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「日独は新しい同盟の核になる―ハイコ・マース独外相が初来日・講演」 

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） 

 
 日本向け挨拶では“マースでございマース”と韻(？)を踏み、3月に就任後

初来日したハイコ・マース独外相(ＳＰＤ、52才）。7月 25日、河野外相と会

談後、安倍首相と会う前に六本木の政策研究大学院大学で『日独関係および

変化する世界秩序におけるアジアの役割』と題して日独関係者に講演し、質

問に答えました。 

 内容は以下の要点が中心でしたが、同盟(Allianz)という言葉を何度も使い、

これまでのドイツ外相演説には見られない日本への接近を感じさせました。 

 

１． 日独両国は“真の友”。地理的距離からは想像しがたい共通点あり。740件もの大学間協定は学術分野

での強い結びつきを表す。日本の伝統を重んじる心と、急速な技術的進歩の融合に心惹かれる。 

２． 国際社会の懸念が増大。北朝鮮による核・ミサイル脅威がある。無数の国際法違反で核保有に至った

国に、拙速に報酬を与えない。ロシアもクリミア併合やシリア内戦で国際法違反。また中国は地政学

的バランスを自国に有利に変えようと、近隣諸国に従属を強いている。 

３． トランプ米大統領の米国第一・大衆迎合主義は、何十年もかけて培った同盟関係や国際秩序をツイッ

ターの 280文字で疑問に付してしまう。米国の新たな保守主義は、日欧にとって共通の試練だ。中国

でも独企業は、市場アクセス阻害、知的財産侵害、技術移転強制などに直面。 

４． 日独は結束しなければならない。一国がこの多極世界で「ルール・メーカー」になることは困難でも、

それぞれの強みを束ねれば日独は「ルール・シェイパー」として国際秩序形成の主体や原動力になり

うる。協力の礎となるのは、共通する価値観や、両国社会が長年育んできた絆だ。第二次世界大戦で、

両国はその存続が危うくなるほどの破滅を経験。ドイツの場合は道義的破産宣告(moralische 

Bankrotterklaerung)も経験した。その後西側戦勝国の助けもあり、両国とも急速な経済的飛躍を遂

げ、自由・民主主義・法の支配を標榜する価値共同体となっている。 

５． 日欧は国際自由貿易の恩恵を享受してきた。実は米国も多くの利害・関心を共有している。国際貿易

システムの強化と米国のつなぎ止めに日欧米の協力が必要。 

６． 日欧経済連携協定（ＥＰＡ）が先週署名され、世界最大の自由貿易圏が形成された。「米国第一」路

線への日欧の正しい回答だ。まさに「ルール・シェイパー」である。（ＴＰＰ１１での日本の役割と

実績については、Ｑ＆Ａの中で評価した。） 

７． 2019年、日本はＧ２０の議長国に、ドイツは国連安保理の非常任理事国になる。国際秩序を反映する

安保理には日本が欠かせない。日独の常任理事国入りのために、既にＧ４としてブラジル・インドと

も連携している。日独は多国間協調主義を標榜する同盟(ALLIANZ)の核となりうる。 

 

 以上の独和翻訳は主催者側の資料も参照しました。Ｑ＆Ａでの”同盟“に関するフロアーからの質問に対

して同外相は、「ドイツは（同盟と言っても）ＥＵとしてしか対応できない。日独は調整の役割を果たす。」

とクギを刺していました。 

 

 マース外相の講演は、明らかにメルケル首相の 2017年“欧州独立宣言”や 2018年 6月の日独パートナー

強化についての議会演説の延長上にあります。トランプ大統領の大衆迎合主義や若干のＥＵ加盟国の離反傾

向が強まる中で、ドイツが真に頼れる国として日本を見直しつつあることが十分伝わってきます。 

 ドイツのＥＵ加盟以来、日独外交関係はＥＵの殻が厳存しているために「隔靴掻痒」（かっかそうよう）の

感が否めませんでした。しかし最近のドイツ首脳は、あまりにも経済偏重・中国重視のアジア政策を自己批

判し（マース外相）、ＥＵのメンバー国に対するのとは別の意味で、価値共同体としての節度ある日本にこれ

までにない期待を寄せています。日欧ＥＰＡをマイルストーンとした政府間協調の深化が望まれますが、日

独が真に「同盟」の核となるためには、隔靴掻痒を排したＪＤＧ（日独協会）とＤＪＧ（独日協会）の一層

の民間交流が不可欠でしょう。（了） 
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公益財団法人 登戸学寮 
設立発起人: 黒崎幸吉 

所 在 地: 〒214-0032 

 川崎市多摩区枡形 6-6-1  

交 通: 新宿駅まで急行で 20分 

 渋谷駅まで急行で 30分 

 向ヶ丘遊園駅南口より徒歩 7分 

建 物: 

男子寮: 鉄筋コンクリート 4階建 

 Aタイプ (12㎡) 6室  

 B タイプ (9㎡)18室 

 

 

 

 

 

 

女子寮:  

 鉄筋コンクリート 3階建  

 10㎡ 15室 

 

 

 

 

 

 

全室南向き フローリング、エアコン、  

WiFi、 図書室、ピアノなど。 

洗濯機・乾燥機・お風呂・トイレ共同。  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 営: 公益財団法人 登戸学寮 理事会  

 

理 事 長: 福島 穆 (元 NEC)  

 

寮 長: 山吉裕子(M.A.TheologicalResearch 

ドイツ・ハイデルベルク大学) 

 

費 用: 入寮費 150,000円 預り金 30,000円  

月々の寮費: 

室 料: 男子 A 42,500円  

 男子 B 39,500円  

 女子 44,500円  

食 費: 20,000円 (閉寮中は不要)  

共益費: 13,000 円  

    * 個室の電気代は実費負担  

 

食 事: 朝・夕 2食付 (日曜夕食・祝休日除) 

 

閉寮期間: 夏期 : 約 40日 、冬期 : 約 2週間  

 春期 : 約 40日 

 * 閉寮中は食事代はいただきません  

 

入寮対象: 男女大学院生、大学生、専門学校生、 

 予備校生  

 

入寮手続: 申込を頂いたあと面談をいたします 

 

特 色: 共同生活と聖書の学びを通して人間

力を養います。寮内は禁酒・禁煙です。 

 

TEL: (044)933-0819

FAX: (044)455-5433  

E-Mail: noborito@gakuryo.or.jp 

ホームページ: 

http://www.gakuryo.or.jp 

 

法人会員紹介 

現在、我々横浜日独協会では法人会員の皆様により、活動のご支援を積極的に頂いております。 

ドイツ関連の大手企業のみならず在横浜の主要大学２校を始め、様々な日本の法人各社・団体など 

総数１２の法人会員の皆様です。

会報「Ｄｅｒ Ｈａｆｅｎ」では、今回号からこの法人会員の「ご紹介コーナー」を設ける事と致し 

ました。それぞれ各社・各団体ではどういうお仕事をされているのか？初めてご紹介をして頂く良い 

機会になると思います。また場合によっては扱っておられる商品のご案内もお願いし、会員の皆様へ 

の役立つ情報としてご参考にして頂けるかもしれません。 

初回は「公益財団法人登戸学寮」様です。 

 

黒崎記念資料室 入り口から男子寮をのぞむ 

tel:(044)933-0819
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7 月例会

『ある外交官の戦時秘話』を拝聴して

会員 大野眞理子

７月の例会は、高川邦子さんがおじ

いさまの元ハンガリー公使大久保

利隆氏のことを話されるというの

で、当日入っていた予定をキャンセ

ルして伺いました。というのは、大久保氏が活躍さ

れた 1930～40 年代という時代に私はとても興味を

持っているのです。その時代のことは学校では全く

習わず、知らないことばかりです。

外交官であった大久保氏は、1941 年１月ハンガリー

とユーゴスラビアの特命全権公使として赴任され

ました。いずれドイツとソ連の衝突がはじまること

を予想し、ご家族を日本に残しての単身赴任でした

が、その頃の日本はというとひたすら戦争への道を

突き進んでいました。どんな気持ちで日本を発たれ

たのか、また奥様はどんな気持ちでご主人を送り出

されたのか、考えてしまいました。飛行機も飛んで

いないこの時代に日本とヨーロッパの距離は今の

何倍にも感じら

れたことと思い

ます。

大久保氏は最初

から日独伊三国

同盟には反対と

いう立場だった

にもかかわらず、

その後ずっとこの三国同盟にかかわることとなり、

ヨーロッパからその状況を日本本国に打電されま

した。しかし本当のことを、すなわちドイツが不利

な状況にあるということは諸事情によりなかなか

正確に伝えることは出来ませんでした。早い時期に

この情報が正しく日本に伝えられていたら、もしか

したら日本の行動に変化があったかもしれないの

ではないかと思ってしまいます。しかし決死の覚悟

でヨーロッパから帰国され、「ドイツは必ず負ける。

それも１年から１年半後に」という戦況を説いて回

った際にも、戦局の重大さを本気で受け止められる

ことはありませんでした。天皇に御進講をするとい

う機会にも恵まれましたが、大久保氏が望んだ一日

も早い終戦は実現しませんでした。

そして戦況が益々悪化する中、中立国外交団の軽井

沢疎開に伴い、外務省軽井沢事務所長を務められま

した。

高川さんのお話を伺い、私はぜひともご著書「ハン

ガリー公使大久保利隆が見た三国同盟」を読んでみ

たくなったので、早速買い求めました。

300 ページ以上にわたるご本を

2008 年から 7 年間をかけて上梓

されたことに敬意を表します。

イギリス国立公文書館、アメリカ

国立公文書館、スイス外交文書の

文献、更にはフランス語、ハンガ

リー語の文献をも調べられたよ

うで、ただただ驚嘆いたしまし

た。泥沼化していく戦争の陰には

必ずそれを何とか止めようと命がけで行動に出る

個人がいます。しかし個人の力ではどうにもならな

い現実があります。一方大きな影響力を持つ個人の

発言・行動が事態を思わぬ方向へもっていってしま

うこともあります。

現在の世界情勢をみ

ると、過去の時代と

共通した状況が見受

けられます。歴史か

ら学んで欲しいと切

に願わずにはいられ

ません。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（事務局より）感想文中の高川会員の著書：

『ハンガリー公使大久保利隆が見た三国同盟

－ある外交官の戦時秘話－』2015 年芙蓉書房出版

また講演当日の配布資料を希望の方は、事務局宛

てメール、電話等でご連絡ください。

(Tel&Fax: 045-546-0801 能登宛て）

『 トリーア便り 』

ＹＣ青年会員 小野竜史

生誕 200 周年ということで、トリーアはカール・マ

ルクスにちなんだ催しや物品で

あふれております。5 月 5 日の誕

生日には中国から贈られた5.5メ

ートルの銅像の除幕式がありま

した。添付の写真のように地元の

パン屋の紙袋にはマルクスが印

刷れ、ワイン屋には "Rot. Karl 

mag's."という広告が出ていまし

た。「赤(ワイン)。カールはこれが好き。」という意

味の文句ですが、発音すると 2文目が"カール マー

クス"となり、マルクスのフルネームに聞こえる言

葉遊びです。

（小野会員は、現在ドイツ関連の資料調査を目的にベル

リンほかに滞在 中ですが、偶々訪問されたトリーアから

上記メッセージを送ってくださいました。

添付写真は文中にある「カール・マルクスパン」です。

帰国後例会他で是非ドイツ調査報告をお聴きしたいもの

です。 事務局：能登）
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ドイツ産業トピックス

ドイツにおける AI の現状

会員 大堀 聰

日本でも盛んに話題に上る人工知能(AI Artificial 
Intelligence ）、 は ド イ ツ 語 で は künstliche 
Intelligenz、略して KI である。そして経済紙

Handelsblatt 紙上に頻繁に登場するので、それらを

本編でも KI という言葉を使って紹介していく。

6月 21 日の記事では

「技術に後ろ向きですって？ドイツの経営者は KI
に前向きです。」

という見出しに続き「ある研究機関がフランス、ド

イツ、スペイン、イギリス、アメリカ、カナダ、中

国のかなりの数の経営者にアンケート調査を行っ

た。その結果は、中国の経営者が KI に最も肯定的

であった。 ８５％が仕事組織を改善し、９０％は

成長のチャンスを与えるものと思っている。ドイツ

ではそれぞれ６８％と７２％で、これらの調査した

国でほぼ真ん中である。」と続く。

ドイツは中位に位置するのは予想通りとして、アジ

アの調査対象国が日本ではなく、中国であることが、

今のドイツの KI に関して、アジアを見る目であろ

うか。

6月 26 日には

「いかにドイツは KI で追いつけるか？」という見

出しに「ドイツは KI での遅れを取り戻さないとい

けない。そのためには広範な戦略と膨大な資金が必

要。」という中見出しが付く。

「世界的な重要な KI 拠点では学界、企業、ベンチ

ャーそして投資家の間での密なネットワーク、協業

が際立って優れている。

シリコンバレーのテクノロジー企業は当然のこと

として、中国は野心的な KI 戦略で世界を驚かせた。

2030年までに KI 技術の応用で世界のトップポジシ

ョンを占めると言うのである。」とここでも中国が

取り上げられている。

ドイツのデジタル化への動きはかなりもたついて

いるようだ。

「ドイツは先端的研究への手がかりを失った。政府

はこれまで高次元でのこのテーマへの取り組みの

必要性を認めなかった。ようやくこの 5月末にメル

ケル首相が KI のトップ会議を招集し、先端のドイ

ツ人 KI 研究者の頭脳流失（Brain-Drain）に危惧を

表明した。」と KI 研究者の頭脳流出が大きな問題と

なってきていることが分かる。

さらには 7月 5日

「KI の世界は我々を待ってはくれない」に続き「問

題は、この知的機械（KI）は考えることが出来るか

ではなく、何がそれで出来るかだ。他の国はもうと

っくに既成事実として確立している。」とドイツの

KI への認識の遅れが指摘されている。

こうしてみて来ると、マスコミが危機感を煽っても、

ドイツの産業界は KI にまだ本腰を入れていない印

象である。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「メルケル首相の“欧州独立宣言”」

早瀬 勇（会長）

2016 年という年は、

直接民主主義のあり方

を考えるうえで重要な

年になりました。トランプ米大統領の僅差の当選も、

英国のＥＵ離脱も国民が投票行動によって政治に

参加した結果であり、国民は次回の投票機会までは

その結果に従わなくてはなりません。しかし事が米

国大統領の場合、その言動の影響は国内にとどまり

ません。

トランプ大統領がツイッターなどで世界に発信

する不協和音は、オバマ前大統領時代に決めたＴＰ

Ｐや気候変動協定からの離脱、駐イスラエル米大使

館移転、イランやトルコへの制裁、米中関税戦争な

ど枚挙にいとまがありません。Ｇ７がこれまで築い

てきた国際協調体制も揺さぶられている状況です。

メルケル首相は、トランプ大統領の就任以来、歯

に衣着せぬ発言で同大統領には煙たい存在です。昨

年のＧ７サミット後の 5月、メルケル首相はミュン

ヘンでの与党ＣＳＵの大会で、「他国を完全に信頼

できた時代はやや過ぎ去った。過去の数日で私はそ

れを経験した。我々欧州人は我々の運命を自らの手

に収めねばならない」旨の演説をしました。

欧州の各メディアは「メルケル独首相、ＥＵの米

国からの独立宣言」と報じました。しかしこれは米

国からの離反を意図したものでは勿論ありません。

イタリアＧ７で「保護主義と戦うことの確認」を共

同声明に入れるかどうかでトランプ氏と応酬した

余韻がそうさせたのでしょう。トランプ氏の言動が、

米国を世界から孤立させるリスクを何としても避

けたい、というのがＥＵの盟主としての心からの希

望であったと思います。

しかしその希望もむなしく、カナダＧ７（写真）

ではロシァのＧ７復帰や貿易問題で孤立したトラ

ンプ氏が、いったん発表した合意文書の承認を撤回

し、大混乱の内に終わりました。マース外相の東京

講演（表紙参照）を聴くにつけ、同じ価値観を持つ

日独両国が国際ルール形成で協力する世界的意味

は益々高まっています。（了）
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ベルリン東洋美術館蔵「熈代勝覧」（複製）と 

日本橋「小津和紙店」の見学 

 会員 寺澤 行忠（文化委員長） 

 

6月 20日（水）に文化委員会の企

画として、標記の催しを実施した。

午前 10時 30分に日本橋三越本店正面入口のライオ

ン像の前に集合し、まず三越のすぐ下を走る地下鉄

のコンコース壁面にあるベルリン東洋美術館蔵「熈

代勝覧（きだいしょうらん）複製」を見学した。 

 これは文化２（1805）年頃の日本橋を描いたと考

えられる絵巻物で、縦約 44㎝×横約 12.32ｍの紙幅

に、店舗約 90軒、人物 1671人、犬 20匹、馬 15頭、

牛 4頭などが詳細に描かれている。当時の日本橋の

様子を知ることが出来るものとして、美術品として

も歴史資料としてもきわめて貴重である。これがド

イツに渡った事情は不明であるが、ベルリンの個人

宅で発見され、その後ベルリン東洋美術館の所蔵す

るところとなった。日本でも地元の保存会などの手

で、その約 1.4倍に拡大した複製が作製され、2009

年に現在地に常設展示された。 

 従っていつでも目に触れるはずであるが、実際に

はほとんどの方が初めて見たということで、このよ

うな貴重な美術品が身近にあったことに驚かれて

いた。 

 これに続き、「皇居東御苑」の散策を考えていた

のであるが、当日はあいにくの雨で急遽予定を変更

し、近くにある「小津和紙店」を訪問することにな

った。 

 「小津和紙店」は、1653年の創業というから 360

年余りの歴史を誇る和紙店で、店舗のほか 3つのフ

ロアーに、手漉き和紙体験工房、史料館、ギャラリ

ー、書道・水墨画などの文化教室、全国各地で漉か

れている手漉き和紙の展示などもあり、さしずめ和

紙に関する小さな博物館のような趣を呈する店で

ある。 

 中でも手漉き和紙体験工房では、サービス精神あ

ふれる副店長の説明がたっぷりとあり、次の予定を

気にしながらではあったが、一人ずつ手を添えて和

紙づくりを体験させていただき、自らの作品である

和紙を、土産として持ち帰ることが出来た。 

 この和紙づくり体験が殊に好評で、「小津和紙店」

の訪問は、雨で実現できなかった「皇居東御苑」散

策の無念を晴らして、余りあるものとなった。 

 その後タクシーに分乗し、昼食をとるために、皇

居手前にあるパレスホテル直営の「和田倉噴水公園

レストラン」に向った。 

 ここは先に早瀬会長のご著書の出版記念会が行

われたところでもあり、大きくとられたガラス窓か

らは、皇居の緑地が広々と見渡されて、眺めの美し

いレストランである。ブッフェ形式で、評判のコー

ルドビーフやローストビーフなども堪能すること

が出来た。 

 帰途、東京駅からの乗車組は、原敬首相が 1921

年（大正 10 年）に東京駅頭で暗殺された現場を訪

ね、歴史にたっぷり浸った一日の見学会を終えた。 

 

 
文化委員会企画（次回の散策） 
 

慶応義塾大学日吉キャンパス 

地下壕見学会 

【日 時】  11月 24日（土） 11時 
 

【集 合】  東急東横線日吉駅改札口前の「銀の玉」

付近に集合。（改札口は１か所。日吉駅

には、日中、特急は停車しません。）。大

学のファカルティ・ラウンジで会食後、

1時～3時 30分に地下壕を見学。「地下

壕保存の会」世話人による案内と解説が

あります。 
 

【地下壕】 第２次大戦末期、旧帝国海軍連合艦隊司

令部がここに置かれ、地下壕が作られま

した。総延長約 2,600m で、ここから「レ

イテ沖海戦」の作戦命令、戦艦「大和」

の出撃命令などが発せられました。 
 

【その他】 当日は滑らない靴（スニーカー、運動靴

など）、懐中電灯、および保険料・資料

代として 600円をご用意ください。 

なおこの時期は、キャンパスに約 100

本ある銀杏並木の黄葉が、もっとも見頃

を迎えます。 
 

【申込み】 11月 17日（土）を最終締め切り日としま

すが、定員がありますので、あらかじめ

およその人数を把握しておきたく、参加

ご希望の方は、10 月 31 日（水）までに 

①氏名 ②住所 ③電話番号 ④年齢

をメール、ファクス等で寺澤までお知ら

せください。 

E-mail: yukite@jcom.home.ne.jp 
     Tel.  0466-26-1352（FaX 兼用） 
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編集後記 

放談会に参加して 

 恒例になりました 8月の放談会では、20名ほどの方々が

集まり、色々のお話を伺い、楽しい一時でした。最近ドイツ、

オーストリアなどヨーロッパを旅された方々のお話や、ドイ

ツワインが体に良いということを資料を基にお話しくださる

方（例会で講演お願いしたいですよね。）放談会では、何

を話題にしても良いのですが、以前に小島さんがヤングク

ラブを作りたいと仰ったときには？？？と思いましたが、今

やすでに大使館、横浜市を巻き込んで何回もユースフォ

ーラムを開催できるほどに育っています。 

 今回の一番の？？？な話題は、旧首都 BONNで盆踊り

を開催すべく実行委員会を立ち上げようというお話。最近、

中野駅前の盆踊り大会で「ボンジョビで盆踊り」を開催した

ところネットで拡散し、ボンジョビ本人から公式の twitterで

来日したら一緒に踊りましょうと反応があったそうです。

「BONN で盆踊り？？」ダジャレでも実現するかもしれませ

んね。放談会ばかりでなく、会では会員の皆様の提案を

お待ちしています。会報にも是非、記事の投稿をお願い

致します。（山口利由子） 

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

新入会員： 

  小野 竜史様 （おの たつひと） YC青年会員 

 

      

 行事予定  

■ 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 

■ ２０１８年オクト―バーフェスト： 

 ・日時： ９月２２日（土） 16:30～（予定） 

 ・会場：  横浜カントリーアンドアスレティックク

ラブ屋内会場 (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

をお勧め致します。 

 ・Tel： 045-623-8121 

 ・会費： 3000円（予定）ビール、ソフト飲料、グリル、

ブレツェルパン、音楽など 
 
■ ２０１８年 10月例会： 

 ・日時： １０月２１日（日） 15:00～17:00 

 ・会場： 戸塚区民文化センター４階  創作室 

 ・講演： 向井 稔 当協会副会長 

 『教養としてのイスラム教と中東アラブ

の世界』 

 ・会費： 例会 1000円  懇親会 500円 

■ ２０１８年 11月例会： 

 ・日時： １１月１７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） 

 ・演題： 未定 

 ・講演： ゲッぺルト・昭元氏（曹洞宗総持寺僧侶） 

 ・会費： 例会 1000円  懇親会 500円 

■ ２０１８年クリスマス会（予告）： 

 ・日時： １２月９日（日） 11:30～15:00 

 ・会場： 横浜ヒルサイドガーデン 
 みなとみらい線元町・中華街駅より徒歩3分 

 ・内容： 詳細は後日 

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 30分 

【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） 

 9月例会  9月 5日（水） 602会議室 

10月例会 10月 3日（水） 709会議室 

11月例会 11月 7日（水） 709会議室 

【講師】寺澤行忠会員（慶応義塾大学名誉教授） 
 

② ゲッペルト昭元氏講演会 
【日時】11月 17日（土） 15時～17時 

【会場】戸塚区民文化センター 3階 多目的室（中） 

演題未定 

【講師】講師は 1987 年、ドイツ・ザクセン=アンハ

ルト州、クヴェドリンブルグ生れ、ライプ

ツィヒ大学・同大学院で日本学を専攻。 

禅を学ぶため 2011 年来日し、総持寺で参

禅。そのまま日本にとどまり、現在、能登

の総持寺祖院僧侶。 

本年 5 月に金沢で行われた「日独交流国際

会議」でも講演されました。 

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 

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ（株） 
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