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働き方ではドイツに軍配 

―なぜ日本人の生産性は低いのか？     
     横浜日独協会会長  早瀬 勇      

（１） 働き方改革の議論が盛んです 

去る 6 月の「第 1 回日独女性フォーラム横浜」

でも、パネリストから男女の働き方改革の必要性

が提起されました。政府も担当大臣を置いて「働

き方改革」に取り組んでいます。新入社員が長時

間残業の結果、自ら命を絶った大手広告会社の事

件などが契機となって、いま漸く残業時間の圧縮

を手始めに改革が急がれています。 
  
日本人もドイツ人も勤勉さでは世界一流と言

われていますが、労働の生産性（付加価値を労働

時間で割ったもの）を比べるとドイツ人は大差で

勝っています。（昨年は先進国中ドイツが 7 位、

日本は 20 位。）その理由を見事に表現しているド

イツ日本研究所長フランツ・ヴァルデンベルガ―

教授の日経記事（今年 8 月 15 日版）の一部を（２）

でご紹介しましょう。 
   

（２） 日本人の労働生産性はなぜ低い？  

＝ヴァルデンベルガ―所長の指摘＝  

１． 文化の違い：ドイツの小学校は

午前中だけ。スポーツや音楽のレッ

スンは別の場所で習い、他校の生徒

に出会ったり大人に接したり、学校

とは別の人間関係がある。日本は部

活があるし、夏休みも宿題があって

学校が全て。大学生になっても学校

の友達とサークル活動。そして上下関係をすごく重視

する。こうした環境で育って会社に入ると会社が全て

になってしまう。自由な時間があってもどうしたらい

いかわからない。根本的な問題だ。 

２． 仕事の役割分担の在り方：ドイツは仕事に必要な

スキルを持った人を採用する「ジョブ型」雇用になっ

ている。採用時にどういう仕事をするか契約書にはっ

きり書いてある。休暇・病気の際の交代要員を決めて

おく。だから休める。日本の人員配置はいつもギリギ

リ。これでは休めない。 

３． 昇格の仕組み：日本ではトップに就く人の殆どが

内部昇格だ。ドイツでは 1，2 回は転職してキャリアア

ップする。内部昇格しか選択肢がないと会社への忠誠

心競争になってしまう。上下関係が重視され、サービ

ス残業や休日出勤が横行する。成果よりも「どれほど

頑張ったか」が重視されることにもなる。 

 上記の 3 点は生産性に関係する。生産性とは付加価

値を働く時間で割ったもの。時間を短くすれば当然上

がる。ドイツでは時間を大切にして自分の役割を果た

そうとする。日本の場合は役割分担があっても守らな

い。いろんな人に相談し、調整することにすごく時間

を割く。 

 日本は成功してもあまり評価されないが、失敗した

時の罰が大きい。リスクを取りたくないから相談や調

整をする。こうした失敗の文化も変えていかなくては

いけない。ドイツでは仕事を任せる時は、失敗も含め

て任せる。 

 日本が休み方改革に取り組むのはいいが、総合的、

根本的な問題意識が必要になる。 

 その上で、法律で強制的に有休を２０日間取らせる

とか、必ず 1 週間の休暇を取るとか決めるのも一案。

休暇を分散させて取れるようにすれば、渋滞もなく道

路などのインフラが有効に使える。 

 まずは幸せとは何か、どういう社会をつくりたいか

をはっきりさせること。そうすればみんなが動き出す

と思う。（以上、日経記事の引用終り。） 
 
（３）改めたい事―見せかけの忠誠心、公論を阻む 

根回し、新卒 4 月一括採用 

いかがでしたか、ドイツ人が直視する日本人の働き方

は？見事な分析ですね。しかし感心してばかりはいら

れません。日本人の生存理由が問われています。 

 日本の組織での“根回し”は有名で、大事なことは

会議の前に大方の賛成が得られていて、本番の会議は

あっという間に終わります。企業や国家の重要案件で

は会議の場で少数意見にも耳を傾け、義論を尽くすべ

きです。 

 残業が多いのは、競争社会の弊害とも言えますが、

現実には上司の時間に合わせるための待ち時間とい

う無駄も多いのです。顧客の夕食接待から戻る上司に

説明し、承認印をもらうために残業していては家族と

の団欒も出来ません。上司は読んだ企画書にコメント

や質問事項を書いて、翌朝までに部下に戻すべきなの

です。待たせた上に「どうだ。これから一杯？」では

人間としての自由も尊厳もありません。それに従う部

下の見せかけの忠誠心は終身雇用社会の一番悪いと

ころです。 

 日本人の働き方や労働の流動性を阻んでいる諸悪

の根源は、上場企業による「新卒・4 月一括採用」と

いうのが私の持論です。その悪影響は計り知れません。

（拙著『ドイツの試練』１６０～１６１頁ご参照くだ

さい。）大企業に入りやすい大学への受験競争、そのた

めの中高への入試競争と転校回避、大都市集中、単身

赴任による家庭教育での父親の役割放棄、地方の疲弊

等々です。この諸悪の根源を改め、ヴァルデンベルガ

―所長のアドヴァイスを受け入れれば、日本の社会は

変わり、真の意味の自由時間で自分らしい幸福を見出

すことが出来るでしょう。（了） 
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第一回 日独女性フォーラム横浜  
～世界を変える女性たち～ 

 

趣旨：  今や世界中で女性の登用および社会進出が

進んでいますが、横浜日独協会では、 

  「世界を変える女性達」をメインテーマに、

日独双方の情報や意見交換をすべく、 

第一回「日独女性フォーラム横浜」が開催

されました。 

主催： ＮＰＯ法人 横浜日独協会 

後援： 横浜市、ドイツ大使館、 

日独婦人交流会アム・ブルンネン 

日時： ２０１７年６月２４日(土）13:00～17:00 

場所： パシフィコ横浜・横浜国際協力センター 

 6階会儀室 

        (横浜市西区みなとみらい１-１-１） 

プログラム 

１２：３０ 受付開始 

１３：００ 開会（進行：横浜日独協会常務理事・ 

         女性フォーラム委員長 南雲淑子） 

〇開会挨拶 ＮＰＯ法人 横浜日独協会会長 早瀬 勇 

 日本語に続き、 
Jetzt muessen wir zeigen, wie eine reife, aeltere 
Industriegesellschaft gluecklich leben kann und wie die 
Menschen auch weiterhin ein selbstbestimmtes 
erfuelltes Leben fuehren koennen.  Dafuer wollen wir 
ungenutzte Potentiale mobilisieren, gerade bei Frauen 

und bei den Senioren.とドイツ語にて挨拶。 
 
〇来賓挨拶 横浜市国際局長  関山 誠様 

今日のテーマは世界中でもっと語られなけ

ればならないことであり、日本とドイツの

女性について大いに議論が盛り上がること

を期待するとのお言葉を頂戴しました。 
 

１３：１５ 基調講演 
        
（１）横浜国立大学学長  長谷部勇一様 

  （通訳：横浜日独協会会員 谷澤優子） 
 
１．横浜国立大学の紹介:   

大学概要に加え、教員女性研究者の比率

を高めることを目標として取り組んできた経緯 
 
２．男女共同参画の基本的考え方 3つの柱 

 1. 実質的な男女平等の実現  

 2. 積極的改善措置の採用（採用の際の女性優先） 

 3. 男女共同参画の活動充実  

2010 男女共同参画推進室 認可保育所誘致等

具体的施策の紹介 
  
３．本学における取組み 

【実施体制】男女共同参画推進センター運営委員会 

女性研究者支援部門                                

① 小学校入学前の子をもつ研究者の支援 

② サポートルーム 

     （女性研究者・女子学生の体調不良時子ども同

伴に利用可） 

③ 役員と女性研究者の意見交換 

④ みはるかす研究員 出産育児で研究中断の研

究者支援 

⑤ メンター制度 

⑥ 女性採用インセンティヴ （女性限定教員公募

や女性教員採用部局に経費措置） 
 
【男女共同参画宣言】【学長メッセージ】 

講演会 情報提供・発信 全学のアクションプラ

ンで部局変革へ 

地域貢献・連携（神奈川大学・県と公開講座開催） 

【達成状況】 

女性研究者を増やすため新規採用割合３０％目

標（昨年度３３％達成） 

2022年までに在籍比率１９％目標 

昨年 16.4％達成 毎年 0.5％上がっている 

学内への認知確実に広がる 

理由 

① 男女共同参画推進センター設置 

② 専任の役員・教職員存在 

③ 説明会・意見交換の場を持つこと 

４．今後の課題 

・ダイバーシティ広げる場合必要な３ステップ 

 I. 法令対応 →II.社会貢献 →III.価値創造 

・女性研究者の増加により従来にない発想や行

動が生まれ、大学を活性化し新たな価値創造の

段階まで高められる 

５．女性研究者の活躍事例 

薩本 弥生先生 衣服の快適性に関する研究 

熱中症対策に有効・湿度センサーをつけるな

ど衣服と工学を結び付けるなど新しい視点 

 ※他 3名 （時間なくスライドのみ） 

女性比率を高めることで新たな視点、事業の活

性化が見られるので大学として支えていきたい 

 

（２）ドイツ大使館参事官 モニカ・ゾンマー様

（通訳：大使館 石川桂子様） 
 

テーマ：ドイツにおける女性たち 

ゾンマー氏が学生であった 1970

年代は、女子が法律を勉強し博士

課程に行くことは少なかった。 

現在は裁判官検察官 50％女性 

国家試験も上位占める。その面で

は男女共同参画が進んでいるが、民間企業ではまだ

そこまでではない。日本でもドイツでも変化のプロ

セス途上であり、一本道では進んでいかない。 

1.これまでの歩み 

100年の歩み  

第一次世界大戦後 1918参政権 

女性に対し大学入学許可 

 第二次世界大戦後 憲法 男女同権法 成立 

     10年後 民法典 改正 

1977 妻の就業について夫の同意が不要になる 
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 1945 東西ドイツの違い 

西独：「扶養者が家族を養う」家族像主流 

       東独：上からの女性解放進み女性にも同等の

就業機会 

 1990 ドイツ統一 

 1993 国家は事実上の男女同権の実現保証 

 最近の３つの法律改正 

1. 子どもの保育 2013 

2. 監査役会における女性比率 

3. 賃金格差解消に向けての法案 

 

2. 年齢別に見た男女の就業形態 

 日本： Nカーヴ 結婚、出産によって仕事を辞め、 

    出産後復帰 →元のキャリア戻れない 

ドイツ: 女性就業率高いが結婚出産時期 30代前後 

       でパートタイム勤務に移る女性多い 

女性男性の就業意欲が逆転  

（女性 もっと働きたい 男性 時間短くしたい） 

未来の労働は男女ともよりフレッキシブルな働き

方ができるべき→社会保障とパートタイムの働き

方を充実させる必要性 
 

3. ３歳未満の子どもを持つ女性の働き方 

2013 以降 パートタイム勤務の母親の割合増え

てきた 

【労働 4.0 プロジェクト】子育てしつつ早く復帰

したい女性増える パートナーと家事子育て同じ

ように分担したい女性の増加 未婚のまま子育て

の女性もいる 

 

4. 親手当と保育 

【子育て支援の仕組み 】 

日本と共通することも多いが、取得率はドイツが

高い 

『親手当』収入源補填（育児休業中）夫と分担して

子育てする場合は上乗せ（日本は 0.01％の取得率） 

『親時間』 就業時間の一時中断が可能 

『保育施設への子どもの預け入れ』法的請求権が

認められる 

 

5. 管理職の女性比率（主な連邦行政機関） 

民間企業 大企業：監査役会女性比率３０％にし

なくてはならない法律義務化 100社（今年） 

民間企業に目標値を定めるよう求める 

連邦の行政機関の管理職女性比率：平均値３２％ 

省庁によって差があるが外務省は下から 5 番目/ 

女性青少年省が一番高い 

興味深い点：女性の割合が平均を上回る省は女性

がトップであることが多い（ロールモデル） 

 

6. 男女の賃金格差 

EU内での賃金格差：ドイツ大きい方 

2018以降施行の法律：同一労働同一賃金を進める

/民間企業ではこれが不透明なことが女性不利に

働く 

 

7. 年金 

女性の受け取る年金：パート勤務が多い、仕事か

ら離れる期間が長い等の理由で受ける年金額低い 

年金額は徐々に減っている / 高齢化を迎え財政

問題もあるので今後年金がどうなっていくか問題

（日本と同様） 

 

・近年平等化進んだが、現実には男女差はまだ大きい

ので徹底的な平等政策を進めることが重要 

・実現するために当事者の努力も必要 

・現在男女平等を進めるため、子育てしやすい環境、

家事の男女平等参加、責任の分担 

・実現に向かって政治や枠組み策定必要 

 

１４：１５ 箏演奏 ：大治はるみ 

          （女性フォーラム副委員長） 
 
１４：２５ 休憩 / 懇談  

      ～ドイツの手作りケーキ・ビュッフェ～ 
 
１５：００ パネルディスカッション  

テーマ：日独女性の活動・地位の比較、家庭内の

男女役割分担、家庭内教育と食育 等 

  進行： 女性フォーラム委員長 南雲淑子 

通訳： ドイツ大使館 石川桂子様、 

横浜日独協会会員 谷澤優子 

  パネリスト：大使館ゾンマー参事官、 

エヴァ・ヴェルナー様（アムブルンネン会員） 

【横浜日独協会より】藤田香理事（日之出産業取締

役）、ハンス・ユーデック理事（弁護士）、山口利由子

常務理事(食育指導員・ナチュラルフードコーディネーター) 

藤田：日本の実情 ご本人の体験を踏まえて 

 水処理の会社の取締役だがこの分野女性少ない /  

 

 

 

 

 

 女性活躍推進法ができてからいかに技術的分野でも

女性を増やすかに関わってきた 

時短・フレックスタイム導入・テレワーク

など取り入れてもうまく機能しないのはな

ぜか 

すべての部門で半分女性にしたい /  

男性の働き方も見直しが必要 
 

ユーデック：今は社会的変革期にある 

子ども達も家族からの教育を受ける権

利がある 

家で仕事をする時間が増えれば子ども

の教育に多くの時間ができ、両親は子

どもとコミュニケーションをとれると

いうことが将来重要になる 
  
ヴェルナー様：ドイツも進んできていると感じるが、

女性の方が家事に使う時間が 1日 90分ほど長い/ 

自分が子ども時代の女性はお金ではなく生活との

バランスで働いた 
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山口：働く若い母親が増え、ボランティアをする時間

が減った結果、60代 70代がボランティアの中

心であり、その世代が孫の世話などで社会を支

えている この年代が 90代になったらどうな

るか / 女性が社会進出するためには考えるべ

きことが多くある 

ゾンマー様：変革のプロセスにある 

活動が正当に評価されているのか疑問 

同じ仕事でもパートタイムなど待遇が悪

くなる 

家族の機能分担の時代は終わり、平等に

分担すべき 
 

藤田：家庭、仕事 どのようにバランスをとるか 

誰もが同一賃金同一労働など推し進めるべき 

それによって仕事が丁寧になり、男性も楽にな

る部分がある（彼女の会社） 
 

南雲：横浜国大の取り組みに驚いたが、皆さんも素晴

らしい取り組みしている。進んでい

る部分もあるがまだ改善すべきこと

も多い 
 
ユーデック：ドイツは自己目標に失敗した

ので取締役レベルで 30％女性比率にするこ

とを法律にした / 大手企業の場合は比較的

容易に理想的な決め方できる 問題は中小企

業 将来的にどのように解決できるか難しい

と思う 
 
ゾンマー様：中小企業に関して、若い女性を入れると

育休を取るのではと不安になるものが多い 

今後、男性も育休を取ることが一般的になれ

ば、女性だけに不利とはならない 

デンマーク スエーデンで効果 環境づくり

を進めることで中小企業でも女性進出できる 
 

ヴェルナー様：子どもは状況に敏感なので、家に父親

母親がいることで子どもと一緒に物事を

決めることができる利点がある 

 

 

山口：今後子ども達をどう育てるか 

   母親が働いていると食育心配 

生活習慣病などが増え、昔ながら

の食生活も崩れている  

コンビニ利用も増加しているが、

家庭の主婦に時間が無くなることは危険なの

で、周りで支える必要がある（小学校で料理を

きちんと教える。中学区制に晩御飯を食べさせ

るところができる 給食ができる等） 

社会全体で支えられるシステムの構築が必要 
 

南雲：二人の子供に同じように家事ができるよう教え

た 結婚した後も息子も家事を手伝っているの

を見ても教育が大切 
 
１６：１０  質疑応答 
 
太田：食育について 小中学校の子どもの食が問題  

NPOで食事をさせる運動が始まっている 

ドイツではどうか 

→ゾンマー様：ドイツは基本的にここ数十年、食に対

する意識向上 肉消費減り有機食品増加  

若者は外見上の理由でダイエット 学校の授業に

食が取り入れられている日本の方が進んでいる 

ブッフマン様：日本での年金制度 パートタイムの場

合はどのようになっているか 

→ 藤田：パートタイムの内容や会社の大きさ、働き

方の形態によって違う 

  基礎年金はUSより良い（ドイツよりは低い）

が、正社員でなくても同一労働同一賃金を目指そ

うとはしているが実現していない 

 

ゾンマー様：日本には国民年金、厚生年金、企業年金

などいろいろなレベルの年金がある 

 

赤沢様：介護の問題 日本では子育てが終わると介護

が始まったりするが、ドイツでは介護離職が必要

だったりするのか  

→ ゾンマー様：介護保険制度は日本と似ている 

      （健康保険の一部） 

違い：１９９５～在宅介護優先 家族が介護の 

場合は介護に対して報酬が出る 

介護離職はドイツでは問題になっていない おそ

らく介護保険に金銭給付がついているので、それ

でヘルパーを雇ったりするケースが多いのではな

いか。 しかし、家族の負担大きい 子育て終わ

りすぐ介護という世代では女性が大きな負担を背

負わされる 

 

藤田：日本では女性より男性の方が介護離職多い国、

自治体も含め企業としては介護休暇（親、配偶

者）の充実が必要  

ゾンマー様：ドイツではここ数年介護保険の法律改正 

整備 短期的な介護休業を取ることができる 

長くなる場合は休業中の所得に対しては給付が

あるなど 制度作りが大切 

 

１６：４０  コメンテーター：横浜市政策局男女共

同参画担当理事 小賀野敏子様 

 

会長、委員長など協会の皆さんの強い

思いが感じられた  

 

・長谷部学長の言うようにダイバーシティ女性活躍が

これからどのように発展していくか 

・ゾンマーさんの話から 民間部門においてはドイツ

と共通する問題が多い 

・昨年 4月に活躍推進法施行されたが、計画だけでな

くいかに実行性が出るか、今後が正念場 

・パネルディスカッションでは多岐にわたる重大なテ

ーマについて問題提起された 

・横浜市 林市長リーダーシップで経済分野まず進め

てきたが、地域の中家庭の中で女性が担ってきた部

分を男性も担う必要があるという課題がある 
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・すべての人が幸せに生きることができることを目的

に、横浜市は日本一女性が働きやすい社会を目指し

てきた 

・具体的な問題を見れば見るほど困難さも感じるが、

今日の議論を横浜市請託局男女共同参画へのエール

と受け取ってがんばりたい 

 

１６：５５ 箏伴奏による合唱“Der Lindenbaum 

           （菩提樹）”  

 

１７：００ 閉会の辞 横浜日独協会副会長 能登 崇 

 

 

 

一回日独女性フォーラム横浜に参加して 
 

会員 Schnelle 田村真理子 

 

先ずはフォーラム成功へ向け尽力され

た早瀬勇会長並びに南雲淑子実行委員長

をはじめとする理事、会員の皆様の貢献

と熱意に対しおしみない賛辞をお贈りいたしますと

ともに、日独協会の一会員として心からの謝意と敬

意をお伝えしたく存じます。 

 

フォーラムのテーマである女性の地位向上は日本

社会全体が取り組む喫緊の課題であり、本日は行

政、大学、民間企業が男女間の格差是正に向け具体

的にどのような対策を施行、実行されているかを学

び、大変意義深く収穫の多い貴重な経験となりまし

た。  

 

男女格差の現状を数値化したジェンダーギャップ

指数が痛恨の低水準を維持する日本では、格差是正

は優先順位の高い課題であります。 

早瀬会長は開会挨拶の中で、EUで力強いリーダー

シップを発揮するメルケル首相と横浜で実行力のあ

る素晴らしい市政を断行する林市長の存在に触れら

れました。女性の社会進出を象徴する両氏は本日の

フォーラムの開会の辞にふさわしい例であると冒頭

から感銘を受けました。 

 

その後横浜市を代表し国際局長の関山誠氏が来賓

挨拶をされ、市としても重要な政策テーマとして女

性の活躍を推進する現状を説明されました。 

横浜国立大学の長谷部勇一学長は保育室の設立や

女性採用インセンティブとして経費を助成するなど

女性研究員の増加の為の積極的な大学内の取り組み

を紹介されました。その上で、女性職員の数の増加

という数字上の結果のみならず、全体的に多様性を

進めることで企業も大学も経営上の価値が上がると

の認識を示されました。 

ドイツ大使館からはモニカゾンマー参事官をお迎

えし、EU圏での女性の社会進出の現状説明、平等

化実現の為の社会の取り組みについて、具体例や数

値を伺い大変勉強になりました。女性の地位が高い

イメージのドイツにおいても、職場における男女間

の格差是正は未だ道半ばという現実があるそうで

す。女性が輝ける社会創立は日本のみならず世界が

共有する重要課題であることが再認識できました。 

 

パネルデスカッションでは、山口利由子常務理事

より本来母親が担っていた食育維持の重要性提議、

女性の社会進出に伴ってその役割を担う社会的な受

け皿が必要になってくる。その他子供の人権、年金 

問題と多岐に渡り活発な意見交換が行われました。

横浜市政策局男女共同参画担当理事小賀野敏子様の

締めくくりのお言葉で、横浜市が日本一女性が働き

やすい街を目指し、林市長のリーダーシップの下、

経済活動における女性進出を推進する過程におい

て、本日のフォーラムは大きなエールに値するとコ

メントされました。 

 

個人的に２０代の娘二人を持つ母親としまして

も、男女格差の縮小が進み、女性の培った経験が最

大限に評価される平等で成熟した社会が娘たちの片

方の母国日本でも実現されることを心底切望してい

る次第でございます。その為の一里塚として、本日

のフォーラムは社会へ重要な一石を投じるに十分な

インパクトであったと確信しています。忌憚のない

持論と信念で、国際政治舞台で辣腕を振るうメルケ

ル首相に象徴されるドイツでの女性

の確固たる地位や活躍の場が、近い

将来日本でも実現可能という期待感

を持たせてくれるフォーラムとなり

ました。 

 

尚、大治はるみ副委員長が奏でる

美しい琴の音は日本の優美な伝統文

化披露と共に、実直なテーマを扱う

講演へ和やかな雰囲気を醸し出すに効果絶大でし

た。また美味しい逸品手作りケーキブッフェは用意

された会員のおもてなしの真心の現われと感服いた

しました。改めて準備に関わられた会員の皆様のご

尽力と貢献に深謝いたします。 

 

末筆ではございますが、横浜日独協会の益々の発

展と繁栄を心より祈念いたします。会員の皆様と共

に日独両国の交流、関係深化に向け活動できますこ

とを楽しみにしています。 今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。 
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第一回女性フォーラムに参加して 
                              

会員 澤 英明 

 

第一回日独女性フォーラム横

浜が 6 月 24 日（土）に横浜国際

協力センターで開催され、主催

の日独協会の早瀬勇会長、並びに後援の横浜市の関

山誠国際局長の挨拶でスタートした。 

今回のフォーラムは、テーマは“世界を変える女

性たち”で、女性の社会進出は政治の世界や公的部

門では多くの国々で進展が見られるが、民間の経営

層、管理職、技術職、研究者での登用は未だ多くの

課題を抱えており、今後働き手より支えられる老人

が多くなる人口オーナスの深刻な時代を迎える時期

に、日独双方が情報や意見を交換するべく開催され

た。 

基調講演として、横浜国立大学の長谷部勇一学長

から、男女共同参画の基本的なコンセプトのもと、

同学の男女平等の実現のための具体的な取り組み 

として、研究者の採用は女性を優先することとし、 

目標値を 30％設定して推進し、着実に成果を挙げ

ている状況のお話しがあった。30 年ほど前に私がア

メリカで勤務していた時、ローカルスタッフの採用

や登用に際し、人種、宗教、年齢、容姿等による差

別の排除に取り組んだことを思い出した。社会や企

業が真剣に、そして具体的に取り組んでも、差別解

消を実現するのは長く遠い道のりと、昨今改めて感

じておりましたが、同大学が堅実な一歩を踏み出し、

着実に成果を挙げておられることを伺い、頼もしく

素晴らしいと感じた。 

後援のドイツ大使館のモニカ・ゾンマー参事官よ

り、ドイツにおける男女共同参画のこの 100 年の歩

みと、現在の男女就業実態及び保育問題や、管理職

の女性比率、並びに男女の賃金格差や年金問題等に

つき、具体的な問題点と対応等をデータに基づき、

判りやすく講演を頂いた。 

ドイツでは結婚・出産時期の 30 代前後にパートタ

イム勤務に移る女性が多く、男女格差がおきる。こ

の対策として社会保障及びパートタイムの働き方改

革の必要性を言及された。 

連邦の行政機関の中で管理職の女性比率が高い部

署は女性がトップのケースが多いとの指摘もあった。

ドイツでは男女の平等化は進んでいるが、まだまだ

男女格差は大きいので、徹底的な平等化政策を進め

ることが重要であるとのお話等、ドイツから学ぶべ

きことも多く、日独の情報及び意見交換の有用性を

実感した。 

パネルディスカッションは日独女性の活動、地位

の比較、家庭内の男女役割分担、家庭内教育と食育

や介護等広いテーマで行われた。 

各パネリストより適切で意義深い指摘や提言があ

った。そのなかで藤田香理事の、女性の社会進出支

援には職場における女性従業員の比率を上げると同

時に男性の働き方の見直しも必要との指摘に、ゾン

マー参事官の指摘にも合致すると感じた。 

また山口利由子常務理事より、外食の問題点の指

摘があり食育の大切さについての提言があった。加

えて働く若い女性を 60～70 代の世代が孫の世話な

どで支えているが、その世代が 80～90 代になった

とき、次なる厳しい事態に直面するなど、女性の社

会進出推進には、考えるべき、取り組むべき課題が

あるとの具体的指摘があった。 

 

最後にコメンテーターの横浜市政策局男女共同参

画担当の小賀野敏子担当理事より、このフォーラム

での議論を横浜市政策局男女共同参画へのエールと

受け取り頑張りたいとの、力強いサポート宣言があ

った。今回のフォーラムで大勢の関係者の方々並び

に南雲淑子女性フォーラム委員長の、変革への熱い

熱意を感じた。休憩時間にはドイツの手作りケーキ・

ビュッフェのもてなしが用意される等、記憶に残る

女性フォーラムの着実な第一歩と感じた。 

 
 

第３回 

ドイツ派遣・高校生作文コンテスト進捗状況 

 

当コンテスト・第１次審査につきまして、応

募者 21人（5高校）のうち 12人が第１次審査を

通過致しました。横浜市国際局及び ANAにて第 2

次審査をしていただいた結果を合わせ、９月に

は第３次選考（面接）にて最終入賞者２名を決

定する予定です。 
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７月例会 寺澤 行忠先生ご講演 

『日独文化交流と日本文学の中の女性』 
を拝聴して   

 

会員 菅原めぐみ 

 
横浜日独協会会員であり、慶應義塾大学名誉教授

である寺澤先生のご講演を拝聴する機会にあずか

れたことに感謝しております。先生は西行の文献

学的研究という大変地道な研究を 30年間も続けて

こられたとお聞きしました。配布いただいた資料

から先生の丁寧なお人柄が伺えました。 

 前半は都市別に日独文化交流の歴史や現状を細

かく丁寧に語って下さいました。

ドイツでも他の欧州諸国と同じよ

うに昔から日本文化への興味関心

が寄せられており、多くの文化交

流が行われていることは朧げに知

っていましたが、ドイツの多くの

大学で日本学や日本研究が行われ

ていることは初めて知りました。日本のアニメは

ドイツでも人気があり、コスプレも流行っている

そうです。 

 後半で日本文学の中の女性ということで、小野

小町を取り上げて語って下さいました。小野小町

は三十六歌仙の 1人です。三十六歌仙絵巻につい

ても触れておりました。絵巻の小野小町は後ろ向

きです。絵にも描けない美しさということでしょ

うか。和歌の名手であり絶世の美女と謳われた小

野小町ですが、資料は遺された和歌のみと言って

良いほど歴史資料には登場しないそうです。それ

に反して伝説は日本全国に満ちています。謎に満

ちていることでよりいっそう美しさが際立ちそう

です。そんな小野小町ですが、晩年は零落してさ

すらいの末亡くなったと伝わります。 

 日本美術や古

典文学が好きな

私にとっては大

変興味深い講演

であり、あっと

いう間に時が過

ぎてしまいました。先生の豊富な知識を語るには

時間が足らず、是非続編をとの声が上がりまし

た。私も是非お聞きしたいです。 

 

〈自己紹介〉 

2017年 2月に横浜日独協会に入会しました。私が

ドイツに興味を持ったのは大学の第二外国語でド

イツ語の授業があったことがきっかけです。第二

外国語はドイツ語の一択で、初歩的なことしか学

んでいません。その後は緩く独学で学んでいま

す。旅行でドイツに三回ほど行きましたが在住歴

はありません。 

私が住んでいる横浜都筑区は東京横浜ドイツ学園

があり、ドイツの方がたくさん住んでいます。冬

にドイツクリスマスマーケットが開かれており、

ドイツに縁の深い地域です。 

 私は着物や日本美術など日本文化にも興味があ

り、日独文化交流できる会を探して横浜日独協会

に辿り着きました。会員のみなさまのドイツ語や

ドイツに関する知識の深さに感嘆するばかりで

す。いろいろ学ばせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

      

                                
 

「シナリオのない放談会」 
（事務局 齊藤進治） 

 

熱烈なドイツ・

フリークといった

ら語弊があります

が、ドイツを愛す

る人たちが熱い思

いをぶつけあった

放談会だった。横浜日独協会は発足してまだ 7年

たらずだが、ドイツ好きは誰にも負けない会員ば

かりのようだ。 

（法人会員の）黒川氏は差入れてくれたドイツワ

インは、最近話題のО15７の殺菌効果抜群と切り

出した。 

ドイツ人である前にバイエルン人だと自認する

ブヘンベルガー氏は今日的ドイツ産業界の“南北

問題”を提起した参加者の関心を呼んだ。しかし

サッカーは絶対バイエルンが勝つ！そうだ。 

第２回インダストリー4.0セミナー（10／４）

の基調講演者神永氏。本協会法人会員ボッシュ・

ジャパンの技術を世界に羽ばたかせた神永氏のス

ピーチが楽しみだ。 

小島氏は次世代育成を視野にいれたヤングクラ

ブの活躍を紹介し、高校生作文コンテストの優秀

者の絞り込みが進むドイツ派遣事業の責任者磯貝

氏。世界を変えるのがわたしたちの役割とアッピ

ールした女性フォーラムを仕切った南雲氏。 

ノンアルコールでも熱く語った寺澤氏は着々と

準備している日本文化をメイントピックにする

“プロジェクト構想メモ”を片手に紹介（高得点

間違いないカラオケのマイクを途中で奪い取るよ

うなもの。紙面の都合で紹介不能。）。 

（ホロ酔で）早瀬会長の締めの言葉にあったよう

に、横浜とドイツを結ぶ（紙の）「友好協定書」

を実質的な中身の凄―く濃いものにできるのは、

全国にある日独協会の中でも横浜以外にはないよ

うだ。この日横浜に再来の酷暑を吹き飛ばした

「シナリオのない放談会」は来夏も続く。 
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Anne Neumannさん滞在記 
【佐藤宅】 
7月 3日 横浜駅にて爽やかな笑顔の Anneさんを、

能登副会長からバトンタッチ。フライトの疲れも

あるかと、自宅でちらし寿司などを食べてゆっく

りし、初めての浴衣を着ました。 

7月 4日  

午前：予約しておいた皇居ツアーに参加。 

午後：寺澤理事と井出ヤングクラブ会員と共に、本

人の希望でもあった神保町古書店街を散策。寺澤

理事のご案内で日本の古書からヨーロッパの古書

まで、とても興味深そうに写真を撮ったり説明を

聞いたりと充実した時間でした。夕方から雨にな

りましたが、ベイブリッジやみなとみらいをドラ

イブして夜景を楽しみました。 

7月 5日  

午前：鎌倉にて長谷寺と

高徳院の大仏を訪ねまし

た。長谷寺では金色の十

一面観音はもちろん、美

しい紫陽花や由比ガ浜を見渡す風景、風情ある弁

天窟を眺めました。弁天窟の前で絵馬を初めて体

験。 

午後：向井副会長のご案内で鎌倉の海をドライブ。

葉山マリーナで金目鯛の煮つけを完食しました。 

神奈川県立近代美術館では萬鐵五郎展を鑑賞した

後、海を見晴らす心地よいカフェでリフレッシュ

して、次のホームステイ先である大治運営委員に

バトンタッチしました。 

☆前もってお聞きした情報で、食べられないものが

あるなど少し心配した部分がありました。けれど

も、実際の Anneさんは 医学を志す聡明でキュー

トな女性であるだけでなく、自分の考えや生き方

に対するポリシーを持ち、他文化や他の国の習慣

にも臨機応変に対応できる素敵な女性でもありま

した。彼女の魅力的な人柄に私自身も楽しく気持

ちの良い時間を過ごすことができ、感謝しており

ます。 

 

【大治宅】 
7月 5日  

午後 3 時、葉山にて佐

藤理事からバトンタッ

チ。海辺の森戸神社、御用邸のある一色海岸に寄り

ながら帰宅。心配していた食事も、鰻のちらし寿司

や総菜類を喜んでもらえて一安心。 

7月 6日  

鎌倉の報国寺にて、竹林の静寂の中でお抹茶を頂

いた後、江の島へ。 

舘野ゆかり会員にご案内頂き、神社や岩屋洞窟を

参拝。”kawaii”グッズより歴史や宗教等に興味が

あるアンネの質問には、舘野さんの資料が必須で

した。岩屋で七夕の短冊に願いを書き、海を望む茶

屋で遅い昼食。帰りに鶴岡八幡宮と小町通りを散

策。 

7月 7日  

午前：カップヌード

ルミュージアムで、

オリジナルカップ

ヌードルを作って

盛り上がった後、歴

史博物館が閉館中のため、ランドマークタワーの

展望台へ。ここでも富士山は雲に隠れ、残念でした。 

午後：南雲・佐藤理事と中華レストランで昼食後、

中華街を回り、関帝廟を参拝。南雲さんの車で旧東

海道を通ってラーメン博物館へ。帰宅後パソコン

で、見てきた東海道の浮世絵をチェック。 

7月 8日 

午前：ジョギング後、着

物を 2 枚試着し、琴でさ

くらを弾き、三味線と日

舞の扇子で写真撮影。 

午後：伊藤博文の夏の別

邸を見学。金沢八景の浮

世絵そのものの景色を眺

めながらお抹茶と和菓子

を頂く。着物のお店に寄りながら、戸塚の歓迎会へ。

親切な皆様と交流できてとても嬉しかったと、後

にメールが届きました。 

☆素直で思いやりのある可愛い娘ができた

ような気分で、あっという間の楽しい 4 日

間でした。旅行代理業に携わるご両親と世

界各地を訪れていることもあるのか、順応

性が高く知識も豊富で、向学心に溢れ、時々

同世代と話している錯覚にすら陥りまし

た。老母にもとても優しく接してくれ、国境

なき医師団も選択肢の一つとのことでした

が、将来が大変楽しみです。お陰様で素敵な思い出

ができ、アレンジ下さった皆様に心より感謝申し

上げます。 

H

Hae-Soo Park君滞在記 
【磯貝宅】 
7月１3日 

新横浜駅で関

西から帰京の

Park 君を能登

副会長,齊藤事

務局長と出迎

え。近くのニッサン・スタジアム（横浜市国際総合

競技場）へ。2002年 FIFAワールドカップ決勝でド

イツが０－２でブラジルに敗れた記念品の展示や

広大なスタジアムにシャッターを切り続けていま

した。ラーメン博物館で夕食。 
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7月１4日 

午前中、浜離宮恩賜公園を見たあ

と、マインツ大学でメディア・デ

ザイン学を専攻の Park 君の希望

で、東京・大泉の東映アニメーシ

ョンへ。同君がよく知っている劇

画「ドラゴン・ボール」や「ワンピ

ース」の制作現場を見学。声優たちの吹込み現場を

特別に見せてもらい、大満足でした。 

 

7月１5日  

午前：鎌倉の建長寺、八幡宮を見たあと、向井副会

長のご案内で高徳院の大仏を見

学。佐島マリーナ、江ノ島などをド

ライブのあと、回転寿司を”完食”。

車で出迎えの藤田さんにバトンタ

ッチ。 

 

【藤田宅】 
疲れていたようなので、自宅でのんびりしてもら

い、夜の鎌倉を散策しました。 

7月１６日  

みなとみらいで BBC×セガのアミューズメントと

横浜美術館など、そして中華街で食事を楽しみま

した。ランドマーク展望台から今まできた横浜を

ながめ、よるはみなとみらい花火大会。カメラを

連写し、日本の花火の繊細さに驚いていました。 

 

7月１７日  

最後の日本滞在は、地元鎌倉で軽く散策。報国

寺、覚園寺、鎌倉宮など御住職に案内してもら

い、その後日本で一番好き、というお好み焼きに

いきましたが、モンジャにはなんとも複雑な顔… 

猛暑でしたが元気に家族へのお土産を選びながら

楽しんでおりました。 

 

我が家は山の中にあるため、朝は鳥のさえずりで

目覚め、夜は虫の声で眠るのは初めての体験との

事。 

 

とても利発で素直な朴くんですが、外見よりとて

も大人で、我が家はすっかり朴君のファンになり

ました。 

大変素晴らしい時間をいただけて感謝致します。 

 

少しでも、日本滞在の思い出になってもらえば嬉

しいです。 

 

 

 

今年の作文高校生 Anne さんと Park 君からの帰

国第一声が届きました。（会員 能登 崇） 
  
Lieber Herr Noto, 
vielen lieben Dank für die Bilder und ein riesiges 
Dankeschön nochmal für alles, was ich in Japan 
erleben durfte! Das werde ich so schnell nicht 
vergessen! 
Gesehen habe ich ja viel, wie Sie gehört haben und 
jetzt bin ich wieder gesund und munter im kalten, 
verregneten Deutschland angekommen (ich war 
wirklich geschockt, als ich aus dem Flughafen-Terminal 
kam! Da haben mir die 35 Grad Celsius in Osaka doch 
viel besser gefallen!) 
  
Liebe Grüße 
Anne 

（お送り戴いた写真および日本で体験させて戴い

たこと全てに大いに感謝を申し上げます。 

 この経験はそう簡単に忘れられるものではあり

ません。ご承知のように数多くのものを見聞き

しましたが、体調も良く元気でドイツに帰国致

しました。ところが当地は寒くて雨も滴り落ち

て本当にターミナルに降り立った時にはショッ

クでした。（帰国日の）大阪の気温は３５度も

あり何と心地良かったことか－。  Anne) 
 
 

Sehr geehrter Herr Noto, 
Vielen Dank fü r die Bilder ünd die scho ne Zeit,  
die ich in Japan vebringen konnte.  
Mein Flüg war sicher ünd angenehm.  
Die Stadt Yokohama hat bei mir einen bleibenden 
Eindrück hinterlassen  
ünd ich werde die Erfahrüng niemals vergessen. 
Erneüt vielen Dank fü r die Gastfreündschaft  
ünd ein Dankescho n an die gesamte  
Deütsch-Japanische Gesellschaft in Yokohama 
  
Mit freündlichen Grü ßen, 

Hae-Soo Park 

（帰国時の飛行は順調且つ快適でした。 

横浜滞在は自分にとって、いつまでも記憶に残

る印象を与えてくれ、この体験は決して忘れる

ことは無いでしょう。 

 横浜日独協会の皆様の素晴らしいおもてなしに

感謝致します。 

 送って戴いた写真と日本で過ごすことの出来た

時間に感謝です。Ｈａｅ－Ｓｏｏ－Ｐａｒｋ） 
  

帰国後のフランクフルト独日協会における「研修帰

国報告会」については報告が未着ですので、次号の

会報に掲載させて頂ければと思います。 
 
（お二人の入賞作文は、HPに掲載されています。） 
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ESSEN 通信 13  

2017 年 7月 18 日  武田 章寛（YC 会員） 
  

日本はひどい豪雨の被害と聞いておりますが、皆様

ご無事でしょうか。 ドイツも急に暑くなったり、寒

くなったりと落ち着かない気候ですが、私は風邪な

どをひかずに頑張っております。 なかなかエッセ

ン通信が定期的にお送りできず申し訳ありません。 

先日ようやくコンサートや試験がひと段落し、今は

恩師の講習会に参加するため、ニースに向かってお

ります。講習会中には講師陣のコンサートにも出演

させて頂き、メンデルスゾーンの八重奏曲 などを

演奏します。  

  

今、私はデュッセルドルフ空港から Airberlin と

いう会社の飛行機でニースに向かっておりますが、

いつも私はどの空港のカウンターでも一つ心配事

があります。それはもちろん 楽器の機内持ち込み

の問題です。  

  

家一軒に相当する高価な楽器を機内に手荷物とし

て持ち込む事は全く当たり前のことと皆様は思わ

れるかもしれませんが、意外と音楽家と空港地上係

員のトラブルは絶えないので す。  

  

先日、ドイツの誇りであるルフトハンザ航空が楽器

の機内持ち込みを正式に拒否する文章を発表し大

きな問題になりました。その 1週間後には音楽関係

者からの猛反発を受けて やはり受け入れる姿勢に

なりましたが、ヨーロッパで文化に最も理解がある

国の航空会社がそのような対応をとったのは驚き

でした。確かに楽器ケースは横長なので収納の幅を

取ります。しかし、収納スペースに自分の都合の良

いようにどんどん荷物を置いていく人たちが絶え

ないのに、楽器が幅をとるからという理由で持ち込

みできないのは納得がいきません。そして預け荷物

として楽器を預けた人たちの楽器は、取り扱い注意

の張り紙を貼っているにもかかわらず、ほぼ例外な

く壊れます。預けてしまえば終わりなのです。 私が

聞いたいくつかの話ですが、 

 • カウンターにて持ち込みを拒否され、地上係員

と口論になり「あなたは 3000 万円の 楽器を人の

手に委ねることができますか？」と聞くと、「私の今

履いている 5000 万円の靴なら預けても構いませ

ん。」と言われる。 

 • 口論の結果全く話にならないので、スーパーの

ビニール袋の中に楽器と弓を入れ、空のケースを預

けて機内持ち込みに成功する。 

 • 去年のニースの講習会にて。ある生徒が何も知

らずに預けたが、ロストバッゲジに遭って結局楽器

は行方不明に。講習会には楽器無しで参加をしまし

た。 ・・・・・一体何をしに来たのやら・・・・。  

  

以前のエッセン通信で、突風の影響でひどく機体が

揺れたお話をしました。 なかなか目的地に着くま

では安心して過ごせないのが音楽家の旅のようで

す。 次回は 9 月中旬に帰国の予定で、9 月 20 日

に JT ホールにて室内楽の演奏会に出演させて頂

きます。今回は元ベルリンフィル首席ヴィオラ奏者

の Rainer Moog 氏や東京フィル首席チェリストの

金木氏など、錚々たる方々と室内楽の名曲を演奏さ

せて頂きます。お時間がありましたら、是非ともお

越し下さいますようお願い申し上げます。  

  

秋以降の演奏会の予定としては、12月中旬に私が所

属している Orchesterzentrum にアメリカの大ヴ

ァイオリニストの Pinchas Zukerman 氏がいらっ

しゃり、バッハの協奏 曲等を演奏されます。私はコ

ンサートマスターの内示を頂いております。子供の

頃からの 憧れで、CD がすり切れる程聞いた演奏家

と一緒に演奏をさせて頂く事に今から心より楽 し

みにしております。  今、無事ニースに着陸しまし

た。 青い海が本当に綺麗です。頑張って参ります。 

暑さ厳しき折、皆様どうぞご自愛の上お元気でお過

ごし下さい。  

              ニースへの機上にて 
 

 

Akihiro Takeda-武田 章寛  プロフィール 

東京生まれ。原田幸一郎、清水涼子、

木野雅之、ボリス・ガリツキーの各氏

に師事。2010年第8回東京音楽コンク

ール弦楽部門第3位受賞後、ソリスト

として円光寺雅彦、マルク・ゴレンシ

ュタイン指揮東京フィルハーモニー

交響楽団、秋山和慶指揮とくしま国民文化祭記念管

弦楽団、宮本文昭指揮東京シティ・フィルハーモニ

ック管弦楽団等数多くの国内オーケストラと共演。

2013年、2015年11月にはドイツ、バーデン＝バーデ

ンにて北村朋幹氏とデュオリサイタル、2016年には

東京文化会館にてリサイタルを行い好評を博す。最

近の室内楽の活動では、庄司紗矢香、マリー＝ピエ

ール・ラングラメ、アレクサンダー・ヒュールスホ

ーフ等、世界の第一線の演奏家と共演を重ねている。     

また、コンサートマスターとしての経験を多数のオ

ーケストラにて積んでおり、German Scandinavian 

Youth Philharmonicの演奏会に3年連続コンサート

マスターとして参加し、ベルリンのフィルハーモニ

ーにて演奏の他、Orchesterzentrum NRWのコンサー

トマスターとしてドルトムントのコンツェルトハ

ウスにて演奏した。現在ドイツ、フォルクヴァング

芸術大学修士課程在学中。2014年より財団法人

Villa Musica Rheinland-Pfalz奨学生。2017年11月

にはマーラー室内管弦楽団のアカデミー生として

同楽団演奏会に出演予定。 
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チケットについては事務局 

（齊藤・能登；546-0801） 

へ照会ください 

8月 29日開催後の舘野ゆかり会員 

ソプラノリサイタルのスナップ 

日本の叙情歌やドイツ歌曲を中心に、感情 

豊かに歌いあげておられました。 

後援団体であるＪＤＧＹからも会員 7～8名が 

応援に駆けつけました。 

会員 能登 崇 

 

コンサートのご案内 
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 行事予定  
 

■ ２０１７年 オクト―バーフェスト： 

 ・日時： ９月１６日（土） 午後４時～ 

 ・会場： YC&AC  

（横浜カントリーアンドアスレティッククラブ） 

 Tel.: 623-8121 根岸線山手駅徒歩 15分 
（会場へは坂道が多く、タクシーの相乗りをお勧めします） 

  ・会費： 3000円（ビール、ソフト飲料、 

鶏肉グリル、ブレツェルパン、生演奏付き） 

  

■ ２０１７年９月 例会： 

 ・日時： ９月２４日（日） 午後３時～５時 

 ・会場： 戸塚区民文化センター４階創作室 

 ・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-会場未定 

 

■ ２０１７年１０月 例会： 

 ・日時： １０月２１日（土）午後３時～５時 

 ・会場： 戸塚区民文化センター４階創作室 

 ・内容： 講演-中村真人氏 

（横須賀出身フリーライター 

著書 ｢素顔のベルリン｣｢街歩きのドイツ語」ほか） 

『1937～1938 年のベルリンーキンダー 

  トランスポート（子供の輸送）を中心に－』 

 ・会費： 例会-1000円  懇親会-500円 

 

■２０１７年１１月 例会： 

 ・日時：１１月１１日(土)または１８日（土） 

 ・会場：横浜協力センター６階 会議室（予定） 

 ・内容： ゲーテ横浜校との秋祭り（未定） 

  

■２０１７年 クリスマス会 

日時：１２月１６日１２時～１４時 (11:30～受付）         

会場：驛の食卓（Umaya no Schokutaku)  

桜木町駅より徒歩５分 

会費：５５００円 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員： 

 岩崎  博様 （いわさき ひろし） 

 町田 祐翼様 （まちだ ゆうすけ）YC会員 

 

  

 

 

NPO 法人 横浜日独協会会報 発行 2017.9.1(第 40号) 

所在地：〒231-0062 横浜市中区桜木町 1-1-56 

５階 市民活動共同オフィス内 

Tel &Fax: 045-546-0801, e-Mail: jdg-yokohama2010@outlook.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 

 

 

 

 

横浜日独協会会報      発行 2013.10.1 (第 16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  大久保明 

e-Mail a-okubo1926@ttmy.ne.jp  

横浜日独協会ホームページ 

編集後記： 

今月は、盛沢山の内容となり、とうとう１２ペ

ージになってしまいました。写真もたくさん頂

きましたが、使いきれませんでしたので、是非

HP の方でご覧ください。例会もすでにクリスマ

ス会の準備が始まっています。７月の例会で大

変好評でした寺澤先生のお話を定期的に伺える

かもしれないという計画もあるようです。 

高校生の作文コンテストの審査も佳境に入って

いるようです。どんな作品が選ばれるのか楽し

みです。 

  

 
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 

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 

 

                                         

横浜日独協会 YC（ヤングクラブ）主催  
９月例会 

武田章寛 YC 会員の 

ヴァイオリン演奏とトーク 
 

１．日時：２０１７年９月２４日 

 １５：００－１７：００ 

２．場所：戸塚区民文化センター４階 創作室 

３．プログラム 

〇例会挨拶（早瀬勇会長） 

〇武田章寛 YC 会員紹介 

（小島拓人 YC 担当常務理事） 

〇ヴァイオリン演奏（武田章寛 YC 会員） 

・パガニーニ：24 のカプリスより第 24 番 

・バルトーク： 

無伴奏ヴァイオリンソナタより第 1 楽章 

・バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのパル

ティータ第 2 番より「シャコンヌ」 

3 曲で演奏時間は合計約 30 分 

〇トーク（司会：渡邊大記 YC 事務局長） 

   ・近況報告 

   ・「郷に入っては郷に従え」と音楽 

 ・質疑応答 
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