ（剣）
よみがえり（復活）

＜自己紹介＞
今年の７月に横浜日独協会の会員になりました三
木田です。宜しくお願い致します。
約３０年前の学生時代に第二外国語としてドイツ
語を学びました。これが私にとってドイツを知る第一
歩になりました。以前より音楽を愛好していましたが、
当時はレコードが高くてなかなか買えず、もっぱらＦ
Ｍ放送をカセットテープに録音してリュートで演奏
された中世の曲やバロック音楽、特にバッハの曲をよ
く聴いていました。西ヨーロッパのポピュラー音楽も
好きでドイツ語で歌う Udo Jürgens を聴き始めたの
もこの頃です。
学校を卒業した後は、アジアの国に興味を持ち、香
港と日本とを行き来することが増えました。結婚後に
妻と共にドイツのフランクフルト、ケルン、マインツ
を旅する機会を得ました。ケルンからマインツへ移動
した際、電車の車窓からライン河と沢山の古城を見る
ことができ、良い思い出となっています。自己紹介の
機会を与えて頂き感謝申し上げます。

オーケストラ 100 名強、コーラス 100 名弱の構成に
よるキコ・シンフォニー・オーケストラと合唱団は今
年、初めて来日した。
鑑賞したのは第１、２、５楽章を東京サントリーホー
ル公演から、第３、４楽章をハンガリー国立劇場から
である。後者は 1858 年創設された、内装は豪華絢爛
なバロック調のオペラ座である。
指揮者トーマス・ハヌスはユダヤ人の母を持つチュコ
人で、身体全体で振る指揮棒に感情がこもっていた。
これらの映像は、非売品だとか。
もとより私はこの交響曲の音楽的特色、オーケストラ
の技量等を論じる知識を持ち合わせていない。然し敢
えて言わせて頂くと、
そうした技術や知識
論ではなく、まさに聴
くことで、「罪のない
人々の苦しみ」に想い
を馳せることが出来
たと言うことだろう。

O ktoberfest in YC&AC

それは紀元前以来のユダヤ人の苦難の道のり、ナチ
スによるホロコースト、広島、長崎の原爆の被害、ア
メリカでの同時テロ事件 そして東日本大震災絡み
の犠牲者の苦しみに対する想いである。この日の参加
者は、胸におのおのの想いを抱いたことだろう。
当日の会場は、音楽を鑑賞するには設備の点でベス
トな環境ではなかったが、シンフォニーの意図すると
ころは十分に通じ合えた。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
９月の例会に参加して
会員 三木田 啓一
９月の例会は坂井啓治ＪＤＧＹ理事の講演と音楽鑑
賞です。スペイン出身の作曲家 キコ・アルグエイヨ
が作曲した「罪のない人々の苦しみ」というシンフォ
ニーを鑑賞しました。このシンフォニーはキリスト受
難を題材としているとのこと。東日本大震災で被害に
遭われた方々への鎮魂のために福島、郡山および東京
で講演されました。曲は最後の晩餐で有名なゲッセマ
ネでの場面から始まります。各楽章を聴く前に坂井理
事の解説があり、聴きどころを掴んだ上で音楽鑑賞が
できたので、より深く感じることができました。ハー

Oktoberfest in Deutsche Shule 10/8
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「ダンスと舞い～」
武田章寛ヴァイオリンリサイタル

倭 瑠七（やまと るな）

会員

この度は横浜日独協会様主催のシャ
ルウィダンスの会に出させて頂きまし
てありがとうございました。
わたくしは 1300 年の歴史ある倭民俗文化の儀式の中
で舞われる「舞」を継承している家に生を受けました
ので幼い時より、好む、好まざるに関わらず舞いを舞
い有に半世紀を超えましたので、日本の舞の世界の事
しか知りませんでしたのでドイツの社交ダンスのお
話と実技のレクチャーを受け、大変
興味深く楽しい時を過ごさせて頂き
感謝でした。

大野眞理子

講師の先生から「ワルツの踊り方は
バレーからの流れがありつま先立ちで踊った。後にか
９月 11 日（日）、東京文化会館小ホールにおいて、
かとを付けてつま先に移行し現在の踊り方になった」
とお聞きし、日本の舞との違いに大変興味をそそられ 武田章寛さんのヴァイオリンコンサートが開催されま
した。会場はほぼ満席という盛況でした。武田さんは
ました。
現在エッセン在住で、横浜日独協会 YC Essen 支部と
何故ならば～日本文化の舞は「すり足文化」と言い
してもご活躍です。Essen 通信 「リサイタル直前の
まして、かかともつま先も同時には床から離さず、摺
メッセージ」を拝見し、このコンサートを心待ちにし
って移動するからです。言い伝えによりますと草葉の
ておりました。プログラムは、前半はストラヴィンス
陰に隠れております魑魅魍魎を地表に出さ
キーの『イタリア組曲（バレエ「プルチネルラ」より）』
ないために、すり足で移動しながら舞うと
とドビッシーの『ヴァイオリンとピアノのためのソナ
聞いております。
タ』でした。二つともとても難曲のように思われまし
又日本には「踊り」という言葉と「舞い」
たが、ドイツで研鑽を積まれた成果を十分に聴かせて
という言葉があります。舞という語源は日
くださいました。後半は、イザイの『無伴奏ヴァイオ
本独自のモノの様で、諸外国では全てダン
リンソナタ第４番ホ短調 作品２７－４』とリヒャル
ス（踊り）で一括りされてしまいますので、
ト・シュトラウスの『ヴァイオリンとピアノのための
外国で舞を舞わせて頂きましても一様にダンスとア
ソナタ 作品１８』の二曲でした。イザイの『無伴奏
ナウンスされてしまいます。実は踊り（ダンス）と舞
ヴァイオリンソナタ』は、第１楽章の重音の完璧さ、
いは全く意味が異なりますので、その意味を説明致し
そして第２楽章のピッチカートの素晴らしさ、もうグ
ますが中々理解しがたい様で、どのように説明したら
イグイ引き込まれていきました。本当に最高の演奏で
良いのか困ってしまいます。
した。シュトラウスの『ヴァイオリンとピアノのため
「踊り」は字が表している様に足で跳躍する意があり、
のソナタ』もピアノとの息もピッタリで、素晴らしか
人間が天界の神々に向かって飛び跳ねる動作といわ
ったです。そして、アンコールにはジョン・ヘンリー・
れます。
マッケイの『Morgen!』という曲を演奏されました。武
「舞」は風の様に花び
田さんご自身でこの曲との出会いや思いを語られまし
らのようにひらひらと、
た。この日は、あのアメリカの同時多発テロからちょ
または地をするように
うど１５年目にあたる日でした。私も、犠牲になった
旋回する意あり、天界
方々とそのご家族に思いをはせ、演奏を聴かせていた
の神々が地上に降り舞った動作と言われます。
だきました。
今回、ウインナーワルツのレクチャーでは男性と女
最後に武田さんが現在使用されている楽器は、
「1760
性が対（ペア）になり向い合って手を握り踊りました。 年製 Vincent Panorm」ということです。250 年以上も
こちらも日本の舞の世界では無いことでした。
前に作られた楽器がこうして現在素晴らしい音を奏で
日本舞踊などでは「連れ舞い」といって男性と女性が られるのは、楽器自体も素晴らしいものであることに
ペアで踊りますが、お互いの体をくっつけあって踊る は違いありませんが、それを演奏する演奏者の卓越し
という事はありません。特にわたくしが継承している た技術がなければ音はでません。
舞は巫女舞いという舞で、御神前で神々様に捧げる為
将来が楽しみな若手ヴァイオリニストを末永く応援
の舞ですので女性だけで舞います。
したいと思いました。
武田さんの今後のご活躍を心からお祈りいたします。
～榊葉の匂いかぐはし七重八重 綾に織りなす絹ず
れの音 さやさやに～
この度は大変楽しいひと
時をありがとうございました。
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神大フェスタは生憎の天気にも関わらず、
両日で約 100 人の方にご来場いただき、50
部の YC パンフレットもすべて捌けました。
高校生からは作文コンテストをもっと早く
知りたかった！などの声をいただきました。
また、神奈川大学のドイツ留学生とも交流
できました。
今後もこういった活動を通して、YC の知名
度向上につなげていきたいです。
枝成都実

ＹＣのブ ースに
は、色んなお客様が
ご来場！

皆さんへ
現在、ミュンヘン・ルートヴィヒ・マクシミーリアーン大学で研究に専念する年を過ごしております。
神大フェスタに参加できず残念ですが、ミュンヘンより皆さんに心から御挨拶申し上げます。
今年の神大フェスタも、いままでと同じく、異文化や諸外国語に出会う機会を豊富に提供してくれ
ることでしょう。留学する決心をするために必要な動機や力を得るひともいるかもしれません。私はも
ちろん、ドイツ留学に興味をいだく人がふたたび十分な数に達してくれればと心から願っております。
ス
ドイツ留学を準備するに際しては、横浜日独協会がよろこんでお手伝いいたします。横浜日独協会では、
ステファン・ブッヘン
ドイツでの生活を垣間見ることのできる催しを繰り返し行っております。横浜日独協会のヤングクラブ
ベルゲル教授
にお誘い申し上げます。
ちなみに私はミュンヘン出身ですが、わがふるさとの街に住むのは十六年ぶりです。見知らぬことが増え、あらたに学ばな
ければならないことも生まれました。私はいわば、ふるさとに留学しているのです。このことはしかし、自文化であれ異文化
であれ、諸文化との取り組みは一生続き、学び終えることはない、とあらためて示しているに過ぎません。だからこそ面白い
のです。チャンスを生かし、留学し、異文化を学んでください。異文化を学べば、自文化の発見もできます。異文化間コミュ
ニケーションの貴重な能力は、このようにして身につくのです。これは語学力と並ぶ必須の能力です。
神大フェスタをお楽しみください。もしかしたらばミュンヘンで会えるかもしれませんね。
Auch wenn ich gerade in München an der Ludwig-Maximilians Universität mein Forschungsjahr verbringe und deshalb
nicht an der 神大フェスタ teilnehmen kann, möchte ich doch alle aus München herzlich grüßen.
Die 神大フェスタ bietet sicher wie jedes Jahr jede Menge Möglichkeiten fremden Kulturen und Sprachen zu begegnen
und vielleicht kann man so auch die nötige Motivation oder Entschlusskraft bekommen um einmal im Ausland zu
studieren. Naturgemäß liegt es mir hierbei besonders am Herzen, dass sich wieder genügend Interessierte für einen
Studienaufenthalt in Deutschland finden. Bei der Vorbereitung eines solchen Aufnethalts hilft die 横浜日独協会 gerne
und dort gibt es auch immer wieder Veranstaltungen, die einen Einblick in das Leben in Deutschland ermöglichen. Eine
Mitgliedschaft im ヤングクラブ der 横浜日独協会 ist dazu eine tolle Gelegenheit.
Übrigens, auch wenn ich selber aus München komme, wohne ich doch zum ersten Mal nach 16 Jahren wieder in meiner
Heimatstadt, so dass vieles doch fremd für mich geworden ist und ich etliches wieder neu lernen muss. Ich bin sozusagen
auf Auslandsstudium zuhause. Das zeigt aber wieder nur, dass die Beschäftigung mit Kulturen, sei es die eigene oder die
fremde, ein lebenslanger Prozess ist, bei dem man nie aufhört zu lernen. Das genau macht die Sache aber so spannend.
Nutzen Sie also die sich Ihnen bietenden Gelegenheiten, studieren Sie im Ausland und lernen eine fremde Kultur kennen.
Dabei lernen Sie auch Neues über Ihre eigene Kultur, so dass Sie auf diese Weise wertvolle interkulturelle Kompetenzen
erwerben, die neben Sprachkenntnissen heutzutage unerläßlich sind.
Viel Spaß auf der 神大フェスタ und vielleicht treffen wir uns ja mal in München
Stefan Buchenberger
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ドイツ大使館訪問の感想
京黒美咲

川辺礼香
数ヶ月前にドイツ大使館から送られて
きたお洒落な招待状と身分証明書を手
に、期待と緊張を胸に、大使館に足を
運びました。
大使館に入ってみると、多くの方々が会話を交わし、
非常に穏やかな雰囲気が流れていたため、素敵なお食
事と共に私も会場の雰囲気と会話を楽しむことがで
きました。
全国各地からの日独協会会員や、メディア関係の
方々、ドイツからの留学生、三田会の方々などと、様々
なバックグラウンドの方々が集まっておられ、その場
でしか出来ない交流を沢山することが出来たと思い
ます。
特に印象に残っているのは、現在ドイツ大使館で働い
ておられる方に、どのようにして大使館に就職をされ
たかの体験談をお聞きしたことです。私は現在日本の
大学に通っているため、日本の大学の在り方や、就活
の在り方以外の手段になかなか出会う機会がありま
せんが、ドイツ大使館でお会いした人々の多くは様々
な経歴を持っておられ、多様な在り方の可能性と選択
肢の広さを実感しました。
将来のビジョンはまだ明確ではありませんが、私自
身も様々な選択肢に触れることで自分らしい道の切
り開き方をしていけたら、と改めて思えた体験でした。
この貴重な機会を次のステップに生かし、残り２年間
の大学生生活を充実させていきたいと思った 1 日とな
り、感謝致しております。

ドイツ大使館を訪問して
井出航平
僕が催し物で大使館に行くのは
初めてのことで、公邸内はどんな様子なのか想像する
と高揚する気持ちと緊張感でいっぱいになりました。
実際に入ってみると、顔見知りの人や、はるばる地方
からいらっしゃった方々、メディアなどで見たことの
ある方々など、このような場にいることがとても嬉し
く思え、また名誉なことだと感じました。
様々な分野でドイツと関わりがある方々の体験談や
現在、そしてこれからの話を聞いて、自分の考えが狭
く浅はかであったことを知る一方で、自分が思ってい
るよりもっとたくさんの日独両国の関わり方や、将来
の可能性があることを知りました。将来のことを話し
ていただくと、もっと上へという向上心が増しました。
そして自分が将来、先人達の歴史
を受け継ぎ、両国の架け橋の一員
となって新たな道を作っていき
たいと思いました。今回の招待は
自分にとって様々なことを吸収
するとても良い機会で、将来に多くの選択肢を見いだ
すとても素晴らしいものでした。このことに感謝し、
これからより一層、頑張っていきたいと思います。
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イベントに参加させていただ
き、様々な方のお話を伺って自分の世界の狭さを改め
て認識しました。私は現在、進路を考える時期にあり
ます。仕事によりドイツに赴任された方やインターン
シップで日本に滞在している方、一口に『日独間の交
流』と言っても色々な関わり方があるということを目
にし、感じました。
今回のイベントを通して新たな視点を得ることがで
き、自分の今後の在り方について改めて深く考える機
会を得ることができました。横浜日独協会ヤングクラ
ブに所属してから日の浅い私ですが、日独交流に積極
的に貢献していきたいという思いが強くなったと感
じています。このような機会を与えていただけたこと
非常にありがたく思います。

会員の写真家坂本さんの写真がドイツ大使公邸の入り
口ホールに飾られました。
同写真は国際コンテストで入賞し、来月ニューヨークで
表彰される由です。
早瀬 勇
Dear Mr. Sakamoto,
As promised please find two photographs in which
you can how we put up your wonderful pictures in
the hall of the residence.
We are very pleased.
Best regards
Werthern
（Dr Hans Carl von Werthern
Ambassador of the Federal Republic of Germany）

着物の写真は伊藤若冲の葡萄図

ドイツクリスマスマーケット
in 都筑 2016

行事予定
11 月 27 日（日）13:00～ＮPO 法人設立総会
・会場：例会と同じ
■ 平成 28 年１１月例会
・日時： 11 月 27 日（日）午後 3:00～5:00
・会場：戸塚区民文化センター3 階 多目的スペース（中）
・内容：講演；山口利由子 会員
食育指導士、フード・コーディネーター
『健康になるための食事・日本と世界事情』
・会費：例会－1000 円 懇親会－500 円
（自然食の試食）
■ 平成 28 年 クリスマス会：
・日時：12 月 10 日（土）11:30～14:30（受付 11：00)
・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

開催日時：12 月２日（金）12:00～20:00
12 月３日（土）10:00～20:00
12 月４日（日）10:00～19:00
開催場所：横浜市営地下鉄「センター北」駅
下車徒歩１分センター北駅前芝生広場

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/学生：２０００円
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

■ 平成 29 年 1 月 例会：
・日時： 1 月 21 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 黒川 剛 元オーストリア大使
『秩序を見失った二十一世紀の世界
－日本とドイツの居場所はどこか－』
・会費： 例会－1000 円 懇親会－500 円
■ 平成 29 年 2 月 例会：
・日時： 2 月 18 日（土）又は 19 日（日）
(会場の予約状況により何れかに決定）

昨年のクリスマスマーケット

・会場： 戸塚区民文化センター 4 階（予定）
・内容： (未定)
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発行 2016.11.１(第 35 号)
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

編集後記：
今年最後の会報になりました。この 1 年間で随
分色々な情報をお届けできたかと思います。
記事を書いてくださった皆様にお礼申し上げ
ます。会として新たな試みが続々出てきている
事や、若い方の活躍も今後が楽しみです。
皆様のご提案やご助言をお待ちしています。

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
オーケストラ AfiA
神奈川大学
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大久保明
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