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２０１８年度全国日独協会連合会総会

３０周年設立記念 日独交流国際会議
開催日時：５月２０日（日）～２２日（火）
於：金沢歌劇座 主管：石川日独協会
報告者：副会長

向 井

稔

全国日独協会
連合会は設立
３０周年を記念
し、金沢にて
「日独交流国
際会議」を開
催、ドイツ側か
シュタンツエル独日協会連合会会長（前駐日大使、 らは独 日協 会
中央右）とフォンドラン前会長（中央左）を囲んで、
連合会シュタ
左から早瀬会長夫人、二人おいて早瀬会長、斎藤 ン ツ ェ ル 会 長
事務局長（金沢「つば甚」にて）
（前駐日大使）、
フォンドラン前会長（中央左）を囲んで
フォンドラン名誉会長はじめ約 80 名のドイツ人会員が来日さ
れ参加、日本側も約１２０名の会員が全国の各日独協会から
参加し、実に総数 200 名を超える日・独会員により盛大に開
催されました。
前夜祭は「しいの木迎賓館」にて行われ、地元を代表する和太鼓
の演奏にその荘厳かつ力強い響きを初めて聞くドイツ人を大い
に感激させた様子でした。

総会は、石川日独協会西嶋会長による開会宣言に始まり、各
来賓による挨拶が続き、基調講演では日本側からは橋本孝副
会長が、一方ドイツ側からはフォンドラン名誉会長がそれぞれ
「日独交流の歴史と今後の発展」というタイトルで含蓄に富む
素晴らしい話を披露され、更にドイツ大使館グラープヘア首席
公使からは「日独の持続有る発展のために」という演題で、外交
官の立場から国際政治の最近の新たな潮流を踏まえた、実に
説得力のある日独両国間の相互関係につき話を頂きました。
午後のセッションでは、
柚岡常務理事の司会
の下、日独協会連合
会の昨年度決算・今
年度予算等の決議事
項が議論され、続いて
報告事項として新たな
連合会幹部人事異動
左から寺澤理事、能登副会長、神戸ＪＤＧ も発表され、その中で
舛田会長ご夫妻、右端が筆者
当横浜日独協会早瀬
会長が連合会の新副会長に選任されたことも報告されました。
続いて各地の日独協会の活動報告に移り、全国 64 協会の
内、今回参加した 28 協会が順次その自らの活動を簡潔に
説明しましたが、当協会からは早瀬会長が 9 番目に話され、
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最初に横浜からは今回、6 名と大勢の参加となったこ
とが披露され、それぞれその全員が紹介を受けること
になりました。尚当協会からの参加者６名は、早瀬会
長・会長夫人・能登副会長・齊藤常務理事（事務局
長）・寺澤理事・向井でした。
その後、独日協会連合会からの活動報告となり、ベル
リン独日協会やアウグスブルグ独日協会からも多くの
若者がその積極的な日々の活動について具体的に、
様々な映像を利用して報告してくれました。ドイツ国
内でそうした草の根の日独交流が活発に行われてい
ることを知り、実にうれしく感じました。
最後にこの日独合同会議への出席を要請して全独
を行脚された楠根名誉会長はじめ準備にあたった石
川日独協会の皆様に対し心より感謝申し上げ、今回
の総会出席報告とさせていただきます。

“金沢宣言”とこれからの横浜日独協会
ＮＰＯ法人横浜日独協会会長

早 瀬

勇

（全国日独協会連合会副会長）

(1) 「日独交流国際会議」は日独協会連合会とドイツ
側の独日協会連合会との合同会議で、5 月 22 日
“金沢宣言”の発表をもって成功裏に幕を閉じま
した。同宣言は、両連合会の今後の活動理念を
① 多 様 性 (Vielfalt) 、 ② ネ ッ ト ワ ー キ ン グ
(Vernetzung) と ③ 持 続 可 能 性 (Nachhaltigkeit)
の三つと定め、両国が持つ価値と伝統の更なる
発展に貢献する責任を負うことを宣言しました。
(2) 同宣言によれば、両連合会は三つの理念を実現
するため以下を目指します：
① 少なくとも年一度の直接対話を行い、共通の
活動分野とネットワークを広げ、社会的の変
化に対応し、成果を享有すること
② インターネットなどの技術的可能性を駆使し
て情報交換すること
③ 若者の参加を支援すること
④ 市民社会の交流を促して、共通の価値、文化、
関心についての対話を継続すること
⑤ 日独協会・独日協会のメンバーの数を増や
すこと
(3) これからの横浜日独協会
私たちの横浜日独協会は、具体的に実のある日
独交流を進めましょう。設立以来 7 年 9 か月、月
例の講演会、コンサート、文化サークル活動と並
んで、次の四つのフォーラムを一般にも公開して
開催してきました。
（P2 へ続く）

若者交流という一つのモデルが多くの若手を惹きつけ、
多様な選択肢を可能にした彼らの手作りのイベントは、ま
すます社会的な取り組みとして若手層に広がっていくこと
だろう。（了）

（P1 から続く）

① 作文コンテストによる高校生のドイツ派遣およびド
イツ人高校生のホームステイ受け入れ（フランクフ
ルト独日協会との姉妹協定に基づく）
② 「日独ユース・フォーラム横浜」を毎年開催し、数
十名の日独学生が自分たちで決めたテーマによ
って意見交換し、交流を深めています

ドイツ産業トピックス

③ 横浜の中小企業を対象にドイツ産業・技術情報
等を紹介するためのセミナーを横浜市の中小企
業支援団体ＩＤＥＣと共に開催しています

理事・中小企業委員会副委員長

大 堀

④ 日独の女性と男性が集い、女性の働き方・社会貢
献・国際交流などで意見交換する「日独女性フォ
ーラム横浜」を開催しています。

聰

CeBIT （ ド イ ツ ・ 国際 情報 通 信 技 術 展 ） 2018
(June11-15)を終えて現地の新聞報道

これらは既に実施している行事で、ドイツやドイツ人の長
所を多く学ぶことが出来ます。今後はドイツの良さを日本
へ紹介するだけでなく、横浜や日本の魅力や長所をドイ
ツや世界に発信し、政府の観光促進策にも協力していき
たいと考えます。引き続き会員の皆様がＡＴＭ（明るく楽し
く前向きに）をモットーに会員同士やドイツとの交流を進め
て参りましょう。（了）

● 『主催者側は CeBIT の「時代遅れのビジネスショ

ー」のイメージを変えようと努力をした。考え出された
のが様々なイベントのある“Business-Festival”（ビジ
ネスのお祭り）と、“Hoodie-statt-Anzug”(背広ではな
くパーカーで）という若い人を意識したコンセプトであ
った。
これまでの赤いロゴはなくなり、会場ではコンサートが
行われ、キャンピングも許された。訪問者のために“セ
クシー”な沢山のテーマ、つまり IOT（モノのインター
ネット）, ブロックチェーン（分散型ネットワーク）, AI
（人工知能）」, AR（拡張現実感）, VR（仮想現実）など
がイベントプログラムに組み込まれた。』 Handelsblatt
紙(ドイツ商工新聞)11.Jun.2018 付

日独国際交流会議 Part３／ワークショップ１
「これまでの若者交流と今後の提案」
事務局長 齊藤 進治

● 一 方 ド イ ツ の 全 国 紙 ”Frankfurter Allgemeine

“そもそも日独協会のこと知らなかった”“日独協会の活
動にあまり魅力を感じない”“価値観感じてない”というよう
な若手の声を率直に聞こうというのがこのワークショップの
主旨だった。

Zeitung”は最終日の６月１５日 『40 Prozent weniger
Besucher – „ein voller Erfolg“（40％訪問者は減った。
にもかかわらず大きな成功を収めた）』 と皮肉めいた
見出しで、展示会を総括している。

若者の参加を促し惹きつけるためには、「まず声にもっ
と耳を傾けて！」「若手を勘違いしないで欲しい」「我々は
未熟だけど、温かく見守って」という声に理解を示さなけれ
ばならない。若者は漫画・コミック、アニメなど「オタク文化」
育ちで日独交流には無関心だ、というのは典型的な誤解
だという。若手はサブカルにも関心あるがもっと魅力的な
イベントには惹かれるところもあるという。

本文によれば「昨年は 20 万人の訪問者が今年は一
気に 12 万人に減り、２０００年からは実に４分の１程度
に落ちている。」しかし主催者側は強気で「展示会は
成功であった。訪問者の質が変わり”Influencer（オピ
ニオンリーダー）”が来るようになり、平均年齢も下が
っている。多くの関係者は来年の CeBIT を楽しみにし
ている。」と語る。

専門家の目にも、日独双方の若者のお互いの国への
興味のレベルは高いと映っている。しかし、多くの課題に
取り組むのではなく「共通項の特定」がポイントで若手世代
の関心事やより深く知りたいことは何かを探る必要がある。

この全国紙の報道を読み解くと、来年の開催を主催
者側がもう口にするのは、それを危ぶむ声があるから
ではなかろうか？かつてはハノーバー市が麻痺する
ほどの重厚長大な展示会も、曲がり角を迎えているの
かもしれない。

多くの若者が駆使している手軽なＳＮＳはコミュニケー
ション上の有効な手段だからといって彼らは対面での会
話が不得手なのではない。サブカルに高い関心を示すが、
例えば AnimeXX／Connichi in Kassel（ドイツ・カッセル市）
の参加者はこの 15 年前より大幅に増え昨年は 25 千人。
コンニチ祭りにはマンガマーケットなどとともに幅広いジャ
ンルの定番プログラムが目白押しだそうだ。独日協会のド
イツ人・日本人メンバーももちろん出展している。
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なっているというお話もありました。マスメディアでは人工
知能があらゆる物事を処理できるようになるという万能論
から限界を指摘する声まで様々な意見があるように思いま
す。時間が許せば、個人的には「AI に出来ないことはある
のか」という点について、ご意見をお聞きしたかったところ
です。

6 月例会の感想
東京日独協会会員の小野と申します。
慶應義塾大学の大学院にてドイツ現代
史を専攻しております。5 月に金沢で開
かれた日独交流国際会議にて能登副
会長と向井副会長にお誘い頂き、この
たび初めて横浜日独協会の例会に参
加致しました。この場を持ちまして若干
の感想を述べさせて頂きます。

また本題とは別に現在お勤めの Cansell という会社につ
いてご紹介がありました。予約した宿泊先をキャンセルし
なければいけなくなった人がそれを有償で他の宿泊希望
者に譲れる(売れる)サービスを提供しているとのことです。
旅行好きの身として、ぜひ利用してみたいと感じました。

例会では、まず YC 会員の上遠野翔さんが「ヨーロッパ
中世史」をテーマに講演されました。

５月新入会員の 林 真央です！
６月のＹＣメンバーの発表をお聴きして
会員 林

真 央

6 月例会では「欧州中世史」や「機械
学習」についてとても興味深い講演を
聞くことが出来ました。
演説をされたお二人とも若く、自分の
専門分野について情熱をもって話しておられ、好きなこと
を仕事にする事は素晴らしいことなのだと改めて思い、と
ても良い刺激を受けました。

「「ドイツ人」はどこから来たのか」という問いを出発点に、
西ローマ帝国の崩壊からカール大帝の戴冠を経て、概ね
現在のドイツと重なる地域に政治的なまとまりができるまで
の中世初期の歴史をお話し頂きました。出発点の問いに
ついて言えば、現在のドイツ人は古代のゲルマン人と同じ
ではなく、彼らとローマ人など他の集団が混じりあって生ま
れてきたということになるかと思います。上遠野さんが何度
も注意を促しておられた通り、その当時のヨーロッパ世界
は現在とは全く違います。「国」と言っても現在のように明
確で厳重に管理された国境があるわけではありませんし、
「王」と言っても私たちがイメージするような絶対権力者で
はなく、その地位は王国各地を実際に支配している諸侯
たちの支持に乗っかっています。過去の世界のあり方を
知り、そこから現在について考えることが歴史学の醍醐味
の一つだと思いますが、例えば上の国境の話など、EU の
ような国を超えた共同体や現在の難民問題を考える上で
良い材料になると感じました。

会員の方々もメモを取ったり、聞き手側の知識に対する高
い関心も見ることが出来ました。

【自己紹介】
1986 年生まれ、3 歳よりピアノを始め、9 歳よりフルートを始
める。15 歳で単身渡欧、オーストリア・ザルツブルグ・モー
ツァルテウム、グラーツ・ヨハン・ヨーゼフ・フックス音楽院
に入学。2004 年オーストリア・リンツ・ブルックナー音楽大
学に入学し 2010 年卒業。2013 年ミュンヘンに移り住み、
通訳・翻訳家として活動しながら、ソリスト、オーケストラ奏
者としてドイツ、オーストリア各地で演奏。エドワルト・クラウ
ツィヒ教授率いるシンフォニエッタ・リンツ、Symphonisches
Ensemble München と共演。

続いて 9 月からフランスのグルノー
ブル大学に行く YC 会員の澤口聡太
さんが「機械学習を処理するハード
ウェアの開発」というご自身の研究テ
ーマについてお話しされました。私
の理解が正しければ、機械学習とは
機械に「ある物事について、それが
何であるかを判断する」ことを学ばせ
る作業で、それに伴う膨大なデータ
処理を行う専用機器の開発が盛んになっているとの趣旨
でした。Google や Microsoft が開発に鎬を削っているとの
ことで、正に最先端の研究という印象を持ちました。

2017 年に帰国し、横浜でフルート＆ドイツ語教室を開く傍
らミュンヘンの KoDeJa GmbH の日本顧客担当として委託
業務を受け、日独企業のコンサルティング、通訳、翻訳等
を行っています。
日本でもフルートとドイツ語を通じ、沢山の方々とお知り合
いになれることを楽しみにしております。

質問に答える形で、機械学習が人口知能開発の基礎に
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《フランクフルト派遣高校生レポート》
4 月 14 日（土）に開催された「若者フォーラム」にて、第 3 回高校生作文コンテストで選抜され、
フランクフルトに派遣された高校生 2 名（角田 果穂さん・宮崎 創平さん）が現地体験の報告を
してくれました。お二人のレポートを掲載させていただきます。
（高校生作文コンテスト委員長 磯貝・副委員長 佐藤）

ドイツ（派遣）報告

角田 果穂
ものです。ですが、私がフランクフルトの中心街を
見た時になんの違和感もありませんでした。なぜな
ら、昔のまま残っている建物と新しく建てられた建
物の違いがほとんどないからです。まるで全て昔の
まま残されているかのような景観でした。また、現
代的な造りの建物は、再度建て直され中は現代的な
造りのまま、外観は昔ながらの造りになっているも
のもありました。他にも、大部分は焼けてしまって
も壁面だけ残っている建物でも残っている部分には
手を加えずに立て直したものもありました。

今回、横浜日独
協会様のご協力
で十日間ドイツ
派遣を行ってき
ました。私がド
イツで感じたこ
とを文章にしたいと思います。
まず私はこの派遣が初めての海外でしたのでドイツ
は私にとって大きな成長の一歩でありました。日本
は桜が満開の時期を迎え春を感じさせる暖かい日が
続いていたそうですが、ドイツの気温は低く、大粒
の雪が降っていました。その見慣れない街が白く染
まった景色を見て、ついにドイツに着いたのだと実
感したことを覚えています。それからの十日間は眼
に映る全てが新鮮で耳にする言葉に集中し言語を学
習、多くの人とコミュニケーションをとり、視野が
以前と比べものにならないくらいに広がった素敵な
日々でした。

これらの文化の残し方に私は非常に感心しました。
文化を残す、これは決して簡単なことではありませ
ん。人は生きやすいよう、便利な生活を望みます。
その結果、昔ながらの建物は便利な生活を望む私た
ちにとって不向きになってしまうのです。一方フラ
ンクフルトの建物はこの問題をみごと解決していま
す。古い建物を新しく作る。勿論内装は新しく、私
たちが生活しやすい形に建て替えられています。私
たちの生活スタイルに合わせた文化の残し方、それ
は一番理想的な方法だと私は思います。

私がドイツで感心したことはこの文章に書ききれな
いほどたくさんあります。その中でも一番興味をそ
そられ、さらに学んでみたいと感じたことについて
紹介します。それはフランクフルトの建築物につい
てです。

私はいずれ、ものづくりに携わる仕事をしたいと思
っています。ですからこのように文化を残していく
考え方は見習うべきことだと強く感じました。私が
生まれる前、私が知らない時代を生きた人たちが残
してきたものを今、自分の手で触れられる、その素
晴らしさに気付かされた十日間でした。
二日目のプログラムで大澤さんという方がフランク
フルトの街を案内してくれました。フランクフルト
の街は第二次世界大戦により建物の多くが焼けてし
まい、ほとんどが第二次世界大戦後に建て直された

このような貴重な体験をさせていただき、本当にあ
りがとうございました。ドイツでの経験を自分の将
来に活かしていきたいです。

4

「アルプスの少女ハイジ」を読み直す

こんにちは、宮崎創平です。

－三木田啓一氏の講演会に参加して－
本日は私の人生の中で最も素
晴らしかった日々について話
したいと思います。それはド
イツで過ごした２週間です。

会員

水谷 妙子

フランクフルトに住んでいた 1990
年頃、当時小学生だった娘たちを連
れてスイスへの旅をしました。
チューリッヒ美術館の帰り道に古本屋を見つけて、
「アルプスの少女ハイジ」の本があ
るかも？と店内を探していたら、年
配の店の人が奥から一冊の本を持っ
てきてくれました。古い、小さな赤
い本・・・
「Heidi kann brauchen,was
es gelernt hat」Johanna Spyri・・・
とありました。

プレゼンを始める前に、横浜
日独協会様に感謝の気持ちを
お伝えさせてください。この
ような素晴らしい機会を設けていただき心から感謝
いたします。
それでは、ドイツに着いた日から始めましょう。空
港の外に出て、最初に目に入ったのは雪景色でした。
３月に雪が降っていることに対して驚きを隠せませ
んでした。そしてその次には、そんな素敵な街で暮ら
しているホストファミリーがどんな人たちなのか気
になりました。会った途端に持っていた緊張はすぐに
飛んでいきました。彼らがとても親切で、とびっきり
の笑顔で迎えてくれたからです。

「やっぱりあった！良かった！！良かった！！！」と
喜んでいると、シュピリが生まれ、幼少期から結婚す
るまでを過ごしたヒルツエルに博物館があるので、是
非とも行くようにと勧められ、管理人の方に電話をか
けられて交通の手段までを丁寧に教えてくださいま
した。チューリッヒ中央駅より電車でホルゲンまで行
き、バスに乗り換えてヒルツエルキルで降り、しばら
く歩いていくと、上品な老婦人が出迎えてくれました。
かつては学校や役場として使われていた建物を利用
して開館したとの事。「もしかして？シュピリが使っ
ていたかも？」と話しながら、思わず机を撫でてしま
いました。シュピリは、どのような少女だったのでし
ょう！？
美しい自然の中で、のびのびと暮らしていたのでしょ
う！ 館内には、シュピリの作者としての世界が体験
できる展示物が多くありましたが、一人息子ベルンハ
ルトを抱いている写真もありました。
この時代に・・・作者として、母親として・・・感慨
深かったです。老婦人に感謝してマインフェルトにあ
る「ハイジ村」に向かいました。

荷物を整理し終えた後、すぐにホストシスターが通
っている現地の高校に行きました。学校では日本人代
表の心を持ち、エッセイに書いたような日本の良い礼
儀や美徳を重んじました。現地の高校で一番感心した
ことは、生徒が積極的に発言するだけではなく、他の
生徒が発言したことに対して全員が意見や批判をし
ていたことでした。
それからの
日はドイツ
支部の方々
に、色々なと
ころを案内
していただ
きました。お
陰様でドイ
ツをもっと
身近に感じ
ることがで
きました。己の国の文化を知る大切さも学びました。
この２週間は一生忘れません。そしてこのプログ
ラムは私の夢への第一歩です。
大変お世話になりました。

帰国後湘南日独協会で（＊）、当時副会長だった宮下啓
三先生が「今年の夏休みは、ヨハンナ・シュピリの研
究の為、学生を連れてスイスに行きます。」と仰って
いらしたのを、昨日のように思い出しました。そして
娘たちも、娘を持つ母親となりました。「放蕩息子」
の話しや「お日さまの歌」「アルプスの少女ハイジ」
をもう一度、ゆっくりと読んで欲しいと思っておりま
す。（了）
（＊）当時は神奈川県内の日独協会は湘南のみで、横浜日独協会
は未だ設立されていなかった
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いましたが、それでも彼は「あとは何が出てくるの？」とま
だお腹に大分余裕が有る様子で・・。それを聞いていた
Eva さんが「私にはなんの問題もないわ」と言っていたのが
微笑ましかったです。

ドイツ高校生・滞在記
会員

磯貝喜兵衛

わが家に迎えた Nicolas
Bauer 君は好奇心と食欲
が極めて盛んな好青年で
した。1日の歓迎会のあと、
乗り換えの大船駅で寄った「立ち食い寿司」がまず気に入
ったようで、箸も上手に使い見事な食べっぷりでした。

食後は、港の見える丘公園からローズガーデン、イギリ
ス館を巡りました。この日二人はとても熱心に花の撮影を
していたのが印象的でした。ローズガーデンに咲く華やか
な花から、道端に植えられている小さな花まで、美しいも
のを美しいと素直に感じられる心をもっているのだな・・と
感動しました。イギリス館では館内を見学していると、ちょう
どピアノ演奏の時間が始まりました。Nicolas 君はジャズピ
アノとトランペット、Eva さんはサキソフォンを演奏するとの
ことでしたが、旅先で触れる音楽に、感じるものがあったの
ではないかなと思いました。

2日は南雲さん宅で、和服に着替えさせてもらった「お茶
会」のあと、東京見物に出かけ、夕方、東戸塚駅に帰着し
た時の第一声が ”I am very hungry !” でした。そこで思
いついて、わが家の近くにあるレストラン『ハングリー・タイ
ガース』へ。焼き立てのハンバーグ・ステーキをペロリと平
らげ、ネオンの看板を写真に納めていました。

その後は本牧に向かい、横浜港シンボルタワーへ。140
段の階段を上がった灯台の上からは眩しい海が眼下に広
がり、二人は「これは太平洋？」「どちらの方向？」と興奮
を抑えられない様子でした。また、コン
テナ埠頭なども見ることができ、結構長
い時間を過ごしました。帰りの車中では、
今日一日のいろいろな思いを振り返っ
ているのかな・・という感じの二人でした。
若い時代に海外に出て、ましてやホー
ムステイで様々なことを経験し吸収する
ことが出来た幸せを、彼らも歳を重ねるごとに一層強く感
じていくことと思います。そして私も、磯貝様はじめこのプ
ログラムのおかげさまで、彼ら同様貴重な経験をさせてい
ただくことができましたことを、心より御礼申し上げます。

3日は Eva Hein さん、舘野ゆかりさんと一緒に車で横浜
ツアーへ。桜満開の三渓園での抹茶席では、前日習った
作法が早速役に立ったようでした。中華街・関帝廟にお参
りしたあとの萬珍樓點心舗でのランチも、二人共気に入っ
たようで”完食”。みなとの見える丘公園・イギリス館でピア
ノ演奏をゆっくり聴き、最後に訪れた本牧ふ頭の「横浜港
シンボルタワー」からは東京湾と横浜港のすばらしい眺望
を満喫しました。
4日は能登さん、南雲さんとドイツ大使館を表敬訪問。折
よく帰ってこられた Von Werthern 大使ともお会いしたあと、
日本庭園を案內してもらいました。午後は Eva さんご希望
の東映アニメーションへ。東京・大泉学園前に完成して間
もない最新のスタジオで、『ドラゴンボール』や『ワンピース』
などの制作現場をたっぷり見学しました。

初めて男子生徒がホームステイ

ドイツの若者と歩いた横浜
会員

会員
能登八祚子・美紀子
舘野ゆかり

桜満開の日本に初めて一歩を
踏み出した作文高校生、天候
にも恵まれ、関西から金沢を
経由して横浜に到着、とても
楽しい道中だったようです。

味津々桜の花吹雪舞う春
の一日、作文委員長磯貝
様のご案内のもと、春の
横浜を Frankfurt から来日
した高校生 Nicolas君、Evaさんにご一緒させていただきま
した。待ち合わせ場所に Nicolas 君は春の日差しのような
明るい笑顔で現れました。そして磯貝様の車で東戸塚へ
向かい Eva さんと合流し、一路三溪園へと向かいました。

２日間磯貝様宅でお世話になった Nicolas は３日目から
我が家にホームステイすることとなりました。彼はとても明
るくて好奇心が旺盛、良く気の付く生徒でした。今まで女
子高生ばかりお世話をしていたことから多少心配だったの
ですが、これまでと同様、先ずスーパーマーケットで翌朝
の朝食に食べたいものを選んでもらったところ、牛乳とグラ
ノーバ（コーンフレークとドライフルーツ入り）、オレンジジ
ュースは必須とのことでした。

二人共落ち着いて物静かな印象でしたが、車中スマート
フォンの機種の話など出て、そこはやはり今時の若者でし
た。桜並木を通り到着した三溪園では、美しい風景をカメ
ラに収めることはもちろん、連なって甲羅干しする亀や、
餌を求めて重なるように押し寄せてくる鯉に興の様子でし
た。またブライダル写真撮影の紋付袴、打掛や白無垢の
カップルに何組も会い、なかなか見られない和装姿を見
てもらえたのは運が良かったなと思いました。

初めは乗り気ではなかったスーパーも、前日南雲様宅で
体験したお抹茶の影響で、抹茶と茶碗が欲しいと探し始
めましたが、日本語の文字入りの茶碗に適当なものがなく、
大ぶりの「七転び八起き」の文字の入った湯呑とティーバ
ッグ を買いました。後で抹茶椀が見つかれば次回のドイ
ツ旅行の際にお土産にと思っております。

昼食は中華街で点心のランチコースをいただき、私などは
点心に続いて出てきた焼きそばを Nicolas 君に助けてもら
6

ご両親の躾なのか、本人の性格なのか、洗面所、バス、ト
イレの使い方が本当にきれい。また前夜には翌日の待ち
合わせ時間から逆算して起床は何時、朝食は何時頃と自
分で決めて実行、男の生徒のお世話も楽しいと感じたこと
でした。
夕食は、１日目はロールキャベツを７個、翌日はカレーを３
回お代り、外食の日も帰宅後、前日のカレーの残りを多め
に一皿、ピッツァを食べてきた夜もミートソースをぺろりと平
らげて、本当に気持ちの良い好青年でした。

Eva ホームステイ

私にとってもインスピ
レーションや刺激を
与えていただくひと時
となり感謝しています。
みなとみらいの夜景
では、能登副会長、
井 出 会 員 、 Nicolas,
Eva でしたが小雨の中の夜景を感動して見てくれ、写真大
好きの Nicolas があちこちで多くの写真を撮っていました。
鎌倉では向井副会長のご紹介で、三日月堂「花仙」という
建長寺前の老舗和菓子屋さんに伺いました。

４月１日～４日朝
会員

（Nicolas は渋谷の交差点を見たいということで急遽、井出
YC 会員が午前中東京に連れて行ってくれました）

山口利由子

美味しいあんみつ、季節の上生菓子と
お抹茶をいただいたのですが何より素
晴らしかったのは、上原社長が和菓子
のデザインや制作過程についてお話し
くださり、全国品評会で受賞された作品
などの写真を見せてくださったことです。
絵にも興味がある Eva が目をキラキラさ
せて質問していました。私にとっても思いがけず貴重な体
験ができたひと時です。

４月１日に、二人の高校生の歓迎会
があり、早瀬会長婦人の見事なケー
キで大盛り上がりの中、初めて Eva に
会いました。高校生のホームステイは初め
てでしたので心配でしたが、Eva は何でも
良く食べてくれ、私の娘とアニメの話で共
通の趣味が分かるや、二人でインターネッ
トをのぞき込み、まだ日本でしか手に入ら
ない（日本語のみ）DVD を娘がいくつか注
文しプレゼントしたようでした。

その後、鎌倉八幡宮から小町通を通り、鎌倉駅で向井副
会長、Nicolas、井出会員と集合予定だったのですが…。
井出会員から、横須賀線が止まっていると連絡があり、鎌
倉集合が危うくなりましたが、モノレールで来ることができて、
乗り物大好き Nicolas が大興奮で楽しんでくれたようです。

翌日は、南雲理事がお茶会を
開いて下さり、いつもながらの
美しい着物着付けとお茶のお
手前で歓待して頂きました。
心のこもったおもてなしに感謝
いたします。

結局、江の島で何とか集
合できましたが、嵐のよう
な強風と小雨も降ってき
て海は私も初めて見る荒
れた波でした。ただ、この
海もかえって彼らには珍
しいらしく楽しんでもらえ
ました。夕食は逗子のイタリアンで、ここでも Nicolas の若
い食欲に皆で感動！

午後は、映画「千と千尋
の神隠し」に登場する油
屋のモデルになった目
黒雅叙園の１００段階段
見学、浅草寺、スカイツリ
ーへ中尾さんとご案内しました。
スカイツリーの足元にあ
るジブリショップで Eva は
夢中で見て回っていまし
たが、Nicolas は、ジブリ
のアニメは見たことが無
く興味が無いので夜のス
カイツリーを撮影していました。興味の対象が全く違うのが
面白いと思いました。

帰りの電車では Nicolas が翌日の出発が早すぎて寝る時
間がないと少年らしく不平を言っていました。とても可愛い
男の子です。
最終日は、8 時品川発リムジンバスで成田でしたので朝早
く準備して品川集合。井出会員は、高校生達には内緒で
サプライズとして駆けつけてくれ素敵なおみやげを持参し
てくれました。本当に彼のおかげで高校生達もずっと楽し
く過ごせたようです。ありがとうございます。

４月４日夜～7 日朝
会員

佐藤恵美

Eva はとても知的で、アニメ
に興味があると聞いていま
したが、それだけではなく映画や映画音楽に深い造詣が
あり毎朝 1 時間半ほど動画を見ながら語ってくれました。
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行事予定

日独シンポジウム
「働き方改革及びデジタル化と企業の生産性」

■ ２０１８年７月例会：
・日時：７月２１日（土）15:00～17:00
・会場：戸塚区民文化センター３階 多目的室（小）
・講演：高川邦子会員
『ある外交官の戦時秘話』－ドイツ降伏時
期を予測し天皇に伝えた大久保利隆－
・会費：例会 1000 円 懇親会 500 円

常務理事 中小企業支援委員長 坂井 啓治
主催：㈱富士通総研（FRI） ベルリン日独センター(JDZB)
協賛：ケルン経済研究所（IW）在日ドイツ商工会議所（AHK）
会場：経団連会館 国際会議場

2018 年 6 月 25 日経団連会館で開催された上記シンポ
ジウムに参加したので、その概要を紹介します。
現在我が国の産業界では、労働力不足と持続可能な成
長のために必要な改善は、企業における「働き方改革」と
ビジネス・モデルを変えることが大きな駆動力となってい
る。ドイツでも政府主導の Industrie4.0 に次いで「Work
4.0」の改革、日本では、「Society 5.0」があり、両国ともに
政府が企業のイノベーションへの取り組みをサポートして
いる。

■ ２０１８年８月例会： 夏季休暇
■ ２０１８年９月例会：
・日時：９月１５日（土）15:00～17:00
・会場：戸塚区民文化センター３階 多目的室（中）
・講演：大坂靖彦氏（日独交流振興協会会長）
『人生戦略と日独ボランティア』
－ドイツは私の人生の砥石－
・会費：例会 1000 円 懇親会 500 円

開会の挨拶の一人、ベルリン日独センターのボッセ事
務総長は「ドイツでも労働力の減少に対し『企業文化を変
える』動きが見られ、「企業は特定の期間、労働時間をフレ
キシブルに増減することができるようになる」と。例えば現
在の週労働時間を 35⇔28 時間を可逆的に、即ちフレキシ
ブルに設定してよいと言うことになった。従来では考えられ
なかった企業文化の変革と言えよう。

■ ２０１８年オクト―バーフェスト：
・日時：９月 22 日（土） 午後（詳細は未定）
・会場：横浜カントリーアンドアスレティッククラブ
(YC & AC)

Tel: 045-623-8121

*********************************
教養講座「百人一首をよむ」

デジタル・ワークスタイルは、仕事の柔軟性がある、
①アウトソーシング/クラウドソーシングなど外部の柔軟性
②クラウドソーシングやモバイルワークのように場所の柔軟性
③労働時間口座や人的資源管理など内部管理の柔軟性
などあり。企業経営者はこれらを意識する必要がある。

【日時】毎月第１水曜日 13:00～14:30
【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）
7 月例会 7 月 4 日（水） 303 会議室
9 月例会 9 月 5 日（水） 602 会議室
【講師】会員 寺澤行忠（慶応大名誉教授）

多くのドイツ企業文化を融合して M&A に成功した DMG 森
精機の「働き方と日独におけるイノベーション」の講演、そ
れはデジタル化に伴う企業変革事例であったクラウドワー
クス社の「雇用によらない働き方の現状」‐多くはクラウドソ
ーシングの事例等のプレゼンが行われた。いずれもデジタ
ル化をテコにスキルの変化、そして企業の変革を通じ、将
来不足するスキルの保管を外部に求めるなどより生産性を
向上させ得るとの事例に基づくプレゼンであった。他のプ
レゼの詳細やパネルディスカッションなどについて報告す
る機会があれば幸いと考える。（了）

************************************************************

新入会員：
・キャリア・デベロプメント・アソシエイツ（株） 法人会員
・阿部陽花里様 （あべ ひかり） ＹＣ会員
・小山和伸様 （おやま かずのぶ）
・林 真央様 （はやし まお）
NPO 法人 横浜日独協会会報 発行 2018.7.1 (第 45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

編集後記
今回は日独高校生の特集になりました。若い方々が
それぞれ異国で体験したことを通じて、きっと将来両
国の架け橋になってくれることと思います。このプログ
ラムがずっと続いていくことを祈ります。 （山口）

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

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
横浜日独協会会報
発行 2013.10.1 (第 16
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
号)
キャリア・デベロプメント・アソシエイツ（株）
事務局：〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 2-2-1-913
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