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『ドイツの伝統行事と移民・難民問題』
ＮＰＯ法人

横浜日独協会会長

ドイツは人口の過半数がキリスト教徒で（カト
ーリッシュ２９．９％、エヴァンゲーリッシュ 28.9％、
2017 年連邦統計庁）
、クリスマスは最も大切な祭日で
す。フランクフルト在勤中、いつも泥だらけの隣家の
いたずら坊主が背広にネクタイ姿で現れ、両親に従っ
てミサに行ったのにはびっくりしました。
日頃キリスト教徒に課される教会税を払うだけで
教会に行かない人たちも、ミサには参加して祈りを捧
げます。決してバカ騒ぎはしない静謐（せいひつ）な聖
夜です。勤勉で質実剛健なドイツ人に相応しい宗教的
伝統を目の当たりにした思いでした。

早 瀬

勇（全国日独協会連合会副会長）

難民が 3 年前ケルンの大聖堂前広場で起こした集団暴
行事件は、ドイツの伝統的お祭りに悪乗りした許しが
たい暴挙です。ドイツでは、カウントダウンの瞬間は
そばにいる初対面の人に抱擁しても許される古くか
らの習慣がありますが、これが難民に悪用され、騒ぎ
がエスカレートしたものと思われます。
最近はキリスト教徒が減少する一方、旧東独出身者
を中心に教会税が免除される無宗教者が 2961 万人
（35.7％）にも達し、出生率が高いムスリムが 360 万
人（4.3％）を越えていると言われています（fowid.de
2016）
。将来のドイツのクリスマスはどうなるのでし
ょうか？

難民政策のポイントは、人道主義に根差しながらも、

ところが大晦日には、これが同じドイツ人か と疑う
ほど、町中が飲めや歌えの乱痴気騒ぎとなり、カウン
トダウンが始まる前から若者たちは爆竹で越年を祝
います。我が家が初めてハンブルクで大晦日を迎えた
時は（１９６５年）
、教会の２４時の鐘と共に港やアル
スター湖畔で一斉に大仕掛けの花火が打ち上げられ、
爆音がはらわたに響き、夜空は忽ち火の海 と化し
ました。思わず幼いころ名古屋で経験した米軍機によ
る大空襲を思い出しました。この爆竹や仕掛け花火に
よるバカ騒ぎも全独共通の伝統的なものです。

少子化によるドイツの人口構成を補正するドイツ居
住者として、またドイツの社会保障制度の担い手とし
て、どうしたら難民をドイツ社会に同化（integration)
させることが出来るかです。 横浜市とフランクフル
ト市のパートナー提携５周年式典が２年前にフラン
クフルトのカイザーザールで行われました。祝辞を述
べた私に握手を求めた副市長さんの名刺には
「Integration（同化政策）並びに教育（Education）
担当」と記されていました。前年の２０１５年に約百
万人の難民が入国したのち、彼らのドイツ社会への適
応が喫緊の課題となり、ドイツ語教育と職業教育が
各自治体の最優先課題となった由でした。
キリスト教国が、大量に流入したムスリムを同化さ
せることが可能なのか？ 壮大な歴史的実験 がい
まドイツで進んでいます。
（了）
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モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合
ブレーメン通り商店街は名称変更して今年で 30 年になり
ます、正式にブレーメン市からの使用許可も頂いています。
ドイツ ブレーメン旧市街にあるロイドパサージュとの友好
も 28 年になります。
ブレーメンとの友好関係を確立して頂いたのが横浜日独協会
会員でもある私の前任者山田一之氏です。
私のブレーメン訪問は今まで 10 回ほどですが、山田氏は 11
回も訪問されています。彼の献身的な努力が無ければ全国に
例のない外国の商店街との友好はあり得ませんでした。
又コミュニティセンター前にあるブレーメンの音楽隊像も交流
10 年を記念してブレーメン市とロイドパサージュから寄贈さ
れたのですが、これとても山田氏の努力によって実現したもの
です。
ブレーメン通り商店街では、友好提携を期に商店街のあらゆる
事業にドイツとブレーメン、そしてブレーメンの音楽隊を取り
入れました。街づくりのコンセプトも「メルヘンチックな街」
を目指し商店街内にブレーメンの音楽隊を様々な形で表現して
います。
全国的にも注目を浴びているブレーメン通り商店街、街歩きを
楽しみながらお買い物など如何でしょうか、是非一度遊びに来
てください。
ブレーメン通り商店街 理事長 伊藤 博

また、友好提携を記念して、ブレーメン通り商店街では、
「ブレーメン・ワイン」を販売しています。
このワインは私たちの商店街のブランド品として、アドル
フ・ヒュースゲン社に生産を依頼しているラインガウ地方の
白ワインです。フルーティな香りと上品な甘みが好評です。
（ブレーメン・ワイン

￥1400 税別）
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は地上で勤務したことは、言われてみればコロンブ
スの卵のように当然かもしれないが、私には新鮮な
発見だった。

慶応義塾大学日吉キャンパス
地下壕見学会に参加して
写真と文

大 堀

聰

ただし通信隊のみは交代制で、常時地下壕の中で勤
務した。そこには終戦間際の最前線からの無線がす
べて入ってきた。１９４５年４月、戦艦大和がアメ
リカ空軍の猛攻を受けて沈没する際には、「ただい
ま 5 度傾斜」
「15 度傾斜」と刻々と緊迫した情勢が
入電された。

去る１１月２４日（土）
、文化部の主催した標記見学
会に参加したメンバーは１６名であった。大学キャ
ンパスの中にあり、普段訪れる事の出来ない場所な
ので、皆興味津々である。
慶応大学の名誉教授である寺澤理事の案内とあっ
て、校門の前で日吉キャンパスの歴史の説明があり、
続いて大学のファカルティ・ラウンジで昼食をとる
など、始めから至れり尽くせりのアレンジである。
その後の見学会はＮＰＯ「日吉台地下壕保存の会」
が月に２回開催している定例見学会に合流したが、
参加者は総勢５０名ほどで、関心の高さを窺わせる。
また主催者側は１０人ほど出席して、ＮＰＯ法人と
しての充実度を感じた。

地下壕入口にて

そして説明を受けた後、地下壕の見学となるわけだ。
ここは第二次世界大戦末期、連合艦隊司令部地下壕
２ 地下壕は地下通路。
がある場所として、かなり知られている。その詳し
地下壕の中には司令長官室、電信室、暗号室、作戦
い説明は、ネット等で読む事が出来るので、ここで
は実際に現場を訪れた、自分の感想を中心に述べる。 室などの部屋があるが、どれも部屋というよりは、
細長く通路の延長の様
で、説明を受けないと気
が付かない。
地下を掘り中に支柱を立
てない構造であるから、
あまり広い空間は強度上
問題があるのであろうと 連合艦隊司令部地下作戦室
は私の見解である。しか （日吉台地下壕保存の会 HP
し内部は当時最新のコン より拝借）
クリートで固められ、蛍光灯も点いた。
熱心に説明を聞く会員
３ 参加者の声

１ 地下壕は日吉キャンパスの戦争遺跡の一部に過
ぎない。

見学会を終え、多くの方が感嘆の声を寄せた。例え
ば次のようだ・
「堅牢にしかも短期間で造られたという地下の中
枢拠点に、逼迫した事態と労を担った人たちをずっ
しり感じました。
」
「ガイドさんたちの反戦のメッセージも受け取り
ました。立派な壕でしたので、本当に驚きました。
」

日吉キャンパスが出来たのは１９３４年であるが、
その時の校舎が今も残って使用されている。
１９４３年に始まった学徒動員で空きの出た校舎
に、軍令部第三部（情報担当）が入ったのは１９４４
年３月の事であった。
１９３４年建築の校舎

また将官らが寝起き
した寄宿舎も残り、
今も学生寮として使
用されている。
地下壕は空襲の時に
避難し、業務を続け
る場所であり、通常

また伯父さんが特攻隊の“生き残り”の方、従兄が
学徒動員で戦死された方、自身の疎開を思い出され
た方など、改めて戦争の重い側面を思い出された方
もいた。
最後にこうした会を企画、コーディネートされた
寺澤理事に、改めてお礼申し上げる。
以上
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和辻哲郎や西田幾多郎に強く惹かれたと語られ
ました。また、曹洞宗の座禅堂が大学の近くにあり、
週に３日ほど通っていらしたそうです。その後、禅
僧になる決意をされて、山形県のお寺や石川県輪島
市の大本山総持寺祖院で禅僧になるための修行を
なさいました。一人息子である先生が遠い異国の地
で禅僧になること、そして名前も Oliver(先生の本
名)から「昭元」になることを、ご両親が理解してく
れたことに感謝しているとのお話の部分では、私自
身が一人息子の母親なので、当時のお母様の心情を
おもんばかると、涙が出そうになりました。

11 月例会（文化委員会企画）
ゲッペルト昭元先生の

「禅僧になったドイツ人」ご講演を拝聴して
会員

西条 りみ

「 観 自 在 」 (sich selbst
sehen)、この言葉は、講演後
に参加者から出された「もし
禅において大事な言葉を挙
げるとすれば」という問いに
対して、「たくさんあるけれ
ども」と前置きされた上で、
ゲッペルト昭元先生がホワ
イトボードに書かれた言葉です。この言葉は「般若
心経」の最初の三文字で「自分の存在を観よ」とい
う意味だそうで、先生が講演の中で禅とは「本来の
自己を知ること」そして「人生をどう生きるべきか
を考えること」だと語られたことに、確かにつなが
る三文字だと思いました。それにしても漢字で見事
にすらすらとお書きになりました。どこで習われた
のかお聞きすると、大学時代に習得なさったとのこ
と。「音読みと訓読みがまだまだ難しくて」と仰っ
ていましたが、「参禅」「平常心」「自力」、さら
にはトイレを意味する「東司」などの漢字を書きな
がら、禅僧の厳しい修行生活や禅の教えについて、
流暢な日本語でユーモアを交えながらご講演くだ
さいました。

現在は石川県羽昨市の本町観音寺でご住職をな
さっています。檀家が無いお寺なので大本山総持寺
祖院での受付のお仕事で生計をたてていらっしゃ
るとのことです。現在は奥様と二人暮らしだそうで
すが、この春にはお子様が誕生なさることを「また
新たな修行の始まりです。」とほほえんでお話くだ
さいました。先生ご一家のお幸せをお祈りしていま
す。先生は講演中に何度も「今ここ」という言葉を
繰り返されました。「今ここ」、つまり、過去に囚
われたり未来を憂うのではなく、「今を生きる」こ
とが大切なのだと心に刻みました。本年は年号が変
わり、新たな時代の幕開けです。私ごとですが、息
子も社会人としての第一歩を踏み出します。「今こ
こ」を座右の銘に、私も何か新しいことに挑戦して
みようかなと考えているところです。

先生は旧東独のご出身で、七歳のときにベルリンの
壁が崩壊する様子をご両親と共にテレビで見てい
たそうです。「これから新しい人生が始まるわ。」
とお母様が泣きながら仰っていたというエピソー
ドには、当時の旧東独の人々の思いを垣間見た気が
しました。また、「旧東独ではキリスト教に対して
の圧制があり、キ
リスト教信者で
ある者は、大学入
学資格を得たけ
れば、その信仰を
捨てなくてはな
らないという体
制だった。そんな
体制下だったから、クリスマスに関する考え方もサ
ンタクロースがプレゼントを持ってくる行事とい
うような、大部分の日本人のクリスマスに対する感
覚と似ていた。」というお話もとても興味深かった
です。

ゲッペルト昭元先生と講演会を企画された寺澤先生

１２月 1 日舘野ゆかり会員ソプラノコンサート
原宿アコスタデイオ

12 月 22 日ー渡辺まこみ会員ピアノ演奏会
横浜山手西洋館
イギリス館

先生は、十代の頃から日本の文化に興味を持ち始
めて、高校生の時に東京の東村山市でのホームステ
イを体験後、もっと深く日本の文化を勉強したいと、
ライプツィヒ大学で日本の宗教史や哲学などを学
ばれました。
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nicht zum Sprung ins kalte Wasser. ＝冷たい水
に飛び込もうとしない＝困難に立ち向かおうとし
ない）

ドイツ産業トピックス（第５回）
会員 大堀

聰（中小企業支援委員）

日本では１２月に入ると各新聞は
「今年の１０大ニュース」という
特集をしますが、私がこの原稿を書いている時点で
は、ドイツの新聞ではまだ登場していないようです。
ということで今月はドイツの電気自動車事情につ
いて書きましょう。記事の中には面白いウィットに
富んだドイツ語の表現がありますので、それらを原
文と和訳で紹介していきます。
毎回ご紹介しているドイツ経済紙 Handelsblatt(11
月 1 日付)。
「 （ ド イ ツ の ） 重 厚 な フ ァ ミ リ ー カ ー
（ Familienkutsche, “ die Familie= 家 族 , die
Kutsche=馬車”
）が山道を、片足をブレーキに置きな
がら、ゆっくり登って行く時、中国、スカンジナビ
ア、アメリカの強豪は左側をスイスイ追い越し、も
はや頂上を越えて見えなくなる寸前だ。
」
とドイツ電気自動社普及の遅れについて比ゆ的に
語っています。

同社のデゲンハルト（Degenhart）社長は「示された
売り上げの増加は政府の計画によるもので、消費者
の実際の需要からではない。」と慎重になる理由を
語っています（１１月２１日付）
少し前ですが２０１８年５月２日付の日経産業新
聞によれば、自動車向けリチウムイオン電池世界首
位はパナソニックです。電池事業を家電に代わる収
益の柱と位置づけるパナソニックは、積極投資を続
ける方針です。パナソニックの姿勢に注目したいと
思います。
「２０１９年はドイツの電気自動車にとって重要
な年である。ダイムラー・ベンツ、アウディ、フォ
ルクスワーゲンなどが長年に渡り多くのコンセプ
トカーを提示してきましたが、いよいよ、本当に市
場に登場する。」
（同１１月２２日）
（電気自動車が）来る、来る、と言ってもなかなか
来ない狼の話ではないですが、これも注目したいニ
ュースです。
「なぜ今フォルクスワーゲンは電気自動車を再ス
タートさせるか」という同社の電気自動車責任者の
インタビュー記事。そこでは「やや遅れたが壮大な
電気自動車の計画を持っている」と語りました。
１年前には同社の社長は、「現実的にならないとい
けない（Man muss da schon die Kirche im Dorf lassen
＝村に教会を残しておく＝度を越さない）」、とか
「フォルクスワーゲンを、電気自動車のパイオニア
であるテスラと比較するなんて見当違いだ
（Volkswagen dem E-Auto-Pionier gegenüberzustellen,
sei wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen＝リンゴと梨を
比較する＝本来比較できない物を比較する）」と述
べている。どうやらこの１年で会社の方針が変わっ
たようです。（同１２月４日付）

ここで紹介される “世界の電気自動車の２５のパ
イオニア都市”には、ドイツの都市はひとつも入り
ません。一方中国が１１都市、アメリカが６都市、
日本が２都市、スカンジナビアが３都市、それにパ
リ、アムステルダム、ロンドンです。
そして結論として電気自動車は自然には普及して
はいかない。とりわけ政策が重要で、購入時の費用
援助などが鍵であると述べています。
前回、ドイツ・ボッシュ社が電気自動車の核となる
バッテリー工場の計画を白紙に戻したと書きまし
たが、今度はタイヤを主体とする自動車部品メーカ
ー・コンチネンタル社（Continental）も「今後もバ
ッテリー工場の計画はない」と語っています。
連邦経済大臣がドイツ国内でのバッテリー生産に
約１０００億円の援助金を用意すると語るのに対
しても、背を向けました。この金額でもコンチネン
タルに決断をさせるのに十分でなかったのです。
（Das ermutigt den Autozulieferer Continental

ドイツでは２０１８年は９月までに５万台のバッ
テリー自動車（プラグインハイブリッド車を含む）
が販売されただけです。今年２０１９年、ドイツの
電気自動車の動向に注目しましょう。
以上

11 月 19 日 ドイツ・デー「大使とは何か」 神奈川大学でのドイツ大使講演会
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素敵な空間の中で美味し
いお食事（特にシュニッ
ツェル）に合唱、日本の
伝統芸などに触れる事が
出来、素晴らしい一時と
なりました。
様々な方々とお話をさ
菊川会員の仕舞
せて頂きましたが、やは
り皆さんのドイツ好きが伝わってくる雰囲気でし
た。また日本語の流暢なドイツ人の方も２名居らっ
しゃっており、恐らく初めてのドイツ語会話？（ほ
とんど日本語）となりました。次回は少しでもドイ
ツ語での会話にトライしてみます。Danke！

クリスマス会に参加して
新入会員

野 澤

勉

この度はわずか数日前に入会の
お願いを申し上げたばかりでした
のに、クリスマス会にお誘いいただ
きまして誠にありがとうございま
した。とてもアットホームな雰囲気ですぐに溶け込
むことができました。
佐藤理事様（下の写真、左から 2 人目）は私の卒
業年にご入学された同窓生と伺い奇遇にびっくり
いたしました。
私は 1951 年東
京の下町に生
まれ、75 年に
上智のドイツ
語を卒業して
老舗貿易会社
の野澤組に入
社して今に至
華やぐ受付陣
っております。
1979 年 27 才の時、妻と生まれたばかりの長男と北
ドイツのハンブルグに 3 年間駐在し公私ともどもヨ
ーロッパ生活を満喫いたしました。

皆さんにとってドイツと言え
ば何でしょうか。やはりビール
にウインナー、車あるいはノイ
シュバンシュタイン城やライン
川沿いの自然豊かな風景でしょうか。（私は見たこ
とありませんが）いえいえ、私にとってドイツは飛
行船です。ご存知の通り、19 世紀の終わり頃から
20 世紀の半ばにかけて飛行船事業が大いに盛んで
ありました。そんな飛行船の父とも言われるツェッ
ペリン伯爵と同じ誕生日（7/8）であったこともあり、
ドイツへの憧れは一層強まりました。現在、私は建
築土木を専攻しておりますが、将来は飛行船事業に
携わりたいと考えており少しずつ学んでいる所です。

2 度目のハンブルグ赴任は 1990 年ベルリンの壁
が崩壊してすぐの 1 月の事でした。それから約 9 年
間、旧東ドイツにも頻繁に足を運び人々の硬い表情
が少しずつ溶けてゆくのを目の当たりにしてきた
ことは、忘れられない経験でした。今は 3 人の子供
も巣立ち、妻と愛犬アントンの 3 人で三ツ境に生活
しております。
現地校に通っていた子供たちは、ほとんどネイテ
ィブなドイツ語を話しますが、私はあまり話せない
のが残念で、仕事が一段落した今年の春からゲーテ
で学びなおしています。若い方々についてゆくのは
大変ですが、何とか東京五輪にはボランティアとし
て参加したいと夢見ており、今までの経験を生かし
てドイツと日本の架け橋になれればと思っており
ます。
どうかこの素晴らしい JDGY の会員の皆様のドイ
ツに対するご情熱を分けて頂きながら、少しでもお
役に立ちたいと願っております。

飛行船はまだまだ伸び代のある航空機一つで、一
度水素爆発事故により黄金時代は終わっておりま
すが、今後改善され、私達の生活の中に現れるかも
しれません。そして、上空数 km の大空で生活する
のが当たり前となり社会インフラそのものが地面
から空中へと展開していく可能性もあります。具体
的には既に飛行船とドローンを組み合わせた軽輸
送機体や上空 20km に定点観測・通信用の成層圏プ
ラット フォーム等の取り組みがあります。しかし、
高価なヘリウムガスや気体の漏洩しにくい丈夫で
軽い膜材などの多くの課題を抱えています。そこで
今私が考えているのは、安全性を追求した小型の水
素飛行船です。水素は爆発範囲の広い可燃性の気体
ですが、分割して利用すれば人を乗せない軽輸送や
観測用途に限り、十分実現の可能性があります。
車や鉄道、医療などのあらゆる方面において産業
大国であるドイツは将来においても飛行船航空事
業をリードしていくと考えられます。一方、プロダ
クト開発生産の得意な日本も、科学技術全般に大き
な影響を与え続けるでしょう。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ヤングクラブ新入会員

中 村 夏 宏

（横浜国立大学建築環境系学部）

日独協会横浜の活動について、まだまだ知らない
ことも多く、今後も参加・勉強していく中で、ドイ
ツと日本の繋がり、交流をもっと強く出来たらと思
います。何だか飛行船の話になりましたが、皆さん、
改めて宜しくお願い致します。
Ich liebe Luftschiff （ルフトシッフ）

この度ヤングクラブへの入会
をした中村夏宏（なかむらなつひ
ろ）と申します。クリスマス会に
歓迎して下さり大変有難う御座
いました。ヒルサイドガーデンの
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ヤングクラブ新入会員

その他にもドイツだけではなく舞など、日本文化の
出し物もあり、日本もドイツもどちらも理解しあい、
楽しめる良い機会になったと思います。
今後はこのようなイベントを主催されたものに
参加するだけではなく、企画や提案をしていけたら
と思います。
また私が同時に入会せていただきましたヤング
クラブはまだ開設されてから数年と若い組織とい
うこともあり、こちらの活動でも今後新しい企画等
提案し盛り上げていけたらと思います。
まだまだ経験も足りない若輩者ですが、むしろ経験
が足りないからこそできる発想を生かして協会を
盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願
いいたします。

太田 貴士（会社員）

横浜日独協会の皆様、この度はクリスマス会に招
待いただきありがとうございました。
この度横浜日独協会に入会させていただきました
太田と申します。この 4 月より就職で香川より神奈
川へと引っ越してまいりました。
生まれから育ちまで香川で、大学では機械工学を
専攻しており、パワーアシストウェアの開発に取り
組んでおりました。現在は神奈川の企業に就職し、
自動車のシステムについての業務を行っております。
元々ドイツに関しては関心をもっており、大学に
通っていた際にも香川日独協会に所属し、ドイツの
フェスティバルに合わせたイベントの開催等して
いました。また大学では大学院の 2 年の際には大学
の制度を利用しドイツのボンを留学させていただ
き留学の数カ月間ドイツに滞在し、勉学と共にドイ
ツ文化を学んできました。
このような経緯を経て、こちらに引っ越ししてき
てこちらにも日独協会を見つけた際にはこれは絶
対に入会しようと思い、すぐに申請をさせていただ
きました。

左から南雲理事、向井理事、早瀬会長

HP でお世話にな
っている大井さん

今回参加したクリスマス会ですがこの活動がこ
ちらで初めて参加させていただきました横浜日独
協会の活動となります。クリスマス会ではクリスマ
スソングの合唱やクイズ大会を皆さんと一緒に楽
しむことができました。クイズではなかなかマニア
ックな問題もあり（実際私は 2 問目で不正解となっ
てしまいました・・・）
苦戦しつつもなるほどと思う
事も多くあり、楽しみつつちょ
っとした豆知識を覚えること
ができました。

Weihnachtsmarkt
in Tsuzuki-ku 2018

ハーモニカ演奏 永田会員

都筑区恒例の
クリスマス・マーケット
ドイツ大使も赤ワインで乾杯

ピアノ伴奏 北井会員
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行事予定

文化委員会企画

■ 2019 年 1 月 例会：
・日時： 1 月 19 日（土）午後 3～5 時
・会場： 戸塚区民文化センター 3 階
多目的スペース（中）
・講演： フィーツエ独大使館首席公使
『激動のドイツ政治情勢の行方』（仮題）
・会費： 例会-1000 円 懇親会-500 円

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）
1 月例会 1 月 9 日（水） 604 会議室
2 月例会 2 月 6 日（水） 709 会議室
3 月例会 3 月 6 日（水） 604 会議室
【講師】寺澤行忠会員（慶応義塾大学名誉教授）

■ 2019 年 2 月 例会：
・日時： 2 月 23 日（土）午後 3～5 時
・会場： 戸塚区民文化センター4 階 練習室①
・講演： G.ロエル NRW 州公社ジャパン社長）
「EU、ドイツ、そして日本～現在、過去、未来」
・会費： 例会-1000 円 懇親会-500 円
＊当初予定の１，２月例会内容が、講師都合
により入れ替りました。講演は日本語です。

「よこはま夢ファンド」（市民活動推進基金）
よこはま夢ファンドとは、あらかじめ登録された
ＮＰＯ法人の公益活動への助成など、横浜市内で活
動する市民活動団体の支援のために活用されるも
のです。この基金への寄附は、支援したい団体の団
体名を希望することができます。

■ 2019 年 3 月 例会：
・日時： 3 月 21 日（木・祝）午後 3～5 時
・会場： 戸塚区民文化センター4 階
リハーサル室
・トークコンサート（ヴァイオリン）：
武田章寛ヤングクラブ会員（エッセン在住）
・会費： 例会-1000 円 懇親会-500 円

基金へ寄附すると、所得税や法人税について寄附金
控除など税の優遇措置が受けられます。横浜日独協
会も登録されていますので、ご指定して寄附された寄附
金は控除の対象になります。
個人の場合、ふるさと納税（横浜市に対する寄附
金）のうち 2,000 円を超える部分については、一定
の上限まで、次のとおり、原則として所得税・個人
住民税から全額控除されます。
所得税…（ふるさと納税額－2,000 円）を所得控除
（所得控除額×所得税率（0～45％（※）
）が軽減）
（１） 個人住民税（基本分）…（ふるさと納税額－
2,000 円）×10％を税額控除
（２） 個人住民税（特例分）…（ふるさと納税額－
2,000 円）×（100%－10%（基本分）－所得
税率（0～45%（※））
⇒（1）
、
（2）により控除できなかった額を、
（3）に
より全額控除（所得割額の 2 割を限度）
（※）2014 年度から 2038 年度については、復興特
別所得税を加算した率となります。

新入会員：
・野澤 勉 様（のざわ つとむ）
・金子 純子様（かねこ すみこ）
・前原佳津枝様（まえはら かづえ）
**********************************
事務局からのお知らせ：
事務局の電話番号が 11 月 8 日より変わっています。
新電話番号 ０８０－７８０７－７２３６
ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わ
せください。
横浜日独協会は「認定NPO法人化」をめざしています！
皆さまからのご寄附をお寄せください。
よろしくお願い致します。

郵便振替口座
ゆうちょ銀行

皆さまのあたたかい思いが、市民活動を支えるパ
ワーになります。皆さまのご協力をお願いいたしま
す。寄附金額などの基金の状況は横浜市のホームペ
ージで公表されます。寄附していただいた方のお名
前や企業名・団体名もご希望により公表していただ
けます。寄附していただいた方には、横浜市からお
礼状が届きます。

横 浜 銀 行

００２４０－３－１３８６４７
店名〇九八（ゼロキュウハチ）
番号２４４１５９６
横浜駅前支店 普通 ６４１６６６７

☆領収書が必要な場合は別途ご連絡ください。
NPO 法人 横浜日独協会会報 発行 2019.1.1 (第48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: 080-7807-7236
E-Mail: jdg-yokohama2010@outlook.jp

編集後記：また、忙しい 1 年が始まります。どん
な新しい事が出てくるのか、楽しみにしていま
す。今年もよろしくお願いいたします。
（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
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http://jdgy.sub.jp

