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横浜日独協会  

第８回定時総会の開催     
5月 20日（土）任意団体横浜日

独協会と

して最後

となる第 8

回定時総

会が、戸塚区民文化センター３階

多目的会議室で委任状を含む 77

名の会員が出席して開催されまし

た。 

冒頭早瀬会長が、EU を中心と

する世界の動向や日独の協力関係

推進の重要性に触れた後、設立 7

周年目を迎え、本日をもってNPO

法人へ移行することとなり、協会

の社会的責任と信用が重要となる

ことを強調されました。同時に此

処まで協会をバックアップしてき

た会員の皆様への謝意を述べられ

ました。 

続いて 2016 年度の活動報告並

びに「女性フォーラム」開催及び

第 2回「インダストリー4.0セミナ

ー」開催を含む 2017年度活動方針

案、決算／監査報告及び今期予算

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。 

また任意団体の残余財産全額が

NPO 法人設立時の財産として登

記されたことが報告され、満場一

致で承認されました。 

最後に、2010 年 10 月東京横浜

独逸学園に於いて設立された横浜

日独協会が本日解散され全てを新

しい NPO 法人に移譲することと

なった旨が能登事務局長より報告

され、以後、法人の体制整備、法

人化による JDGYの対外的信頼・

信用力の確立を目指して行くこと

が表明され、満場一致で承認され

ました。 

改めましてこれまでの様々な協

会諸活動への皆様の温かいご支

援・ご協力に対しまして心より篤

くお礼を申し上げる次第です。有

難うございました。   

（報告： 事務局 能登 崇） 

「第１回女性フォーラム横浜」を終えて 
  

女性フォーラム委員長 南雲淑子 

 

男女格差をなくす社会の実現は私の学生時代からの夢で

あり、テーマでした。その当時は結婚したら退職するのが

当たり前の時代で、私も妊娠したので退職しましたが、主婦となってから

も常に働きたいと、もがいて参りました。今回女性フォーラムの企画を頂

き、喜んでお引き受け致しました。そして、早瀬会長、能登副会長、大治

副委員長をはじめ女性フォーラム委員の皆様、役員の方々のご協力で立派

な会を催すことが出来まして感無量でございます。 

横浜市国際局長関山様からは、お心のこもった来賓挨拶を

頂戴致しました。会場も国際局のご協力でお借り出来ました

事、感謝申し上げます。 

基調講演の横浜国立大学学長谷部様は、日頃から女性を助

ける活動を通じて女性を応援して下さっていますが、大学運

営において男女格差をなくす方策に積極的に取り組んでいら

っしゃるお話しを驚きと共に興味深く拝聴致しました。 

またもう一人の基調講演のドイツ大使館

女性参事官のゾンマー様からは、ドイツの

男女平等を目指して歩んできた歴史と、最

近の実情をお話し頂きまして大変参考にな

りました。 

パネルディスカッションには、ゾンマー

様もご参加下さり、日独婦人交流会アム・

ブルンネン会員のエヴァ・ヴェルナー様、ＪＤＧＹより、日之出産業取締

役の藤田理事、弁護士のユーデク理事、食育指導員・ナチュラル フード コ

ーディネーターの山口常務理事の５名の方にそれぞれのご意見、また実際

に活動なさっての問題点等をお聞きし、日独双方のとても実りある討論が

なされました。  会場の方からの質疑応答では、とても良い質問を頂きま

して、パネラーの一人がお答えした後、他のパネラーが補足して下さると

いうほど、熱心な応答をして頂きました。 

最後の横浜市政策局男女共同参画担当理事の小賀野様よりのコメント

は、二人の基調講演及びパネルディスカッションが実り多いものであり、

幅広い分野にわたってのご意見を今後の横浜市の政策の参考にしたい、女

性フォーラム横浜の成功おめでとうございます、とまで言って頂き、頑張

ってきた甲斐があったと胸をなでおろしました。 

最後にケーキビュッフェにご協力して頂きまし

た、スザンネ・柄戸様、エヴァ・ヴェルナー様、

武井曜子様、岩崎博様、早瀬会長夫人、能登副会

長夫人、中尾理事に御礼申し上げます。素晴らし

いクーヘンをありがとうございました。クーヘ

ンビュッフェは皆様のお陰様で大評判でした。 

そして今一度、会のための準備から当日のお手

伝いまで快くお引き受け頂き、力をお貸し下さ

いました皆様に御礼を申し上げたいと存じます。 
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 NPO 法人 横浜日独協会 Non-Profit Organization 

   

長谷部学長,早瀬会長,ゾンマー参事官 

女性フォーラムの報告と写真は、次号に詳しく掲載

されます。（編集部） 
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NPO 法人横浜日独協会臨時総会の開催        
副会長 能登 崇 

 
定時総会に続いて４月に設立登記された、NPO 法

人 横浜日独協会の臨時総会が任意団体と同じ会場で、

委任状、書面評決者及びメ－ル表決者を含む 110名の

会員が出席して開催されました。 

先ず事務局より当該臨時総会につき、定款変更及び

役員選任ならびに事務局組織に係る決議事項が生じ

たため会長が召集した旨の報告がなされました。 

これに続き各決議事項が審議され、役員定数の変更

（常務理事 2人以内を 5人以内とする）、（公告）の変

更、新役員の選任（下記役員新体制をご覧下さい）、

事務局の組織（事務局長：齊藤進治）ならびに任意団

体 横浜日独協会の 4月 2日現在の総残額をNPO法人

が寄付としてその全額を受け、設立当初の財産として

登記したこと、以上の 5議案が全て満場異議なく承認

されました。 

その後開催の NPO法人第 2 回理事会の結果に基づ

き新役員体制が報告され、満場一致で承認されました。 

 
新しい NPO法人の役員体制は以下の通りです。  

（ ○ 印は新任） （敬称略） 
 
➧会長： 早瀬勇， 

➧副会長：  〇能登崇、〇向井稔、 

➧常務理事：〇坂井啓治、〇小島拓人、〇南雲淑子、 

〇山口利由子、〇齊藤進治（事務局長・会計） 

➧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、成川哲夫、

山岸隆、磯貝喜兵衛、中尾尚未（会計）、 

ハルトム―ト・パネン、寺澤行忠、  

佐藤恵美、○藤田香        

➧監事： 四方田彰、戸田龍介 

➧顧問団： 名誉顧問 林文子（横浜市長）、 

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、 大治はるみ、 地野洋子、〇大堀聰、

〇谷澤優子  
   
なお、プロジェクトごとの委員会及び担当委員は

以下の通りです。 
 

  （委員長）   (副委員長） （委員）     

・高校生作文コンテスト委員会：   

磯貝喜兵衛   佐藤恵美 

・中小企業支援委員会：      

    坂井啓治             小島拓人/大堀聰 

・若者委員会：               

小島拓人   地野洋子 

・女性フォーラム委員会：    

南雲淑子   大治はるみ 

・文化委員会：          

   寺澤行忠            吉田真理子/谷澤優子       

・ハンブルク委員会：       

   中戸弘之               岡本博之                                

「インターナショナルウィーク２０１７ ドイツ」 
 
「ケルン大聖堂 ランドマークとして、 

世界遺産として」を聴講して 

            

会員 三木田啓一 
                                  

この度、神奈川大学で開催された「インターナシ

ョナルウィーク２０１７ドイツ」にて６月９日にケ

ルン大聖堂建築マイスターのペーター・フューセニ

ッヒ氏による「ケルン大聖堂－ランドマークとし

て、世界遺産として」と題する講演を聴講する機会

を得ました。 

 講演では、ケルン大聖堂の歴史的、そして文化的

な側面からの興味深い話しを伺うことができまし

た。ケルン大聖堂はドイツを代表する有名な建築物

であり、ラインラント地方で最大規模のカトリック

大聖堂です。ユネスコの世界遺産にも登録されてお

り、多くの人々を引きつけています。また、信者に

とっては大切な祈りの場となっています。「東方三

博士」の聖遺物がケルン大聖堂に収められているこ

とも忘れてはなりません。聖遺物があることでこの

地が非常に有名になり、神聖ローマ帝国の時代から

巡礼地として多くの人々を迎えてきました。 

 ヨーロッパの大聖堂は何世紀もの歳月を費やし

て完成されたものが多くありますが、ケルン大聖堂

もその典型的な例と言えそうです。大火災による焼

失、財政難による建設中断、戦争による破壊など幾

多の苦難に遭遇しながらも、心の拠り所としてこの

大聖堂を蘇らせてきた情熱と努力を見ると、ケルン

大聖堂が単なる建造物というものを超えた存在で

あることを感じずにはいられません。 

 ケルン大聖堂の歴史はドイツの歴史そのものを

見るような思いです。神聖ローマ帝国の時代から本

格的な改築が始まり、完成したのは１８８０年とい

うことなのでドイツ統一の時期とほぼ重なります。

第二次世界大戦での損壊は免れませんでしたが、再

建を遂げて現在の姿を取り戻した等々、やはりケル

ン大聖堂は講演のタイトルにもあるようにドイツ

を象徴するランドマークと言えそうです。 

 「インターナショナルウィーク２０１７ドイツ」

を企画、運営頂いた神奈川大学の皆様に感謝いたし

ます。 

                 以 上 
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神奈川大学 

インターナショナルウイーク ２０１７ ドイツ 

    経済学部主催シンポジウムにおいて 

 早瀬会長 『最近のドイツと EUの将来』  

をご講演！ 

                          
会員 能登 崇 

 ６月８日、神奈川大学白楽キャンパスで、ホールを埋
めた同学学生に向かい、JDGY 早瀬会長が上記ドイツ

と EU問題を熱く語りかけた。 

偶々同日（現地時間）投票が行われた英国総選挙

開票の中での基調講演となったが、

会長はポイントをⅠ．欧米を揺るが

す異常現象 Ⅱ．ドイツ／EUの生

成と発展、Ⅲ．ドイツ／EUの諸問

題、および Ⅳ．日独協力の必要性

の ４テーマに分け、数多くの事例

や経験を交え、ゆったりとした語り

口で大変分かり易く学生諸君に話

されたことが印象的であった。特に

ドイツにつき西ドイツ時代から説き

起こし、その直面する問題と日独両国の協力関係の強

化を強調された。具体的なポイントについては、以下を

ご覧いただきたい。 

************ 
  
神奈川大学「ドイツ週間」基調講演の一部抜粋  

2017年 6月８日 
 
１． ドイツ語を選択している学生が会場では僅か 2 名

だったことに応えて： 

英語以外に何か欧州の言葉を習い続けることを

勧めます。「日本人はアングロサクソン情報の呪

縛から逃れ、独仏発の情報にも関心を持つことが

必要」との内海元財務官の日経寄稿に賛成。ドイ

ツ語は美しい。ドイツ語は詩を書く言葉。フランス

語は恋をささやく言葉。イタリア語は歌を歌う言葉。

スペイン語は神に祈る言葉、と言われている。 
 

２． 欧米を揺るがしている前例のない“磁気あらし”： 

① 英国のＥＵ離脱は感情的国民投票の結果で、

デメリットが大きすぎる。Single passport 一つ

を取ってみても、多くの企業の大陸への移動

は避けがたく、また離脱交渉での英国の身勝

手な「いいとこ取り」（ Rosinenpickerei=Merkel

首相の議会演説）はＥＵ諸国が許さない。 
 

② 米国トランプ大統領の出現。白人労働者の不

満を煽ったポピュリズムが、米国を経済的にも

発展させるとは思えない。ブレインの助言に期

待する。 

③ 仏極右（ルペン）をマクロンが抑えたことで、Ｅ

Ｕの危機も抑制さる。 

３． ドイツが直面する諸問題：（早瀬著『ドイツの試練』

２０１６と同内容） 

４． ＥＵの将来は大丈夫か？ ：「ＥＵは崩壊しない」三

つの理由 

① 独メルケル体制の安泰（地方選 3連勝、9月総

選挙優勢、4選確実予想） 

② ＥＵ支持のマクロン仏大統領勝利で独仏二国

指導体制強化 

③ マルチスピード制（ユンカーＥＵ委員長のＥＵ

改革案）導入は現実的、そのほか反ＥＵ政党

がオランダ、仏、独で弱体化。英国離脱が反

面教師に。 

５． 今なぜ日独の協力が必要か？ 

① 日独新時代：ドイツが日本を「科学技術のパー

トナー国」に指定。今年 3 月のＩＴ見本市（Ｃ

eBIT2017）で両首相が連携を確認。 

② エネルギー源の再構築。再生可能エネルギー

開発での提携を独新大統領シュタインマイヤ

ー氏が日本に提言、曰く『太陽や風は決して

請求書をよこさない』（東京新聞） 

③ 第 4次産業革命（ＩＯＴ，ビッグデータ活用）でも

協力進む。ＪＤＧＹも昨年秋と今年秋に横浜の

中小企業向けに「インダストリー ４．０セミナ

ーを開催。 

④ 国連は未だ「戦後」体制。改革のため日独は

常任国入りを諦めないこと。 
 

************ 
  
講演時間は約１時間であったが、終了後の２～３人

の聴講学生の声をご紹介したい。 

・Single passport を失う英国にいる日本企業の問題、

ドイツと EUの関係や協力の必要性が良く分かった

（シンガポールから参加した神大卒業のドイツ人）。 

・「ドイツ語は詩を書く言葉、スペイン語は神に祈る言

葉」などが面白かった。

（了） 

  

 

珍しい大入りの会場 

6/2 開港記念式典で談笑する林市長と早瀬会長 

（於: みなとみらい大ホール 横浜市撮影） 
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≪フォン・ヴェアテルン大使が神大 

「ドイツ週間」で学生に語りかけたこと≫ 

  
                    副会長 能登 崇 

  
大使が『EUの将来』と題し講演をされたのは６月９

日（金）午後５時、神大セレストホールは

超満員。講演の切り出しは、「金曜日の

夕方に学生が講演会にこれ程集まるな

どということはドイツでは絶対にあり得

ない！」 満場は大笑いー。 
 

偶々EUから離脱後、初の総選挙を迎えた英国での

態勢が判明した直後でもあったことから、話題は英国

ーEU と進むこととなるが、この内容は今月会報に掲載

の、早瀬会長による講演『最近のドイツと EUの将来』

のレジメをご覧戴きたい。 

一点、英国について以前に離脱決定の国民投票直

後の講演会で、大使は英国には失望、との印象を述べ

たことがあったが、今回も EU離脱への反省が徐々に

国民の中に拡がりを見せて、

EU支持へと流れる可能性にも

言及された。 

大使は常に若者との対話を

大切にされているが、本講演で

も「若者が世界の運命を左右する。学生諸君はこれか

らの未来を良く観察・分析し、安易にポピュリズムに耳

を傾けないで戴きたい」と呼びかけ、且つ「世界を広く

知ってほしい、その為には是非ドイツへ来て戴きたい」

と自国の PR も怠らなかった。 

最後に２～３の質疑応答が

交わされたが、学生からの質

問「もし仮にドイツが EUから

離脱となった場合、大使はど

うされるのか？」と聞かれ大

使は即座に落ち着いて「ドイツが若し離脱を決定したな

らば、自分はこの大好きな日本へ移住しますよ」と応じ

講演会はお開きとなった。 

                              （了）  

  
 

                                   

 神大ドイツ週間でギター 

演奏する村治佳織姉弟。 

演奏後神大学長招宴で 

歓談する村治さんと 

早瀬会長。6月 9日 

 

５月例会 

デュオ・コンサートを聞いて 

      
 戸塚区民文化センターで５月の総会後、リハー
サル室においてサロン形式で会員の渡辺まこみさ

んのピアノとご友人の生明（あざみ）麻衣子さんの

フルートのコンサートが行われました。 
 村松崇継作曲「EARTH」という最初の曲、２曲目

の「ふるさとの四季」というなつかしい童謡などを織

り込んだ曲など、美しい音にひきこまれました。ピア

ノもフルートも素人の私には解説付きで、とてもあり

がたかったです。 

 「ニューシネマパラダイスメドレー」はクラシックが

苦手な方でも楽しめたのではないでしょうか。 

 ベートーヴェンの「ピアノソナタ悲愴第二楽章」

は、私には思い出も何もないのになぜか涙が出て

きてしまいました。 

 「メンデルスゾーンの『歌の翼に』による幻想曲」

は私の大好きな歌なので自然に口元がほころんで

きました。 

 ドップラーの「ハンガリー田園幻想曲」は日本人の

心の琴線に触れる曲ではないでしょうか。しばしう

っとりと聞き入りました。 

 私はアンコールで演奏される曲は軽いものと思い

込んでいました。ところがアンコールの「チャルダッ

シュ」は圧巻でした。ヴァイオリンの曲を編曲したも

のだそうですが、フルートのキーがいそがしくおさえ

られるのを見て、大変なテクニックが必要らしいと

わかりました。 

 演奏後、私たちと交わって下さいましたが、生明さ

ん曰く「プラチナ製で１０００万円もするフルートがあ

る」とか、「これはそんなに高くはありません」とおっ

しゃっていましたが、相当なもののようでした。ドイ

ツ製だそうです。「キンキンした音がいやなので、こ

れを選びました。」と言っておられました。使いこな

すのに１０年はかかると言われたそうですが、ふく

よかな音を出しておいでなので、すっかりなじんで

いらっしゃるのでしょう。ピアノの渡辺まこみさんもフ

ルートの生明麻衣子さんも、すばらしい経歴の持ち

主で、さすがと思わされる演奏でした。よく吟味され

た曲がすばらしい演奏によって私たちの体にしみこ

むように入ってきました。演奏された御二人、そして

企画された方々にも感謝いたします。 

 

 

会員 海老名廣美 
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私事ですが、私は自他共に許す「ドイツおたく」です。２

０２０年に東京オリンピックが決まった時、「ヴォランティ

アでドイツ語の通訳をやりたい」と思いました。開催ま

でに勉強すればできるかもしれないと思い、手始めに

「神奈川善意通訳者の会」KSGG(Kanagawa 

Systematized Goodwill Guide Club)に入りました。 

まだメインのガイドはやっていませんが、アシスタントで

鎌倉をドイツ語で３回ガイドしました。興味がおありの

方は検索してみて下さい。２０２０年までにもっとドイツ

語力を付けたいと思っております。 （了） 

 

（参考）  当日の演奏プログラ

ムは以下の通りです。（事務局） 

・村松崇継： EARTH 

・ふるさとの四季 

・エン二オ・モリコ－ネ：  

ニューシネマパラダイスメドレー                                                      

・ベートーベン： ピアノソナタ”

悲愴”より第２楽章 

・シュテックメック：  

歌の翼による幻想曲 

         ・ドップラー： ハンガリー田園幻想曲  

         ・〈アンコール〉 チャルダッシュ          

  

ヤングクラブ 

京都便り 
ＹＣ会員  

渡辺野乃花 

 

 京都は春を飛ばしてすでに
初夏のような陽気が続いてお

ります。朝晩は涼しく、まだ過

ごしやすいですが、日中は汗

ばむことが多くなりました。さらに街中は人もいて混雑

しているため、体感温度は気温以上のものであると予

想されます。本格的な夏が来るのが怖いです。 

 最近の私は、千葉の母校での教育実習のための準

備と教員採用試験の勉強に追われております。新年度

が始まり、ボランティア校での活動が週に２日になりま

した。昨年 10月からお世話になっている学校で、校長

先生をはじめたくさんの先生方から絶大な信頼を受け、

様々な仕事を任されています。まだまだ人としてそして

教員として力不足なことも多く、困難に直面するたびに

自分には素質がないのではないかと落ち込んでいま

す。このような時は家族や先生方が優しく声をかけてく

れます。早く本物の先生になって、これまでの経験を生

かしていきたいと思います。来週の運動会に向け、子

どもたちは演技の練習などをこなしています。日々成

長する子どもたちを見ていて、涙が止まりません。母校

に帰るため、ボランティア校での子どもたちの運動会の

姿を見ることができないのが残念です。 

 週末には、大学の試験があったり、社会人チームで

ラクロスの練習に励んだり、同郷の友人と遊んだりして

います。大学の試験は残すところあと数単位のところ

まできました。教育実習と教員採用試験が終わったら

卒業に向けて、本腰を入れる予定です。ラクロスの練

習は、以前手術をした膝を再び痛めたので、復帰のた

めと今後怪我をしないための体づくりをしています。先

日は妹の大学と合同練習を行いました。社会人チーム

は自チームのグラウンドを持っているわけではないの

で、大学との合同練習が一般的です。また、同郷の友

人とは最近、動物園や水族館などに行き、癒されてい

ます。京都はオオサンショウウオが多く生息するようで、

動物園にも水族館にも展示されていました。岡崎公園

内にある京都市動物園は最近リ

ニューアルされ、ジャガーが近く

に感じられたり、キリンの目の高

さから観察できたり、様々な工夫

がされていました。近いがゆえに、

食事中の動物のよだれが垂れて

きたりするそうです。まだまだ知

らない京都がたくさんあるので、
時間があるときは街に遊びに行こうと思います。忘れ

ていましたが、京都の三大祭りの一つである葵祭に行

ってきました。ボランティア校の名前が『葵』であること、

また、斎王代が妹の知人であるということもあったので

見に行きました。ボランティア校に葵祭の様子が絵で

飾ってあるのですが、本物も全く同じでした。    ７

月はいよいよ一ヶ月間の祇園祭が始まります。暑いで
すが、こちらもオススメのお祭りです。ぜひ京都に遊び

にいらしてください。 

  
 

宗教改革 500 年記念  
2017 年 10 月 31 日、マルティン・ル

ターの「95 ヶ条の論題」の提示から 500

年を迎えます。 

2008 年、宗教 改革 500 周年に向けて

「ルターの 10 年」は華々しく幕を開けました。ド

イツプロテスタント教会(EKD)並びに 国の諸機関

は共に構想を練り、この 10 年プロジェクトを企画

しました。宗教改革は世界史的に意義を持ち、あら

ゆる大陸に影響を及ぼしました。偉大な宗教改革者

－ルター、メランヒトン、ツヴィングリ、カルヴァ

ン など－は、宗教史、精神史に新しい考えをもた

らし、文化の発展に貢献しただけでなく、政治的に

も影響を 及ぼしました。  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1498646618/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Nkbi1hay5mLnN0LWhhdGVuYS5jb20vaW1hZ2VzL2ZvdG9saWZlL28vb2d1cmEtb3NhbXUvMjAxNDA5MjcvMjAxNDA5MjcxNDA2MzEuanBn/RS=^ADBD8pkRlokQBplVkChgiLXeN7jYPI-;_ylt=A2RCK_vZNlJZJmQANg6U3uV7
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＜会員演奏会のご案内＞ 

■ 舘野ゆかり会員（ソプラノ）： 

 ・2017 年 8 月 29 日（火） 19:00 開演 

 ・太田区民ホール（蒲田） アプリコ小ホール 

 ・第 1 部-日本歌曲 第 2 部-ドイツ歌曲＆アリア 

■ 武田章寛 YC 会員（ヴァイオリン）： 

 ・2017 年 9 月 20 日（水） 19:00 開演 

武田 YCメンバーから９月演奏会のチラシが到着

致しました。大変優れた演奏家との共演ですの

で、是非お聴き戴き、彼の応援をお願い致しま

す。（詳細は掲載チラシをご覧ください） 

    照会先： 事務局（齊藤／能登） 
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行事予定  
■ 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 

  ・講演： 寺澤行忠会員 

      『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 

■ ２０１７年８月 夏季休暇 

■ ２０１７年 オクト―バーフェスト： 

 ・日時： ９月１６日（土） 時間等詳細は未定 

 ・会場： YC&AC （横浜カントリーアンドアスレ

ティッククラブ） 

■ ２０１７年９月 例会： 

 ・日時： ９月２４日（日）15:00～17:00（予定） 

 ・会場：戸塚区民文化センター４階 創作室（予定） 

 ・内容： 武田章寛ヤングクラブ会員 

    ト－クコンサート（ヴァイオリンとト－ク） 

 ・会費： 例会-1000 円  懇親会-500 円 

■ ２０１７年１０月 例会： 

 ・日時： １０月２１日（土） （予定） 

         （ 内容ほか未定 ） 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

                        
                                  

新入会員： 

 ・前島 孝様 （まえじま たかし） 

 

  

 

 

「ロゴ公募」 
これまで、当協会では統一した協会の「ロゴ」

が無く、例えばこの会報表紙の左上に「港」の

一字が入った「ベル・マーク」のロゴや、協会

のホームページにはＪＤＧＹの文字を中に入れ

た「いかり」のマーク、また各自の名刺にも日

独両国の旗と港を走る「遊覧船」をイメージし

た絵が挿入されたりしています。この度、ＮＰ

Ｏ法人としての再出発を機に、当協会では新た

に統一した「ロゴ」のデザインを皆様に公募し

たいと考えています。７月末を締め切りとしま

すので、奮って応募してください。（向井） 

      

 

「2017年度会費納入を今月中に！」 

編集後記： 

 今月も皆様のご協力で情報満載の会報をお届け

できることになりほっとしております。ユースフ

ォーラムに続き女性フォーラムも大成功の内に終

わり、今は、作文コンテストの選考が始まってい

ます。フランクフルトの高校生２名もすぐにやっ

て来ます。皆様も楽しい夏休みを‼（山口） 

 
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 

ワインブテイック伏見 モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合  横浜国立大学－成長戦略研究センター 

公益財団法人登戸学寮  株式会社コトブキ    神奈川大学 
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