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東独育ちの“シンデレラ政

治家”アンゲラ・メルケル首相

は、今その政治生命で最大の

試練に立ち向かっています。

昨年秋の総選挙に辛勝し、5か

月に及ぶ連立協議では財務相

など主要閣僚をＳＰＤに渡し、

漸く第 4 次メルケル内閣をスタートさせました。

4 年の任期を全うすれば、恩人コール元首相に並ぶ

16年の長期政権となりますが、それまでには民主主

義を脅かすポピュリズムの嵐の中で、EU に批判的

な隣国首脳を説き伏せ、国内最大野党の極右AfD（ド

イツの為の選択肢党）と渡り合わねばなりません。

１． 独仏主導体制を再確認 ―

ＥＵにはメルケルの高い理想と決断が必要

4 月 19 日ベルリンで、首相歴 12 年のメルケル

と、大統領就任 1 年のマクロンが独仏首脳会談を行

い、ＥＵ改革を両首脳が強力に進めることや対米交

渉での共通項を確認しました。欧州に安堵感が広が

りましたが、一方メルケルの現実路線（南欧系銀行

の不良債権処理、欧州共通預金保険制度や財政危機

時の救済の仕組みなど）と、マクロンの急進路線（ユ

ーロ圏の共通予算や共通財務相の創設）との間には

なお大きな溝があ

ることも明らかに

なりました。安全保

障面では、シリア攻

撃では対応が分か

れましたが既に戦

闘機の共同開発な

どで強いＥＵを目指しています。

２． 欧州の民主主義を揺さぶるポピュリズムと

中国の進出（１６＋１）  
                  

近年欧米を席巻するポピュリズムは、ドイツに隣

接するハンガリー、ポーランド、オーストリーなど

で反ＥＵ政権を実現しました。特にハンガリーでは

ラディカルな右派オルバン首相が、またポーランド

でも三権分立を否定しホロコースト関連の過激発

言で有名なモラウィエッキ首相が誕生。これまでド

イツの良き隣人と思われたオーストリーでも、右派

のクルツ首相が若干 31 歳で政権につき、チェコで

もトランプを連想させる富豪で右派のバビシュ氏

が首相に就任しています。ですがいずれも、英国の

離脱が反面教師となって、ＥＵ離脱をすれば経済的

損失が大きすぎることは十分認識しています。

ＥＵの結束を阻むものとしては、ＥＵ加盟 11 か

国を含む「東欧１６か国プラス中国、１６＋１」と

いう枠組みを中国が新たに作り、巨額の資金でイン

フラ投資をコミットしていることです。ＡＩＩＢ同

様一帯一路構想の一環なのですが、民主主義を基礎

とする法治国家ＥＵ諸国を巨額の資金で分断しか

ねない民主主義の危機です。独中の蜜月は続いてい

ますが、それは経済だけの繋がり。メルケル・マク

ロン主導によって、価値観を共有するＥＵ加盟 27
か国の結束が待望されます。

３． 最大の問題は難民対応、ＥＵ域内の経済格差、そ

してエネルギー転換

一昨年約百万人の難民を受け容れた時、ドイツ人

はメルケルの人道主義に酔いしれました。今は 20
万人をめどとする入国制限で増大する国内の不満

を抑えようとしています。シェンゲン協定（域内の

移動は完全自由＝拙著『ドイツの試練』参照）の綻

びは徐々に修復していくでしょう。シュレーダー前

政権の「Agenda 2010」政策が失業率を下げ、競争

力を上げ、ユーロのお蔭で「独り勝ち」を享受して

いるドイツだからこそ難民受け入れが可能なので

す。しかし域内での経済格差が“ドイツ嫌い”を助

長していることは明白です。

エネルギー転換も南北送電線の遅れなど問題山

積ですが、再生可能エネルギーの比率は着実に上が

っており、メルケルは 2022 年原発完全廃止を見届

けることが出来るでしょう。高い理想を失わない強

運の“シンデレラ首相”にドイツとＥＵの命運が託

されています。（了）
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「第三回日独ユースフォーラム横浜」は 4月 14 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

際局長赤岡様、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 9名、ドイツ人他外国人実習生、留学生 15名で一般

参加者も含めると総数 70 名でした。

今年の基調講演はドイツ大使館のフォ

ン・リムシャー公使と神奈川大学のビュ

ッヘンベルガー教授にお願いして、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

両氏と横浜国立大学山本

教授に適切にまとめて頂

きました。今年は第三回ドイツ派遣・高校生作文コンテ

スト優秀者の市立みなと総合高校の角田果穂さん、私立

慶應義塾高校の宮崎創平さんからフレッシュなドイツ旅

行体験報告がありました。

今年のパネル討論会のテーマは「ドイツ人と日本人のお

金と時間の価値観」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。今年の特徴は参加された

外国人実習生、留学生が昨年比 1.5 倍と大幅に増えドイ

ツ人に限定されない多彩な構成（ドイツ人 12 名、イギリ

ス人、ベトナム人、韓国人各 1 名）であったことです。

他方、日本人の学生の参加がやや少なくなりました。多

数の外国人学生が本フォーラムに共鳴して参加して頂い

たことは大変結構なことであり日本の社会のグローバル

化の進展を象徴するものですが、それとは裏腹に昨今の

「就活」に代表される日本の大学生事情、内向き指向の

一端がここに表れているということでしょうか？

ともあれフォーラムは今年も日本人とドイツ人他の若者

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。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。そして大治はるみ JDGY 会員による琴の演奏の

和の響きが今年も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。年一回の開催のユースフ

ォーラムですが、この半日という一時が、次代を担う若

者にとってはもとより一般参加者の皆様も含めて、国際

親善と交流の価値ある「時間」となったことと確信致し

ます。最後に本フォーラムの計画、準備、実行に当たり、

ご支援とご協力を下さった関係者の方々に厚く御礼を申

し上げます。

第三回

日独ユースフォーラム横浜 開催報告

        ユースフォーラム委員長 小島拓人

3月例会「今、ドイツの政治情勢は」を聞いて
会員 岡本 博之

3 月例会では、在日ドイツ大使館からグラ

ープヘア臨時代理大使にお忙しい中をお

越しいただき、昨年 9月の総選挙勝利から

ほぼ６か月の空白期間を余儀なくされて漸く、3 度目と

なる社会民主党（SPD）との大連立内閣を発足させたキリ

スト教民主同盟（CDU）メルケル首相の第 4期政権が目指

すところをお話しいただきました。

まず、180 ページに亘る連立契約の３つの柱について

説明がありました。第 1に、「EU 統合の持続」ですが、フ

ランスとの協調関係の維持、英国の EU 離脱問題の軟着

陸、欧州議会の強化などによります。第 2に、「技術革新

による社会活力の増進」については、ドイツ政府が進め

ている「インダストリー4.0」に代表される IOT（モノの

インターネット）やデジタルトランスフォーメーション

（デジタル技術を通してビジネスモデルや業務の収益性

などを再編）、モビリティの革新（自動運転技術や電気自

動車）です。3番目は、経済対策（高所得者増税による低

所得者への所得再分配でなく、競争力を維持するための

職業訓練による雇用ミスマッチの解消）、社会的連帯の強

化による治安確保、バランスの取れた移民・難民施策な

ど、主要な政治課題が合意されました。

一昨年の英国の EU 離脱や反 EU 反移民を主張する「ド

イツのための選択肢」AfD の総選挙躍進と、メルケル首相

にとって 4 期目の発足は並々ならぬ苦労があったと思い

ます。多国間主義（マルチラテラリズム）の危機の中、

ナショナリズムや保護主義の台頭に対峙し、多国間貿易

を推進するという強い思いがドイツ政局をまとめたので

しょう。この政権は、横浜日独協会と交流の深いハンブ

ルク市の第一市長だった社会民主党オラフ・ショルツ党

首代行（余談ですが、筆者は2011 年のハンブルク市長時

代に面会し、鋭い眼差しと隙のない応対が将来を予感さ

せました）を連邦副首相兼財務相に、フランスとの関係

強化のためザールラント州出身のヘイコ・マース氏を外

相に迎え、女性閣僚 6 人（うち 3 人を社会民主党）に増

やすなど、フレッシュさもアピールしています。

質疑では、「AfD をどう制するか」「ショルツ財相はプラ

イマリーバランス維持派か」「難民受入は持続可能か」「家

父長権の強かったドイツで移民の社会統合は困難では」

「分断国家の経験から南北朝鮮問題にコミットを」「エネ

ルギーヴェンデ（再可エネルギー転換）の達成見込み」

など、さすが横浜日独協会ならではの深い質問が出され、

臨時大使は熱心に丁寧に、時に含蓄深く答えておられま

した。「国境は閉じられない」という言葉に、神聖ローマ

帝国カール 5 世がフランスのフランソワ 1 世、英国ヘン

リー8 世、オスマン帝国スレイマン大帝と対峙した中世

を思い出し、欧州で覇権をめぐり競ってきた政治ダイナ

ミズムがドイツ人の DNA に染み込んでいると思いまし

た。タイムリーで充実した講演を実現していただいた執

行部の皆様、本当にありがとうございました。
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第三回日独ユースフォーラムの討論から
記録：上遠野翔、

司会：井出航平、Florian Geier(通訳兼)

討論テーマ

「ドイツ人と日本人のお金と時間の価値観」

（時間とお金とどっちが大事？）

Zeit oder Geld? （Buchenberger 先生のフォーラムプレゼン資料）

問題提起

 時間の方が大事だと思う。例えば一時間 1000 円のバ

イトに出て 5000 円の授業をサボると割が合わない。

あとで稼げば良いと思えば時間が大事である。ところ

がドイツ人の彼女はお金の方が大事だと言う。（司会）

 パネルの皆さんの

意見を聞いてみよ

うか？（司会）

 投票：時間の方が

多い。

討論
 お金の方が大事と思う。時間はいっぱいあるがお金は

そうではない。時間が十分ある人というのは、お金が

十分ある人ではないか？（ドイツ人学生）

 お金がいくらあっても時間は買えない。時間があれば

お金は作れる。（日本人学生）

 先進国では消費社会が成り立つため買わないといけ

ないが、最近はミニマリスト（必要最小限で暮らす）

が出てきていて、目的達成が当たり前になっている。

昔はお金がなくても自然と生活すれば問題なかった

が今は時代が進化したから戻れない。日常生活を支え

るにはお金が必要。（ベトナム人学生）

 授業を受けるのはお金では買えない。時間とは何かを

一般的に定義する必要があるのでは？（日本人学生）

 お金で時間は買えるし多くの時間をお金で買ってい

るよ（ドイツ人学生）

 時間はお金で短縮できるが限界はあるということで

は？（司会者）

 概念の再定義が必要では？お金は買うためのもの、そ

のものに価値はない。時間は自然だが流れてしまう。

1対 1では比べられない。時間を無駄にしていること

が多いから有意義に使いたいと思うが、今の時間と10

年後の時間の価値は違う。お金を無駄にするなら意味

がない。お金も時間も使い方を考えた方がよい。（ド

イツ人学生）

 時間を無駄にすることはできるか？楽しければいい

のではないか？（ドイツ人学生）

 レストランに並ぶのは無駄ということ？（ドイツ人学生）

 時間が無駄になることはあるが、よかったと言えれば

無駄にはならない（ドイツ人学生）

 ずっと暇な時間を費やしてよいのか？限界があるの

では？付加価値のないことをするのは無駄なのでは

ないか？（ドイツ人学生）

 時間といえば 24 時間だが今日議論しているのは自分

で過ごせる人生の時間。健康をお金で買えば自分の時

間は長引くのではないか？（ドイツ人学生）

 時間をどれだけ自分にとって価値あるものにするか

が大切。そのためにはお金が必要と思う（日本人学生）

 健康には人間関係も大切の筈、それは金では買えない

のではないか？（ドイツ人学生）

 何のお金か？何の時間か？誰にとってのそれか？時

間が得られる仕事か？お金が得られる仕事か？その

当たりの整理が必要。（パネル外から）

 それは起業すれば決められる。（ドイツ人学生）

 仕事による成長があるかが重要。（ベトナム人学生）

 お金を得る時間が既に価値あるものとなり、問題自体

がなくなる、それが理想的。（ドイツ人学生）

 有給の数を増やすか給料を増やすかということでは

ドイツなら有給はとれるが日本人が企業に対してど

う考えるか？（ドイツ人学生）

 そのように分けるのは極論ではないか、自分の時間に

どれほどの価値を付けられるか、日本は休暇が少ない

のは事実で、空気読む習慣もある。（日本人学生）

 日本人は 空いているところにバイトを入れている、

自分の趣味とかがなさそう、勉強よりもお金の方を頑

張っている。時給のフリーターの方が負担が少ないの

で将来よりも今が確実の方がよい。休みが多ければも

っと仕事をする、時

間よりもお金を欲

する傾向が強いの

では（韓国人学生）

 お金をもらっても

使う機会がなけれ

ば意味がないのではないか？（ドイツ人学生）

 お金を使う機会はあるのに使わないのは奇妙だ、知ら

ないことはたくさんある、やれることはたくさんある

のに（ベトナム人学生）

 ルーツはドイツなのでドイツで働きたいが、半分ドイ

ツ的、半分日本的が理想と思う（ドイツ人学生）

 自分の経験ではドイツは家族で過ごす時間が長く、そ

れは良い（日本人学生）

 自分の父はお金を貯めるために時間を使っていたが

ある程度幸せだった。父がコントロールしてくれたか

ら。バランスを保つためにいかにコントロールできる

かということではないか？（司会者）

 若者は時間とエネルギーはあるが金がなく、おとなは

金とエネルギーは在るか時間はない。お互いに手伝え

るところがあるのではないか？（ドイツ人学生）

 昔よりは独り暮らしが増えて、みている理想の姿がメ

ディアだけになっている。テレビのドラマを理想とす

る人が多くバイアスが入る。お金さえあればというこ

とには疑問が

ある。幸福の条

件が凝り固ま

って来ると結

局不幸になる。

（ドイツ人学生）
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第三回

日独ユースフォーラム横浜に参加して

会員

右：川辺祐香 筆者

左：川辺清香 大学生

本年度も JDGY会員大治様の美しい箏の調べと共に

みなとみらいの横浜国際協力センターにて「第三回日

独ユースフォーラム」が開催されました。

先ずは、今年度からの当協会の新しい「ロゴ」決定

の発表に続き、早瀬会長の開会挨拶とご来賓の横浜市

国際局長赤岡様からのお言葉を賜り、基調講演へ。

ドイツ大使館文化部のフォン・リムシャ公使からは

日本在住 4年間のご経験より、日本を含むアジアの学

生に対するドイツ人からの印象とその実態の差という

観点から始まりました。勉学に追われ、深夜までスト

レスに苛まれながら一心不乱に勉強をしているかのよ

うにドイツでは思われがちな日本人学生は実はアルバ

イトにも励み、友達と過ごす時間が意外と多いことに

注目され、「入学は難しくとも卒業は簡単」と言われ

る日本の大学で学ぶ学生達の「お金と時間の価値観」

の日独の違いを統計的な数字を用いて表現されたこと

は興味深いことでした。

また、次の講演の神奈川大学ブッヘンベルガ―教授

は、深夜のバイトからそのまま朝の授業に出て居眠り

している学生や、自分で稼いでいるわけでもないのに

ブランド品で身を固めて大学に通う女子大生を例に挙

げ、「お金と時間のバランス」の大切さについて語ら

れました。時間と体力はあるがお金のない若者、お金

と体力はあるが時間のない大人、そしてお金と時間は

あってもそれを利用できる体力のないシニア世代。

このことを念頭に置きその時々にできることを大切

に、挑戦していくことを若者たちに伝えてくださいま

した。

基調講演に続き、第三回ドイツ派遣・高校生作文コ

ンテスト優秀者の角田果穂さんと宮崎創平さんからの

ドイツ旅行体験報告があり、古い町並みの建築物を通

して感じた「変化させながら物を守っていくことの大

切さ」や現地の学生達との貴重な意見交換と交流の体

験談を発表されました。

次のプログラムである討論会ではヤングクラブ、そ

の他の大学生や高校生をはじめとしてドイツ、ベトナ

ム、韓国、イギリスからの留学生 15名の総勢 26 名の

若者により、「ドイツ人と日本人のお金と時間の価値

観（時間とお金とどっちが大事？）」という討論テー

マに基づき日本語、ドイツ語、英語の三か国語で通訳

も介しながら忌憚のない意見交換が行われました。

・時間があればお金は作れるが、時間はお金では買えな

いから時間が大事

・お金を払うことの対価として時間を短縮することが出

来るのでお金で時間を得ることが出来、お金が大事

・「無駄」な時間と思っていても、将来的に付加価値を

見出すならば、「無駄」は無駄ではない

・お金は健康に影響する。健康であれば長生きでき、時

間をより長く得られる。

などの、一般的なお金と時間の概念から始まり、それ

では働く場合、高収入に照準をあてるのか、有給休暇

がより多くとれる仕事場を優先するのかとテーマはシ

フトしていき、日本では残業が当たり前で、有給休暇

やフレックスタイムも実際には利用しにくい現状を踏

まえ、ドイツではお金と有給休暇＝時間の両立がしや

すい社会的構造になっていることをドイツ人留学生の

一人は強調していました。韓国人留学生は、日本人学

生は大学の時間割の空き時間にアルバイトを沢山いれ

ていることに驚き、日本人は学生であっても結局はお

金が時間より大切なのではないかと感じたという意見

は新鮮でした。また、学生たちが将来家庭を持ち家族

と時間とお金を共有することになった時に仕事と給与

のどちらを優先するのかという切り口で考えてみると

個人の優先順位が明確になるのではないかとの意見も

あり、学生達がこれから人生において様々な経験を通

して各自の価値観を確立する上で一度立ち止まって考

える機会となったように思えました。

このフォーラムに初めて参加した大学生の愚娘は

「日独のみならず他の国々の学生との意見交換を通し

て、これからも文化的背景の相違を認め合いながら、

より活発に若者たちが発信していくことの重要性を再

確認した」とのことでした。

人としての共通認識と社会的構造による相違点をお

互いに交し合い、将来に繋げていく実りある討論の後

に、横浜国立大学の山本泰生教授と基調講演をしてく

ださった両氏からのコメントを頂き、新しいものの見

方、柔軟な考え方を若者達へのエールとして閉会とな

りました。

会員の皆様のご準備の下、閉会の後は懇親会となり

会話を弾ませながら外が暗くなるまで団らんの時を持

ち、心もお腹も一杯でみなとみらいを後に致しまし

た。

（了）
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中小企業支援委員長

坂井啓治

「欧州一のイノベーション地域」と公言するドイツ・
バーデン=ヴュルテンベルグ州の経済・労働・住宅大臣
が、去る 2月末、同州政府関係者・商工会議所・産業
界・大学・研究所の幹部ら 60 余名とともに来日、5日
間の日程で東京・名古屋でのシンポジウム、経済産業
省、国土交通省、神奈川県庁（来年は提携協定30 周年
のため）トヨタ、日立、三菱電機ほかへ訪問・会議を
精力的に行いました。

在日ドイツ大使館でのグラーブヘア臨時代理大使（首
席公使））及び Dr.ニコル ホフマイスター・クラウト
大臣によるレセプションに続き、翌日は六本木アカデ
ミーヒルズでのシンポジウム。主催は B-W 州国際経済
学術協力公社。題して「欧州一のイノベーション地域
Future Mobility とデジタル化分野の協力に関する
日本とのダイアローグ（対話）」

冒頭の大臣挨拶は「産業界の生産技術において、日独
には利害共有す
るところあり、
将来その経験を
シェアし、イン
ダストリ4.0(第
４次産業革命)
を推進するため、
ハイテクと工
業化の進んだ
日本へ来まし
た。同州地域の

50 余の企業・大学・研究所が立ち上げた、製造業にお
けるデジタル化へのチャレンジ」を約 200 名の参加者
に 10 分間英語での熱弁でした。

講師四名による基調講演は、「将来のモビリティ」－自
動運転自動車などから始まり、モバイル（スマホなど）
を使った可動性ワークスタイルにより、つながる工場
即ちデジタル化による生産技術への変換に関する施
策、研究
開発の産学連携に関する状況報告と将来像のプレゼ
ンテーションでした。

この中で、世界的に著名且つ権威のあるフラウンホー
ファー研究所（ドイツの官民出資による応用研究機関
として 世界に 67 か所の拠点と 23,000 人の従業員）
B-W 州政府技術コミッショナーであり、研究所労働経
済・組織研究所長の Dr.W.Bauer 講演「労働の未来」で
は「デジタル化は経済と社会をドラマティックに変え
る」「デジタル化は混乱と労働者に脱力感を生み出さ
ず、新しいビジネスを作り出す」と言う趣旨でした。

他方、ドイツのみならずヨーロッパの政治、経済から
アート、スポーツまで幅広い内容のドイツを代表する
ニュース週刊誌で徹底した調査に基づいた記事は読
者に定評がある“Der Spiegel（毎週 100 万部発行）の
表紙風刺画への Dr.Bauer による反論あり。下の写真
を参照ください。左は 1978 年版「大きなロボットが労
働者を掌でつかむイラストでその下に『進歩は失業を
生む』」と。右は 2016 年版「ネクタイをした男を、ロ
ボットが二本指でつまみ上げるというもの。上部の見
出しは「あなたを解雇します」。バウアー博士の反論は、
「人工頭脳を搭載したロボットによる生産はもう現
実に行われているが、このため失業者が続出している
とは聞いていない」と。

これまでに小職が参加した、この種のセミナーで講演
後の質疑応答では「デジタル化により生産性向上し、
競争力強化はよいが、ロボット、特に AI(人工知能)の
開発進化で失業者が増加するのではないかと、また世
界的に見ると国別の貧富の格差がますます広がるの
ではないかとの質問が各所で聴かれました
これに対し「ドイツでも世界でもこの問題は何度も議
論されました。確かに産業により不安があるでしょう。
しかし関連した新しい仕事やビジネスが創造され人
間と機械のコラボが必要となる分野が多く出現する
でしょう。現に医療・福祉分野では開発が進んでいま
す」というのが、専門家の弁です。

最近家庭で読む新聞に IoT（すべてのモノにインター
ネット）、 AI（人口知識）、 ビッグデータ（集積デー
タ）、クラウド（コンピューター上の保管などのシステ
ム）などの文字を見ることが多くなりました。これか
ら「モビリティ」などこの種の言葉がどんどん増えて
くるでしょう。ドイツ発「Industrie 4.0（第 4 次産業
革命）」はアメリカ発「Industrial Internet」、フラ
ンス発「Industrie du Futur」,中国発「中国製造2025」,
日本発「ロボット革命イニシアチブ」と連携関係にあ
り、日本は最近「Society5.0」が政府により策定され
ました。「もの創り」製造業の世界は大きく変わろうと
しています。AIもロボットも人間が作るもの、機械が
人にとって代わることが無いことを祈りつつ。(上記
シンポジウムの要旨を必要な向きはご連絡ください。
お送りいたします)（了）

ドイツ・バーデン＝ヴュルテンベルグ（B-W）州

シンポジウム（東京）2018 開催

レセプションにて大臣（中央）と

向かって左が筆者、右が早瀬会長

シンポジウム パネルディスカッション風景

Der Spiegel誌表紙
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「ハンブルグ桜の女王歓迎会」 に出席して

                    会 員 西条 りみ

昨年末に横浜 日独協会に入会し、1 月、3 月の例会、そ

して先日の「2018 ハンブルグ桜の女王一行歓迎会」に出

席させて頂きました。

どの会も内容が素晴らしく、毎回充実した気持ちで帰路に

ついています。いつもご準備くださっている、会長様、副

会長様をはじめ、運営委員の皆様のご尽力に深く感謝を

申し上げます。

「桜の女王一行歓迎会」では、桜色の

ドレスに身を包んだ Anna Almagor さん

の登場に、会場が一気に華やぎ、日本

語で上手に挨拶をなさったことが、とて

も印象に残りました。

ハンブルグと横浜はともに国際貿易港であることを再認

識しながら、かつて一度訪れたことのある、北ドイツの街並

みを懐かしく思い出していました。

歓談中のテーブルでは、ハンブルグからご来訪されたか

たのお一人、Klaus Rogge 様がお近くにお座りになって

いました。お箸を使ってお弁当を上手に召し上がっていた

ので、「お箸の使い方がお上手ですね。」とお声をかけて

みたら、日本食が大好きでいらっしゃること、そして「何故

だかわからないけれど最初から上手に持てるのですよ。」

とにこやかにお話し下さいました。

北井会員は、「ラジオ体操からのバッハ」などのオリジナ

ル曲をピアノ演奏でご披露下さいました。ラジオ体操の曲

とバッハ、というギャップが面白く、聴き入りました。菊川会

員による「仕舞」は、よく通るお声と所作に見とれました。

Rooge さんによる「ローレライ」の熱唱は、ライン川への郷

愁を誘うものでした。

最後になりましたが、早瀬会長の 奥様お手製のシフォン

ケーキの美味しかったこと！温かい会の雰囲気と、ふわふ

わのケーキに、心が満たされて、幸せな１日となりました。

＜自己紹介＞

私は 1991 年 の春から 1997 年夏までの約六年半、主

人の仕事の関係でフランクフルト市に住んでおりました。

ドイツで産声をあげた息子も 23 歳になり、時の経つことの

早さを感じています。

これからも、ドイツのこと、日本のことを色々学んでいきた

いと考えています。例会に参加する度に会員の方々とお

話する機会を持てて、大変嬉しいです。

皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。（了）

東京ゲーテ記念館と旧古河庭園へ

「大人の遠足」

           会 員 高川邦子

4 月 7 日、文化委員会の野外イベントに参加させ

ていただきました。当初計画していたコースは、「東

京ゲーテ記念館見学→飛鳥山公園でお花見」でした

が、今年は桜の開花が早かったため、お花見は旧古

河庭園散策に変更となりました。

JR王寺駅に

集合し、飛鳥山

公園を経由して

東京ゲーテ記念

館へ。東京ゲー

テ記念館は、詩

人であり、演劇

人、批評家、画

家、編集者、翻訳者、政治家、法律家、科学者で

もあったマルチニストのゲーテに関する文献や資

料を約 15万点も所蔵しているとのこと。このとき

は『ファウスト』の企画展示中で、『ファウスト』

の各国語訳本などが展示されていました。中でも

1833 年にイギリスで出版された英訳の大型本はす

ばらしい装丁で、もはやアート作品！日本とのつ

ながりで言えば、森鴎外（森林太郎名でのものも

あり）による日本語訳本の他、手塚治虫が執筆し

たオリジナルストーリー漫画、『ネオ・ファウス

ト』もありました。またゲーテ直筆の手紙も展示

されており、その達筆ぶりに感嘆。これだけの資

料を展示・公開している東京ゲーテ記念館ですが、

なんと入場無料です。

記念館を出た頃には、お腹もいい具合にすいて

きて、コンビニでお弁当を購入し、旧古河庭園へ

と向かいました。国の名勝にも指定されている旧

古河庭園は今年が完成 100 周年。私たちが到着し

たときは、ちょうど記念の野外コンサートが始ま

るところでした。洋館をバックにヴィヴァルディ

の「春」など、弦楽四重奏の演奏を堪能し、お弁

当タイム。さらに和洋庭園を散策し、最後にお茶

室で和菓子と抹茶をいただきながら、おしゃべり

に花が咲きました。知的好奇心が大いに満たされ

る、「大人の遠足」となりました。

文化委員会では、こうした「大人の遠足」を今

後も企画・開催していくそうです。参加者はもち

ろん、アイディアも広く募集するそうですので、

興味のある方は、要チェックです。
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感動の再会を果たして

  会員 吉竹 昭人

３月に、私は妻、息子、娘とドイ

ツを旅してきました。私は１９９３

年から１９９４年まで企業派遣でボ

ンに留学し妻と二人で住んでいまし

た。帰国後はドイツ担当部署に所属

し、出張でも何度もドイツへ行っていましたが、最近は

公私ともに訪れる機会がなく、今回は久しぶりのドイツ

となりました。

今回の旅の目的の一つは、子供達に初めてのドイツを観

せることでした。ミュンヘンではノイシュヴァンシュタ

イン城などを観光

し、ホーフブロイ

ハウスでは相席の

ドイツ人の方と仲

良くなってビール

を何杯も飲み楽し

く盛り上がりまし

た。

そしてもう一つの目的は、ボンで留学時に住んでいた家

の大家さん夫妻と２４年ぶりに再会することでした。

ご夫妻とは手紙やメールのやり取りで交流を続けてきま

したが、数年前から「子供たちも連れて会いに来て欲し

い」とのお招きを受けており、今般、ようやく実現した

次第です。

再会の日、私達はケルンからリージョナルバーンでボン

へ行きました。留学当時、ケルン・ボン間の普通列車は

機関車が古い客車を牽引し

ていましたが、それが新し

くモダンな電車に置き換え

られていました。これには

非常に驚きました。

ご夫妻にはボン中央駅近くの郵便局前まで迎えに来て頂

き、約束の時間に行くと既にご夫妻がおられました。駆

け寄ってバグすると私達は涙が止まらなくなり、人目を

憚らずに泣いてしまうという感動・感涙の再会となりま

した。２４年という歳月のブランクがあっという間に埋

まった感じがしました。

再会後、バスでご自

宅に伺いました。か

つてはアウディを颯

爽と運転されていた

ご主人も、高齢のた

め車を手放し免許証

も返納され、移動に

はバスを使われてい

るとのことでした。ドイツも日本と同じ状況なのだと思

いました。年齢を伺うと、ご主人が７８歳、奥様が７７

歳になられていましたが、お二人ともお元気でいらした

ので大変嬉しく思いました。

ご自宅では、奥様手作りのケーキを次から次に出して頂

き、美味しいケーキを頂きながらいろんな話をしました。

驚いたことに、私が送った子供達が小さい頃の写真を大

切に保管されており見せて頂きました。子供達も大変驚

いていました。また私達が借りていた家は、現在は誰も

住んでいないとのことで、中を見せて頂きました。とて

も懐かしく、当時の生活の様子が蘇ってきましたし、子供

達にも見せることができたのは有難いことでした。

楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい、後ろ髪を引

かれる思いでお宅を辞去しました。私達は、ボン中央駅

まで送って頂いたご夫妻に対して別れ際に「お元気で過

ごして頂き、またお会いすることを楽しみにしている」

とお伝えし電車に乗り込みました。電車が発車しても、

お互い、見えなくなるまで手を振り続けていました。

私達にとって今回の再会は決して忘れることのできない

素晴らしい思い出となりました。ご夫妻にはずっとお元

気でいらして頂き、またお会いしたいと思っています。

ドイツ産業界トピックス     

   中小企業支援委員会 大堀 聰

１）「コボット」市場が魅力的？

機械・装置メーカー のフォイト社（Voith GmbH バー

デン・ヴュルテンベルグ州）はインダストリー4.0 に

新たな一歩を踏み出した。Cobot（協力ロボット）と

は人間の特定の作業を自律的に行うロボットのこ

と。昨年当会報（Nr.38号）で紹介した手作業の従業

員が欠勤した時、直ぐ代替ができる一体百万円台の

ロボットを開発した Franka Emika 社と戦略的協定を

結んだ。Voith 社はドイツに本社を置き世界に 60 拠

点、従業員 16,000 人、年間売上高 euro 42 億(約 550

億円)欧州最大の同族会社

２）「ハノーファー・メッセ 2018」の目玉は

    ロボットか ITセキュリティか？

6月 11－15 日開催のドイツ・ハノーファー・メッセ

CeBIT 2018 の目玉は「モノ作りは、人と工場が一体

となる」と言われている。その傾向は次の通りであ

るとの見方がある（ドイツ経済新聞‘Handelsblatt

より）

①ロボット ②3D印刷 ③IoTプラットフォーム（ビ

ッグデータ・クラウド） ④ブラック・チェーン

⑤知能工場 ⑥IT セキュリティ（企業による対策必

要） ⑦電気自動車(送電網対策)

他方これに対し、世界的に著名なドイツのフラウン

ホーファー研究所長・B-W 州政府技術コミッショナー

によると、「2018 年のドイツにおける技術の（関心）

傾向は以下の通りと言う。（BW州シンポジウム）

①IT セキュリティ ②クラウド・コンピュティング

③IoT とそのサービス ④インダストリー4.0

⑤ビッグデータ ⑥デジタル・プラットフォーム

⑦Cognitive Computing (コンピューター認識)

⑧Blockchain（分散型ネットワーク）

いずれも頷ける。  （了）
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会員コンサートのご案内

舘野ゆかり会員(ソプラノ）

－Cantare MIYU Ⅲ－ （ＪＤＧＹ後援）

・日 時：2018 年 6月 1 日（金）１９時開演

・会 場：日暮里サニーホール・コンサートサロン

・第１部：歌曲－シューベルト、メンデルスゾーン他

・第２部:オペラ／オペレッタ よりアリア,二重唱

モーツアルト、ロッシーニ、ヴェルディ他

・入場料： ３０００円〈全席自由）

＊ 入場ご希望の方は事務局（能登・齊藤）へご連絡

ください。

文化委員会企画

① 教養講座「百人一首をよむ」
【日時】毎月第１水曜日 午後１時～2 時半

【会場】神奈川県民センター会議室

（横浜駅西口より徒歩５分）

5 月例会 5 月 2 日（水）303 会議室

6 月例会 6 月 6 日（水）303 会議室

7 月例会 7 月 4 日（水）303 会議室

【講師】会員 寺澤行忠（慶応大名誉教授）」

② ベルリン東洋美術館蔵「熈代勝覧」（複製）

見学と都心の庭園散策

【日 時】6 月 20 日（水） 午前 10 時 30 分

【集 合】日本橋三越本店正面入口のライオン像付近

【散策地】散策する庭園の候補地として、皇居東御苑

浜離宮恩賜庭園、清澄庭園などを考えております。

参加ご希望の方は、6 月 14 日（木）までに寺澤委

員長までご一報ください。
E-mail: yukite@jcom.home.ne.jp
Tel.： 0466-26-1352

行事予定

■ ２０１８年５月 総会／例会：

・日時：５月１２日（土）

  ①第２回定時総会 13:30～ （受付 13:00）

  ②例会 15:00～17:00

・会場： 戸塚区民文化センター４階 練習室①

・内容： 講演－三木田啓一会員

  演題 『「アルプスの少女ハイジ」を読み直す』

■ ２０１８年６月 例会：

・日時： ６月１７日〈日）

・会場： 戸塚区民文化センター４階 創作室

・内容： 講演－上遠野翔 YC 会員

      演題－テーマ欧州中世史（未定）

■ ２０１８年７月 例会：

・日時： ７月２１日（土）

・会場： 戸塚区民文化センター３階 多目的室〈小）

・内容： 未定

＜新入会員＞

・ケルヒャージャパン株式会社 法人会員

・本多節子様 （ほんだ せつこ）

・川辺祐香様 （かわべ ゆうか）

・川辺清香様 （かわべ せいか） YC 会員

編集後記

忙しくしている内に、今年も三分の一が終わって

しまいました。先日は、フランクフルトからの高校

生を３日間お泊めしましたが、７，８月号で特集を

組んで、フランクフルトの高校生達の横浜滞在記と

日本人の高校生達のフランクフルト滞在記をお伝

えしたいと思います。それぞれ、作文コンテストで

選ばれた高校生達でしたが、日独で高校生を受け入

れて、お互いに良い経験になったことでしょう。

（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  ケルヒャージャパン株式会社

年会費納入のお願い

新年度に入りましたので、2018 年度年会費の納入を

お願い致します。

♢ 年 会 費： 個人会員-３０００円 家族会員-２０００円

♢ 振込口座： ゆうちょ銀行

口座番号： 00240-3-138647

口座名義： 特定非営利活動法人 横浜日独協会

同封の「払込取扱票」でお支払いください。

♢ 納入期限： ５月末日

（照会先: 045-546-0801 事務局）

NPO 法人 横浜日独協会会報 発行 2018.5.1 (第 44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


