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『悩む欧州の女性リーダーたち
ＮＰＯ法人横浜日独協会会長

早瀬

その②

英メイ首相』

勇（全国日独協会連合会副会長）

（１） 英メイ首相の迷走と退陣
ファッショナブルな深紅のスー
ツに身を包み、ダウニング街１０番
地の首相官邸の前でマイクに向か
ったテリーザ・メイ首相の唇は悔し
さで震えていました。
３年前の国民投票で英国の欧州
連合（ＥＵ）離脱が僅差で決まって以来、ＥＵ首脳
と合意した離脱案が英議会で３度否決され、自らの
離脱案に“２度目の国民投票に道を開く条項”を追
加しましたが、これが閣内や与党の離脱強硬派の反
発を招き、ついに５月２４日与党保守党の党首辞任
に至りました。
（首相も近く退任の予定です。
）英国
の北アイルランド（プロテスタント）と EU のアイ
ルランド（カトリック）の国境問題が英国の EU 離
脱を更に複雑にした点は同情に値します。
後任首相には強硬離脱派のジョンソン前外相ら
が名乗りを上げていますが、再延長した離脱期限の
１０月末までに民意をまとめて「合意なき離脱」を
回避出来るかどうかは全く見通しが立ちません。
（２）“民主主義のお手本”英国議会の機能不全
いま英国の議会制民主主義は機能不全に陥って
います。かつての議会主権、小選挙区制、保守・労
働の二大政党制、エリートで構成する内閣の優位と
いった英国政治の安定性が崩れ、これまで吸収され
なかった民意が、反 EU・反移民を掲げる UKIP(英
国独立党)やスコットランド国民党（SNP）に流れ、
ＥＵ離脱を焦る“ＥＵ離脱党”
（Brexit Party）を欧
州議会議員選挙で躍進させました。保守党内では反
EU 派が、労働党内では親 EU 派がそれぞれ勢いを
増しています。
EU のメンバーでいることのメリットを理解でき
る国民（若手や職業人）のロゴス（理性）と、EU 官
僚や独仏による主導に従いたくない国民のパトス
（感情）とのせめぎ合いが投票結果に現れますが、
これは時により変わり得るものです。EU 離脱が何
の取り決めもない「合意なき離脱」となった場合、
関税・査証やサプライチェーンの混乱とその実損は
英国民に未曽有のダメージを与えるでしょう。その
時がロゴスがパトスを凌駕する転換点となるかも
しれません。英国民にとって将来最も望ましい「解」
は、出来るだけ早い EU 復帰ではないでしょうか。
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英国の持つ歴史、文化、産業革命以来の工業の伝統
は欧州の掛け替えのない資産ですし、英国にとって
も大陸との交流は成長に不可欠なものです。
それにしても、過去の栄光に浸り、外国人を排斥
し、国際協調のメリットを理解しない「懐古老人
（？）
」や地方の低知識層と、一方英国の将来を担う
若者や経済人・知識人とにそれぞれ同じ一票を与え、
選良（民主的に選ばれた国会議員ら）の役割を無視
して「EU 離脱」を安易に国民投票に丸投げしたキ
ャメロン前首相の責任は非常に重いと思います。エ
リート校で雄弁術を学び、社会で下積み経験の無い
政治家が、多様化する「民意」をくみ取れなかった
場合、社会の溝は深まります。熱い愛国心と平易な
言葉で、常に国益とは何かを国民と話し合う政治家
が英国でも、フランスでも、日本でも求められます。
次号では、５月２６日に投票を終えた欧州議会選
挙の結果と EU 運営への影響について考えましょう。
（了）
去る 5 月１６日開催の新三木会において、
早瀬会長が『メルケル時代の終焉期とドイツ・
EU の今後』と題して講演されました。
当日は、220 名の参加者があり、如水会館が
満席になりました。JDGY からは 7 名が参加し
ました。
・メルケル首相の功罪・ポストメルケル
の展望・溶けつつある(?) EU への対策と将来展
望など大変興味深い内容を伺うことが出来ま
した。（副会長 能登崇）

新三木会とは
平成 22 年創設。如水会館にて、毎月第３木曜日、
13 時から、経済・政治・国際問題・産業・科学・
歴史・文化の各分野に於いて実力ある講師を招
き講演会を実施している。
（編集者注）

日本とドイツのテレビ番組についての比較が行わ
れました。

ＮＰＯ 第３回定時総会の開催
定時総会は 5 月 18 日,委任状を含む会員 116 名が
出席し開催された。冒頭早瀬会長より、2020 年の設
立 10 周年に向け全会員と共に日独間の草の根交流
を益々活発化させ記念年を迎えたいとの決意が表
明された。
総会では、活動方針、決算、来年度からの会費値
上げ、新役員など７議案全てが原案通り承認可決さ
れた。
会員の皆様のこれまでの温かいご支援・ご協力に
心よりお礼を申し上げると共に、今後の協会活動を
宜しくお願い申し上げる次第です。
なお議事録・役員名簿はホームページでご覧戴け
ます。
（報告：副会長 能登 崇）

意見を明確にするドイツとは対照的に、日本では中
立性にとらわれていると感じるそうです。スポンサ
ーへの配慮なのか、ネットでの炎上を回避するため
なのか、制作側の立場がはっきりせず、視聴者が自
らの意見を形成しにくくなっているとの指摘があ
りました。代わりにコメンテーターが自由に発言し
ているように見えても、実際には無難なコメントが
求められることも多いようです。
ドイツのニュースでは、ヨーロッパ圏というスケ
ールで話題が選択され、アフリカの報道が多いこと
も特徴です。日本では国内ニュースが主体で、海外
の報道も日本に直接関係するものばかりで、アジア
圏の一員という意識が薄いとの印象です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

旅行番組にも両国の違いが現れています。日本で
は観光地の見所やグルメなどを紹介して、現地に行
ったつもりになれるような番組が多いのですが、ド
イツでは支払った料金に見合ったサービスが得ら
れたかどうかの検証番組が好まれるとのことです。
紹介された旅行番組では、細部にこだわるドイツ人
らしい行動が随所に見られて興味深いものでした。
いわゆる日本スゴイ番組に対する疑問も、日本社
会を考える上で大切な観点だと思います。日本の技
術や伝統が素晴らしいものであることは誰でも認
めることですが、わざわざ外国人を呼んで「スゴイ
ですね」と言わせて、何を再確認しようとしている
のか、その意図は理解しにくいものです。

5 月例会

「報道の現場から見えてくる日本像と
ドイツ像」に参加して
会員

上野

哲也

私は有機化学の研究で博士号を
取得後、日本学術振興会海外特別
研究員として Marburg 大学に 2 年
間留学しました
（1996 年 4 月～1998
年 3 月）。帰国後は大学非常勤や民間企業研究員と
して勤務し、研究所の閉鎖に伴って 2016 年 7 月に
英語・ドイツ語翻訳者として独立しました。現在は
特許翻訳会社の社内翻訳者として、主に化学・医薬・
自動車・機械の翻訳をしています。また、日曜日は
中渋谷教会（プロテスタント）で聖歌隊として奉仕
し、ルター訳聖書から観光案内まで、ドイツ語関係
の問い合わせに対応することもあります。

テレビ番組の比較から日本社会の内向きで周り
に気を遣う特徴を再認識することになりました。国
際交流に取り組む当協会では、海外に滞在された会
員の方も多く、日本とドイツの２つの視点から物事
を考えることが可能ですから、社会に新たな風を吹
き込むことがでるのではないかと思います。

私の入会のきっかけの１つが、5 月例会の講演者
がマライ・メントラインさんであったことです。通
訳・翻訳者としての活動にも、同じ翻訳者として興
味があり、また私はブログで、ドイツの新聞や雑誌
の記事を紹介することもあるため、報道における日
本とドイツの比較にも関心があります。
マライさんは日本のテレビ番組に出演するほか、
ドイツの公共放送 ZDF 東京支局でも番組制作に携
わっており、その経験を踏まえて、今回の講演では
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第1回日独ユース・女性フォーラムのお知らせ

Susanne Eckert 日独婦人交流会会員 駐在員夫人
林 真央 フルート奏者•ドイツ語講師
鈴木志帆 製薬会社秘書室勤務
日本人学生：横浜日独協会ヤングクラブ（ＹＣ）会員
他学生
（神奈川大学、フェリス女学院大学、横浜国大他）
ドイツ人学生 : ブレーメン経済工科大学他、留学生

６月 22 日（土）午後１時より、第１回日独ユース・
女性フォーラムを開催致します。今年初めてユース
フォーラムと女性フォーラムを合同で開催する事
となりました。神奈川大学のブッヘンベルガー先生
による基調講演の後は、日独の多彩なパネリストを
お迎えしており、学生達とのディスカッションが活
発に行われることと思います。また、林さん、大治
さんによるフルートとお琴の合奏とケーキビュッ
フェもお楽しみいただけます。
このようにプログラムも大変充実したものとな
っておりますので、皆様お誘いあわせの上どうぞご
参加下さいませ。

討論テーマ
「異文化混在社会に向けた女性の役割」
：
―女性に対する社会的差別への対応
―望ましい男女の役割分担

16:40 まとめ
17:00 閉会 懇親会

日独ユース・女性フォーラム委員長 小島 南雲

（軽食と飲み物の用意 ～18:00）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第１回

日独ユース•女性フォーラム

趣旨
日本とドイツの若者及び女性が両国の協力、交流
や女性の社会進出について、体験を交え将来の活
動の方向を話し合い、親睦を深める場を提供する。

昨年のユースフォーラム

１．主催： NPO 横浜日独協会
共催： 横浜市国際局
２．日時： ２０１９年６月２２日（土）
１３：００－１７：００
場所： 横浜国際センター
（横浜市西区みなとみらい１－１－１
パシフィコ横浜 国際協力センター6 階）

2017 年の女性フォーラム

文化委員会企画
３．プログラム

「ドイツフェスティバル in ぐんま」見学会

受付開始
前奏（箏曲）：大治はるみ JDGY 会員
開会
開会挨拶：横浜日独協会 早瀬会長
来賓挨拶：横浜市 赤岡国際局長
13:20 基調講演：神奈川大学教授
Stefan Buchenberger 博士
14:10 高校生ドイツ短期留学報告
横浜市立桜が丘高校 大平拓人

12:30
12:55
13:00
13:05

同

群馬日独協会では、寺澤文化委員長の著書『ド
イツに渡った日本文化』
（2017 年 10 月 明石書店
刊）をもとに、各章のテーマごとに研究グループ
を立ち上げ、研究・調査を続けてこられました。
その成果が、上記フェスティバルでパネルによ
り展示されます。
（本の説明はＰ11）
皆様にはそれぞれのご都合で、会期中にお出
かけ下さい。なお会場受付にて「横浜日独協会か
ら」とお申し出ください。

椎橋美月

【会期】6 月 28 日(金)～30 日(日)
【会場】群馬県庁、1 階県民ホール・県民広場
【催し】パネル展示「ドイツに渡った日本文化」
、
ドイツ輸入品の紹介・販売、
テディベアの展示・クマさん作り他
【その他】臨江閣（迎賓館・重文）や群馬県庁展
望室（眺望絶佳）の見学

14:40 休憩（手作りケーキとお茶の用意）
フルート•琴合奏：林真央 JDGY 会員
大治はるみ JDGY会員

15:10 パネルディスカッション
司会進行： Florian Geier 富士フィルム
パネル陪席者：
佐藤•プリンツ•マヌエラ博士
ドイツ学術交流協会（DAAD） 慶応義塾大学講師
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＜新潟ドイツ領事館跡の記念碑除幕式＞

『2019 年全国日独協会連合会総会』

4 月 20 日

・開催日時：4 月 18 日(木)～20 日(土)
・会場：新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

1869 年から 1882 年まで存続した領事館跡に当た
る新潟グランドホテル内敷地の一角に、高さ 2.3 m
の記念碑が完成。日独両国語で領事館の存在が記
されている。
除幕式にはフィーツェ首席公使、花角知事、中原
市長はじめ関係者 80 名が出席。

副会長 能登 崇

今回の総会は、本年開港 150 周年を迎えた新潟市
で開催された。渡辺 JDG 新潟会長の開会宣言に続き、
県知事、市長の歓迎ご挨拶のあと、フィーツェ独大
使館首席公使より激動時代にこそ信頼出来るパー
トナーとの価値共有の重要性が述べられた。更にシ
ュタンツェル独日協会連合会会長が日独両協会活
動の更なる発展を強調された。
総会は全国から 46 協会(委任状を含む)が出席、当協
会からは早瀬会長夫妻、齋藤常務理事、寺澤理事及
（スナップ写真） ・早瀬会長の協会概要発表
び能登副会長夫妻の 6 名が参加した。
ドイツ総領事館跡記念碑前で、
シュタンツエル独日協会連合会会長
（前駐日ドイツ大使）と。

総会後のパーティーで、全国日独協会連合会会長代行に就任の
中根元大使ご夫妻と“チーム横浜”

会議では以下の諸議案が原案通り承認された。
・日独協会連合会役員の選任（辞任：木村敬三会長
代行、新任：中根 猛会長代行）
・連合会規約改訂（副会長を約 10 名から 13 名以下
とする）
・2018 年度決算案と 2019 年度予算案
・2020 年度連合会開催地（東京）
続いて副会長会議、日独ユースネットワーク活動他
の事項が報告された。
その後各協会から、協会概要、
主な活動内容、重点事業等を中
心とした発表に移り、当協会か
らは早瀬会長が、月例行事内容
に加えて、「日独高校生相互派
早瀬会長の協会概要発表 遣」
、
「中小企業セミナ－」の実
施報告、さらに本年 6 月開催の「日独ユース・女性
フォーラム」の紹介、最後に 2020 年の 10 周年記念
行事につき報告をされた。
また昼食後には神林恒道會津八一記念館館長によ
る基調講演「新潟の医学者たち」、建築デザイナー：
カール・ベンクス氏による「古民家再生への取組」
を拝聴。
また総会終了後の懇親会では、首席公使、独連合会
会長はじめ各協会との交流を図ることが出来た。後
日主管・JDG 新潟の渡辺会長から当協会早瀬会長に
次のメッセージが寄せられた。

日独ユースネットワークとの交流スナップ
４月１４日

フランクフルト独日協会正副会長歓迎昼食会

「ご丁寧な御礼 恐縮至極です。貴協会の裾野の広
さには敬服します。寺澤先生の著書をはじめ勉強に
なることが多く、これからも宜しくお願いします。
」

後列中央： フランクフルト独日協会 バイエル会長
前列中央： クノーブラオホ副会長
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フランクフルトからの高校生を迎えて
在フランクフルト日本国総領事館後援の作文コンテストで最優秀賞を受賞された２名の高校生が来
日しました。作文のタイトルは、Japan jenseits der Klischees – was mir persönlich wichtig ist「つきな
みではない日本‐私にとって大切なこと」です。
４月１２日より１７日朝まで、当協会会員の中村澄子様、大治はるみ様、地野洋子様宅でホームステ
イを体験し、その後、関西への５日間の旅行に旅立ちました。
横浜での活動につきましては、それぞれホストファミリーやアテンドをされた方よりのご報告があり
ます。皆様、温かな歓迎をしていただきまして、ありがとうございました。
（高校生作文コンテスト委員長 佐藤 恵美）

アンナとの５日間

楽しかったステイ受け入れ

会員 中村澄子

会員 大治はるみ
一昨年の Anne に続き、今
回ステイした Maike もとても
優しい良い子で、三泊しか都
合がつかず残念でしたが、本
当に楽しく意義ある交流が
できました。朝晩は毎回手づ
くり和食に、デパ地下やスー
パーを案内がてら色々買い
足し、様々な食材を試して喜
んでくれました。毎晩寝るまで日本文化からグロー
バルな問題まで話が尽きず、緑の党の若者の党にも
所属し、金曜デモにも参加する彼女の、高校生とは
思えぬ思考力・行動力には頭が下がりました。
到着日の一晩目は、学校で中国語を 3 年習ったの
で、卒業後は中国での
実習を考えている、と
言っていたのが、鎌倉
江の島へ行った 2 晩目
は日本が素晴らしいの
で日本語を習いたい、
猫カフェや中華街、山
下公園、みなとみらいを散策した 3 晩目には、卒業
後は中国でなく日本で勉強したい、と。
4 晩目に駅で見送った時は、東映アニメ見学に高
校生らしい喜び様で、帰国後のメールには、日本は
本当に興味深く、学校で日本に関するグループを作
りたい、とありました。今回の Anna と昨年アテン
ドした妹の Eva からもメールをもらいましたが、日
本を好きな若者が増えてくれて嬉しい限りです。フ
ランクフルトおよび横浜日独協会の皆様に心より
感謝申し上げます。

桜が散り始めた 4 月 12 日アンナは我が家にやっ
て来ました。彼女は長い髪と赤い口紅が印象的な小
柄な女子学生でした。
到着日、迎えの車の中で窓外のネオンを面白そう
に眺め、こちらの矢継ぎ早の質問にも疲れを見せず
答えてくれました。自宅では自己紹介を交えながら
の軽い夕食で少し打ち解けた様子でした。日本滞在
2 度目の彼女は、今回のために急ごしらえで整えた
和室をとても気に入ってくれました。今でも籐椅子
に座って寛いでいる彼女の姿が目に浮かびます。翌
日の朝食の席では、目に飛び込んできた庭の新緑と
金魚草に興味を示していました。こうして朝食と夕
食を共にする毎にお互いの親密度が増していった
ように思います。家の近くの小料理で夕食を取った
時、アンナはお刺身と天ぷら
に舌鼓を打ち、カウンター席
から料理の盛り付けをスマホ
でパチリ。
三日目、元町や横浜港近辺
を歩き回った日は、ゆっくり
と日本式のお風呂を楽しんで
いました。一時間以上かけて
電車通学をしていたこと、ワ
イン醸造を営む実家の話、そして政治や学校制度
にまで話題が広がると、はっきりと自分の意見や
経験を述べていました。

フランクフルト高校生ホームステイ
会員

アンナは故郷の天気や、日本のアニメが高い視
聴率を得ている等、折を見て近況を知らせてくれ
ます。それと共に、私は控えめな彼女がお土産と
一緒に忍ばせてくれた家族の写真を時々眺めなが
ら、あの 5 日間の思い出を楽しんでいます。

地野 洋子

４月１５日、１６日の２泊、大
治さんを引き継ぎ、マイケさん
を迎えました。両日とも最寄り
駅で出迎え、連日の訪問、体験日
程の後、東京横浜から遠いわが
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家にやって来たマイケさん、その日経験してきたこ
と、感じたことをずっと話してくれる元気な高校生、
遅い夕食を取りながら、色々なことを話しました。
初日、翌日のスカイツリーの話になった時、高所
恐怖症で上まで行かれるかどうかと初めて心配そ
うに話していましたが、帰って来た時には嬉しそう
に感想を話してくれました。何とあまりの高さのた
めに眼下に広がる光景が現実のものか、非現実か区
別がつかず、現実としての高さを実感できなかった
ので恐怖を感じなかったけれど、このことを知った
のは貴重な体験だったという話しでした。
好きな日本の作家、吉本ばななや村上春樹に受け
た新鮮な印象について、堪能な英語、特にドイツの
高校での語学教育
について、話を聞
きました。外国語
教科として英語、
学校では日本語が
ないので、代わり
に共通の漢字のあ
南雲理事宅にて着物とお茶体験
る中国語を取って
いて、スペイン語も習ったこと、加えてイギリス語
学留学、アムステルダムのホームステイでのオラン
ダ語、インターネットで日本語コースを取り始めた
ことなど興味深い話でした。
また、着物体験時のきつ
かった帯への驚き、その帯
をつけた着物の美しさ、浅
草見物での外国人観光客の
多さ、その中に明らかに日
本文化に敬意を払っていな
いと思われる観光客を多く
見かけたこと、私たちは各
自の文化を尊重しなければ
と真剣に話していました。
１７歳の感性と知性に大いに感心しました。
帰国後のメールによると、自分の学校で新たに日
本と日本文化のサークルを立ち上げるつもりだと
いうことで、日本への関心を呼び起こし、経験を仲
間に伝えようとする実行力を心強く思いました。
自分の意見をはっきり言葉で伝えることのできる
聡明なマイケさん、またお会いしたい素敵なお嬢さ
んでした。

鎌倉彫「博古堂」訪問

会員 佐藤恵美

鎌倉八幡宮境内にある老舗「博古堂」を訪問し、
代表取締役でいらっ
しゃる後藤圭子さん
にご案内いただきま
した。東京芸術大学
をご卒業の後藤さん
は、運慶に代表され
る慶派の仏師の末裔
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として 29 代当主（初めての女性当主）を務めてい
らっしゃいます。店内には伝統継承の重みのある品
から現代的センスの優美な品々までが美しく飾ら
れていました。また、上の階では鎌倉時代からの貴
重な収蔵物を拝見し、Anna と Maike も歴史の深さ
を感じ取っているようでした。この場をお借りして、
後藤様にお礼を申し上げたいと思います。

４月１３日（土）
磯貝 喜兵衛
見学の最初は鎌倉彫りの体験・実習
でした。向井稔副会長のご案内で仏師・
快慶の子孫が経営されている「博古堂」
（鎌倉彫資料館）へ。Anna Hein, Maike Weber 両君
に、向井さん、佐藤恵美さん、大治はるみさん、磯
貝の４人も加わり、指導の先生に彫刻刀の使い方を
教わりながら、約１時間かけて小さな盆に花や小鳥
の模様を彫り込みま
した。昼食は１階レス
トランで、豪華な鎌倉
彫の器に入った和風
の料理を頂き、鶴ヶ岡
八幡宮へ。大安吉日と
あって、神前結婚の最
中を見学することができ、二人は雅楽が吹奏される
中、花嫁・花婿の三三九度のシーンをしきりにカメ
ラに収めていました。

江ノ島散策

会員 館野ゆかり

鎌倉から Anna, Maike
お二人は佐藤さんに伴
われ、向井副会長の車
で江ノ島に来られまし
た。
週末で大変な賑わいの
参道を通り、まずは辺
津宮へ。茅の輪くぐり
を体験し、中津の宮で
は水琴窟の音に耳を傾けました。サムエルコッキン
グ苑前では大道芸人がジャグリングや独楽回し、は
しご乗りなどを披露していて、大勢の観客とともに
パフォーマンスを楽しみました。テラスからは遠く
大島を望む相模湾の絶景が見られ、青い海をカメラ
に収めていました。
そして切り立つ岩山と海をバックに、ちょうど昨年
Anna さんの双子の姉妹 Eva さんが撮影された場所
で記念撮影しました。
帰路は、かすかに姿を見せていた富士山を眺めなが
ら江ノ島大橋を渡り、江ノ電江ノ島駅を通りモノレ
ールで大船へと向かわれました。天候に恵まれた一
日でした。

バイエルンでオペアをしている井出航平です。

４月１５日（月） （磯貝喜兵衛記）

Anna, Maike 両君は午後１時、広尾の駐日ドイツ
大使館へ、フランクフルトから付き添いのクノーブ
ラォホ眞澄さん、能登崇副会長、佐藤恵美委員長と
表敬訪問。出迎えてくださった広報課長のマリオ・
クレープス参事官は、なんとクノーブラォホさんの
娘さんとドイツ人学校での同窓と
いう奇縁。大使館応接室では、大
使館の役割、特に日本の若い世代
にドイツを知ってもらうように取
り組んでいることなどについてご
説明いただきました。和やかな談
笑が終わって記念品を頂き、大使
公邸の広大な庭を案内して頂きま
した。鐘楼では大釣り鐘を二人が
「ゴーン ゴーン」と撞き鳴らすシーンも。故国ド
イツの壮大な大使館にすっかり魅了されたようで
した。

寄稿が随分ご無沙汰になってしまいました。
この度、元の家から 30 分くらいのところに引っ越
しました。引っ越すまでにはかなり多くの事が起こ
り、オペアとして明日の事も分からないくらい複雑
で自分の事は何も手につきませんでした。またアル
プスの麓の冬場はかなり冷え込み、日も短いのでク
リスマスの後くらいからは家庭自体がどんよりと
した雰囲気でした。
しかしサマータイムの開
始と同時に暖かくなり始
め、こちらでも桜が見ら
れるようになっていま
す。この気候の変化に対
する家族や街の雰囲気が
明るくなって行く変化も
著しく、ハイデルベルク
にいた時より春の訪れを
強く実感しています。
そして僕の最近は新しいホストと前のホスト、両方
の家庭（お互いに面識がある）のオペアを兼ねてい
るので、毎日車で行き来しています。また子どのも
世話の合間にはスイス、オーストリアを通ってアル
プス横断をしてみたり、アウトバーンを飛ばしてラ
イプツィヒまで足を伸ばしたりしています。ドイツ
鉄道は遅延が日常茶飯事なので、運転する機会が格
段に増え車社会としてのドイツにも馴染んできま
した。
また秋の進学を目指していますが、ホストの家庭状
況は不安定なのでオンラインで授業を受けていま
す。進学フェスタなどにも参加していますが、ミュ
ンヘン周辺はやはり学生には生活費が高いですね。
新学期は別の州で迎えることになりそうです。それ
までにオペアでもう少しドイツでの生活力を磨き、
その後は Studienkolleg に入りしっかり大学の基礎
を固めるつもりです。外国人の正規学生はそのまま
大学に入学するより Studienkolleg を経由した方が
卒業が早くなるという統計が出ているという事で
こちらを多方から薦められ決めました。僕の高校な
どの同期は今年度から新社会人になる友が多いで
すが、僕は急がば回れでやって行きたいと思います。
夏になれば毎日近場のアーマー湖で泳げる日々が
待っているので、それまでもそれからもお世話と勉
強の二刀流でやっていきます。

このあと、電車で練馬区東大泉の東映アニメーシ
ョンへ。二人が興味を持つ日本のアニメの拠点をじ
っくり見学しました。ここで制作されるテレビアニ
メの「ドラゴンボール」や「ワンピース」はドイツ
でも人気があるそうで、一般には公開されないアニ
メーターたちの手作り・制作現場をじっくり見せて
もらい、大満足のようでした。

歓迎会にて
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のオブリガードの様に聴こえて来ました。いずれ、
この楽曲は、コンチェルトに編曲して試験的にコン
サートを持つと興味深いコンサートになるのかと
思いました。
また、当日は、演奏の合間に武田さんの判りやすい
解説も聞いていて勉強になりました。
このコンサートはミニコンサートの様に思ってい
ましたが、１時間半の長丁場で、とても充実した気
持ちになりました。

３月例会

若々しいデュオ・コンサートを鑑賞して
北井会員
ヴァイオリンの武田章寛さんは、2010
年第８回東京音楽コンクール弦楽部
門第３位受賞後、ソリストとして円光寺雅彦、マル
ク・ゴレンシュタイン指揮東京フィルハーモニーと
共演。その後、数々のオーケストラにソリストとし
て出演。ピアノの久保山菜摘さんは、2013 年ショパ
ン国際コンクール in Asia プロフェッショナル部門
最高位。その後も数々のコンクールで優勝の経歴の
持ち主。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

４月例会

「開戦前夜-政治家斎藤隆夫の挑戦-」
を拝聴して
会員 北島綾子
大野眞理子様、ご講演有難うご
ざいました。何て立派なお爺様
をお持ちなのだろう！
それが私の第一感想です。昭和の開戦前後の歴史に
ついては、私自身無知と言えるほど何も知らず、粛
軍演説、支那事変処理に関する演説と真っ当と言え
る考えを堂々と国会で行われたということに唯聞
き入るだけでした。
大野様にとって肉親の方につ
いての説明でしたので、日常の
細々としたことが説明の合間
合間になされ、血の通った人物
像を彷彿とさせることが出来
ました。

当日のプログラムは、
１．バッハの無伴奏ヴァイオリンソナタ第１番
BWV 1001 から第１第２楽章
正にドイツ正統派の重厚な演奏で、特にフーガの作
品は、各声部が明瞭な発音でひとつひとつの声部が
聴衆に語りかけて来るような話法でした。
２．シューマン ３つのロマンス Op. 94
恋に対する予感と言う様な雰囲気から憧れへと変
貌するような曲想を、丁寧な奏法で叙情豊かな演奏
が好感が持てます。
３つの、と言う事は、ソナタの様であるというより
組曲のような作品群の様ですが、３つの楽章の有機
的繋がりを感じさせる演奏でした。

説明の内容は：

３．R. シュトラウス
ヴァイオリンソナタ Op. 18
この曲は、シュトラウスが、古典派的な絶対音楽か
ら、リストやワーグナーの影響を受けて、創作手法
の転換期を迎えたころの作品です。シュトラウス、
唯一のヴァイオリンソナタでありますが、武田さん
と久保山さんの演奏を聴いてると、あたかもコンチ
ェルトの様に聞こえて来たところが何カ所もあり、
重厚な武田さんのソロを、久保山さんのピアノが支
えているわけですが、ピアノの声部が、恰も、フル
ートの音色やオーボエの音色、はたまた弦の Tutti

１．斉藤隆夫氏の略歴
1870 年（明治 3 年）但馬の国、
現在の兵庫県に生まれ、東京
専門学校（現早稲田大学）、米
国エール大学留学、弁護士事
務所開業と、輝かしい経歴を
お持ちです。
しかしその道のりは平坦ではなく、明治の人らし
い気骨と努力で克服されたそうです。
1912 年(明治 45 年）に衆議院に初当選されています。
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２．その人物像
国会議員の見識の必要性、兵庫の利益のためだけ
に動かない、己の立脚地を定めることの三つを挙
げておられます。

「開戦前夜：政治家 齋藤隆夫の挑戦
～命をかけた名演説～」に参加して

３．斉藤隆夫氏の三大演説

会員 前砂 優子

①普通選挙法賛成演説 1925 年(大正 14 年)3 月 2 日
②粛軍演説

そもそも恥ずかしながら政治には全
く興味がない私でしたが、講演をな
さるのが大野眞理子さんと言う事で
参加いたしました。当日にもお話が出ましたが、も
う１０年以上前 Am Brunnen の時から良く存じ上げ
ておりましたし眞理子さんが出版なさった“オー・
マイ・パパ”を読み、すっかり大野眞理子一族のと
りこになりました。

1936 年（昭和 11 年）5 月 7 日

③支那事変処理に関する質問演説
1940 年（昭和 15 年）2 月 2 日
この演説は「反軍演説」として有名で、その一端を
現在でも YouTube で視聴することが出来ます。
結果、懲罰委員会にかけられ除名処分を受けるこ
ととなります。演説の中身は、泥沼化した日中戦
争を憂い、国民の立場に立ち、国民の犠牲をこれ
以上大きくすることは出来ないというもので、国
家百年の計を誤ることとなり、政治家の罪ともな
ると言っております。軍部批判だけでなく、議会
軽視の時代の政治家への批判を行ったものです。

曽祖父にあたられる大石正巳氏は、大隈重信、板垣
退助、犬養毅達と同時期に活動していたのに、６０
歳で引退し禅門に没入していったり、お爺様である
齋藤隆夫氏は国民の意思を汲み強く戦争反対を訴
え、衆議院本会議で政治・軍部の戦争処理を糾弾す
る演説を行いましたが、陸軍内部から「聖戦を冒涜
するものだ」との批判を受けこれにより議員を除名
されます。

４．その他
斉藤隆夫氏は政治の世界から距離を置いたので
しょうか？いいえ、1942 年（昭和 17 年）軍部の
圧力ををはねのけ、兵庫から最高点で衆議院議員
に当選しています。すごいですね。しかし日本は
大戦へと突入し敗戦となります。
戦後第１次吉田内閣に入閣され 1946 年（昭和 21
年）、1947 年（昭和 22 年）片山内閣にも入閣さ
れますが、１９４７年（昭和 24 年）79 歳でご逝
去されています。

昭和のはじめ、日本がひたすら軍国主義への道をた
どる中、信念を持って国民の言いたい事を言ってく
れた一人の政治家がいた事に本当に感動していま
す。
一人でも多くの人々にこの事を知っていただきた
いと思いました。

私自身戦前の昭和史については無知に等しく、拝聴
するだけで「そうだったのか、そういうこともあっ
たのか」と認識を新たにし、歴史の振り返りをして
みようと思います。「粛軍演説」は 2・26 事件戒厳
令下、「反軍演説」は支那事変下、いずれも大きな
流れに「違うのではないか」、「間違っているので
はないか」と問うことの勇気、力に敬服致します。
どうしてあんな犠牲者を出す無謀とも言える戦争
をしたのだろうと思います。70 余年経った現在も解
答はなかなか出ないのではないでしょうか。こうい
う人物が日本に存在し、正論を吐き、流れに竿差し
たことを大変嬉しく思います。

そしてそれは華麗なる大野眞理子一族の義務でも
あると感じております。
幸い眞理子さんの言葉は一般の人々に分かり易く
良く伝わると思います。
失言を繰り返す政治家の多い昨今政治に携わる
方々それを目指す若い方々にこそ是非引き継いで
欲しい本当の政治姿勢ではないでしょうか？
眞理子さんありがとうございました。

大野様、本当に有難うございました。少し勉強しよ
うと思いました。 （了）
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＜Brexit＞

ドイツ産業トピックス

この原稿を書く時点でイギリスのＥＵ離脱問題
（Brexit）は、１０月末まで延期となり小康状態で
す。当初の期限が迫る３月７日の HB では、合意無
き離脱の場合、ドイツでは自動車、銀行、消費財業
界を中心に人員削減が必要となり、これらの産業の
３５％の企業が従業員の解雇を計画している、と報
じられました。影響は日本以上にあるのでしょう。

理事 大堀 聰（中小企業支援委員）

＜自動車業界は異業種タッグマッチ＞
自動車業界は大競争時代を迎えています。トヨタ自
動車とソフトバンクグループは米ライドシェア最
大手、ウーバーテクノロジーズの自動運転開発部門
に 10 億ドル（約 1100 億円）の出資をすると発表し
ました。トヨタは自動運転に関連し異業種と次々に
手を組んでいます。
一方ドイツではダイムラー社とＢＭＷが、自動運転
の標準を作るべく手を組みました。（Daimler und
BMW wollen bei Roboterautos Standards setzen.）ま
ず２社で作り、それに他社の参加を求めていくと公
表したのです。本来この両社は最大のライバルです
が、膨大な費用がかかるのを抑えつつ、開発を早め
るために連携しました。(Handelsblatt２月２８日他、
以下 HB と書く)
この様に自動運転に関しては大手同士が組み、そこ
にＩＴ業界が入り、まるで異業種タッグマッチの様
相です。
またもう一つのテーマである電気自動車では、車の
部品点数が大幅に減ることから、同じく異業種の参
入が続いています。そうした中、声を上げたのがサ
イクロン式掃除機で知られたイギリスのダイソン
（Dyson）です。ネット上ではそのユニークな掃除
機のイメージを踏襲した、車のデザインがいろいろ
想像で書かれています。

また他にも次のような記事が目に付きました。
１. Brexit は死に体だ。
（Der Brexit liegt im Sterben FAZ 15.03）
２. FOCUS 誌は「エリゼ宮では真実を語る時がきた。
（Stunde der Wahrheit im Élyséepalast.）
」の見出し
コメントと共に、フランスのマクロン首相は Brexit
に関して、メルケル首相とは意見の不一致があると
伝えました。
（Beim Brexit sei er mit Merkel nicht auf
einer Linie. 25.04 )

＜銀行統合の破断＞
前号でドイツ銀行とコメルツバンクが統合の検討
に入ったとお伝えしたが、４月２５日の HB は、数
週間の討議の末に破断となったと報じました。
(Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank
geplatzt.)
それほど統合の効果が見込まれないためとのこと
であるが、数万人の人員が整理される見込みであっ
たので、経営陣にも二の足を踏むところがあったの
ではないでしょうか？ またいろいろな憶測もある
ようです。

＜中堅企業(Mittelstand)＞
最後は中堅企業に関連した記事です。
１. どうして中堅企業のデジタル化はうまくいかな
いか？（Warum Digitalisierung im Mittelstand so oft
scheitert?）
デジタル化プロジェクトの８割が失敗するのは、従
業員の非協力によるものではなく、柔軟性のない社
内の仕事の分担制度による。
（HB３月３０日）
２. ドイツの会社は後輩を育てない。
（So vergraulen
Deutschlands Firmen ihren Nachwuchs.）実習生は貴
重な明日の戦力だが、ある調査によると、多くのド
イツの企業とりわけ中堅企業が、この機会（制度）
を利用しない。
（HB２月１日）

British GQ より
ダイソンは今年の１月、日産の高級ブランドである
インフィニティで社長を務めていた、ローランド・
クルーガー（Roland Krüger）を迎え入れ、自動車開
発の指揮をとらせると発表しました。名前から分か
るように、彼はミュンヘン生まれのドイツ人で、
ＢＭＷでの経験が長く、ＢＭＷ JAPAN の社長も務
めた人です。彼の元部下であったＢＭＷ JAPAN の
社員は「クルーガーがどのような車を出してくるか
楽しみだ。
」と半分皮肉交じりに語っていました。

注：ここで私は「中堅企業」という言葉を使いまし
た。我々には分かりにくいですが、IfM Bonn の定義
によれば Mittelstand（中堅企業）は形態が“オーナ
ー企業”で規模は決定的要因ではない。一方 kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) はまさに“中小の
企業”で規模を表すとしています。
以上
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文化コラム

海を渡った日本文化
―活躍する女性たち（その１）―
会員

(2017 年 10 月
明石書店刊)

寺澤行忠

私はここ 10 年ほど、｢海を渡
った日本文化｣という研究テー
マで海外を歩いてきたが、日本
の文化が一般の多くの日本人
が想像する以上に、広くまた深
く受け入れられている現状に、
驚かされるものがあった。その
具体的な状況は拙著に詳述し
たが、海を渡った日本文化の中
からいくつかのテーマに沿っ
て、簡単に紹介してみたい。

日本の文化が海外に受け入れられるについては、
日本の文化そのものに優れた価値があることによ
るものであることは言うまでもないが、その背後に
は、それを紹介する多くの人々の努力があることを
忘れるわけにはいかない。
東京にあるドイツ日本研究所の第２代所長で、ヨ
ーロッパ日本研究協会会長なども歴任したベルリ
ン自由大学のイルメラ・日地谷＝キルシュネライト
教授は、1993 年から 2000 年にかけて、日本文学の
ドイツ語訳シリーズ、｢日本文庫｣32 冊を刊行した。
すべての本が、女性である同教授の見識によって選
定され、従来ドイツへの紹介が遅れていた女流作家
も多く取り入れられている。ライプニッツ賞、ドイ
ツ連邦功労十字章、日本の旭日中綬章などを受賞し
ている。

ヴィースホイ・小野由美子氏ご夫妻と筆者

同地の日本語普及センターでは羽田・クノーブラ
オホ・眞澄氏が事務局長を務め、ドイツ人に日本語
を、日本人にドイツ語を、200 人以上に教えている。
語学のみならず、日本の行事の紹介、コンサート、
講演会など多数のイベントを催し、フランクフルト
における日本文化紹介のセンターとして、文化交流
にも力を入れている。また近年はわが JDGY と協力
し、作文コンテストで優秀な成績を収めた者を相互
に招きあっていることは、ご承知のとおりである。
ハイデルベルク大学のメラニー・トレーデ教授は、
ドイツではきわめて少ない日本美術の専門家で、ド
イツの日本美術史学をリードする。門下生は、ドイ
ツ各地の美術館の日本美術部門で、キュレーターと
して活躍している。
デュッセルドルフ大学の前みち子教授は、金沢の
出身で、文学、比較文学、ジェンダー論を専門とす
る。ドイツの日本学では、３人しかいない日本人教
授の１人で、1995 年より 6 年間、副学長を務めた。
ハンブルク独日協会では、橋丸榮子氏が会長とし
て活躍している。重光葵元外相の姪で、50 数年の歴
史をもつハンブルク独日協会で、日本人の会長は初
めてだという。JDGY とは協力覚書を交換しており、
昨春もハンブルクの「桜の女王」を案内して来日し、
JDGY のメンバーと交歓した。

芥川賞作家で詩人の多和田葉子氏は、1982 年に渡
独、ハンブルクやベルリンを拠点に、ドイツ語と日
本語で小説を書いている。ドイツ語でも 20 冊以上
の小説やエッセイ集を執筆しており、その文学活動
に対し、2016 年にドイツの権威ある文学賞であるク
ライスト賞が贈られた。
ハンブルク桜の女王と橋丸榮子氏、早瀬会長ご夫妻

フランクフルトでは、銀行家として実業界で活躍
するゲルハルト・ヴィースホイ氏の夫人であるヴィ
ースホイ・小野由美子氏が、裏千家フランクフルト
協会の会長を務めている。自宅に立派な茶室を持ち、
時には広い庭で野点をする。茶人としてのみならず、
フランクフルト国際婦人クラブの会長として、夫君
とともに日独親善に貢献している。
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『アメリカに渡った日本文化』
（2013 年 7 月

淡交社刊）

P3 の「ドイツフェスティバル
in ぐんま」のお知らせも
ご覧ください。（編集者注）

年会費納入のお願い

文化委員会企画
教養講座「百人一首をよむ」

新年度に入りましたので、2019 年度年会費の
納入をお願い致します。

【日時】原則として毎月第１水曜 13:00～14:30

♢ 年会費：個人会員 3000 円 家族会員 2000 円
青年会員 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：６月末日
（照会先）080-7807-7236 (事務局）
090-8317-5775（能登）

【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）
６月例会
７月例会
８月例会
９月例会

６月５日（水）
７月３日（水）
休み
９月４日（水）

604 会議室
604 会議室
604 会議室

【講師】寺澤行忠会員（慶応義塾大学名誉教授）
３月６日（水）行われました JDGY 文化委員会
「教養講座 百人一首をよむ」会で、
「余興」とし
て新しい年号の『１字あてクイズ』を行いました。
１５人の投票があり、４月１日の「令和」発表で、
JDGY 会長夫人、早瀬慶子さんの『和』が見事的
中されました。おめでとうございました。
（磯貝喜兵衛記）

行事予定
■ 2019 年 6 月 日独ユース・女性フォーラム：
・日時： 6 月 22 日（土） 午後 1:00～5:00
・会場： パシフィコ横浜国際協力センター
６階会議室
・内容： 日独両国の若者及び女性が相互交流、
社会進出や将来活動などを自由に話し
合います。
・会費： フォーラム 1000 円
■ 2019 年 7 月 例会「武相荘」見学会：
・日時：7 月 27 日（土） 午後 3:00～4:30
・集合：2 時 40 分 小田急線鶴川駅東口に集合
・内容：本見学を通じて気骨溢れる白州次郎の人
生作法やダンデイズムに触れてみます。
・会費：入館料 1050 円
■ 2019 年 8 月 夏季休暇
■ 2019 年 9 月 例会：
・日時：9 月 14 日(土）又は 15 日(日）3:00～5:00
・会場：戸塚区民文化センター ４階（予定）
・講演：北井康一会員（ウォルフィ室内合奏団主宰）
『ベートーベン生誕 250 周年を迎えて』
・会費：例会 1000 円

白洲次郎・正子旧邸「武相荘」見学会
【白洲夫妻について】
白洲次郎は、明治 35(1902）年に生れ、ケンブリ
ッジ大学に学んだ。第２次世界大戦の折には、当
初から日本の敗戦を見抜いて、昭和 18（1943）年
に鶴川に移住。戦後吉田茂首相に請われて GHQ
との交渉に当る。その後、貿易庁長官や東北電力
会長など、多くの企業の役員を歴任した。
白洲正子は、明治 43(1910）年、樺山伯爵家に生
れ、アメリカに留学後、昭和 4(1929)年に次郎と
結婚。昭和 18(1943)年に、次郎とともに鶴川に移
住した。戦後、銀座に染色工芸の店を営む。
『かくれ里』
『十一面観音巡礼』
『私の百人一首』
『日本のたくみ』『西行』など、日本の美をテー
マとした数々の名著を残した。白洲正子全集があ
る。町田市名誉市民。
詳細は、6 月例会の折に、会場受付にチラシを用意

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜新入会員＞
・上野 哲也様
（うえの てつや）
・小路マリア里美様 （しょうじ さとみ）
・久保田 耕朗様
（くぼた やすあき）
・道上 由紀子様
（みちがみ ゆきこ）

NPO 法人 横浜日独協会会報 発行 2019.6.1 (第50 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：会報も 50 号となりました。2 ヶ月おきに
お届けしておりましたが、仕事軽減のため、今回は
5・6・7 月号、次回は 8・9・10 月号になります。

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
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
横浜日独協会会報
発行 2013.10.1
(第 16
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
能登 崇 方
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