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「日独のより強い絆―
今月 CeBIT2017 で首脳会談」
横浜日独協会会長

早瀬

勇

これまで中国一辺倒だったドイツの目が、最近日
本に向けられています。科学技術で世界をリードす
る「パートナー国」としての位置づけです。安倍・
メルケル両首脳は、来月ドイツのハノーファーで開
催される CeBIT 2017 （セビットはＩＴ技術の世
界的見本市で横浜からも多数参加）を機に首脳会談
を行います。これはメルケル首相の招待を受けてい
た安倍首相が、先月米国での親密な安倍・トランプ
会談のあと国会で受諾を発表しました。

この首脳会談には大きな布石がありました。2015
年 3 月東京での日独首脳会談後の共同記者会見で、
メルケル・安倍両首相は次のように発言しました：
【メルケル首相】日本はロボット技術において世
界をリードする技術を持っています。日独両国はデ
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（ドイツが国策として進めている）“イ
ンダストリー４．０”
（第 4 の産業革命）にも繋が
っています。
【安倍首相】ＩＴ社会の在り方を含む経済社会分
野での協力を推進し、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
いくことでメルケル首相と一致しました。“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、そういう決意です。・・・また二国
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
の重要性を共有します。
（拙著『ドイツの試練』2016
参照）
日独協力の新時代の到来を強く印象付ける共同
会見でした。
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横浜日独協会は、横浜・フランクフルト両都市の
パートナー都市提携に呼応して、フランクフルト独
日協会と協力して高校生の相互派遣（ホームステイ
受け入れ）や日独人的交流を進めて参りました。そ
れに加え 2016 年には、4 月に第 1 回「日独ユース・
フォーラム横浜」を、10 月には横浜の中小企業を
対象に第 1 回「ドイツ・インダストリー４．０セミ
ナー」を横浜市などのご支援により開催しました。
ドイツが主導しているこの“インダストリー４．０”
という一大プロジェクトは、「つながる工場」とも
呼ばれ、インターネットでモノの設計・生産・エネ
ルギー供給・従業員の配置・物流を含めたデータを
集め、産業全体の最適化を図るものです。そのため
ドイツ大手企業や大学がインダストリー４．０の中
核メンバーとなって、専門分野のデータを供出して
“ビッグ・データ”を形成します。横浜日独協会の
法人会員であるボッシュもトルンプも中核企業と
して活動しています。当協会主催のセミナーは、横
浜の中小企業がいかにその“ビッグ・データ”を利
用できるかをドイツの例で説明するものでした。
更に来月(4 月 15 日)には、第 2 回「日独ユース・
フォーラム横浜」を実施、続いて 6 月 24 日には第
1 回の「日独女性フォーラム横浜」を開催して、女
性の社会進出だけでなく、食育・文化・家事での女
性の役割を日独比較で話し合う予定です。上記の安
倍・メルケル会談の精神を横浜で実践するものです。
我々の運動は、たとえ「草の根」であっても、日
独両市民の信頼と連帯につながるものと信じてい
ます。
日独両国には歴史や伝統を重んずる文化があり
ます。創意工夫や勤勉さも共通の美徳です。このと
ころ欧米各国で“ポピュリズム”が頭をもたげてい
ます。時代の変化に取り残され、自己改革をしよう
とせず、“機会の平等”ではなく“結果の平等”を
求める中間層や低所得層の票が目当ての「大衆迎合
主義」です。多くの人々が営々として築いてきた機
会均等、国際協調、法令順守などの平和的システム
を脅かそうとしています。
今こそ価値観を共有する日独両国民が、優れた人
材と科学技術を結集して、国際社会の発展を促すべ
き時代に入ったと言えるのではないでしょうか。
（了）

2 月例会

「日本とドイツの居場所はどこか」を拝聴して

「ゲーテの恋～君に捧ぐ・
若きウェルテルの悩み~」を鑑賞して

（1 月例会、講師：黒川剛元オーストリー大使）

会員

小貫治朗

会員

赤澤 理恵子

「あれれ?そうだったっ
け?」・・・筋を追う中で覚え始
掲記の講演を、大変興味深く聴かせていただきま
めた違和感に、初めは戸惑いま
した。
す。でも途中から、”史実の厳格なる再現”などと
第二次大戦の敗戦国である日本とドイツの置か
いう無粋な縛りを外すと、純粋に青春映画として楽
れた状況には、似て非なるものがあることを、クラ
しめました。この失恋 体験を昇華させて、かの大
ウゼビッツの戦争論をも解き明かしながら、極めて
傑作を産み出したのは、紛れもない事実ですし・・・。
明快に分析して下さったこと、目から鱗が落ちまし
>何といっても、その映像美に感銘を受けました。
た。
ブッフ家に向かうまでの牧歌的な風景。すれ違いと
これに加えて、ロシアやイスラム
いう恋愛物の古典的手法を絡めながら、美しい自然
含めた世界情勢の分析の結果、これ
の中で互いの気持ちを確認するシーンには魅了さ
からの世界は、価値観のベースが同
れました。田舎町ヴェッツラーの当時の様子をでき
じである、日本と欧州（ドイツ）が
るだけ再現しようとしたセット。においやざわめき
手を組んで米国を説得していくこと
まで感じ取れそうな気がします。衣装や小道具選び
が唯一無二の方向であるということ、
にも凝っていました。個人的には、当時流行してい
深く胸に刻み込みました。
た(?)横 顔のシルエット画作りの描写が興味深か
改めて、黒川氏の幅広い知識とご経験に基づいた
ったです。シャルロッテの揺れる女心。(でも大抵
卓見には感服しました。また随所にちりばめられた、 女性はリアリスト。)婚約者を想うアルベルト(= ケ
巧まざるユーモア－米国や近隣諸国のには辛辣・痛
ストナー)の複雑な心境。(彼に主眼を置いたスピン
快なものがありました－には、今も思い出してはに
オフ版もあれば面白いかも。)主役のみならず、他
やりとさせてもらっています。氏の講演を、アイド
の俳優陣の演技も光っていました。
ル並みに「追っかけ」ている方もいらっしゃるよう
まさに疾風怒濤の時代を駆け抜けて行った若き日
で、是非、JDGY としても再度の招請をご検討くださ
のゲーテ。詩情あふれる映像の中で、その歓び・苦
れば、と思います。
悩・再生への希望がみずみずしく描かれています。
小生の自己紹介ですが、ドイツとの関わりについ
マルチな活躍を見せた人間性豊かな大偉人ですが、
てお話します。勤務していた富士電機から派遣され
身近に感じさせてくれる映画でした。最後の最後ま
て、1980～82 南ドイツ（Erlangen）に駐在して、 で、史実云々に拘らない恋愛映画の王道を貫く作り
ドイツの会社（シーメンス）と電気機械の生産技術
で、後味爽やかな作品でした。
交流を推進した時期があり、それ以来、日本に帰っ
>
ても、ドイツ語を少しかじったせいか、ドイツとの
<自己紹介>2 月から夫と共にお仲間に入れて頂い
交流は途切れ途切れ続いています。耳が悪いのかカ
た赤澤と申します。ドイツ在住歴なし・ドイツ語学
ンが鈍いのか、未だにドイツ人同士の会話はうまく
習も挫折・・という私達には敷居が高かったのです
聞き取れませんが・・・。
が、思い切って入会させて頂きました。
今回、出身地（熊本県）と会社（富士電機）の先
私には今から四半世紀前からの 5 年間、ドイツに
輩である大瀬会員の勧めもあって、本会に入会させ
魅了された時期がありました。クラシック音楽や鷗
いただきました。早瀬会長をはじめ皆様のお話を伺
外等の作品を通して元々興味はあったのですが、初
いながら、より深く、ドイツに関することを理解し、 めてドイツを訪れた時の妙な安堵感。他の欧州の地
自分の成長に繋げていけたらと願っています。よろ
とは明らかに異なる皮膚感覚を覚えたのです。それ
しくお願いします。
からというもの、硬軟織り交ぜてこの国の事を知り
たい、と切に願いました。友人と地図を片手に珍道
中・・・は毎年続きましたが、自分を取り巻く環境
が変化し、ドイツから離れて、はや 20 年です。
昨今の混迷する国際情勢を鑑み、(そして多分に
欧州鉄道事情への関 心も?)急速に興味を示し始め
た夫に促され、入会した次第です。会員の 皆様と
の交流を深め、様々な知見に触れさせていただけれ
ば幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
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るだけ病気の誘因を排除するよう心掛けるのは一
つの方法かもしれません。もちろん、これから将来
のある若い人たちにとっては、極めて重要なことで
しょうが。
また、ドイツの有機栽培として、市民農園である
「クライン・ガルテン」が事例の一つに挙げられて
いましたが、会場の参加者からは、「ドイツでは肉
料理が中心で、太っている年配の人も多い」という
ご発言もあり、ドイツの商業ベースの食材の自然食
の割合は分かりませんが、「いくら良い食材を用い
た食事でも、食べ過ぎれば健康に良くないのでは」
と、笑いを誘う一コマもありました。
講演の最後には、有機農法で栽培されたお米と野
菜などの試食が行われました。会場である戸塚区民
文化センターの会議室と言う場所柄、暖かいものは
望むべくもありませんでしたが、参加されていた皆
さんが、冷めてもおいしく感じられたのは、まさし
く素材の良さなのではないかと思われました。
とはいえ、この地球上には、相変わらずテロや紛
争が絶えず難民が溢れ、貧困に喘ぎ、そもそも日々
の食事に事欠く人々が数えきれないほど存在して
いるのも現実です。食材を通じて健康を維持するこ
との大切さを再認識させていただいた一方で、こう
した人々が一刻も早く普通の食事が取れるように
なることを切に願う一時となりました。

【11 月 27 日(日)臨時総会・11 月例会に出席して】

会員

山崎隆弘

去る 11 月 27 日(日)、久しぶりに
横浜日独協会の総会とその後に
引き続き開催された例会に出席した折、「その感想
を一言」とお声を掛けていただき、初めて筆を取ら
せていただきました。
今回の総会は NPO 法人への移行のための総会で
したが、これにより、横浜日独協会も任意団体から
法人格を持つ組織として生まれ変わり、制度上の基
盤がしっかりしたものとなり、様々な活動をする上
で今後の飛躍が大いに期待されます。
個人的な話で恐縮ですが、今から遡ること２０年
ほど前にドイツのフランクフルトに３年ほど駐在
したことが御縁で、この横浜独日協会の 2010 年 10
月の発足時から、ささやかながら関わらせていただ
いた者として、殊のほか嬉しく感じております。
NPO 法人設立に向けご尽力された早瀬会長、能
登事務局長、とりわけ実務的な手続きを進められた
齋藤理事他関係役員の皆様には、この機会をお借り
し心より感謝申し上げます。
さて、総会の後の 11 月例会の話に移りましょう。
今回の講演は、当協会理事で食育指導士及びフー
ド・コーディネーターの資格を有する山口利由子様
(注)慣行農法：化学肥料や農薬を使用する従来型農法
による『健康になるための食事・日本と世界事情』
をテーマとするお話でした。
在外生活がドイツやアメリカと豊富な山口様の
平成 28 年度第 4 回企画展示
お話は、1977 年のアメリカのマクガバンレポート
横浜開港資料館開館 35 周年記念
の食生活と病気の因果関係から、世界的なベストセ
時を超えて・ハマの史跡の物語
ラー「癒す心、治る力」の著者として有名なアンド
２０１７年２月１日（水）～４月２３日（日）
ルー・ワイル博士の病気を予防するための食事や食
材について、さらには、過去の化学肥料と農薬によ
る食糧生産とその影響と言われているアトピー等
の健康障害の話題に至るまで、大変多岐にわたるも
のでした。
特に強調されていたのは、化学肥料や農薬を使わ
ない有機農法による自然食品を摂取することの重
要性です。有機農法による自然な野菜や穀物の食材
は、慣行農法(注)による作物よりも高価ですが、そ
の分、病気にならずに済むならば医療費もかからず、
結果として、社会全体の医療費も安上がりになると
いうご説明には納得させられるものがありました。
ただ、子どもの頃、化学肥料と農薬によって育成
された野菜や穀物を食べ、特に、駄菓子屋などで、
チクロやサッカリンといった甘味料の御菓子や舌
が真っ赤に染まる着色料のジュースを飲んで育っ
た私のような世代からすると、日常の食事を有機栽
培に頼ることは、多分に“今さら”という感があり
ますが、それでも、これから本格的な老後（既に半
分足を老後に突っ込んでいますが）を迎える身とし
ては、今のうちに自然食品を摂ることにより、でき
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第二回日独ユースフォーラム横浜
（ご案内）
趣旨 ：日本とドイツの若者が日独両国の協力・交
流について体験を交えた意見交換を行い、
将来の活動の方向を話し合い、親睦を深め
る場を提供する。
主催 ：横浜日独協会
共催 ：横浜市他
後援 ：ドイツ大使館、
日時

：２０１７年４月１５日（土）
１３：００－１７：００
場所 ：横浜国際協力センター
（横浜市西区みなとみらい１－１－１、パシ
フィコ横浜・横浜国際協力センター６階）
プログラム：
１２：３０：受付開始
１３：００：開会
〇前奏（箏曲） ：大治ＪＤＧＹ会員
〇開会挨拶 横浜日独協会：早瀬会長
〇来賓挨拶 横浜市 ：関山国際局長
１３：２０：○基調講演
基調講演者調整中
１３：５０：○討論会（前半）
日本人学生：横浜日独協会ヤングクラブ（YC）会員
他大学生、高校生
ドイツ人学生：ブレーメン経済工科大学他、留学生
司会進行
：渡邊大記、鎌田タベア、Florian Geier
討論テーマ ：
・「教育」・愛の在り方を学校で教えてはどうか
・大学の学位を「単位」と「論文」に分けては？
・「文化」
・郷に入っては郷に従え？
Andere Länder, andere Sitten?

新年のメッセージ
ＹＣ会員 小林 俊策
新年あけましておめでとうございます。今年
もよろしくお願いいたします。私は大学のクリ
スマス休暇を利用して２週間程一時帰国いた
しました。
今年のお正月は家族と一緒に
すごしました。旧年は夏学期は必修科目である
力学、飛行機流体力学、燃焼•航空機用ジェッ
トエンジン、解析学•数値解析学などの単位を
修 得 し ま し た 。 冬 学 期 か ら は Research
Assistant としてプラズマ風洞を利用した再突
入体の耐熱シミュレーションに携わる事がで
きました。プライベートでも充実した日々を送
りました。
私が住んでいる Studentenverbindung では
定期的にイベントがあり、旧年の夏学期にはネ
ッカー川の船上でパーティーを、冬学期はクリ
スマスパーティーをしました。2017 年は引き
続き充実した学生生活をすごせるように精進
してまいります。具体的にはドイツの会社にイ
ンターンシップをして社会経験を積む事や、残
りの単位取得、修士論文を執筆する事です。
皆様のおかげで無事に新しい年を迎える事
ができました。横浜日独協会会員様、ならびに
ヤングクラブ会員様のますますのご活躍を心
よりお祈り申し上げいたします。

１５：００休憩
挨拶、懇談、琴紹介、GOETHE-INSTITUT 横浜校紹介
１５：３０：〇箏曲
○討論会（後半）

デュッセルドルフ、ラインタワーの近くで
新年を迎えた廣岡奈々子ＹＣ会員

１６：４０：〇まとめ
１７：００：閉会
昨年の第 1 回ユースフォーラム

次期ドイツ大統領の訴えと
ものづくり先進国（日・独）の連帯を
会員

お知らせ
昨年より、南雲淑子理事を中心に「第一回日
独女性フォーラム横浜」開催に向けて、ドイツ
大使館、横浜市との話し合いが進んでいます。

萩原一夫

2 月１２日ドイツの新大統
領に選出されたシュタインマ
イヤー前外相が寄稿した１０月２９日付東京新聞の
見出し「世界規模のエネルギーシフト（転換）―太
陽や風は決して請求書をよこさない―」に鮮烈な印
象を受けた。
ドイツの大統領は政治的権能を有しないが、戦後
民主主義の精神的支柱となってきた。
例えばワイツゼッカー元大統領の「過去に目を閉
ざす者は現在に対しても盲目となる」
、
「過去を否定
する人は過去を繰り返す危険を冒している」等の演
説はドイツの戦後政治を象徴するものとなったが、
今回のシュタインマイヤー新大統領からの訴えはエ
ネルギー先進国としてのドイツの決意を示すもので
あろう。
ドイツはチェルノブイル原発事故後、環境保護運
動が活発化、更に東電福島第一原発事故で決定的な
影響を受け、メルケル政権は２０２２年末までに脱
原発を決定した。更に２０５０年までにエネルギー
消費を半減させるとの目標を掲げている。
シュタインマイヤー氏は、地球温暖化対策への新
たな枠組み「パリ協定」への合意が広がり、エネル
ギー転換の潮流は勢いを増していると述べ、日本に
対してグリーン経済への重要なパートナーとなるよ
う訴えている。この後東京で開催された「日独シン
ポジウム 温暖化対策と地方創生」に出席したが、
ドイツのエネルギー転換の進展や日本各地で導入さ
れている再生可能エネルギー導入の実例などが活発
に報告され、日本とドイツの対話の重要性と今後の
協力が話し合われた。
米国のトランプ大統領は
パリ協定からの脱退など世界的な温暖化対策に後向
きの発言を繰返しているが、不安なトランプ政権が
始動し始めた今年こそ、日本とドイツは世界のもの
づくり先進国として緊密に協力し、クリーンエネル
ギー先進国へ向けて日・独が技術力で結束する年に
なることを大いに期待したい。

開催予定は、下記の通りです。
平成 29 年 6 月
第一回日独女性フォーラム横浜：
・日時： 6 月 24 日（土）13:00～17:00
・会場： 横浜国際協力センター 6 階 会議室
・後援： ドイツ大使館、横浜市
・テーマ：『 世界を変える女性達 』
日独の女性地位、家庭内教育と主婦の考え方など
このフォーラムに向けて、昨年 11 月例会“健
康になるための食事 日本と世界事情” と題
して、まずは女性フォーラム委員会の第１弾の
企画で山口利由子会員の講演があり、この 3 月
の例会では南雲淑子会員の『 Chado(茶道）in
Deutschland 』（含：お手前）が第 2 弾として
予定されています。
この講演では、南雲会員のドイツでのフォル
クスホッホシューレ（一般の方が学べる社会人学
校）で茶道（華道も）の講座を持ち茶道教師とし
ての経験や、日独婦人交流会でのドイツ夫人の
ために毎年開催されている茶会の様子など豊
富な体験が伺えることでしょう。また、その際
に使われる日独両語で書かれた茶道の説明資
料も今後の参考になりそうです。
手作りのお菓子や、自然農法産のお抹茶も用意
されるそうですので楽しみです。
6 月までに第 3 弾の講演も企画中です。
ドイツでお茶のデモンストレーション中の南雲会員
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ゲーテ横浜校：特別クラス（４～９月）
受講生を若干名追加募集中！

行事予定
■ 平成 29 年 3 月 例会：
・日時： 3 月 18 日(土）15:00～
・会場： 戸塚区民文化センター4 階 創作室
・内容： 講演 南雲淑子会員 －
『 Chado(茶道）in Deutschland 』
（含：お手前）
―｢日独女性フォーラム横浜」(6 月) 関連第二弾－

ドイツ語を改めて勉強したい方へ昨年に引き
続き今年も以下ご案内致します。
昨年の 4 月に Goethe Institut が横浜校を 開
校致しましたが、受講生の希望により今期も以下
の要領で 受講生を募集致します。
・受講生： 昨年からの継続受講生を優先するが、
新規に若干名を募集。
（但し定員に達した場合に
は受講不可）
・授業： = 月 2 回の 6 か月特別コース =
" Sprechen・Hoeren・Lesen " コース
1 回の授業は 90 分で 6 カ月間で 12 回
・授業時間： 毎月第２、第３ 火曜日の
10:30～12:00
・授業料：￥18,000（6 か月 ； @\1500-/1 回）
・開講時期: 2017／4 月～9 月
・授業会場：パシフィコ横浜・
国際協力センター６階ゲーテ校
受講希望者は事務局宛て３月 15 日までにご連絡
下さい。但し定員に 達した場合には受講出来な
い場合がありますのでご了承下さい。
ＪＤＧＹ 事務局 能登 崇
(本メール又は Tel/Fax; 045-546-0801)

■

平成 29 年 4 月
第二回日独ユースフォーラム横浜：
・日時： 4 月 15 日(土）13:00～17:00
・会場： 横浜国際協力センター 6 階 会議室
・共催： 横浜市
・後援： ドイツ大使館
・テーマ：「教育」(愛の在り方他）
「文化」
（郷に入っては郷に従え？）
■ 平成 29 年 5 月 第一回 ＮＰＯ 総会 及び例会：
・日時： 5 月 20 日(土） 総会 －13：30～
例会－ 14：45～
・会場：戸塚区民文化センター 4 階 リハーサル室・
内容： コンサート（予定）
■

平成 29 年 6 月
第一回日独女性フォーラム横浜：
・日時： 6 月 24 日（土）13:00～17:00
・会場： 横浜国際協力センター 6 階 会議室
・後援： ドイツ大使館、横浜市
・テーマ：『 世界を変える女性達 』
日独の女性地位、家庭内教育と主婦の考え方など

新入会員：
新入会員：
・赤澤 武彦様 （あかざわ たけひこ）
・赤澤理恵子様 （あかざわ りえこ）
・河原 芳江様 （かわはら よしえ）
・横浜国立大学-成長戦略研究センター-（法人会員）
・ワインブテイック伏見 様 （法人会員）

編集後記：
4 月は、第２回ユースフォーラム、5 月はつい
に第 1 回ＮＰＯ総会、6 月は第 1 回女性フォー
ラムと大きな行事がめじろ押しになりました。
それぞれに関わられた皆様の努力の結果です。
会の増々の発展が楽しみです。
また、神奈川大学の他に横浜国立大学が法人
会員に加わってくださった事で、二つの大学と
協力して新しい動きが出てくるのかと期待して
います。
個人的には、2 月中に北海道と京都に旅行し
てきましたが、どこも外人が多くて、北海道の
ロッジでは、私達夫婦以外は外人ばかりで、久
しぶりに英語で話しましたが、すっかり忘れて
いて反省しました。山口
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