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第二回日独ユースフォーラム横浜

ＮＰＯ法人として再出発！！
理事・法人化検討委員会委員長

齊藤進治

理事・ユースフォーラム委員長小島拓人

全ての協会会員の皆様にお知らせします。「横浜
日独協会」は４月 3 日よりＮＰＯ法人（特定非営利
活動法人）になりました。去る３月２９日、横浜市
長公印のある“認証決定通知書”を早瀬会長が受取
り、登記申請書類とともに横浜地方法務局に提出し、
法人が成立しました。いよいよ、当協会は公益法人
の一員として社会的責任を担っていくことになり
ました。
さて、ＮＰＯになって早々と第 1 回理事会が去る
４月 5 日開催されました。昨年の設立総会において
選任されていた早瀬理事、能登理事、向井理事及び
四方田監事全員が出席し、会長の互選、登記完了報
告、法人成立後の手続、設立当初の臨時総会（５月
20 日）議案等が話し合われました。同時に任意団
体が所有していた資産（現金預金）全額を新法人が
引受けたこと、とどこおりなく事業継続を行うこと
も確認されました。
来る 5 月 20 日開催されるＮＰＯ法人の臨時総会
は、今後の法人の新体制を承認する総会であり、慣
れ親しんだ旧協会の解散総会になります。会員各位
ぜひご出席ください。もちろんハガキやファックス
あるいはメールでの参加や委任も可能です。会員の
皆さん、ぜひご参加ください。ＰＳ：ＮＰＯ法人化
検討委員会はその時点で役割を終えることになり
ます…。皆様、ご協力本当にありがとうございまし
た。心よりお礼申し上げます。
※NPO 法人臨時総会及び任意団体定時総会開催
日：2017 年 5 月 20 日（土）13:30 より
開催場所：戸塚区民文化センターさくらプラザ多目
的室（JR 戸塚駅下車徒歩３分）
主要議案：法人定款改正・法人新役員選任
・事務局組織／任意団体事業報告及び決算報告
・任意団体資産移行・任意団体解散
≪会員の皆さん、後日ご案内しますが、臨時総会へ
の出欠届、委任状、書面表決お願いします。ホーム
ページにも表決フォームを掲示しましたので、返信し
て総会にご参加ください。≫
なおホームページへの総会関連のアップは連休明
けの 8 日（月）頃となります。
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「第二回日独ユースフォーラム横浜」は 4 月 15 日
（土）の午後に開催されました。フォーラムの会場
は横浜市国際局長関山様、国際連携課担当課長長久
様他のご協力、ご配慮により、昨年と同じ横浜国際
協力センターの会議室とさせて頂きました。
フォーラムに
参加した若者は
日本人 20 名、
ドイツ人 10 名
で一般参加者も
含めると総数
60 名余でした。
今年の基調講演
はドイツ日本研究所のヴァルデンベルガー所長と
TUV ラインラントのニュールンベルガー様にお願
いして、ドイツ人から見た日本の社会について示唆
に富むお話をして頂き、最後の講評も両氏に適切に
まとめて頂きました。
今年の討論会のテーマは「教育」と「文化」でし
たが、その内容については本会報の別の報告をご参
照下さい。討論に参加したドイツ人の若者は日本在
住の留学生、実習生でしたが、両親がトルコ人の学
生、ベトナムやインドネシアからドイツに移った学
生等も混じっており、今日の国際化の進展を象徴し
ていました。
フォーラムは今年も日本人とドイツ人の若者が
率直に熱い意見交換をして各々のアイデンティテ
ィを再確認する場となりました。
そして大治はるみ JDGY 会員による琴の演奏の
和の響きが異文化の交わりで熱気した会場に和み
の効果をもたらしていました。
若者の熱い議論を受けて聴衆の一般の方々も新
たな刺激を得る効果もあった様に思われます。
そもそも年一回のこのフォーラムに如何なる意
味があるのでしょうか？多文化が共存する今日の
世界にあっていろいろな意味での緊張関係が地球
上で増大する中で、本フォーラムのささやかな試み
が日本とドイツの若者の将来への指針の一助とな
り、次代を担う若者の国際親善と交流のきっかけと
なれば幸であります。

第二回日独ユースフォーラムの討論から
記録：上遠野翔、司会：渡邉大記、通訳：Tabea, Florian



目的
・互いの文化を知る 特に日本人はドイツ文化に疎い
・互いの考え方の理解を深めることが目的
議題



教育・文化
1.



















教育
愛の在り方を学校で教えて
はどうか？ドイツ人男性も
日本人男性も草食系？女性が男性を引っ張る？
どうやって恋愛について学んだのか？恋愛の仕
方を知らないのでは？恋愛を学校で教える必要
はありますか？（司会）
恋愛の仕方とはそもそも何か？恋愛の仕方は人
によって違うので学校では教えられない。親から
はお互いにリスペクトすることを教えられた。
(ドイツ人学生)
恋愛を家族で話すことはあまりない。女性にいき
なり話しかけることは日本ではあまりない。（日
本人学生）
初めてナンパしたがドイツではナンパがない、
日本には逆にある。家族だけでない、周りの人、
友達からも学ぶ。ただし「愛とは何か？」は家族
から教えてもらった。子供のころは親から男女関
係を学んだ。
（ドイツ人学生）
学校で恋愛を教われるなら教わりたいか？（司会）
難しいがある基準を設けた方がいいのでは？恋
愛 に つい ては 学 びた くな い がお 互い を リス ペ
クトすることは学びたい。（ドイツ人学生）
日本人は家族で恋愛の話しはしない 映画・ドラ
マ・少女漫画から学ぶ。男はロマンチストなの
で理想のストーリーを作っていく。昔少女漫画を
読んだが実際は全然違った。（日本人学生）
最近はインターネットの影響で恋愛の仕方・付き
合いが変わったのでは？日本の方はその影響が
大きい。（ドイツ人学生）
日本にはいろいろアプリがあるがドイツでは合
コンあるか？街コン知ってる？（司会）
ドイツでメジャーでないのでは。
（ドイツ人学生）
男女の役割を逆にすることは想像できるか？（ド
イツ人学生）
想像はできるが実際にそうするとなると上層部
に理解がなかったり、やりたいとは思っても現実
に実現できるかは難しい問題。会社の上位層が障
害になっている。（日本人学生、ドイツ人学生）

2. 文化
郷に入っては郷に従え？Andere Laender, andere
Sitte? 日本人と話していて日本人らしいそぶ
りをすると不思議に思われる。どこまでドイツ人
たればよいか？（司会）
 他の国に行くとそのルールに従うべき。自分が生
まれ育った地で普通だった行動をやめることは










できない。別の国に行くと周りの人のまねをした
りすることは悪くない。
（ドイツ人学生）
日本人が海外にいって失礼になるかならないか
で合わせる、失礼にならない限りにおいて互いに
理解できる。
（日本人学生）
両親はトルコ人なのでドイツに住みながら二つ
の文化のアイデンティティを持ちながら お互
いにとって一番ベストな部分を身に着けること
ができる。（ドイツ人学生）
アイデンティティ＝文化ではない、自分で作るも
の。日本ではアイデンティティと文化の繋がりが
強いのではないか？（ドイツ人学生）
日本では電車を待つのに行列するが、ドイツでは
ありえない。日本では人混みを割って入る仕草で
行く。（司会、通訳）
ドイツでは割って入る仕草をしても誰もどいて
くれない（ドイツ人学生）
日本人というより愛知県豊橋市民というローカ
ルな意識がアイデンティティを作るのではない
か？（司会）
ドイツ人はヨーロッパ人としての特徴がある。
地元という意識は自分で作る。自分が居心地のい
い場所が地元。（ドイツ人学生）

３．講評
 文化は遠くから見て共通して分かること、近くか
ら見ると違いが見えてくる。迷ったら自分の文化
を選ぶ、互いのアイデンティティをリスペクトす
ることが大事。（ニュールンベルガー氏）
 勇気あるテーマ、黙って聞く日本人の活発な議論
に感心。多様性はチャンス、でも迷いが多い今の
時代に特有なもの。自分で判断することが重要。
イベント成功！（ヴァルデンベルガー所長）
神奈川大学 小松原 准教授
先日は、日独ユースフォーラムにお招きいただ
き大変にありがとうございました。プロトコルも
拝受いたしました。当日の議論を楽しく振り返ら
せていただきます。
本学の学生たちは、その後フォーラムに参加し
たドイツ人留学生を含め、日本人学生みなと楽し
く食事に出かけたとのことで、こうした場をきっ
かけに、日独の草の根的な交流が生まれる現場を
見聞きできたことに、非常に感激しております。
皆様方のご理解とご尽力に、改めて感謝申し上
げます。
「このような機会にいられることが幸せであり、
感謝しています」ということを留学生からも言わ
れました。日本人学生 の多くも、明らかに新た
な刺激を得て、満足そうにしております。
引き続き、このような機会にお声掛けいただけれ
ば有難く存じます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
一先ず御礼まで、申し上げます。
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Japanisch-Deutsches Jugendforum

文化の違いも、言葉ではなかなか説明ができるものではな
いと思いますので、全く違う環境に飛び込んで身をまかせてみ
ると、予想外の発見があるかもしれません。

横浜日独協会ユースサミット

〇ステファン・ブッヘンベルゲル Stefan Buchenberger
ただいまミュンヘンにおり、ユースサミットに参加できません
が、みなさんに幾言か申し上げます。私がいま住む場所に住
み、いま働く場所で働くに至ったのは、日本の大学で学んだた
めです。だからこそ私は国際交流に深い関心を抱いておりま
す。異文化、他言語を身を以て知る者のみが、異文化、他言
語についての判断を下せますし、おのれの文化についての新
たな見方を得ることもできます。異質に見えるもの全てに対し
壁を設けることに賛意が表され、権力者による単なる説明に
真理が成り下がったように見える現代のような時代においてこ
そ、おのれの見方をつくることは不可欠です。一見しての印象
よりもはるかに多くの共通点が、外国人とおのれとの間にあると、
すぐに分かるでしょう。全く異なるように見える日本とドイツは、
150 年以上の歴史で結ばれています。日独協会とみなさんが、
この歴史を書き継いでくださるでしょう。国際交流の機会を逃
さないでください。ドイツに赴いてください。異文化をさらに深く
知ってください。おのれの視野を拡げてください。今よりも良き
未来に、共に属するために。
ミュンヘンから心をこめて

私は次回は 9 月に帰国の予定です。
自己宣伝で恐縮ですが、私は 9 月 20 日に虎の門の JT ホー
ルにて室内楽の演奏会に出演させて頂く予定で、共演者は
私が在学しているフォルクヴァング芸術大学 ヴァイオリン科
教授の Jacek Klimkiewicz 先生、元ベルリンフィル首席ヴィオ
ラ奏者の Rainer Moog 氏、ドイツ・ヴィオラ協会会長の小林秀
子先生、東京フィル首席チェロ奏者の金木氏など錚々たるメ
ンバーで、曲はドヴォルジャークとブラームスの名曲揃いで
す。
もしお時間がありましたら、どうぞお運び下さいますようお願い
申し上げます。
〇成田空港管制官

YC 会員

横浜日独協会及びヤングクラブの皆さま
この度、第二回日独ユースフォーラム横浜の開催が叶いまし
たことを心より嬉しく思います。

auch wenn ich gerade in München bin und nicht am
Jugendforum teilnehmen kann, möchte ich doch ein paar
Worte an Sie alle richten. Da ich selber aufgrund meines
Studiums in Japan da gelandet bin, wo ich heute lebe und
arbeite, ist mir internationaler Austausch eine echte
Herzensangelegenhheit. Nur wer andere Kulturen und
Sprachen am eigenen Leib erlebt, kann sich ein Urteil über
sie bilden und lernt gleichzeitig auch eine neue Perspektive
auf die eigene Kultur kennen. Gerade in Zeiten wie diesen,
in denen Abgrenzung gegenüber allem scheinbar Fremden
das Wort geredet wird und Wahrheit zur reinen
Interpretationssache der Mächtigen zu verkommen scheint,
ist es unerlässlich, sich selbst ein Bild zu machen. Der oder
die Fremde, so wird man schnell herausfinden, hat viel
mehr mit einem selber gemein, als man auf den ersten Blick
meint. Scheinbar ganz verschieden, verbindet Japan und
Deutschland eine mehr als 150-jährige Geschichte, die auch
dank der Japanisch-Deutschen Gesellschaft und Ihnen
Allen weiter erfolgreich fortgesetzt werden wird. Nutzen Sie
die Möglichkeiten des internationalen Austauschs, gehen
Sie nach Deutschland, lernen Sie eine andere Kultur besser
kennen und erweiteren Sie Ihren eigenen Horizont, um Teil
einer gemeinsamen, besseren Zukunft zu werden.
Herzliche Grüße aus München

皆さんお忙しい中、学業の傍ら本日の準備に奔走されたこ
とは想像に難くありません。事務局長の渡邊さんをはじめ、皆
さま本当にお疲れ様でした。今日は各々が準備した意見を思
う存分ぶつけ合い、ぜひ悔いのないよう充実した時間にして
下さい。今日の議論が皆さんの人生の糧となり、さらに健全な
日独交流の礎となることを期待してやみません。
〇京都だより

渡辺野乃花 YC 会員

京都はだんだんと暖かくなり、桜も満開
になりたくさんの観光客であふれかえっ
ています。鴨川を散歩しているとドイツ
語が聞こえたり、変な生き物に出会ったり、不思議な経験をし
ました。悪天候や怪我で外出ができずにいたので、今シーズ
ンは桜を見ることができないかと思っていましたが、まだ見るこ
とができました。変な生き物はヌートリアという外来種のネズミ
だそうです。本物を見たい方は、ぜひ鴨川まで遊びに来てくだ
さい。もしくはグーグルで検索してみてくだ
さい。
京都での生活も無事に 1 年目が終わり、2
年目に突入しました。妹との生活は分担を
してもうまく機能しないことが多く、負担が
多いですが楽しく生活を送っています。妹
も第二外国語でドイツ語を学んでおり、
時々勉強をサポートしています。また、土
曜日に行われているドイツ語補習教室の
ボランティアをするなどして日独の交流にも力を入れています。
その他には、教員を目指しているため、週に二回小学校でボ
ランティアを行っています。昨年度は低学年を中心に見てい
ましたが、今年は高学年に配属され、新たなスタートを切りま
した。今年は学生最後の年になる予定
で、教育実習や介護実習、さらには教
員採用試験が待っています。来年の春
に自分自身にも桜が咲くように今は根っ
こを育てていきたいと思います。最後に
なりましたが、第二回日独ユースフォー
ラム開催、おめでとうございます。このプ
ログラムが日独の若者をつなぐ機会に
なることでしょう。早瀬会長はじめ、企画及び運営に関わる皆
さん、参加者の皆さんに心から感謝申し上げます。

〇エッセン在住の武田章寛 YC 会員
私は 3 月は重要なコンサートが続いておりましたが何とか無
事に終わり、次のコンサートに向けて準備を進めております。
先月のコンサートではフランス国立放送フィルのコンサート
マスターのアモーリ・コエイトー氏等、世界の第一線で活躍な
さっている方々とピアノ五重奏の名曲をカールスルーエの近く
の街にて共演をさせて頂きました。
今回のフォーラムの討論テーマである「文化」・”郷に入っ
ては郷に従え”というテーマについてですが、私はやはり音楽
的な面での”郷”の違いを痛感しております。
これは言葉で表現するのはなかなか難しい事かもしれません
が、例えば、本当に素晴らしい演奏家と一緒に演奏する際に、
共演者の弾いている流れに乗っていけば自然と自分が良い
演奏が出来ているという事が起こるのです。そして、その流れ
を肌で経験した後、自分自身の演奏の表現の引き出しが一
つ増えている事に気づく時があります。
私はドイツに留学し、このような機会に大変恵まれていると思
います。
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神奈川大が「ドイツ週間」を開催
（6 月 7 日～11 日）

第二回「日独ユースフォーラム横浜」を聴講して
会員

三木田

啓一

編集部

会員の三木田です。この度、第二回日
独ユースフォーラム横浜を聴講する機会を得まし
た。大治会員の箏曲の演
奏に始まり、早瀬会長の
開会挨拶、横浜市の関山
国際局長の来賓挨拶と
続きました。
基調講演ではドイツ日本研究所
DIJ の Waldenberger 所長からは経済
や社会全般で私たちが抱えている
問 題 に つ い て 、 TÜV Rheinland の Nürnberger
Senior Project Mgr.からはその時代時代でのハイ
テク機器を扱う時の事故防止の歴史
や文化について、各々専門的な見地か
らの興味深い問題提起がありました。
そして本日のメインとなる討論会
です。前半のテーマは「教育」です。恋愛を学校
の授業で教えるべきかという難問に対して日独の
学生による活発な意見交換がなされました。男性
はこうあるべき、女性はこうあるべきというよう
な伝統的な価値観念が今の日本では変わりつつあ
ることは認めますが、それでも尚、どうしても変
わることのできない部分
があるのも事実です。
後半のテーマは「文化」
です。”郷に入っては郷に
従え”との言葉があるよ
うに、その土地に行けば、その土地の人々が受け
入れられない価値観や行動は慎むべきでしょう。
相手にとって失礼な態度を取るべきではないとい
う意見も出されました。
また一方で自分のアイ
デンティティを保つこ
とは重要であるとの思
いもあります。アイデンティティについての意見
の中で「自分はこの地域の出身であり、この地域
の人である」との意識を強く持っている人が結構
多く、改めて自分のルーツを見つめ直す機会とな
りました。
多様性を持った現代社会で暮らしていくには、
相手への配慮と他文化を受け入れる包容力の両方
が大切であるというこ
とを感じるフォーラム
となりました。
ユースフォーラム運
営の関係者の皆様、討論
会の司会をされた渡邊さん、また、すばらしい通
訳で場を盛り上げて頂いた Tabea さんと Florian
さんに感謝いたします。（了）

神奈川大学（法人会員）は 6 月 7 日(水)から 11
日(日)まで「ＫＵインターナショナルウイーク
2017 ドイツ」と称して、「ドイツ週間」を催しま
す。横浜日独協会では同大在籍の役員（監事）
、会
員、ＹＣ会員が活躍しています。ドイツ週間を成
功させるために、協会として後援いたします。
（ス
ケジュールの詳細は当協会ＨＰをご参照くださ
い。
）多くの会員の皆様のご支援・ご協力をお願い
いたします。
6 月 8 日（木）
（第 2 日目）のシンポジウム「ド
イツと日本の将来構想」は、経済学部（当協会監
事でもある戸田龍介教授が学部長）が主催。日程
は以下の通りです。
6 月 8 日（木）神大（六角橋の横浜キャンパス）
16 号館「セレストホール」
13:00～13:30 シンポジウムのオープニング
神奈川大学・兼子良夫学長、
横浜市・関山誠国際局長ほかが挨拶
13:30～14:30 基調講演
『最近のドイツとＥＵの将来』
講師：ＮＰＯ法人横浜日独協会会長 早瀬 勇
（元金沢星稜大学学長）
14:40～16:10 パネル討議
司会：小山和伸・神大経済学部教授
パネリスト：ドイツ大使館関係者、早瀬勇会長、
ドイツ企業関係者（予定）
また同 8 日、外国語学部主催でシンポジウム「文
化としての観光の創り方」が 3 号館で 16:20 から
18:00 まで開催されます。登壇予定者は、ケルン
大聖堂建築マイスター、ドイツ観光局関係者、神
大教授など。
6 月 9 日（金）
（第 3 日目）には 16:20 から 17:30
まで、16 号館セレストホールで駐日ドイツ大使フ
ォン・ヴェァテルン博士が講演されます。演題は
『異文化理解と未来の構築』で、大使のほかケル
ン大聖堂建築マイスターも講演に加わります。
上記のほか、ドイツ週間ではドイツ映画の上映、
ギター演奏会、ドイツ語ミニ・レッスン、ドイツ
食文化コーナーなど多彩なプログラムが皆様のご
来場をお待ちしています。詳細はホームページを
ご覧ください。（以上）
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・運送会社は、走行距離によりタイヤ使用料をタイ
ヤメーカーに支払う。要するに、製品メーカーは自
社製品のメンテナンスを含むサービス・ビジネスに
関与することで、市場をリアルタイムで把握且つ在
庫管理の、顧客も購入の合理化が図れる。

インダストリー4.0 (第４次産業革命) と IoT その後

中小企業支援委員会

理事・委員長

坂井 啓治

b. 農業分野
農場でも、播種・育苗・栽培・仕分け・出荷など、す
べての工程で IT 化が進み、生産性向上がみられ
る。IoT により、ドローンを使い生育把握・施肥・ほ
か現場では、耕地が大規模に集約され、収穫が安
定した企業的農業生産に変わりつつある。富士通
総研では、「AKISAI（秋彩）」と呼ぶクラウドにデー
タを集めた生産管理システムがあり、衛藤産業
（九州）の「見える化栽培管理」、 鈴生 （静岡）、
果実堂（熊本）のベビーリーフなどが活用している
と言う。

ーCeBIT 2017 (ドイツ国際情報通信技術見本市)に
安倍首相が参加
3 月 20 日のサンケイ新聞に、ロイターが報じる「ドイ
ツ・メルケル首相と安倍首相が CeBIT に出展された日
立製作所のブースで、寿司ロボットを視察する」写真が
載っていた。世界最大規模とは言え、IT 関連国際見本
市に日独両首脳が訪問し、IoT/Industrie4.0 に関する
サイバーセキュリティ、国際標準化、研究開発分野で
の日独協力の枠組みを定めた「ハノーバー宣言」が採
択されたことは特筆に値する。
CeBIT 2017 は 3 月 20-24 日ドイツ・ハノーバー国際
見本市会場に、出展 約 3,000 社（内日本企業・団体
118 社横浜市経済局は、ものづくり支援課及び成長産
業振興課が『横浜ブース』を出展）見本市訪問（推定）
約 200,000 人、講演者 200 名であったと、その成果が公
表された。そして人工知脳やヒューマノイドロボットなど
の先端技術やバーチヤルリアリティー（仮想現実）の応
用が人と技術の境界を変えるものであり、事例と最適
の具体例を紹介し、デジタル変換全体を紹介する世界
で唯一のイベントであると位置づけられた。

c.

横浜日独協会中小企業支援委員会でも、横浜市経
済局・国際局・IDEC のご指導相俟って地域中小企業
への支援策を遂行しているが、ことのほかドイツ産業
界の新しい潮流を業界に伝へるべく
『Baden-Württemberg 州第 4 次産業革命の推進力』
『IoT を活用した新たなビジネスモデルについて考える横浜ＩＴフォーラム』 『Industrie4.0 Smart
Manufacturing を推進-TU 9 ドイツ工科大学』 ほかの
セミナーに参加したので、その概要を紹介することにし
た。

ロボットの進化
・人の腕と同じ動きをするロボットが人との役割分
担が出来る。ロボットが分身のロボットを 80%まで
組み立てるなど多目的仕様あり、従業員の代替
が簡単且つコスト安で対応できる。Adidas の運動
靴は顧客に最適のものをデザインから製品まで
（従来 18 カ月かかる）をロボット生産で 20min.で仕
上げた。在庫管理に Mobile Roboｔ（走るロボット）障害物には 1mm までの距離で停止可能機能を持
つもの等。

ロボットとヒトの腕相撲

「Industrie 4.0」はドイツ国家プロジェクトであり、戦略で
あるが課題も多いだろう。安倍首相のハノーバーでの
挨拶にある「今回の CeBIT では、日本の中堅・中小企
業も驚きの輪を広げてくれるに違いない」ことを期待し、
焦眉の急である人材育成と固有の技術革新へ飛躍し
てほしいものである。

今年に入ってのセミナーの特徴は「あらゆるモノにセ
ンサーをつける」手法で、企業内の生産現場-管理-販
売・在庫管理-顧客サービスなど一貫して「みえる化」
「ビジネスモデルと働き方を変える」事例が相次いで紹
介され、生産性向上によるコスト競争力と製造者・消費
者ともにメリットがあることが判るものになってきた。事
例の一部は次の通りである。
a. 輸送分野
・GE 社（米）は多くのセンサーを取り付けたエンジ
ンを製作納入するが（販売でなく）飛行距離に応じ
たエンジン使用料として顧客に請求すると言う。

あらゆるモノにインターネットの例
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（了）

日独女性フォーラムに期待します
会長

早瀬

勇

来月 6 月 24 日（土）に第 1 回日独女性フォーラ
ム（横浜）が開催されます。女性の進出は、ドイツ
（メルケル首相）でも横浜市（林市長）でも横浜日
独協会でも珍しいことではありません。しかし、い
ま横浜日独協会が女性幹部を中心に日独女性フォ
ーラムを主催すのには大きな意味があり、期待して
います。
基調講演者には、男女共同参画に造詣の深い横浜
国大の長谷部勇一学長と、ＥＵの労働事情に詳しい
ドイツ大使館のモニカ・ゾンマー参事官をお迎えし、
パネル討議には同参事官のほか日本の女性経営者、
食育の専門家、ドイツ人の主婦や弁護士が参加して
くださいます。
日独女性フォーラムをいま行う意味を私は以下
のように考えます：
① 働き方改革 ＝ 働き手より支えられる老人が多
い社会やＩＴ社会への対応
日本政府も「働き方改革」を進めています。経済
学でいう「人口ボーナス時代」（生産年齢人口の比
率が人口全体の増加率を上回る時代）には、マンパ
ワーが豊富でしたから、男だけが体力に任せて働き、
モノを大量生産していました。しかし今の日本やド
イツのように、生産人口の比率が全体の人口増加を
大きく下回る「人口オーナス（onus ）時代」では、
社会保障制度の維持が難しくなります。頭脳労働の
比率を高くし、女性が本来持っている力を引き出し、
多様化する社会のニーズにこたえて短時間で成果
を出す仕事ぶりが求められます。遠距離通勤で会社
に行き、課長が帰るまでじっと座っている時代では
ありません。在宅勤務やサテライトオフィスの活用
で育児の時間を捻出する。ロボットやドローンで人
手不足を補う時代、いやむしろ正確に作業する時代
が来ています。
② ゾンマー参事官から頂戴したドイツの労働白書
はその名も「労働 4.0 白書」
で、インタ
ーネットで労働と生産プロセスを変革する“第
4 次産業革命”
（本号５ページの「インダストリ
ー4.0」をご参照ください）を働き方改革の大き
なチャンスと位置付けています。生産人口の減
少に対応するフレックスタイムや勤務場所の選
択によって、乳幼児をもつ女性でも労働の質と
量を落とさない環境整備を促して、第 4 次産業
革命時代の生産性向上を図っています。
③ 女性特有の存在意義を見直そう ＝ 次世代の
“いい日本人”の育成
女性の社会進出というと、日本でも欧米でも国
会議員や大企業役員での女性の比率などが前面
に取り上げられます。それも男女共同参画の目
安の一つですが、もっと大事な、女性でなくて
は出来ない役割に目を向けましょう。乳幼児の
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心の発達に欠かせない母性の肌のぬくもり、脳
に養分を送り健康な基礎体力を作る食育、友好
や平和の基礎となる思いやり精神の涵養、ある
いは家庭の中で日本の伝統を維持していくきめ
細かな作法などは、いま世界から称賛されてい
る“いい日本人”の育成に不可欠ではないでし
ょうか。
（了）

ドイツの茶道

「一椀の茶」から
会員

地野

洋子

３月１８日土曜日の午後、女性
フォーラム委員長、南雲淑子理事に
よる講演「ドイツの茶道」と実演の会に出席しまし
た。当日は２０余名の参加者を前に、まず始めに茶
道の歴史について話されました。
鎌倉時代の禅僧、栄西によって中国からもたら
され、安土桃山時代、千利休に
よって侘茶が唱えられ、「和敬
清寂」を基本原理とする茶の道
として大成されたこと、武士階
級の没落に伴う明治時代の存
続の危機を乗り越え、日本独自
の伝統として今日まで続いて
いること、茶道は一椀の茶を供するのに日本文化の
すべて、建築や庭園、絵画、華道、書道、茶道具、
料理や着物にまで心を尽くし、継続的な精神鍛錬を
要する総合芸術であるというお話しでした。
次は３回のドイツ滞在中のお茶にまつわる
様々な体験談、ドイツでの茶道普及
の変遷についてのお話でした。
１度目は１９８５年から８９年、
Düsseldorf で、まだ日本文化そのも
のがドイツ人一般には知られてい
ない中、茶の講座を持っていた
Münster 大学からの依頼でお茶の
ドイツ人宅にて
御点前を披露したこと、その時は何
日本的な雰囲気
作りに苦心
もない中で毛氈や短冊等で和風にし
つらえ、１度に６０服も一人でたて、地方新聞にも
取り上げられたことで、これが契機となりドイツ語
で説明したいと習得に頑張ったそうです。
２度目は１９９８年から２００２年で、事情は一
変、すでに日本文化がドイツに浸透し、デパートや
ショッピングモールでも Japan Tag（日本の日）や
Japan Woche（日本週間）の催しもあり、Düsseldorf
の日本庭園
で野点もし、
より多くの
人たちが関
心を示して
いたそうで
す。

また Volkshochschule では茶道の講義と実演を
し、熱心な受講生も多
く嬉しく思ったそうで
す。
３度目は２００４年
から０５年まで、引き
フォルクスホッホシューレの教室にて 続 き Volkshochschule
で教える中、ドイツ人の茶道への関心は驚くばかり
で、アジアショップでさえ茶筅や抹茶までも購入で
き、茶わん、和菓子もドイツで調達出来るようにな
っていたそうです。
また若い頃は練習が大変だと思っていたお茶
のお稽古も、中学１年からずっと続けてこられたこ
とに感謝し、今では娘さんやお孫さん
に継承するためにも精進を続け、まさ
に「茶道に終わりなし」ということで
した。
いよいよ実演です。椅子に掛けて
行う立礼（りゅうれい）での御点前や、用意された
お道具類を、説明を聞きながら見せて頂きました。
一つ一つの所作が流れるようにとても
美しく目に映りました。その後まずお
菓子―南雲さんの小学時代からの友達
で、和菓子を作られている岩崎さん、
当日朝からの手作りの練りきりで、薄紅色の八重桜
が上に載り、中にも刻み桜入りの白あんの生菓子―
を頂きました。その後、参
加者全員のために山口利由
子理事とお二人で持参され
た日本各地の陶器や磁器で
お茶を頂きました。会場の
一角に作られた水屋でずっ
と準備をして下さっていた
山口さんとお二人で一椀一椀心を込めてたてられ
たお茶は、薄緑色も美しく、ほのかに甘さの残る舌
に、絶妙の味わいでした。
ゆっくりお茶を頂きながらふ
と、世界のあちこちで災害、紛争、
貧困に苦しむ数えきれない大勢の
人たちも、それぞれの一生に「一椀
の茶」を味わうことができる時が来
お茶のお運びは
るのだろうかと思いました。

『2017 年全国日独協会連合会総会』
開催日時；4 月 21 日（金）10 時
会場；富士フィルムホールディングス会議室
事務局長

能登 崇

木村元大使を囲む当協会出席者

総会は、古森連合会会長のご挨拶で開
会、フォン・ヴェアテルンドイツ大使が
来賓としてご挨拶を述べられ、複雑な国
際情勢の中で日独両国の担う大きな責
任と、共通の課題への積極的取組の重要
性を強調された。全国から約 30 協会が出席、当協
会からは早瀬会長、能登・向井両常務理事及び齊藤
理事の 4 名が参加した。
会議では以下の諸議案が原案通り承認された。
・各地日独協会主催行事への連合会役職員参加要
請取扱規程改正案・連合会旅費規程改正案・連合会
規約改正案 ・2016 年度決算案と 2017 年度予算案、
さらに 2018 年度総会開催地に金沢、2019 年度総会
開催地に新潟が決定された。
その後各協会から・会員増・若者交流・重点事業
をテーマとした発表に移り、当協会については早瀬
会長より、ヤングクラ
ブ他の会員実績に加え
て、
「日独ユ―スフォー
ラム」及び「インダス
早瀬会長の協会概要発表
トリー4.0 セミナー」
の実施報告、さらに本年 6 月開催の「日独女性フォ
ーラム」の紹介、月例会の実施内容や姉妹協会であ
るフランクフルト独日協会との作文コンテストに
よる高校生派遣及び受入の実施、そして最後にこの
4 月に登記が完了した＜NPO 法人 横浜日独協会＞の
設立が報告された。
また昼食後には慶応大学大学院永野 博特別教授
による「日独の科学技術政策と人材育成について」
と題した基調講演を拝聴した。会議終了後はドイツ
大使館に会場を移しての大使主催懇親パ－ティ－
へ出席、大使や各協会との交流を図り本年度の連合
会総会を終えた。

中尾理事が担当

同時に、従来の価値観、審美観や
身分関係に囚われない革新的考え方で、
「和敬清寂」
に凝縮される基本原理をもとに、喫茶を茶の道へ、
芸術の高みへと導いていった利休の目指したもの
を考える時、男女の差を超えて世界を変えていこう
と発信する、６月開催の「女性フォーラム」の趣旨
にも通じるものを見出すことが出来るという視点
を、とても興味深く思いました。
今後の JDGY の活動につながる有意義な講演会、あ
りがとうございました。

・懇親パ－ティ－
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行事予定

佐野正純会員の米寿記念絵画展

■ 2017 年５月 総会／例会：
・日時： 5 月 20 日(土）
① NPO 臨時総会及び任意団体定時総会-13:30～
・会場： 戸塚区民文化センター3 階 多目的室（小）
② 例会-15:00~17:00
・会場：戸塚区民文化センタ－4 階リハーサル室
・内容：ピアノとフルートによるデュオコンサート
渡辺まこみ会員（ピアノ）
生明（あざみ）麻衣子（フルート）

東京・日本橋のギャラリー白百合で去る 2 月
26 日から 3 月 4 日まで佐野正純会員の米寿記念
絵画展が催されました。ドイツや日本で描かれ
た傑作が並び、一等地の表通りということもあ
って明るい会場には多く美術愛好家が訪れてい
ました。

ベートーベン、メンデルスゾーン、ふるさとの四季より他

・会費：

例会-1000 円

懇親会-500 円

■

2017 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等－
・会費：
1000 円

ドイツ・バンベルクの風景、右は絵仲間の山東参議院議員

■ 2017 年 7 月 例会：
・日時： 7 月 22 日（土）15:00～17:00
・会場： 戸塚区民文化センター 4 階 創作室
・内容： 講演-寺澤行忠会員
演題「日本文学と日独文化交流の中の女性」
・会費： 例会-1000 円 懇親会-500 円

荒涼とした日本海側の漁村風景
横浜の”ジャック”が
鮮やかに描かれている

新入会員：
・志賀
明様 （しが あきら）
・北島 綾子様 （きたじま あやこ）
・中村 澄子様 （なかむら すみこ）
・山本
泰生 様 （やまもと やすお）
・木村 俊一様 (きむら しゅんいち）
（青年会員）

ホームステイ受け入れのお願い
～フランクフルトからの高校生～

昨年は３名の高校生が来浜

編集後記：NPO 法人になって初めての会報とい
うことで少々緊張いたしますが、少しずつより良
いものになっていけるよう頑張りたいと思ってお
ります。ご協力いただきました皆様に感謝いたし
ます。
（山口利由子）

横浜日独協会と交流のあるフランクフルト独日
協会より、今年も高校生が派遣されてまいります。
Anne Neumann さん、Hao－Soo Park 君の 2 名です。
横浜滞在は、Anne さん（7 月 3 日着～9 日出発）Park
君（7 月 12 日着～18 日出発）。期間内３泊程でも結
構です。この機会にぜひドイツの若者とご家庭での
触れあいを経験していただければ幸いです。また、
宿泊以外のアテンド等は当会で手分けをしておも
てなしをしたいと思います。ご関心を持っていただ
けましたら、能登崇事務局長（Tel&fax:045・546・
0801)までご連絡下さいませ。皆様のご協力をお待
ち申し上げております。
（磯貝喜兵
衛・佐藤恵美）
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