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１． ドイツと欧州では超ベストセラーに 

    （原書名 “Ｅｒ ｉｓｔ ｗｉｅｄｅｒ ｄａ” ２０１２） 

 「この小説は日本でも必ずベストセラーになります」

と講演で予言したのは 2013 年でしたが、

欧州での過熱ぶりをよそに日本ではいま

だ実現していません。日本で流行らないの

は、戦後 70 年、超民主主義の中で育った

日本人には、独裁者とか全体主義への警戒

感が薄れてしまったからでしょう。人種問

題でも日本と西欧の間には大きな温度差があります。 

 この小説はドイツ人を母に、ハンガリー人を父にド

イツで生まれた無名の新聞記者ティムール・ヴェルメ

シュ氏が 2012 年に書いたものですが、既に数十か国

で翻訳され、ドイツでは映画化されました。いまでは

電子版も入れると発行部数は 250万部を超えているそ

うです。 

２． 小説の内容 ― ヒトラー礼賛（独刑法で禁止）と 

誤解されかねない“総統”発言 

 ヒトラーがベルリンの地下壕で自殺してから 66 年

たった 2011 年 8 月、彼は突然地下壕のあった場所で

目を覚ます。近くでサッカーに興じている少年たち

（ヒトラー・ユーゲントの年頃）は“総統”に対して右

手を上げるナチ式敬礼も怠っている。ドイツ・トルコ

枢軸が出来たのか、トルコ人がやたらに目立つ。 

 彼は自殺したことを忘れ、ナチス時代の正確な記憶

を反芻し、揺るがぬ信念で、ドイツのあるべき姿を

堂々と説く。周囲の人は“ヒトラーの物まね芸人”と

思い込み、たちまち TVタレントに。彼の痛烈な現状批

判は見事に仕組まれた演技と受け止められ、視聴者は

抱腹絶倒します。それは次第にドイツ人の心の底に残

る「強い指導者への憧憬」を呼び覚ましていくように

も私には感じられました。 

“総統”と現代の視聴者のギャップが生み出す爆笑

や苦笑も、29章に至って暗転。ユダヤの血が入った秘

書との対話から、ナチスの大罪が身近な人間のぬぐい

がたい苦痛として前面に出る。そして総統は言う、「総

統は今日的な意味で<民主的>と呼ぶしかない方法で、

選ばれたのだ。自らのヴィジョンを非の打ちどころが

ないほど明確に打ち出したからこそ、彼を、人々は、

総統に選んだ。ドイツ人が彼を総統に選び、そしてユ

ダヤ人も彼を総統に選んだ。…真実は、次の二つの内

の一つだ。一つは国民全体がブタだったということ。

もう一つは、国民はブタなどではなく、すべては民族

の意志だったということだ。」ガス室で祖母をなくし 

た秘書は、「おばあちゃんの一家が死んだのが、人々の 

 

 

 

意志のわけがないじゃないの！・・・ニュールンベル 

クで裁判にかけられた人たちが考え出したことよ」と

涙ながらに反論します。（森内薫訳。河出書房新社版・

下巻）しかし、多数の無垢な市民が犠牲となったあの

空襲はチャーチルの仕業だと嘯く彼は、秘書の訴えを

理解しません。 

この TV界の寵児は「緑の党」以外の現代政治家をこ

き下ろし、「ユダヤ主義の陰謀を打破し、ドイツ国民の

ために真実を明らかにできるのは自分だけだ」と豪語。

路上でネオナチの青年から襲撃を受け瀕死の重傷を

負いますが、その際の無抵抗が世間の称賛を呼び、人

気は更に上昇。「緑の党」はじめ各政党から秋波を送ら

れます。更に本の執筆を依頼され、高額の対価で快諾

するのでした。 

３．「私を選んだのは君たち国民だ！」 

― 直接民主主義のディレンマは今も 

民主的なワイマール憲法下で正当に選ばれたナチ

ス党が、独裁政権となり、破壊と残虐の限りを尽くし

て、ドイツ民族に大きな禍根を残したのです。独裁者

に歯止めを掛けることの難しさや、組織の中の個人の

在り方・責任を考えさせられます。 

 ユダヤ人哲学者のハンナ・アーレントは、矢野久美

子先生のご著書によれば、「独裁体制の下での個人の

責任」の文中でアイヒマンの例を引き、「なぜ服従した

のか」ではなく、「なぜ支持したのか」という問いを提

起しています。（拙著『ドイツの試練』２０１６でも

P.97～98で引用） 

 今、世界には各地で国民の不満が煽られ、自国第一

主義が跋扈（ばっこ）しています。直接民主主義で大

衆の票を集めるには、トランプ大統領が証明している

ように、現状の不満項目を並べ立て、現政権（前オバ

マ政権）を攻撃する。そして不満項目の一つでも投票

者の不満にミートすれば、トランプが得票する。そう

いう投票者たちの塊（マス）がトランプの固い支持基

盤となる。特に失業はいつの世でも最大の関心事で、

反共・反ユダヤを掲げ、溢れる失業者に「ブロート（パ

ン）とアルバイト（仕事）を与える」と約束して第一

党党首にのし上がったヒトラーの人心掌握術を彷彿

とさせます。 

東欧などで強権的政権が続出し、世界各地で独裁の

足音が聞こえています。インドなどでは強い独裁者を

求めて、解禁になったヒトラーの著書『我が闘争』が

若者の間でもてはやされています。戦後築き上げた自

由と民主主義を守り、忖度による服従を戒め、独裁に

屈しないことが今強く求められています。（了） 
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小説・映画『帰ってきたヒトラー』は痛烈な現代社会批判―世界で今また独裁の足音が聞こえる 

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） 
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第 3 回 IDEC 横浜－横浜日独協会セミナー

『中小企業の改革は「インダストリー4.0」と

「Society 5.0」の実践から』
                               

中小企業支援委員長

常務理事  坂井 啓治

プログラムは、主催者 IDEC

（横浜企業経営支援財団）牧

野理事長のこんなご挨拶で始まった。「今、中小企業

で人手不足の解消、生産性の向上が喫緊の課題とな

っています。これらを軽減し、従業員一人ひとりが

快適に業務に取り組める環境を築くことが必要で

す......」と横浜中小企業センターのトップとして

の課題を挙げ、「IoT アドバイザーの育成ほか個別の

助成による支援を強化する」とも述べられた。

基調講演は、ボッシュ㈱の

クラウス・メーダー社長に

よる「ボッシュの IoT 戦略

インダストリー4.0 と中小

企業への効果」である。グル

ープ全社員約6,600人、年間

売上高 2,670 億円（2017）、

研究開発従事者 1,300 人。

業種は、自動車機器・産業機

器と生産技術、エネルギー関連など等幅広い分野で

のメーカーであり、ユーザーであることの紹介。こ

れらの数字が示す通り、超大手企業でありながら、

地域中小企業の目線で、分かりやすく且つ興味を引

く内容で、次世代のあるべき姿を訴え、その対応ビ

ジョンを熱っぽく語られた。例えば「中小企業であ

っても大きな投資をしなくて、（ボッシュ社の戦略

の柱である）センサー・ソフトウエア・ソリューシ

ョンを駆使すれば生産性を上げることができる」な

ど。因みに親会社（有）ロバート・ボッシュは全従

業員 400,000 人超を誇るドイツの非上場企業で、日

本進出は実に明治 44 年（1911）である。

もう一つの講

演は、横浜国

立大学産学官

連携推進部門

長の教授金子

直哉氏による

「『地域の産

学 連 携 』 で

Society5.0を

実現する」だ。日本政府提唱による科学技術政策の

基本指針の一つで、メディアには大きく取り上げら

れていないテーマだが、分かりやすく「中小企業と

大学にこれから何が起こるのか」「2050 年の未来ビ

ジョン/日本社会はどこに向かうのか」と言う大き

なテーマを、産業分野ごとの「実社会」と「サイバ

ー空間の融合」と言う難しい専門用語が飛び交いつ

つ「中小企業はどうなるのか」「大学はその受け皿と

して何ができるのか」その戦略をスライドで説明さ

れた。締めくくりは、ICT(情報通信技術)、AI(人工

知能)、ロボットそしてイノベーション（革新）に取

り組む研究拠点を「大学の強み」として企業に示し、

企業が活動できる環境を提供することで、質の高い

産学連携を構築すると言うものである。

社会の、特に産業界の潮流を聴講したあと、質疑応

答を含め、喫緊の課題を講師らと聴講者側との間で

意見交換する場であるパネルディスカッションが

始まった。パネリストは両講師と、中小企業の実態

に詳しい企業コンサルタント㈱浜テクアート島崎

社長であり、進行・まとめを受け持つモデレーター

は、IoT など先端技術の世界の潮流の渦中に活躍さ

れる横浜日独協会理事・住友精密工業元社長の神永

晉氏である。「インダストリｰ 4.0」‐ドイツ政府が

推進する製造業のデジタル化・コンピュータ化、即

ち情報の瞬時伝達により、生産・流通コストを下げ、

新しいビジネスを創り出す第4次産業革命の旗振り

が始まってもう6-7年も経っているが－ドイツでも

日本でも、特に中小企業では、その進展は遅々とし

ているが何故か？の疑問に企業のコンサルタント

としての代弁は、中小企業経営者間では,業界の流れ

として IoT に関する認識は進んでいるようだが、人手

不足など目の前の課題に忙しく手が回らないのが現

実….」とのこと。裏を返せば『儲かることならやる』

セミナー会場 右下 牧野理事長(左) 早瀬会長

ボッシュ社メーダー社長

横浜国大 金子教授

パネルディスカッション モデレーター神永理事
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との意欲はあると推察されるので、JDGY としても引き

続きこの意欲をさらに推進することへの手を差し伸

べたい。

セミナー開催予定日の12日前、早瀬会長のもとに、

VDJG(全国独日協会連合会)名誉会長 Dr.R.Vondran

と DJW(独日産業協会)事務局長 Dr.J.Münch が、10月

上旬来日予定ありとのニュースが入ってきた。

早速 IDEC-JDGY セミナー英文プログラムを付して

セミナーへのお招きのメールをドイツへ送った処、

Dr.Vondran から「セミナーに大変興味あり、

Dr.Münch と共に参加したい」と直々の返事が入った。

われわれセミナー関係者は、講師の講演資料はい

つ入手できるのだろうか？同時通訳が必要か？か

なり専門的なセミナーだけに通訳者の資質はどう

か？経費はどうなるのだろうか？ご来賓をお迎え

する体制は？など等、セミナー開催前 1週間は毎日

30通程のセミナー関係メール・電話とその対応。で

こぼこ道や周りくねった道を登り詰め頂上に辿り

着いた登山家のような苦しみと喜びを経験した。

セミナー締めくくりの懇親会では、早瀬会長から

「JDGY は、なぜ中小企業支援を取り上げるのか」を

説明された。「嘗て横浜市長から、『横浜市の経済は

中小企業が担い手であり、ドイツの先進技術を大い

に吹き込んで企業と市の発展に貢献するように』を

意味する言葉があった」ことを、また来賓の

Dr.Vondran からは、横浜日独協会が推進している活

動への高い評価とインダストリー4.0 の中小企業を

含めた日独連携合意が深耕することへの期待が述

べられた。ご来賓のお一人である横浜国立大長谷部

学長も、ご多忙な中懇親会にご出席になり、お祝辞

を頂いた。宴酣の中、IDEC 技術支援部長加藤部長の

中締めでお開きとなった。この間大堀副委員長が

日独の通訳で司会進行を務めた。ご来賓の参加もあ

りセミナーは盛況に行われたが、Dr.Vondran との歓

談の中で「妻が JDGY の方々に横浜をご案内しても

らっているので、私はこうしてセミナーにも参加で

きるのです」また懇親会では Frau Vondran も「今

日の散策は最高だったわね。」との言葉を聞いたと

き、早瀬会長夫人を中心に南雲常務理事、中尾理事、

佐藤理事、大治運営委員など女性幹部のおもてなし

の重さを痛切に感じるとともに、横浜日独協会の人

材の豊富さに改めて感銘した。（了）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第３回 IDEC 横浜－JDGY セミナーに参加して

会員  大瀬 克博

第3回IDEC横浜－JDGYセミナーは10月4日（木）

横浜情文ホールを会場に『中小企業の改革は「イン

ダストリー4.0」と「Society 5.0」の実践から』の

テーマで開催され、100 名を越す参加者がありまし

た。インダストリー4.0 はドイツが国家プロジェク

トで進める IoT（全ての物をインターネットに結ぶ）

の普及活動であり、Society 5.0 はデジタル技術を

中核に新たな社会を構築する日本の国プロジェク

トです。昨年にはこの分野での日独協力が政府間で

合意されています。

セミナーは IDEC 横浜・牧野理事長の主催者挨拶

で始まりました。

最初の基調講演はボッシュ株式会社メーダー社

長の「ボッシュの IoT 戦略 インダストリー4.0 と

中小企業への効果」でした。ボッシュは自動車総合

部材で世界最大のメーカーです。メーダー社長は、

1) 蒸気機関による第 1 次、電気と大量生産の第 2

次、コンピューターと IT の第 3 次、そして今 IoT

による第 4次産業革命を迎えている、2) 2020 年に

は 70 億の人と 500 億の物がインターネットに接続

されると予想される、3) ボッシュはこの時代変革

に対応し IoT ビジネスの拡大に注力している、と力

説されました。

次の講演は横浜国立大学・金子教授による「地域

の産学連携で Society5.0 を実現する」でした。狩

猟社会に始まる人類史は農業、工業社会を経て今は

第 4段階の情報社会にあり、次に第 5段階の超スマ

ート社会 Society5.0 を迎える。それはデジタル技

術で実世界とサイバー空間を一体化することで実

現する。金子教授はそれに向けての産学連携のあり

方につき熱く語られました。

セミナー最後はパネルディスカッションでした。

モデレーターは当協会の神永理事、パネラーは講演

の二氏に加え浜テクノアート島崎社長が参加され

ました。 島崎社長より横浜の中小企業では総じて

Dr.Vondran（左） Dr.Münch(右)

Dr.Vondran ご夫妻と早瀬会長夫妻
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IoT への関心そして理解度が低く、また当面する会

社経営に忙殺されIoT導入に取組む余力がないとの

現状認識が示されました。それを受けて討議が行わ

れ、結論として「中小企業の IoT 導入には困難もあ

るが将来の会社存続に不可欠である」が確認されま

した。

私がセミナーに参加して感じたことです。大事な

ことは中小企業の皆さんがIoTが会社存続に不可欠

と自ら気付くことです。ただデジタル技術の理解は

容易ではなく、多用される英文字とカタカナの専門

用語も理解を更に難しくします。その啓発活動には

中小企業目線での用語の言い換えや丁寧な説明が

求められます。そして先行するドイツ中小企業の導

入具体例を分かり易く紹介することも有用です。

セミナーの後は懇親会でした。冒頭に早瀬会長が

挨拶され JDGY は趣味の域から社会貢献へ活動のウ

ィングを拡げていると話がありました。そして特別

ゲストの全国独日協会連合会名誉会長フォンドラ

ン博士の挨拶と乾杯の発声で懇親会は始まり、ドイ

ツビール、ドイツワインにカナッペ、ソーセージな

どを楽しみながら和気あいあいの交流が行われま

した。大の親日家、知日家であるフォンドラン博士

から JDGY が進める活動への評価、そして IoT 日独

連携への大きな期待が述べられました。

第 4次産業革命は目の前です。横浜で多くの中小

企業が勝ち残りそして革新的な中小企業が生まれ

る、そのような新時代になることを期待します。

モデレーターの神永理事、実行委員長の坂井常務

理事そして裏方で尽力された事務局の皆様の多大

の労に敬意を表します。

ご来賓とセミナー関係者記念写真

フォンドランご夫妻をお迎えして

会員 佐藤 恵美

10 月 4 日、全独独日協会連合会名誉会長・元

ドイツ鉄鋼連盟総裁でいらっしゃるフォンドラ

ン氏（Dr.Vondran）と奥様を横浜にお迎え致しま

した。

みなとみらいを眺める和食レストラン「海風

季」で会長ご夫妻はじめ当会役員と共に、昼食と

横浜の港の見晴らしをお楽しみいただき、その

後、フォンドラン氏が第 3 回 IDEC-DJGY セミナ

ーに臨席される間、ユッタ夫人を三渓園にご案

内させていただくことができました。

三渓園では、加藤園長と吉川事業課長が園内

各所を親切にご説明下さいました。フォンドラ

ンご夫妻は日本に 3 年間お住まいになったこと

もあり、美術史がご専門の夫人も興味深く庭園

や由緒ある建物を楽しんでいらっしゃいまし

た。時折小雨模様のお天気でしたが、夫人が、「日

本の庭と建物には、快晴の青空よりこうしたお

天気がぴったり。」とおっしゃっていたことが、

さすがに日本の美に精通されていると印象的で

した。

また、同行した早瀬会長夫人、南雲常務理事、

佐藤と共に園内の休憩所でお抹茶を召しあが

り、そこでお点前を披露されていた女性たちか

らお茶を点てる体験もさせていただいたことも

お楽しみだったようです。

ご夫妻の温かなお人柄に触れ、改めて独日協

会と横浜日独協会とのご縁のありがたさが感じ

られた一日でした。
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９月例会 大坂靖彦氏

『ドイツは私の人生の砥石』を拝聴して

会員 佐野 正純

いやはや驚いた！私、来年

９０歳になるが、大坂靖彦氏、

こんな人物に初めて出会った。

自分の話から入ってまことに申し訳ないが、私

「ドイツ狂い」では人後に落ちない自信があった。

大学もドイツ語で受験したし、東京オリンピックの

前々年にドイツ語通訳案内業の免許もとった。その

前昭和３２年、その頃は外国旅行は夢のまた夢であ

ったのでペンフレンドを求めた。日本好きの１８歳

の若者と文通がはじまり６０余年たった今も交友

は続いている。

勤務先で営業の仕事についた時は、ドイツの会社

の日本支社を訪ね歩いて 随分仕事を頂いた。その

本社への出張で社用ドイツ行きも何度かあったが、

年次有給休暇は殆どドイツへの旅に使った。ペンフ

レンドと一緒に北へ南へと走り回ったものだ。そう

いったことで何度もドイツを訪れたが、住んだこと

はなかった。それが心残りで・・６７歳の時定年ま

で３年あったが役を辞し、南独フライブルクを選ん

で住居を借りて、独り移り住んだ。北はリューゲン

島から南はスイス、スケッチ帳を片手に予定も定め

ぬ独リ旅。思い残すところのない日々を過ごした。

そんなこんなのドイツ狂・・・。

だけど今日、そんなもの、全く独り善がりの自己

満足に過ぎない、威張りなさんナ！と知らされた。

顧見れば、私のドイツ狂はどなたの役にもたってい

ない。

反して大坂氏のドイツ狂はどうだ。

1. 日本語スピーチコンテストの支援（在ドイツ日

本大使館と共催）

2.ドイツ語スピーチコンテストの支援（上智大学）

3. 幾多の日独友好交流会の開催

4. ドイツの館（やかた）開設 日独関係者のホー

ムステイ受け入れ

5. ドイツでの講演活動

6. 日独交流振興協会の設立運営

7. オーバーハウゼンにある国際平和村に100万円

を寄付

などなど・・・

そして

1. 日独友好賞を日本とドイツから

2. ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小授賞を

ドイツから

3. 外務大臣表彰を岸田外務大臣から

まばゆいばかりのご活躍。

その積極的な人生。人生設計と実現意志力。抜群の

実行力。

「志」が人並みでない。

参りました！ 降参！

氏のますますのご活躍を心より願いつつ、うなだ

れて帰途についた次第 （了）

年商 7 千万円の四国の電器店を年商 4 百億の企業に発展させ、

日独交流や若手経営者のための「大坂塾」に私財をなげうって来

た大坂靖彦さん。

今や小中学生を対象に人生設計の大切さを教え、紙に書かせて

努力目標を具体化させる「ドリームシップ・プログラム」の普及に情

熱を傾ける。

   例会終了後,大坂氏ご持参の美味しいワインで打ち上げ
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YCAC のオクトーバー・フェスト 2018

会員 磯貝喜兵衛

秋晴れの９月２２日（土）午後、山手の横浜カ

ントリー・アン

ド・アスレティッ

ク・クラブ（ＹＣ

ＡＣ）で、恒例の

オクトーバー・フ

ェスト 2018 が

開かれ、早瀬ＪＤ

ＧＹ会長はじめ

              会員、同伴者２５

人が参加して、『ビール・ワインとドイツ料理』の

フェストを楽しみました。

横浜を中心にした在日外国人のスポーツ・クラ

ブですが、 会員であるロベルト・ゼーリヒ理事ら

の肝いりで、ＪＤＧＹも毎秋、この催しに参加し

てきました。今回は例年のように、屋外のテント

ではなく、クラブハウスの中の屋内（２階）会場

で開かれました。

夕日が根岸・磯子の海

岸方向に沈む頃、子豚一

匹をまる焼き・グリルし

た豪華料理が運び込ま

れ、本場ドイツのビール、

ワインで乾杯。じゃがい

も、サラダ、ブレツェル

パンなど郷土色豊かな

御馳走で「飲」「食」共に、

秋の味覚を満喫。にぎや

かな音楽が流れる中を、

チロル風の帽子、服装の

男女係員がサービスに

あたってくれ、長いテー

ブルを囲んでの談笑が日没後まで続きました。

ご存知の方も多いと思い

ますが、会場となったＹＣＡ

Ｃは、１８６８年（明治元年）

にスコットランド人の貿易

商ジェームス・ペンダー・モ

リソンが中心となって作っ

た「横浜クリケット・クラブ」

が母体で、１８９６年（明治

２９年）には、ここで旧制第

一高等学校と外人チームと

の間で、日本初の野球の国際

試合が開かれたそうです。

また、１９０１年（明治３４年）には慶應義塾

大学とＹＣＡＣチームとの間で日本初のラグビー

国際試合が行われるなど、日本のスポーツ史に大

きな足跡を残して来ました。

私事にわたって恐縮ですが、私が横浜日独協会

との接点が出来たのも、２０１１年１２月４日、

ここで開かれたクリスマス会に、私が属します洋

光台男声合唱団のシニア・メンバーで作る「銀獅

子クラブ」（１２人）がお招き頂き、クリスマス・

ソングなどを歌ったのがきっかけでした。当時、

事務局長をされ、ご自身もコーラスのベテランで

ある能登副会長からのお誘いを受けたのが最初で

すから、それが無ければ・・・などと、あらため

て感慨を深くした次第です。   

ともあれ、「食欲の秋」にふさわしい、楽しいフ

ェストにあらためて、感謝と乾杯！！！

右端が筆者
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10 月例会 講師 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

ＹＣ会員小野竜史

日独協会とは言え、その両国ひいては現在の世界

情勢に深く関わるドイツ語圏以外の地域について知見

を深めることも重要です。10 月例会では向井副会長に

「教養としてのイスラム

教と中東アラブの世界」

と題して講演いただき

ました。ヨーロッパ史と

絡み合いつつ独自の

文化圏が形成されて

きた地域でもあり、現

在に至るまで数々の

紛争や国際問題の舞台ともなってきました。現代の日

独両国にとっても石油の供給地や移民・難民の送り出

し国として直接的な重要性を持っています。

ご講演では日本人から見ると「分かりにくい」中東とい

う地域についての基礎知識を、東京銀行バーレーン支

店に駐在した際のご経験や雑学的な豆知識も交えて

楽しく解説していただきました。具体的な内容は中東の

地理、民族とその成り立ち、イスラム教の教義と宗派、

一神教や多神教といった宗教の分類と定義、大航海時

代から現代の中東政策までの欧米との関係，イラン核

合意，サウジアラビア皇太子による国内改革と記者死

亡事件など多岐にわたりました。強引にまとめることを

お許しいただければ、現在の中東情勢を理解するため

には、上のような自然的条件と歴史的経緯に由来する

次の 7 つの対立要素を踏まえることが重要だというのが

ご講演の趣旨だったかと思います。(1)イスラム教とユダ

ヤ教、(2)イスラム教内のスンニ派とシーア派、(3)アラブ、

トルコ、ペルシア、クルドなどの諸民族、(4)産油国(サウ

ジアラビアやイランなど)と非産油国(エジプトやシリアな

ど)、(5)親米、親露、親イランといった国家間同盟、(6)

旧来の国家と新興勢の IS、(7)サウジアラビア内の改革

賛成派と反対派。

講演内容は中東情勢について不勉強な身として初

耳のお話も多く、大変刺激的でした。その中でも次の 3

つのお話が少なくとも日本語ではあまり見聞きしない印

象があり，特に貴重だったのではないかと思います。(1)

中国の「一帯一路構想」を踏まえたマンデブ海峡(イエ

メンとエリトリア、ジブチ間の紅海への出入り口)の重要

性、(2)ムハンマド皇太子の改革をめぐるサウジアラビア

国内の利権対立，(3)石油開発の経緯による現在の埋

蔵量の大きな格差とそれに由来する各国の石油価格

戦略の違い。とりわけ死亡した記者が改革をめぐって皇

太子と対立する家系の出身者であるという2点目のサウ

ジアラビアの内部事情は、国際問題となっている記者

死亡事件の、報道の自由の問題とは異なる側面を浮か

び上がらせるという意味で重要と感じました。この点は

概して日本よりも中東情勢について詳しく報じる印象の

あるドイツメディアでもそれほど触れられていないように

思います。

また講演では随所で中東とヨーロッパとの歴史的関

係についても触れられました。例えばヨーロッパ人が大

航海時代に大西洋方面に進出し、ひいては近代史の

主導権を握ることとなった一因としてオスマン帝国の勢

力拡大(による中東を経由したアジア方面への進出困

難)があったというお話です。グローバル化の進展を背

景として近年の歴史学では、従来しばしば個別的に研

究されてきた各地域あるいは文化圏同士の歴史的絡

み合いを重視する「グローバル・ヒストリー」が流行しつ

つあります。第二次世界大戦後を考えても西ドイツによ

るトルコ移民受け入れ(当初は労働者募集)などの有名

な例からもわかるとおりにヨーロッパと中東の歴史は切

っても切れない関係にあり、今回の講演を拝聴してドイ

ツ現代史専攻の大学院生として中東についても「教養」

を持たねばならないと改めて感じました。

最後に経験談と雑学から印象に残ったものを 2 つ紹

介したいと思います。中東のイスラム諸国が英語で

"dry country" と呼ばれるのは、日本人がしばしば誤解

するような「乾燥した国」ではなく「酒が飲めない国」の

意味だという駐在時のエピソードはドイツ語ばかりで英

語が疎かになりがちな身として耳が痛いお話でした。ま

たバーレーンの天然真珠産業が皆様ご存知の「ミキモ

ト」の養殖真珠によって打撃を受け、それが一因となっ

て 1930 年代に湾岸地域での油田発見（First well）に繋

がったというお話は経済史としても日本との意外な関わ

りという点でも興味深く感じました。ドイツに史料調査に

行く際にバーレーンを経由することがありますので、次

の機会に空港内の歴史に関する展示をよく見てみたい

と思います。

以上、中東に関する基礎知識から時事問題、ご自身

の体験談、雑学まで大変充実した例会だったと思いま

す。貴重なお話に感謝申し上げます。
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ドイツ大使館 秋祭りに参加して

ヤングクラブ会員 谷口 舞

寮のポストに届いた一通の真っ白

な封筒。普段は雑に開けてしまう封

筒も今回は慎重に丁寧に開けました。

ドイツ大使館の招待状を頂きワクワ

クした気持ちを抱きながら首を長く

して 9 月 17 日が訪れるのを待っていました。閑静

な公園の横に佇む大使館。厳重な警備の横を、ドレ

ス姿で軽やかに通り過ぎて受付を済ませました。今

日一日できっと自分の中の何かが変わるのだろう、

そう確信していました。

パーティーに参加されていた

方々は、出身、年齢層、職種と様々

でいろんなお話を聞けるいい機会

でした。各々がドイツへの思いを

持っており、ドイツを別の視点か

ら知ることができる良いきっかけ

となりました。また、新しい友人もできました。パ

ーティーでできた友人二人と、一緒に大使に挨拶を

しに行こう、ということになり、この日まで温めて

きたドイツ語での自己紹介を披露しようと私は意

気込んでいました。実際に大使を目の前にした瞬間、

底知れない大使の凛としたオーラを感じ、一気に緊

張し、高揚感で一杯になりました。覚えたての

「Danke für die Einladung（お招きいただきあり

がとうございます。）」を大使にお伝えし、大使から

素敵な笑顔をいただいた瞬間非常にうれしい気持

ちとなりました。しかし、ドイツ語のフレーズは勉

強してきたものの、受け答えは中々難しく、ドイツ

語を大学でやっている友人の力をお借りして、大使

とお話をしました。

その後、大使館のお庭や、建物を散策していたと

ころ、ドイツ人の文化大使の方や弁護士の方にもお

声をかけて頂いたのですが、「ドイツに興味を持っ

たきっかけは？」「ドイツの都市に行ったことはあ

る？行きたい都市はどこ？」といった質問にドイツ

語は愚か英語で返答することもできず、二人の友人

に助けられてなんとか自分の気持ちを伝えました。

そこで私は、初めて自分が日本語しか話せないとい

うことを思い知らされました。１０年以上、英語を

勉強しているにも関わらず、質問の内容を理解する

のもやっとで、「恥ずかしい」という感情が私の心を

支配していました。パーティーが終わり広尾駅から

の帰路をたどる中、言語の壁を越えたコミュニケー

ションの必要性を大いに感じ、この恥ずかしさと悔

しさを絶対に払拭してやる、と心の中で決意をした

私は、今年の春休みを利用して、短期ではあります

が、語学留学に行ってきます。自分の人生を変える

きっかけを与えてくれたドイツ大使館での秋祭り

に参加でき心から感謝申し上げます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ヤングクラブ会員 川辺 清香

少し暑さも和らぎ、秋の足音が近づ

いてくるような 9月某日、お招きい

ただいたドイツ大使主催のゾマー

フェストに参加した。広尾の坂道を

登った先にあるドイツ大使館は外壁こそ打ちっ放

しのコンクリートであったが、門をくぐるとクラシ

カルな建物になっていた。建物の中に入ると、モダ

ンなインテリアで装飾されており、伝統と革新の共

存するドイツをよく象徴しているなあと感じた。

会場内は様々な国籍・年齢・分野の方々がグラスを

手に自由に歓談していて、大学生になったばかりの

自分にとっては少し背伸びした気分になった。

大使から軽く歓迎の挨拶があり、その中で若者の参

加を非常に喜んでいらしたので、少し緊張が解けた

ように思う。それでも知ってい

る人が誰一人いない空間で有

意義な時間を過ごすには少し

勇気が必要だ。素敵な料理がず

らりと並べられ、それを手に取

りながら、自ら近くにいる人に声をかけてみた。

様々な方とお話しすることができたが、中でも私と

同年代の学生と仲良くなれたことがとても良かっ

たと思う。学校も専攻も異なる新しい仲間を知れた

のはとてもラッキーなことだ。他にも印象的だった

出会いは、ドイツの文化庁の方とである。文化庁と

いえば、やはりクラシック音楽のようなものを主に

扱っているのだろうなという先入観を持っていた

が、お話ししてみると、私が好んで聴くようなドイ

ツのラッパーについてなど若者文化にも精通して

おられ、驚くとともに、日本の文化庁の人も同様で

あって欲しいと思った。また、彼によれば、今まで

このゾマーフェストの招待客層がかなり高齢だっ

たので、今年のように若者が多く参加してくれるこ

とは本当に喜ばしいらしい。今回このような貴重な

機会をくださったことに感謝すると同時に、私たち

若者が世の中に新しい風を吹き入れることができ

たら良いなと考えた。
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ミュンヘン便り

ヤングクラブ会員 井出 航平

こんにちは、井出航平です。

僕は現在、ミュンヘン郊外の

5000人ほどの村に住んでいま

す。そこでオペアという制度

を利用して住み込みでドイツ

人家族の子どもの世話をしな

がらドイツで進学を目指して

います。最近は子ども達の夏休みも終わり、僕の学

校も始まり、やっとオペアとして通常の日常が始ま

りました。

思っていたより忙しくドイツ語だけの環境は良

いのですが、机で勉強というより「実戦で叩き上げ

る」というような感覚です。もう少し「机に向かっ

て勉強」と言うことをしたいのですが、なかなか思

うようには行かず。それでもやはり渡独 1年目の途

中から鈍化していた学習スピードは上がったかな

と実感しています。また何よりドイツ人の家族のも

とに住んでいるので、生きたドイツ語を勉強できる

良さがあります。

先日はホストファミリーとオクトーバーフェス

トにも行く事ができました！ビールばかりかと思

っていましたが、乗り物などのアトラクションやス

イーツのテントなどさまざまでとても面白かった

です。

そして子どもが家にいない間は自由にできるの

で、近場の国や街を見て回っています。僕は現在ミ

ュンヘンの郊外の田舎に住んでいるので、オースト

リアや東欧の国が近く、ユースホステルなどを使う

と欧州内でもとても安上がりに旅ができとても嬉

しいです。

最近は冬に近づいてきて薪ストーブを使ってい

ます。初めての田舎町でストーブに限らず、芝刈り

や農家の人とのやりとりなど沢山の経験をしてい

ます。

オペアの後のことは未定なので、出来るだけ早く

進路も決めたいと思っています。

Trier 訪問
会員 永田 照夫

５年ぶりに尋ねた Trier の街は広大なローマ時

代の世界遺産があります。

娘と見学した後、市内を歩き、赤い旗や幟：

「マルクス生誕２００年祭」

なかなか華やかで、気になりました。

生家に近づくと若

い中国人のグルー

プが入口をも塞ぐ

ように囲み、賑や

かな会話。内部に

入ると受け付けが

あり，横にはギッ

シリと積んだ著

書・書籍。

色々 なカラーのマルクスの顔像？が並んでいました。

近所のレストラン・ワイン店などは、小野さんの

説明通りの華やかさ？マルクスワイン・ケーキ等。

学生時代に知った「資本論」の内容はどこにイメ

ージがあるのか？時代の変化を感じます。

参考までに当日購入した、「カール マルクス生誕

２００年記念のユーロ紙幣は確かに「souvenir」と

記載はあるが、０ユーロで使用はできないのに１枚

００ユーロで購入。土産品だからと割り切る。マル

クスご本人は知る由もない。まあ世の中は時代の流

れで変化するのが当然？と観念しました。

街歩きで見つけた「ローマの遺跡をビルの真下に

活用し、通行人がガラス越しに(床もガラス)観察で

きるように配慮した建物」は，地震がないので可能

なのでしょうが、ドイツ人の知恵・技術力を示すよ

うにガッシリと安定感がありました。

Karl MARX の生家 中間の黒い３階建てビル

生誕２００年祭

記念紙幣

０ Ｅｕｒｏの裏・表
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窓用バキュームクリーナー マルチクリーナー

高圧洗浄機 床洗浄機 高圧洗浄機 スチームクリーナー

バキュームクリーナー スイーパー

ケルヒャー ジャパン株式会社
ケルヒャー ジャパンは、世界大手の清掃機器メーカーであるドイツ・ケルヒャー社の 18 番目の現地法人として
1988 年に設立されました。今では日本全国に 17 の営業拠点を構え、 高圧洗浄機・バキュームクリーナー・
床洗浄機・スイーパーなど業務用から家庭用まで各種清掃機器を販売し、清掃に関する様々な課題に対して
最適な解決策をご提供できるよう努めております。

＜会社概要＞
本社所在地 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番 3

Tel 045-438-1400 Fax 045-438-1401
https://www.kaercher.com/jp/

代 表 者 代表取締役社長 佐藤八郎
事 業 内 容 家庭用及び業務用のトータル清掃・洗浄システム販売

＜全国の拠点＞

●営業拠点

●物流拠点

●修理拠点

＜家庭用製品の一例＞

＜社会貢献活動＞
ケルヒャーはこれまで培った技術を活かし、世界的建造
物や彫像を洗浄・再生するクリーニングプロジェクトを
世界各地で手がけています。
日本では 2000 年に広島平和記念公園のモニュメント
の洗浄、2008 年に松田川ダム（栃木県足利市）の壁面
をキャンバスに、高圧洗浄機で汚れを落として絵を描く
「エコ・アートプロジェクト」を実施。さらに 2010 年
には国の重要文化財である日本橋を洗浄する「日本橋
クリーニングプロジェクト」を実施しました。 架橋から 100 年間蓄積した汚れを約 6 週間かけて洗浄。

美しい姿を取り戻しました

環境への配慮から、洗浄剤や化
学薬品等は一切使用せず、温水
高圧洗浄機とパウダー洗浄（無
害の炭酸カルシウムなどを噴
射）による洗浄方法が用いられ
ました

←本社 1F
業務用・家庭用の製品やアク
セサリーを展示・販売する
ケルヒャーセンター横浜

洗浄後

洗浄前

●

●

日本橋クリーニングプロジェクト

→本社 2F
実際の使用環境を再現し、
製品トレーニングなどを行う
ケルヒャーアカデミー

●

＜業務用製品の一例＞

法人会員紹介
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ドイツ産業トピックス（第４回）

会員 大 堀 聰

１ 「中国企業が車のバッテリー市場を席巻する」

「ドイツの競合ボッシュ、ダイムラー、フォルクス

ワーゲンが電気自動車の核であるバッテリー市場

で苦戦する中、中国の企業〝BYD”（比亜迪股份有限

公司）は世界最大のバッテリー工場の建設を計画し

ている。」（Handelsblatt8 月 13 日）という中見出し

で、ドイツの自動車産業の苦境を伝えている。

「メルケル首相は、欧州はバッテリーの生産でアジ

ア、アメリカに追いつくと旗を振り上げたが、いっ

たいどのようにやるのであろうか？

ボッシュはバッテリー工場建設の計画を白紙に戻

した。シュトゥットガルトの企業（ボッシュの事）

はどうやら日本、中国、韓国との競争をあきらめた

ようだ。」

と世界最大の自動車部品メーカーであるボッシュ

が、次世代バッテリーでは完全に後塵を拝するとい

う報道に、私も少し驚く。

「バッテリー市場は膨大であるが、BMW は中国の

CATL (Contemporary Amperex Technology)から購入

する予定である。

ダイムラーだけが、アメリカ、アジアの強豪とのリ

チウムイオンバッテリーの競争を諦めていない状

況で、約１３００億円（eine Milliarde Euro）をア

メリカと中国に投資する予定だ。

同社のディーター・ツェッチェ取締役会長は（Dieter 

Zetsche）、自動車産業は根本的な変革の時期にあり、

我々はその変化の原動力になると理解している。」

と語るが、次世代自動車の競争で、決して盤石な地

位にないのは、日本だけでなくドイツも同じである。

２ 「家電製品 すべてデジタル」

今年も８月３１日から９月５日まで欧州最大の家

電見本市 IFA(Internationale Funkausstellung)が

ベルリンで開催された。日本の家電メーカーもこぞ

って参加して、会場には日本からのVIPも来るので、

駐在員にとっても大変なイベントである。開始に先

立つ８月２９日の Handelsbaltt は

冒頭の見出しに続き「IFA では繋がる家電が会場を

支配する。繋がる家電とは料理を推薦する冷蔵庫な

どである。」と書いている。そして本文では

「長らく、（ドイツの）消費者がそのような AIのサ

ポートに価値を見出すかについて、疑問視する声が

多かった。しかし大手企業であるシーメンス、ボッ

シュ、ミーレは、こうした利便性は顧客にさらなる

自由な時間、利便性を提供するものだ、と称賛して

いる。」さらに

「ドイツの市場を見た場合、およそ１７００万台の

大物家電（洗濯機、食器洗い機等）が昨年販売され

たがそのうちたった３％、約５０万台がいわゆる繋

がる家電であった。しかし今年末には比率は１０％

になるであろう。

一方日本を含むアジア太平洋地域ではすでに２

３％がいわゆるスマート家電である。」とドイツ市

場の成長の可能性を書いているが、ドイツ人がこう

した利便性を好むかどうかは、私にも興味深い所だ。

９月５日の同紙の報道では今年のIFAの訪問者は２

４万５千人で昨年より５千人少なかったが、彼ら

（ディーラー）は昨年以上に注文をした。

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！

（会場内のアンケート記入にご協力いただくと

抽選で素敵なドイツ製品が当たります！

都筑区在住のプロレスラー蝶野正洋さんがス

テージに登場！）

≪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３０年 12 月８日（土）10:00～20:00

    平成３０年 12 月９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。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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会員コンサートのご案内

＜館野ゆかり会員 (ソプラノ）＞

－ウイーンの１２月－(JDGY 後援）

・日 時： 2018 年 12 月 1 日(土） 18:30～

・会 場： アコスタデイオ(JR 原宿駅より２分）

・入場料： 2500 円 (全席自由）

＜渡辺まこみ会員 (ピアノ）＞

－クリスマスコンサート－

・日 時： 2018 年 12 月 22 日（土） 14 時開演

・会 場： 横浜山手西洋館 イギリス館（茶・菓子付き）

・入場料: 2000 円（但し先着 35 名）

・演 奏: ベートーベン「悲愴」ソナタ

チャイコフスキー「くるみ割り人形」他

ドイツより女性クァルテット初来日
－ベルリン独日協会より－

＜クレンケ・クァルテット＞

・日 時： １１月１５日(木） 19:00 ～

・会 場： サルビアホール３階 音楽ホール

・入場料： 5500 円

＊ 会員コンサートほか入場ご希望の方は

  事務局（能登・齋藤）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 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）

11 月例会 11 月 7 日（水） 709 会議室

12 月例会 12 月 5 日（水） 604 会議室

2019 年 1 月例会 1 月 9 日（水） 604 会議室

【講師】寺澤行忠会員（慶応義塾大学名誉教授）

② 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「銀の玉」付近。

大学ファカルティ・ラウンジで会食後、

1時～3時 30 分に地下壕見学。

【申込締切】11 月 17 日（土）

(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)

【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

をご用意下さい。

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）

NPO 法人 横浜日独協会会報 発行 2018.11.1 (第47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

行事予定

■ 2018 年 11 月例会 （文化委員会企画）

・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）

・講演： ゲッぺルト・昭元氏（曹洞宗総持寺僧侶）

「禅僧になったドイツ人」

・会費： 例会 1000円  懇親会 500 円

■ 2018 年クリスマス会
・日時： 12月9日（日）12:00～15:00（受付11:30～）

・会場： 「横浜ヒルサイドガーデン」

〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下 1-7-21

Tel： 045-623-5591
みなとみらい線元町・中華街駅より徒歩 3 分

・内容： ダンス教室、ハーモニカ演奏、菊川さんの

舞踊、全員合唱、クイズ大会復活

・会費： 5500 円  学生 3000 円

■ 2019 年 １月例会

・日時： 1 月 19 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： ゲオルグ・ロエル NRWジャパン代表（予定）

「NRW州から見たドイツ/EU は？」(仮題）

・会費： 例会 1000円  懇親会 500 円

■ 2019 年 ２月例会

・日時： 2 月１6 日（土）又は 23 日(土）

・会場： 戸塚区民文化センター（予定）

・講演： ドイツ大使館 フィ－ツエ首席公使（予定）

「最近のドイツ政治情勢」(仮題）

・会費： 例会 1000円  懇親会 500 円

■ 2019 年 ３月例会

・日時： 3月17日（日）、21日（木祭日）又は24日(日）

・会場： 戸塚区民文化センター （予定）

・内容： 武田章寛ヤングクラブ会員（予定）

トークコンサート（ヴァイオリンとトーク）

・会費： 例会 1000円  懇親会 500 円

《 新入会員 》

谷口 舞 様 （たにぐち まい） YC 学生会員

藤沢七海様 （ふじさわ ななみ） YC 学生会員

中村夏宏様 （なかむら なつひろ） YC 青年会員


