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「メルケル長期政権に試練――ドイツにも極右が台頭」 
  
                             横浜日独協会会長  早瀬 勇 
 

〇 連邦議会選挙を揺さぶった極右政党（A f D =ドイツの為の選択肢） 
ドイツ国民の多くから「ムッティー（お母さん）」の愛称で親しまれ、EU の頼れるリ

ーダーでもあるメルケル首相。9 月 24 日の連邦議会選挙で与党 CDU / CSU（キリスト

教民主同盟・キリスト教社会同盟）が第 1党を確保し 4選が確実になりました。しかし、

連立を組んでいた SPD（社会民主党）が減退した一方、極右政党の A f D が全議席の

12.6%を占めて第 3 党となり、史上初めて連邦議会で議席を 93 議席も獲得しました。

このためメルケル首相は連立政権の調整で早くも難しい局面を迎えています。 

また小党ながら以前は組閣のたびに casting vote を握っていた FDP（自由民主党）が、前回総選挙以来

の無議席から立ち直り第 4 党に復活。環境重視の「緑の党」と左派政党「リンケ」は微増にとどまりました。 
 

〇 なぜ 極右の A f Dは議席を急増できたのでしょうか？ 
 D I J（ドイツ日本研究所）によれば、A f D に投票した人は、前回の選挙では投票に行かなかった人が最

多で 120 万人、前回 CDU / CSU に入れた人が 98 万人、SPD からは 47 万人が A f D への投票に流れた

と推定されています。そしてその 120 万人の 100%が、メルケル首相の寛容すぎる移民政策に反対と答えて

います。ちなみに全体では、賛成が 45%、反対が 55%で、与党が議席を減らした理由が難民政策であった

ことが解ります。 

 A f D は結成当時、統一通貨ユーロに反対する学者のグループでしたが、最近では難民排斥と反イスラム

を激しく主張する極右政党になりました。第 3 党にはなりましたが、過激な A f D と組もうとする政党は

ありません。 
 
〇 連立調整に手間取るメルケル政権――ジャマイカ方式か元の大連立か？ 

 総選挙での不振を受けて SPD（シュルツ党首＝左の写真）は、早々にこれまでの大連立を

解消すると宣言したため、メルケル首相率いる CDU / CSU の連立工作は難航しています。

メルケル政権が議席の過半数を占めるためには、与党 CDU / CSU（党のシンボルカラーが黒

色）は FDP(黄色）と緑の党（緑色）の３党で連立を組むのが残された選択肢です。黒・黄・

緑の３色はジャマイカの国旗の色と同じことから、この連立は「ジャマイカ方式」と呼ばれ

ています。しかし企業（市場）重視の FDP は“ドイツ・ファースト”で、マクロン仏大統領

提案のユーロ圏共通予算に反対ですし、緑の党はディーゼル排ガス規制で自動車業界寄りの

メルケル首相に反対しています。もしかするとジャマイカ方式に批判的な SPD との大連立（両党で議席の

53.4%）に戻るかもしれないという憶測もあります。 
 
〇 これからのＥＵは問題山積 
 ポピュリズムが勢いを増すポーランド、ハンガリー、オーストリーなどに独仏主導の EU はどう対応す

るのでしょうか？ ドイツはマクロン仏大統領やユンカーEU 委員長が打ち出した「多速度式欧州」（経済

力や財政規律の差に応じたグループ分け）をどう実現するのでしょうか？ 独仏主導に反発して EU 離脱

を決めた英国は初志を貫徹できるのでしょうか？ 問題山積です。 

 難民問題でメルケル首相は、受け入れの上限を 20 万人にするなどの流入抑制策で反対派の鎮静に努めて

います。これまで脱原発、ギリシャ財政危機など数々の困難を切り抜けてきた「ムッティー」の底力を信じ

たいと思います。（了） 
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第２回  

ドイツ・インダストリー4.0セミナーに出席して 

                               

会員 萩原 一夫 

 

第２回「ドイツ・インダスリー4.0」セミナーが 10

月４日（水）横浜情報文化センターで開催された。 

ドイツが進める産業のデジタル化である「インダス

トリー4.0」と中小企業の取組みは興味深かった。

冒頭の神永氏の基調講演には強い感銘を受け、日本

の技術力への希望を感じることが出来ました。セミ

ナー次第に沿って以下ご報告致します。 

 

１．基調講演「IoT世界における新たなビジネス

創出～トリリオン・センサと MEMS～」 

（住友精密工業株式会社  

元代表取締役社長、神永 晉氏） 
① “ドイツ・インダストリー4.0”

とは、ソフトウエア・メーカー（SAP）

が提言、機械メーカー（Bosch）、

電機メーカー（Siemens）が合流し

た「ソフトウエア」と「ハードウエ

ア」の融合、異業種の協業である。 

② 自社の生産工程（工場）を効率化し、自社の持

つ固有技術と他社（ユーザー・パートナー→サプラ

イヤー）との協業に結び付け、新たなビジネス創出

する事が目的。 

③ この IoT（モノのインターネット）の実現は、

MEMS（Micro Electro Mechanical System微小電気

機械システム）の発展により可能となった。1995

年世界最初のシリコン深堀り加工装置開発（住友精

密㈱の英国子会社）の技術が多くの MEMSデバイス

の新規開発を可能にし、自動車のエアバック、ゲー

ム機（任天堂Ｗｉｉ）、スマートフォーン、ジャイ

ロセンサー等数々の新しい応用製品を市場に出現

させた。MEMSによって無線センサーネットワーク

が可能となった。 

④ 日本の貢献 

2013年第一回センサーサミットに唯一の日本人と

して参加してきた神永氏は日本の高い技術をアピ

ールしてきた。部品や要素技術に優れると言われる

日本は、その強みをベースとしたシステムを構築し、

センサーによって得られる情報を活用するための

システム構築とビジネスモデルの創出を提唱され

た。センサーによって得られる情報の価値を軸とし

て、センサーメーカー、システム構築者、ユーザー

の協業（プラットフォームの構築）が必須と強調さ

れた。 

⑤ 今後、トリリオン・センサ（１兆個を超えるセ

ンサーをネットワークに接続）を活用しロボット、

自動運転車、食糧生産と分配、ウエアラブルによる

ヘルスケア・、社会インフラ（橋梁／道路／トンネ

ル／建物）モニタリングと防災／減災による安全・

安心な環境作りなど夢に結び付ける事ができる。 

  改めて、神永氏の基調講演を通じて、日本の先

進性を感じ取ることができた。 

２．「ドイツ系機械メーカー トルンプ社と 

インダストリー4.0」 

（トルンプ(株)  

代表取締役社長 ハルトムート・パネン氏） 

トルンプ社はドイツの大手工作

機械メーカーで, その営業分野

は工作機械 71％、レーザー技術 

25％、エレクトロニクス４％と

なっている。今後の顧客の為の

チャレンジとしては、大量の受

注対応（生産期間長い）から少量多品種生産（中手

企業にメリットある）への対応である。その為、イ

ンダストリー4.0 のプラットフォームとして開発し

たアクズーム社（ソフトエンジニアリング担当）を

活用、Miele社での生産工程管理での生産効率上昇

が示された。コスト低減は 20％に上り、中国での

生産よりコスト有利となったとのこと。 

３．「インダストリー4.0  

教科書に載っていない実践」 
（ (株)富士通総研 経済研究所  

上席主任研究員 マルティン・シュルツ博士） 

  実際の導入例としては、

Beckhoff社の自動化：オープン自動

化システム、カスタム設計された制

御ソリューションやRational社のケ

ータリング・サービスのための自動

蒸気オーブン等がしめされた。ドイツの中小企業は

隠れたチャンピオンと言われているが、その強みは、

製品専門化、顧客「ニッチ」市場、商品サービスに

あり、日本の中小企業と比べてグローバル化に対応

している。 

４．質疑応答では 

 「企業は次の３つのタイプがあると思うが、イン

ダストリー４.０が普及した場合に生き残れる企業

は？」との質問に対しては、  

a.大量生産でなく、少量多品種対応が可能な企業、 

b.固有の技術を確りと確保しながらＩｏＴで繋が

っている企業は生き残るが、 

c.ITサービスのコンサルだけの企業は生き残りが

難しいとの意見で一致した。 

 「製品・技術の強みが見えない会社の支援」につ

いて質問には、販路開拓の前に社内分析を行い自ら

の強み・弱みを客観的に分析出来る様にする事が大

事との意見が出された。 

 パネラーの下記ご意見も大変に示唆に富むもの

であった。 

「カメラをつけラインの稼働率を見て生産性を上 
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げた。コア技術が見え次のステップへ進めることが

出来た。可視化がスタートだと思う」、「最新技術を

紹介してもピンとこない例多い。例えば使用してい

ないスマホのセンサーを活用しようと提案した。こ

れも IoTである」、「中小企業にとっては、受注から

納品まで資金回収のリードタイムを短くすること

が一番肝要である。その意味では多品種少量生産は

意味がある」 

最後に、今回のセミナーを通じ、横浜市が IoTビジ

ネスモデルの発信地となることを期待致します。 

 

第２回「ドイツ・インダストリー4.0」 

（第 4 次産業革命）セミナー 

～中小企業に参考になるドイツの事例～ 

 

中小企業支援委員長 

 坂井啓治 
 

昨年に続き、第 2回「ドイツ・イ

ンダストリー4.0」セミナーが去

る 10月 4日横浜情文ホールで

IDEC主催、JDGY共催のもと開催された。今年は、

「IoT等を活用したビジネス創出・中小企業のチ

ャレンジへの支援」のふれこみで、横浜商工会議

所・横浜市工業会連合会・IDEC他が発起人とな

って立ち上がった「IoTオープンイノベーショ

ン・パートナーズ（I・TOP横浜）」への参画の一

環として取り組んだ。主催する横浜市経済局外郭

団である（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）

と 6か月前からこのセミナー開催に関するすり

合わせが行われた。 

 

第１回は、南ドイツのバイエルン州在日代表によ

る「ドイツにおける（インダストリー4.0）状況

と中小企業への適用策」を基調講演で始まったが、

今年は 「IoT世界の動向と『I・TOP横浜』～ド

イツの事例と日本の課題～そして『ドイツ・イン

ダストリー4.0』から何を学ぶか」と言う観点と

期近の課題を投げかけ、製造業の「生産性向上か

ら新たなビジネスの創出」へと、この世界では著

名な神永 晉氏（住友精密工業株式会社元社長、

横浜日独協会理事）による基調講演でスタート、

セミナー参加者に感銘を与えた。二人目の講演は、

ドイツの工作機械・レーザー機械のメーカでドイ

ツでは「インダストリー4.0」のプラットフォー

ム実践で知られているトルンプ社の日本法人社

長パネン氏による「トルンプ社グループ内でどの

ような取り組みが行われているか」を具体例で熱

っぽくプレゼンされた。なお日本法人トルンプ㈱

は横浜日独協会の法人会員であり、パネン社長は

協会理事でもあります。三人目の講演は、この分

野では数々のソフト開発で知られている富士通

総研研究所上席主任研究員 Dr.シュルツ氏による

「インダストリー4.0 教科書に載っていない実

践」と題して、概念の勉強や、議論も良いが、そ

ろそろ実践に入る時期に入っていると、ドイツの

中小企業の実例を紹介された。お二人とも在日歴

は長く、流暢な日本語で分かりやすい講演だった。 

 

このセミナーは地域中小製造企業に、「ものづく

り」の世界の潮流を理解してもらい、「生産性向

上」コストダウンを図り、且つ「新しいビジネス」

につなげて発展してもらうことを目的と目論ん

でいたものであった。このセミナー参加者へのア

ンケート（参加者の 65%）では、セミナー全体で

は「参考になった」が 85%でまずまずだったが、

次回以降の開催を考える時、まず大局では中小企

製造業の実態やニーズをもっと把握した上での

講演・講師選定と依頼が必要であることを反省さ

せられた。中小企業支援委員会として、これから

どこまできるのか、更なる勉強と努力が必要であ

る。 

一方、意見・感想には次のようなものがあった。

製造業とは関係のない世界の人かもしれないが 

①「IoTの最先端の現実と将来の可能性につき勉

強になったが、同時に世界の人たちの生活格差が

大きくなる問題を考えさせられた。 

②センサーに囲まれたモノによって管理される

生活をする未来の社会が、人にとって真に幸せな

のか不安を感じた。 

③AI（人工知能）の普及により、感情のない味気

ないモラルのない人間や社会の出現は避けたい

等々。 

他方、今回積み残した課題は多い。産学官連携・ 

人材育成・異業種間協業・働き方は.......など

に於ける日独の環境の違いからくる対応と手法

へのディスカッション。ハードには強いが、ソフ

トに弱い日本の中小企業への具体的な指針。ドイ

ツを参考にしながらも、「横浜ものづくり 4.0」

の実践への示唆。「ドイツ・インダストリー4.0 

X 中国製造 2025」が話題になってきた。横浜中

小製造企業が生き残れるための議論展開をした

いものである （了） 
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9月例会 

 武田章寛君のヴァイオリン演奏と 

渡邊大記君とのトークを聴いて 
                       

会員 小貫治朗 

 

 いきなり弾くのはプロでも尻込み

すると言う、パガニーニのカプリス 24 番、奏者に

とっては新約聖書と言う、バルトークの無伴奏ヴァ

イオリンソナタの第一楽章、最後は旧約聖書に相当

すると言う、バッハの無伴奏ヴァイオリンのための

パルティータから、シャコンヌを、新進ヴァイオリ

ニストで、YC 会員の武田章寛君が聞かせてくれま

した。ヴァイオリンとは、こんなに表情豊かな音色

を出すことができるのだと、改めて感動し、その“超

絶技巧”を、3mの至近距離で堪能することができ、

ほんとに心臓が止まるかと思う、至福のの時を過ご

すことができました。 

 

 また、曲の合間に、そ

れぞれの曲に対する奏

者の思いや、ちりばめ

られた超絶技巧  ― 

スタッカート、重音奏

法、左手ピッチカート、

ハーモニックス  ― 

を、軽妙なトークで、それもなんと、即興で実演し

ながら解説してくれたのは、楽しかったです。バル

トークの楽譜も見せてくれましたが、真っ黒になる

位音符が並んでいて、私には、どうしてもフルオー

ケストラ用に見えて、ヴァイオリン一楽器用には見

えませんでした。 

 

 次回も例会に来てくださって、残ったカプリス

（まだ 23曲あります）とバッハのソナタ/パルティ

ータを、その“悪魔的技巧”でカバーしてくれれば

うれしく思います。また、演奏が終わっても、しば

らくは感動のあまり、席を立てないということにな

るのでしょうね。 

 演奏の後の、YC 事務局長の渡邊大記君との若人

同士のトークも新

鮮でした。人と人

とのコミュニケー

ションについては、

先端 IT 技術を研

究する世界と、オ

ケやアンサンブル

等の音楽の世界で

も、双方で不可欠であり、共通するものがあるよう

に感じました。また、研究も、音楽も、進めるため

にはお金が不可欠ですが、パトロン/スポンサーに対

する思いや熱意には、両者に若干の温度差があった

ようです。（笑）いずれにせよ、若いお二人の、今後

の、世界を股にかけた御活躍に、大いに期待をした

いと思います。 

                           

ブラボー！ 武田章寛さん！           

                            

会員 太田明子 

２０１７年９月２４日は、私には

次の３つの理由で生涯忘れること

の出来ない日となりました。 

１）９月例会として、YC会員の武田さんによる「ヴ

ァイオリン演奏とトーク」が開かれ、ブラボーの声

が飛び交う会場で、大きな感動を覚えた日。 

２）「開会の挨拶」での早瀬会長の予想通り、ドイツ

の総選挙でメルケル首相の４選が決まった日。 

３）私が５０年前、フランクフルト音大に留学し、

師事した女流ピアニストのブランカ・ムスリン教授

の生誕１００年記念のコンサートが開かれた日。 

 この日、武田さんの演奏を集中して聴きながらも、

５０年前の留学生活の光景や人々の顔が浮かび、時

差なしで何度も横浜とドイツを往復させて頂きま

した。日独協会入会後、１ヶ月にも満たない私です

が、１９８０年に演奏旅行で訪れて以来、統一後の

ドイツを見ることもなく今や“幻のドイツ”になり

つつあり、当時の大学留学仲間と、「フランクフルト

会」を作って、ひたすらドイツを懐かしむ日々を過

ごしておりました。 

 武田さんはパガニー二やバルトークの難曲を分

かり易いトークを交えて、見事に演奏されましたが、

私が最も感動したのは、バッハの「シャコンヌ」の

演奏でした。私自身２０歳の頃、ピアノ曲のバッハ

（１６８５～１７５０）・ブゾーニ（１８６６～１９

２４）の「シャコンヌ」と取り組み、「音楽とは」、

「演奏とは」と、壁に突き当たってしまった思い出

がありますが、武田さんは、バッハの作品への取り

組みを生涯かけて、しっかりとした機軸に置き、こ

の「シャコンヌ」を８０歳（！）になるまで取り組

んで行きたいと話されたことには、本当に頭の下が

る思いが致しました。誠実で謙虚なお人柄、しかも

ご自分の考えをしっかり持って、この若さで幅広く

音楽活動をなさる武田さんに心からエールをお送

りします。次はい

つ「シャコンヌ」

を聴かせて下さ

るでしょうか？

楽しみにお待ち

しております。                                                   
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

ドイツ大使館を訪れて 
フェリス女学院大学国際交流学部 

YC会員 干川裕子 

 

夏祭りが始まる 1ヶ月前ぐらいに人生で初めて

ではないかというような気品のある招待状を頂き

とても胸が高鳴りました。そして大使館を訪れる

当日このような催し物に一度も参加したことがな

く、ましてや大使館なんて人生で一度も訪れたこ

とがなかったので、どのような感じなのか全く想

像が出来ず緊張していました。実際始まってみる

と皆さん気さくに話をかけてくださったり、とて

も楽しいひと時を過ごすことができました。 

また、普段ドイツに関心があったりドイツと関

わることをしている人と出会う機会がそうそう無

かったので関東圏内だけではなく地方から参加さ

れていた方々のお話を聞くことができ、どの話も

とても興味深いものでした。 

ドイツ大使館に勤めていらっしゃる方々やこの夏

祭りに参加していらした皆さんは親切でとても有

意義な時間を過ごすことができ、2時間があっとい

う間に感じました。今回のこの催し物は私にとっ

て改めてドイツに関心を持つきっかけになった日

でもあり、これを機にまた勉学に励みたいと思い

ました。このような機会をいただけてとても光栄

に思います。 

 

【横浜国立大学 

 YC 会員 町田彩美】 

ドイツ大使公邸にお招

きいただけるというこ

とで、高揚感と緊張を

抱えて伺った夏祭りは、

ドイツ大使と日独協会

会長のウィットに富ん

だご挨拶から和やかに

はじまりました。シェ

フ自慢のすてきなお料

理の数々と、おいしいビールやワインが場に彩りと

華やかさを加えてくれます。 

参加者の方々は北海道から沖縄まで本当に日本各

地から集まっておいででした。ドイツとの関わり方

も皆さまそれぞれで、音楽をご専門にされていて向

こうの大学で学ばれていた方、ワーキングホリデー

で訪れた方、現在ドイツにまつわるお仕事をされて

いる方など。様々なバックグラウンドに触れて知見

が広がったように感じます。ドイツという一つの場

所・文化を介して、こうして新たな出会いが広がる

というのは面白く、またとても嬉しいことです。 

日本にいると、自分から意識的に動かない限り、

ドイツとのつながりを得る機会というのはどうし

てもそう多くありません。せっ

かく一度できたドイツとの縁

を、自分の仕方でより大切にし

てゆこうと、今回の経験を通し

改めて胸に刻むことができまし

た。 

貴重な機会を頂けたこと、感謝

いたします。ありがとうござい

ました。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

第３回ドイツ派遣・高校生作文コンテスト 

優秀者 2 名決定 
 

当協会主催・横浜市及び全日本空輸協力のもと

隔年で開催しております同コンテストが「ドイツ

で伝えたい日本のこと」をテーマに 6 月に作文募

集、7 月第 1 次審査、8 月第 2 次審査、9 月の面接

を経て、以下の 2 名の優秀者を決定致しました。 

 

慶應義塾高校 2 年 宮崎 創平さん  

 

横浜市立 

みなと総合高校 2 年  

角田 果穂さん 

 

 

 

 

横浜市内でドイツ語教科を持つ５高校からの応

募を受け付けております当コンテストには、今回 21

名の応募があり、多くの作文がそれぞれの考えを明

確に表現した甲乙つけがたいものでした。その中で

選ばれたお二人は来年春のフランクフルトへの短

期派遣で、日独双方の若者交流に積極的に貢献して

下さることでしょう。期待とエールを込めて送り出

したいと思います。 

 

（高校生作文コンテスト委員長：磯貝喜兵衛  

同副委員長：佐藤恵美）                                                    

9月 20日の武田君の演奏会でドイツ公使（中央）

と Frankfurt日本文化センターの石 登紀子理事長

（向かって右から 2人目）。 
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ドイツのエネルギー政策と自動車産業 

（日独プロジェクトの予告） 

 
 ディーゼル排ガス問題が欧州の自動車業界を揺さぶ

っている折、桜美林大学アジア・ユーラシア総合研究

所は、在ベルリンの福沢啓臣博士を講師に迎えて第 1

回「日独関係研究プロジェクト」を下記の要領で開催

します。 

 

参加自由、会費１０００円（学生 500円）。 

 

         記 

日 時： 2017年 11月 20日（月）14:00～17:00 

  

会 場： 桜美林大学千駄ヶ谷キャンパス  

３階３０６号室（渋谷区千駄ヶ谷１－１－１２） 

ＪＲ「千駄ヶ谷」駅より徒歩６分、 

東京メトロ副都心線「北参道」駅より徒歩５分  

 

（１）開会挨拶と講話 

『総選挙後のドイツとＥＵの諸問題』 

早瀬 勇（横浜日独協会会長、 

金沢星稜大学元学長、本研究会座長） 

 

（２）講演 

『ドイツのエネルギー政策と自動車産業の転換』 

福沢啓臣（在ベルリン、ベルリン自由大学博士） 

  

（３）自著を語る               

『日独を繋ぐ肥沼信次の精神と国際交流』 

川西重忠（アジア・ユーラシア総合研究所長、 

桜美林大学名誉教授） 

                                

 

 

 

 

ドイツクリスマスマーケット in 都筑  

 

ドイツの冬の風物詩「クリスマスマーケッ

ト」が今年もセンター北にやってきます！ 

 
オープニングセレモニー                                                       

今年も蝶野正洋さんがステージに登場します。 

 12月 2日（土）13:50～ 

≪入場無料≫ 

会 場： センター北駅前 芝生広場 

 （横浜市営地下鉄 センター北駅前） 

日 時：  平成 29年 12月 2日（土）10:00～20:00  

     平成 29年 12月 3日（日）10:00～19:00 

 

会場ではドイツ料理やドイツビール、ドイツ雑貨が購

入でき、ドイツやクリスマスにちなんだステージが楽

しめます 

 

 
 

？？？ドイツと都筑のつながり？？？                      

 都筑区には東アジア地域最古の在外ドイツ学

校である「東京横浜独逸学園」やドイツに本社

のある企業が７社あり、ドイツ国籍の人が横浜

市内 18区中、最も多く住んでいます。 

 日独交流 150周年をきっかけに、平成 23年度

より都筑区とドイツの交流事業がスタートしま

した。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１０月８日（日）開催された独逸学園 

オクト―バーフェスト 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ＪＤＧＹ Oktoberfest  

  

 

 

 

 

 

9月 16日、ＹＣ＆ＡＣでのオクトーバーフェストに

は二十数名の会員と同伴者が参加し秋の夜をドイツ

風に楽しむことが出来ました。 

雨を予想して設えられたＹＣ＆ＡＣ屋内の大会場

は、本場のツェルト（大テント）を連想させる天幕

が張られ、テーブルや壁も白と青（ブラオヴァイ

ス）のバイエルン色で統一。 

チロルハットと皮ズボンの男性や美しい民族衣装の

女性が行きかって、雰囲気を盛り上げていました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ＪＤＧＹのために特等席を確保し、参加費でも優遇

して下さったゼーリッヒ理事ご夫妻に感謝申し上げ

ます。 

  

また事務連絡・交渉役の能登様（副会長で事務局長

代行）、受付・会計を担当して下さった南雲様、佐

藤様、大治様、お手伝いして下さった皆様にも感謝

いたします。 

  

昨年に引き続きご参加下さった畑澤区長はじめ都筑

区役所の皆さん。特に日本人を代表して舞台に上が

って下さった区長さんの積極性に拍手を送りたいと

思います。 

  

最後に、会場で渡辺・丸典膳会員から花束を渡さ

れ、皆から 90歳の誕生日を祝福された森 利子会員

には誠におめでとうごございました。 

 

 早 瀬  勇 

  

  

 

ドイツ統一記念パーティー 
大使夫人は初めて着物姿で公式の場に出られ喝

采を浴びました。 

また、たまたま田中真紀子元外相と夫君の田中

直紀氏も招待客の中におられました。 

2017年 10月 3日、ドイツ大使公邸にて 

 

 

10月 1日、法人会員ブレーメン商店街組合の

「フライ・マルクと２０１７」にて、 

同事務所で伊藤理事長と田中和徳衆議院議員

と早瀬会長 

大月囃子太鼓連の皆さん！ 
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12月例会「クリスマス会」会場 
「驛（うまや）の食卓」 

常時 6種類の横浜ビールをレストラン併設の醸造所

から樽生で‼ 
横浜市中区 住吉町 ６-６８-１ 横浜関内地所ビル

１・２F 電話：045-641-9901 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 編集後記  

                       

 

 

 行事予定  
 ■２０１７年１１月例会： 

  －ゲーテ横浜校「ドイツ同窓会フェスト」－ 

 ・日時: 11 月 18日（土）13:00～18:30 

 ・会場: パシフィコ横浜国際協力センター６階 

     ゲーテ横浜校隣接多目的スペース 

    (JDGY ユース及び女性フォーラム会場と同じ) 

 ・内容: ドイツ勤務、留学、旅行等の渡航経験者、 

  全く渡航経験なしのドイツ愛好者が自由に集ま

るドイツ“同窓会フェスティバル” 

  ・プログラム: ドイツ観光地、ローカル地区巡り、

名所クイズ音楽で楽しむドイツ（男声合唱、ポ

ップ他）ドイツ軽食ビュッフェとビール 等 

 ・参加者: 大使館、横浜市、ＪＤＧＹ会員、 

アムブルネン会員、ゲーテ受講生、

音楽団体参加者、外部参加者ほか 

■ ２０１７年１２月： クリスマス会： 

・日時: 12月16日(土）受付 11:30、12:00～14:00 

・会場: 驛（うまや）の食卓（桜木町） 

・会費: 5,500円（学生 3,000円） 

   地ビール飲み放題!忘年会も兼ね多くの皆様

のご参加をお待ちしています!! 

  ■ ２０１８年 1月例会： 

・日時：１月２０日(土）15:00～17:00 

・会場：戸塚区民文化センター４階 創作室予定 

・内容：－ルター宗教改革５００年記念講演ー 

講師：深井智朗氏 1964 年生まれの宗教学者・ 

ドイツ思想史研究家・東洋英和女学院院長。

アウグスベルク大、ミュンヒェン大で学び哲

学博士。近著『プロテスタンティズム 宗教

改革から現代政治まで』（中公新書） 
  
 
 
 新入会員： 

太田明子様  （おおた あきこ） 

北井康一様  （きたい こういち） 

千川裕子様  （ほしかわ ゆうこ） YC会員 

石後岡美桜様 （いしごおか みお） YC会員 

海気奈耶子様 （かいき ななこ）   YC会員 

小林 稚菜様  （こばやし わかな）  YC会員 

黒岩百合香様 （くろいわ ゆりか）  YC会員 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

文化委員会企画 

 教養講座「百人一首をよむ」 
【日時】  

原則として毎月第１月曜日 午後 1時～2時 30分 

 

【会場】 神奈川県民センター会議室  

第１回 12月 4日（月） 午後 1時～2時 30分 

    今回は、１０階のボランティア・サロン 

第 2回 2018年 1月 15日（月)午後 1時～2時 30分 

   302会議室  「百人一首かるた会」をします。 

 

【講師】 寺澤行忠 

   会場の「神奈川県民センター」は、横浜駅西口

を出て、ヨドバシカメラとカラオケ店の間の道

を進み、橋を渡ってすぐ左手にあります。      

徒歩５分。 
  
 参加ご希望の方は、寺澤までご一報ください。 

 Ｅ-mail    yukite@jcom.home.ne.jp 

  Tel.    0466-26-1352 

 

                                         NPO法人 横浜日独協会会報 発行 2017.11.１(第 41号) 
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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  

 
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 

 

１０月は、とても忙しい月でしたが、それにも負

けず、台風の合間を縫って大菩薩峠に登ったり、

金沢へドイツ人と日本人夫人、総勢 12 名で遊び

に出かけたりと実に充実した？1 ヶ月でした。 

もう今年も残すところ 2 ヶ月です。会報も今年は

これで終わりです。来年もよろしく‼（山口） 

mailto:tak_noto@yahoo.co.jp
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1509345857/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2dpbWcuZ29vLm5lLmpwL3VzZXJfaW1hZ2UvNGMvNDAvM2EyNjdlMjBmMDg3ZGFjYzFhNzQyNTdiZWNjMTI1NDcucG5n/RS=^ADBQfwIml_jP4qHPYnfCUA0DnL.u4Y-;_ylt=A2RinFPAePVZwTcAfC6U3uV7



