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① ＥＵ議会選挙（５月）の結果ポピュリズム政党

が躍進したが、７月のＥＵ主要人事では中道勢

力が土俵際で頑張った 

 欧州連合（ＥＵ）の行政のトッ

プであるＥＵ委員長（現在はユン

ケル元ルクセンブルク首相）の後

任に、ドイツのフォン・デア・ラ

イエン国防相が欧州議会の無記

名投票で選出された。賛成３８３

票で、過半数を９票上回る薄氷の勝利だった。上

の写真は、安堵するフォン・デア・ライエン独国防

相（７月１６日、ストラスブール）。 

 マクロン仏大統領は、メルケル独首相が推して

いたヴェーバー・ドイツ選出議員を拒否。理由は

ドイツで閣僚経験がないこととフランス語が話せ

ないことだと公言。その代わりにメルケル子飼い

で、フランス語に堪能なフォン・デア・ライエン独

国防相をＥＵ委員長に強く推した。そして欧州中

央銀行（ＥＣＢ）総裁には、最有力と見られていた

ドイツ連銀総裁に代えて元フラン

ス財務相のラガルドＩＭＦ（国際

通貨基金）専務理事を据えた。こ

れでドイツ式の緊縮政策は緩和さ

れる。マクロン仏大統領の巧妙な

ディールである。 

一方メルケル独首相は、ＣＤＵ（基督教民主同

盟）のフォン・デア・ライエンをＥＵ委員長に推す

案を阻止する独ＳＰＤ（社会民主党）を何とかか

わし、すかさず国防相の後任に自らの後継者と位

置付けるクランプカレンバウアーＣＤＵ党首を任

命した。メルケル首相は、成長した息子のような

マクロン仏大統領との連携を維持

しつつ、国内のメルケル体制を固

めることに成功したのだ。 

 その他の主要ポストでは、次期

ＥＵ大統領にミシ

ェル・ベルギー首

相（中道リベラル）が、ＥＵ議会議

長にはサッソリ・イタリア選出議

員（中道左派）が選ばれた。 

 

② ウルズラ・フォン・デア・ライエンへの父親アル

ブレヒトの教え 

 １１月にＥＵ委員長に就任するウルズラ・フォ 

 
 
ン・デア・ライエンは医師の免許を持つ７児の母

で６０歳。元ＥＣ（欧州共同体）高官で、後年ニー

ダーザクセン州首相を務めた父親エルンスト・ア

ルブレヒトから、欧州を荒廃させたドイツに民主

主義をもたらしてくれた周辺国への感謝の念を教

えられて育った。外国語に堪能で、英国留学経験

もある。メルケル内閣で家族・高齢者・女性・青少

年相、労働・社会相、国防相を歴任。マクロンの要

望は十分満たしている。所属はＣＤＵだが、ＥＵ

委員長就任後の政策としてリベラル派にも親しみ

やすい地球温暖化対策「欧州のためのグリーン・

ディール」を早くも掲げた。ＥＵ内では拮抗する

ポピュリズム政党と対峙しなければならない。対

外的にもトランプ対策、一帯一路、米ロのＩＮＦ

条約破棄、英国離脱、難民問題など、ＥＵの存立に

関わる難問がウルズラを待ち構えているが、父親

の教訓を体して、ＥＵの精神を貫いてくれるもの

と期待する。 
 

③ ドイツ人のＥＵ委員長が出現した意味 

フォン・デア・ライエンは、父親の勤務地ブラッ

セルで生まれ“欧州人”を自負しているが、国籍は

ドイツ人で現役のドイツ閣僚である。戦後ドイツ

は、過去の反省や欧州内に残る反独感情を意識し

て、ＥＵ委員長の座を自ら避けてきた。半世紀前

のハルシュタインＥＥＣ初代委員長が唯一の例外。

それが５２年後の今回、マクロン仏大統領の強い

押しもあり、ドイツ人の欧州実務トップが実現し

た。戦後間もなく、ドゴール仏大統領の強い後押

しで西ドイツのアデナウアー首相が国際政治にカ

ムバックした歴史と重なる。堅固な独仏連携を礎

に、戦後４分の３世紀を経て、ドイツの欧州にお

ける“敗戦”は周辺国の寛容と価値観の共有によ

って、ようやく終わったように思われる。 

マクロン仏大統領は、終焉期を迎えつつあるメ

ルケル独首相の顔を立てながら、ＥＵ委員長とＥ

ＣＢ総裁にそれぞれ独仏の女性を初めて充て、Ｅ

Ｕ大統領に若いベルギー首相を据えることで、

「若々しいＥＵ」、「女性が活躍するＥＵ」をアピ

ールし、自身のＥＵ改革を進めようとしている。 

欧州に確立された民主主義の価値観を、ポピュリズ

ムの荒波からどう防ぎ、更にＥＵの文化をどう発展

させていくことが出来るか、欧州人の英知が問われ

ている。      「２０１９年８月１０日 記」 
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『欧州連合（ＥＵ）は土俵際で残った―ドイツ国防相がＥＵ委員長に選ばれた背景と意義』 

 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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社長挨拶 代表取締役 ロベルト・ゼーリヒ 

創業者であるヤコブ・ウインクレル氏がドイツから来日したのは、日本が開国してか

ら間もない 1870 年のことでした。もしヤコブ・ウインクレル氏が、1885 年の創業か

ら約 150 年後の今日でも、ウインクレル社が多くのお客様から信頼をかちとり、日本

で事業を継続していると知ったとしたら、きっと驚くと同時に誇らしく感じるだろ

うと想像されます。そして現在、事業を受け継ぐ私たちにとっても、日本で最も歴史

あるドイツ系商社のウインクレル社の一員であることは誇らしいことです。 

当社は、日本の海外貿易の起源となった横浜・名古屋・神戸という都市に拠点を構え、明治・大正・昭和・平成

と 4 つの時代のなかで、あまたの困難を乗り越えてきました。時々のニーズやマーケットの変化などを捉えなが

ら事業を発展させ、最先端の生産・包装機械、印刷機、生産プラント等をヨーロッパから輸入する商社としてお

客様のご支援のもと、今の地位を確立しています。 

ウインクレル株式会社 

[本社] 横浜市中区不老町 3 丁目 12-5 下山関内ビル 2F TEL（045）681-0101  https://www.winckler.co.jp 

[事業内容] 産業用機械、スポーツ・レジャー商品の輸入販売 

乳製品・油脂産業機器 

 

対象製品： 

チーズ/ ヨーグルト/ バタ

ー/ マーガリン/ ショート

ニング/ デザート 

ウインクレルは明治 18 年（1885 年）に横浜で創業したドイツ系商社です。時代と共に様々な製品の輸出入業

を経験し、神戸と名古屋にも拠点を拡げました。現在はヨーロッパより、乳製品・油脂、製菓、製薬・化粧品、

プラスチック・印刷の各分野の高品質な産業機械・プラント機器を輸入し、日本国内に販売する事業を展開し

ております。 

製菓産業機器 

 

対象製品： 

チョコレート/ キャンディ

各種/ チューインガム/ ビ

スケット/ ウエハース 

製薬・化粧品産業機器 

 

対象製品： 

クリーム・ジェル・軟膏/ 錠

剤/ 無菌製剤/ 歯磨き製品/ 

ファンデーション・マスカラ

/ 口紅/ ハンドクリーム 

プラスチック・印刷産業機器 

 

対象製品： 

プラスチック容器（チューブ

製品、ボトル、カップ容器）

/ プラスチック印刷（チュー

ブ製品、ボトル、カップ容器） 

法人会員紹介 
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「第 1 回 日独ユース・女性フォーラム横浜」 

開催報告 

フォーラム共同委員長 小島 拓人 

 南雲 淑子 

 

「第 1 回日独ユース・女性フォーラム横浜」が 6 月 22

日（土）の午後に開催されました。 

 

本フォーラムはこれまで開催された日独ユースフ

ォーラムと女性フォーラムの合同の会として企画し

たもので、フォーラムの会場は横浜市国際局長赤岡様、

国際連携課担当課長長久様他のご協力、ご配慮により、

横浜国際協力センターの会議室とさせて頂きました。 

フォーラムに参加した若者は日本人高校生、大学生

27 名、ドイツ人実習生、留学生 7 名で一般参加者も含

めると総数 84 名（内ドイツ人 13 名）でした。 

今年の基調講演は神奈川大学のブッヘンベルガー

教授にお願いして、ドイツ人から見た日本の若者およ

び女性の社会進出について示唆に富むお話をして頂

き、最後の講評も同教授に適切にまとめて頂きました。  

今年は高校生ドイツ短期留学報告として市立桜丘

高校の大平拓人さん、椎橋美月さんのお二人からフレ

ッシュなドイツ旅行体験報告がありました。 

今年のパネル討論会のテーマは「異文化混在社会に

向けた女性の役割」でしたが、その内容については本

会報の別の報告をご参照下さい。 

今年も日本在住のドイツ人、在独経験のある日本人

等の多彩な 7 名のパネル陪席者に加えて、多数のドイ

ツ人実習生、留学生と日本人学生が本フォーラムに共

鳴して参加して頂いたことは大変結構なことであり

ました。そしてフォーラムでは次代を担う日独の若者

及び女性の社会進出に関心のある日独の関係者が率

直に熱い意見交換をして、各々のアイデンティティを

再確認する場ともなりました。若者の熱い議論を受け

て聴衆の一般の方々も新たな刺激を得る効果もあっ

た様に思われますが、時間の制約から発言者の範囲が

限られた結果となったことはご容赦願います。 

大治はるみ、林真央 JDGY 両会員による琴とフルー

トの合奏の響きが JDGY会員の手作りのお菓子と合わ

せて、今年も異文化の交わりで熱気した会場に和みの

効果をもたらしていました。この半日という一時が、

日本とドイツの次代を担う若者にとってはもとより

一般参加者の皆様も含めて、国際親善と交流の価値あ

る「時間」となったことと確信致します。 

尚、本フォーラム後に横浜日独協会のＹＣ（ヤング

クラブ）の会員として新たに 19 名（横浜国大 2 名、神

奈川大学 4 名、フェリス女学院大学 13 名）の新規入会

申込がありましたことを付記致します。最後に本フォ

ーラムの計画、準備、実行に当たり、ご支援とご協力

を下さった関係者の方々に厚く御礼を申し上げます。 

 
 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
第 1 回 日独ユース・女性フォーラム 

会員  岩崎  博  

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。 

1. 主催： NPO 法人横浜日独協会 

 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 

3. プログラム 

 総合司会：南雲ユース女性フォーラム委員長 

12：55 前奏（箏曲）：大治はるみ JDGY 会員 

 13：00 開会 小島ユース女性フォーラム委員長 

 13：05 開会挨拶：横浜日独協会 早瀬会長 

「政界でも実業界でも、世界中で所

謂“ガラスの天井”が破られつつあ

ります。女性の社会進出には、どう

しても男性の協力が必要です。今日

の議論でも、男性への要求が語られ

ることと思います」 

来賓挨拶：横浜市 赤岡国際局長 

「早瀬会長に美味しい所はほとん

ど話されてしまったので、補足させ

て頂きます。」と笑いながら、「行政

が国際交流を主導する所から、市

民・企業が主導するように移行し、

若い人達が担っていく時代になる。男女共同参画社

会、古い慣習にとらわれない若い世代の意見が必要。

横浜は 6年前からフランクフルト市と友好都市の協

定を結んでおり、今日は若い世代のディスカッショ

ンを期待している。」とご挨拶。 

13：20 基調講演： 神奈川大学教授 

Stefan Buchenberger 博士 

 日本は男女平等の機運

はまだまだ。小島委員長も

お話していたように、今日

はどんな話になるか分か

らない。 
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若者のディスカッションがメインで私は「こうしなさ

い」と仕切るつもりはない。 

さて、今の若者は！と言う前回に続くテーマ。 

日独の 8827人の女性にアンケートを取った結果、日本

女性の賃金は男性に比べて低い。世界の社長の女性の

比率調査でも日本は 13％、114／148 位 

（世界の政治・ジェンダーリポート 2018 年版） 

ドイツは 14 位で、同じ仕事で −27％の給与差。 

日本の女性の就業者の 75％はパートで、家庭内の労働

時間は男性 1 時間に対して女性は 4.3 時間まだまだ男

性の家庭内の労働分担率は差が大きい。 

日本は家族を大事にする。トーマス・マンと谷崎潤一

郎の「細雪」を例に、日本の女性は自分より家族を大

切にして、その為に生きていた。 

 女性参政権が認められたのは、トイツが 1918 年、第

1 次大戦後。日本は 1945 年、第 2 次大戦後ようやく政

治的に男女平等が実現した。 

「男はつらいよ」で「寅さん」は結婚したい。しかし

出来ないのに「さくら」は結婚して子供もいるというの

はポップカルチャーの例として取り上げられている。 

また「サザエさん」は日本の家の内と外の役割分担の

典型的な伝統的家庭の例と言える。 

中心テーマとしての結婚。 

昔は「クリスマスケーキ」に例えられた。24 日＝24 歳

（結婚適齢期のたとえ） 

結婚して男性の家に入る。特に長男の場合、その傾向

が強い。昔は結婚は家と家の結び付きだった。 

望ましい男女の役割分担、女性に対する社会的差別へ

の対応、議論することが大切。本当の男女平等が実現

するには 170 年～220 年かかると言われる。 

活発な意見交換をお願いしたい。 

 

12:10 高校生ドイツ短期留学報告 

横浜市立桜丘高校 

３年 大平 拓人 

２年 椎橋 美月 

 桜ヶ丘高校では留学生

受け入れプログラムと派

遣留学プログラムがあり、

横浜市とフランクフルト市がパートナー都市として

提携したのがきっかけで国際交流プログラムが発足

した。 

2018 年第 1 回プログラムはホームステイ、文化交流

活動異文化交流ワークショップ。 

テーマは、横浜はメディア、フランクフルトは教育。

サブトピックスは、定期試験、入試、放課後の活動、

特別活動。 

留学で知ったことはドイツの多様性だった。 

家庭や学校に様々な国の人がいて、多様な言語が飛び

交っている。多様なルーツの人がいる。（文化の多様性）

ドイツの人は異文化を自然に受け入れる環境があり、

共感しあう下地が出来ている。「自分の生きている世

界が全てではない」という事を学んだと発表があった。 

未来へのファーストステップ 

ドイツ留学で学んだ事 

1. 積極的なコミュニケーション 

  ワークショップで、主体性、積極性の大きな差を

感じた。 

2. 自己表現の大切さ 

  自分自身、周りの環境、自国の文化を知らない事

に気づいた。アイデンティティの自覚が欠けていた。 

留学前の不明確な意識のままの留学で、意義を考え、

課題や将来の目標を明確に出来、周りの人への「感

謝」を学んだ。 

「大きな世界の一員」である事に気づいたと発表を

締めくくった。 

14:40 手作りケーキとお茶のブレークタイム 

フルートと琴の合奏でしばしリラックス。 

 

 

 

 

 

 

 

15:10 パネルディスカッション 
司会進行： Florian Geier 富士フイルム 

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 

 Michael Drewing 

  ボランティアイベント「こんにち」代表 

 Stephanie Drewing 

  ボランティアイベント「こんにち」 

 Suzannne Eckert 
  日独婦人交流会（アム・ブルンネン）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 

   （神奈川大学、フェリス女学院大学、横浜国大） 

  ドイツ人学生：ブレーメン経済工科大学他 留学生 

 

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 

 

ボランティアイベント「コンニチ」： 

大規模なアメニファンイベン

トでカッセル市で 2002 年設立。 

昨年は来場者 3 万人 

スタッフ、オーガナイザー共男女

比はほぼ 50％ずつ。コンセプト

は安心、安全な場所を作る。 

 子供達も一緒に誰でも参加出来るイベント 

また研究者の発表の場で社会問題について 2019 年は

19 人の発表者がいた。 
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Susanne Eckert さん： 

2007 年から 2017 年の間に働く女性の割合は 25％増加

したが、パート・アルバイトが多い。 

ジェンダーギャップ： 男女ギャップ 同一労働・同一

資格で比較しても 6％の給与差がある。 

（DAAD)マヌエラ博士： 

女性の役割を平等に考える上司の存在が大切。偏見の

ない見方が出来る男性が高度な仕事をしながら、家庭

での男性の役割を果たす事。 

林 真央さん： 

15 歳から 31 歳まで音楽留学。ホストファミリーと暮

らす中で、ドイツ語を覚えた。今日は日本と外国人の

学生に、女性の役割の考えの違いを話し合ってもらえ

ると興味がある。 

鈴木 志帆さん： 

ドイツ生活 10 年、日本に戻って 20 年経つ。昔は寿退

社を当然視していたが、2006 年頃から結婚しても働く

人が増え、2010 年頃から出産して職場復帰する人が増

えた。ただ、ダイバーシティ制度や産休制度は整って

きたが、本来の目的が正しく理解されていない。 

自分の場合は職場復帰しても、元の仕事ではなく時短

勤務の為、新入社員のような補助的な仕事をしている。

年上の男性の女性に対する理解が足りない。男性の意

識改革がこれからの問題と考える。 

＜この問題提起を受けて＞ 

ドイツ学生： 

 日本の職場でハイヒールがマストに驚いた。 

男性のノーネクタイは了承されたのに、女性のハイヒ

ールは絶対なのか。 

男性は女性のハイヒールを履く苦痛がわからない。 

元の仕事に戻りたいのに、戻れない心理的な痛みを分

かってほしい。 

上司同士が問題として、話し合いをして欲しい。 

責任のある仕事につく女性ほど、出産に二の足を踏む

人が多い。家族か仕事を選ぶのではなく、どちらも同

じ比重で考えられる社会が望ましい。日独共に生涯出

産人数は 1.24 人位 

ドイツ学生： 

 産休は男性も同じ様に取れる様にする。オフィスに

いないと仕事をしていないという考え方は古い。イン

ターネットを利用してホームオフィス、在宅勤務も可

能になって、働き方も変化している。 

日本学生： 

 留学したドイツでも、ホームステイしたオーストラ

リアでも、両親が、子供が帰宅する時間には在宅して

いた。日本は勤務時間が長いのではないかと思う。 

ドイツ学生： 

 フレックスタイムが日本は少ない。時間から時間ま

での決まった勤務、「上司がいるので、帰れない」、周

りの目が気になる。残業が多くなる。 

ドイツ学生： 

 C.E.O が 2 年前に変わって、女性を責任ある役目に

つけ、フレックスタイムも導入されてきたが、ミーテ

ィングなどで発言出来ない人の為の制度を作って、2

度小ミーティングをする不思議さ？せっかくの制度を

積極的に利用する人が少ない。積極的に発言し、行動

して欲しい。 

日本学生： 

 ドイツでは就職時に「何が出来るか」で応募するが、

日本では大学卒業という資格で採用されるので、横一

線になる。 

日本学生： 

 発言するように促されるが、特に政治については話

さない様に言われているし、小・中・高で訓練出来て

いないので大学になって急に言われても難しい 

ドイツ学生： 

 ドイツでは何かあると「何で」と疑問を聞くのが当

たり前だが、日本では「どうやって」と最初から肯定

の上で進んでいる。国民性なのか教育なのか。 

日本学生（高校生）： 

 制度に対する理解が追い付かない。教育で教えて行

く事が大事なのではないか。 

日本学生： 

 親戚の集まりや家庭で、女性だけが台所に立つのを

当然と思っていたが、ここに来て男女平等の意識は家

庭からと気付いた。 

16:40 まとめ Stefan 先生： 

 大学入試に問題がある。だから今がチャンス！就活

の時にファイトする。自己主張する。男女のイメージ

をチェンジするチャンス。「ハイヒールを履く」、「化粧

する」、何の為、誰の為にするのか考える。 

留学するチャンスがあれば考えが変わるチャンス。是

非ともチャレンジして欲しい。 

17:00 閉会 懇親会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第 1 回 日独ユース・女性フォーラムの討論から 

司会進行(兼通訳)：Florian Geier 

記 録：小野 竜史 

【テーマと問題提起】 
最初に司会から討論テーマ「女性の社会進出」の確

認があった。続くパネリストの自己紹介で次のような

問題提起・コメントがなされた。 

Susanne Eckert アム・ブルンネン会員： 

日本の職業上の男女平等は以前よりも進歩している

が、給与など未だに格差がある。この状況を変えるた

めに、女性は自ら行動を起こさねばならない。 

佐藤・プリンツ・マヌエラ博士： 

職場での男女平等の実現には、女性自身の行動はもち

ろん、上司にあたる人々の理解も重要だ。また女性の

役割についてだけ議論するのではなく、男女双方の役

割分担の再定義が必要だ。 
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林真央さん フルート奏者： 

自分の経験からしても、日独で男女の役割に関する考

え方は大きく異なると思われる。この点について、特

に若い人たちの意見を聞きたい。 

 

鈴木志帆さん 製薬会社秘書室勤務： 

ここ 10 年ほどで男女平等について社会的議論が進み、

制度も整備されてきた。しかし男性、特に職場で上司

にあたる男性の男女平等への理解は、未だに足りない

と思う。制度と個々人の理解、どちらも進むことが重

要だ。 

 

【討論】 

 この問題提起を踏まえて、パネリストと日独の若者

（ヤングクラブ会員・学生）の間で次のような議論が行

われた。 

 

 ちょうど日本で、職場での女性へのパンプス強制に

反対する運動が話題になっている。政治家から、強制

を容認するような発言も見られた。年配の男性は、女

性の物理的・心理的苦痛への理解が足りないのではな

いか。日本の政治家に圧倒的に男性が多いことも問題

だ。当事者の訴えや行動には限界があり、上司にあた

る人々の間でもこの問題を取り上げて、議論してほし

い。(ドイツ人大学生) 

 

 例えば女性が育休を取りづらいと、職業上のキャリ

アを望む女性は子供をあきらめないといけなくなる。

そのように男女平等や女性の社会進出の問題は、日独

が共通して直面する少子化問題にも直結する、社会的

な問題だと思う。(ドイツ人大学生) 

 

 現在はインターネットを利用して自宅から仕事が

できるようになりつつあるが、日本の職場には「仕事

の時に職場にいないといけない」という文化

(Präsenzkultur)がある。このことは家庭と仕事の両立

を一層難しくしている。十分な産婦人科・保育園の確

保、男性の育休など、子供をつくることが当たり前に

なるような対策が必要だ。私の周りでは、育児のため

フルタイムで働けない女性同士のワークシェアリン

グのような例もある。(Stephanie Drewing、パネリスト) 

 

 現在就職活動中だが、どの企業も女性が働きやすい

制度を強調しており、企業の意識は変わってきている

気がする。しかしそこでは「離職」や「育児休暇」が

女性だけの問題のように扱われがちで、おかしいと思

う。(日本人大学生) 

 

ドイツでホームステイを

した時に、両親の帰宅時

間の早さに驚いた。勤務

時間の長さも、日本で家

庭と仕事の両立が難しい

理由の一つではないか。出産休暇と育児休暇について

言えば、その間に女性が働いていないことは確かなの

で、休暇を取らずにずっと働いている人と平等に扱わ

れなくとも、仕方がない面もあるのではないか。 

(日本人大学生) 

 

 日本でインターンをしているが、勤務時間がドイツ

ほど柔軟ではなく、残業も多い。特に仕事が終わって

も、上司よりも先に帰れないのはおかしい。このよう

な状況は、子供を持つ親の負担になる。 

(ドイツ人大学生) 
 

 私のインターン先はアメリカ企業の日本支社で、勤

務時間をある程度自由に決められるフレックスタイ

ム制が導入され、残業もないことになっている。しか

しそれは制度上、理論上の話で、実際には実現されて

いない。残業は本当に少子化にもつながると思う。 

(ドイツ人大学生) 

 

 日本の職場

の年配の女性

も、古い女性観

を内面化して

いる気がする。

男性だけでな

く、女性の意識

改革も必要だと思う。ステレオタイプのとおりだが、

例えば社内のミーティングで発言をしないなど、日本

女性は控えめでおとなしすぎる(zurückhaltend)。年配

の女性も若い女性も考えを変えて、制度、権利やチャ

ンスをどんどん活用すべき。(ドイツ人大学生) 

 

 日本の集団主義とドイツの個人主義という、日独の

文化の違いも影響していると思う。職場についていえ

ば、仕事の仕方も違う。ドイツではそれぞれの人間の

なすべき仕事がきちんと決まっており、それが終われ

ば帰れる。さらにドイツ人は仕事でも日常でも、「なぜ

(Warum)?」、「本当にその仕事は必要なの?」とすぐに理

由を聞く。日本では仕事の範囲があいまいで、言われ

た仕事を疑問に思わず引き受ける人が多いことも、残

業につながっているのではないか。(林真央 パネリスト) 

 

  ここまでの議論を聞いていて、日本ではなぜ女性の

社会進出の問題の解決が進まないのか、なぜ誰もそれ

を解決しようとしないのか、気になった。日本の教育

では子供のころから「問題解決のためにどう動くか」

という訓練がなく、成人になってもどう行動して良い

か分からない。社会の中で政治の話題がタブーだった

り、教育の中で難しい話題を避ける風潮もあると思う。

(日本人大学生) 

 

 日本の教育では男女を区別する傾向があると思う。

また就職活動などで言われる「女性の活躍」は、女性

が家庭を犠牲にした結果に過ぎない気がする。男女は

確かに生物学的には違うが、その生物学的な差と、個

人的な能力や希望の差、その両方の差を考慮して、個

人に選択のチャンスを与えるような仕組みが必要だ

と思う。(日本人大学生) 
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 男女平等指数が世界トップのアイスランドでは、初

等教育から「男女平等」という科目がある。それぞれの

家庭でもできることだが、早いうちから男女平等の考

えを教えることは大事。(Susanne Eckert、パネリスト) 

 

 議論を聞いていて、制度と個々人の理解が同時に進

まないといけないと感じた。その理解の方に影響を与

える教育は、大事だと思う。(日本人高校生) 

 

 本当にそのとおりだと思う。制度が整ったからとい

って、理解が進むわけではない。理解を進めるための

教育が重要。(司会 Florian Geier) 

 

 学校教育だけではなく、家庭環境の影響も大きいと

思う。自分の実家では「女性が家事をするのが当たり

前」だが、このフォーラムでの議論を聞いていて、そ

れが普通とは限らないと感じた。(日本人大学生) 

 

 日本の教育についていえば、1960 年代の学生運動以

来、教育政策を決める日本の政治家は「学生に自由を

教えること」に不安を持っているのではないか。働き

方についていえば、フレキシブルに、あるいは短く働

く人の給料が少ないのは仕方がないが、どういう働き

方をするかの選択肢は誰にでも与えられるべきだ。 

(井出航平 YC 会員（ミュンヘンからスカイプで参加）) 

 

【討論のまとめ】 
 最後にパネリストの Buchenberger 教授が、これら

の議論を次のようにまとめた。 

 個人的な経験からも、日本では「男性は働くもの」、

「女性は育児を含む家事をするもの」という意識が強

いように思う。 

 そのような意識を変える上で、教育も重要である。

日本の学校教育は受験に偏重しているが、もっと何に

対しても疑問と問題意識を持ち、社会的な圧力に逆ら

ってでも物事を変えるために行動する、そういったこ

とを学ぶ必要がある。 

 そのきっかけとして、今日のフォーラム、あるいは

留学のような「他の社会を知る」経験は重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エッセン通信 
 ヤングクラブ会員 武田 章寛 

日本は本格的な夏を迎え、厳しい

暑さが続いている事と思います。

こちらドイツでも先日は 42 度と

いう、史上最高気温を記録しまし

た。 ただ忘れてはならないのは

ドイツには冷房がないという事

です…。なるべく涼しいように過

ごしておりましたが、3 日続いた

猛暑日の最終日は流石に参って

しまいました。 

突然ですが、エッセン通信は今回で終了する事になり

ました。「え！」と驚かれた方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、実は皆様に新しいお知らせがあります。 私

は 6 月にドイツ南部、ニュルンベルク音楽大学の入学

試験を受験し、無事に Meisterklasse(修士課程を終えた

第三課程で、博士課程のようなものとお考え下さい)に

合格する事ができました。今までニュルンベルク音大

では、 Meisterklasse の課程にヴァイオリン科で合格し

た人は 1 人もおらず、第 1 号となれた事が大変光栄で

す。 ニュルンベルク音大ではダニエル・ゲーデ先生に

師事します。ゲーデ先生は 以前、読売日本交響楽団の

ゲストコンサートマスターをなさっていて、日本とは

とても縁の深い方です。去年には NHK BS1 の「奇跡

のレッスン」という番組に出演なさり、小学校の生徒

さん達のオーケストラを指導される様子が放映され

ました。テレビに映る先生は普段と何も変わらず、彼

の人柄そのものでした。 演奏のみではなく、人格もゲ

ーデ先生のようになりたいと、心から尊敬できる先生

に出会えた事が本当に嬉しい限りです。 家族からは

「また大学生になるのか」とからかわれたりもします

が(笑)、音楽という天井のない世界の高みを目指して、

集中して一心に勉強できる最後のチャンスと思われ

ます。出来る限りの精進をする所存です。 

今月はイタリアの Iseo湖の辺りで開催される音楽祭に

てリサイタル、その後はミュンヘン近郊でのゲーデ先

生の講習会に参加してから、スイスのマッターホルン

の麓の街、ツェルマットで行われる音楽祭に参ります。

ツェルマットの音楽祭ではベルリンフィルの方々が

いらっしゃり、また私がドイツで共演した同年代の友

人達も多く参加されていて、彼らとの沢山の共演の機

会をとても楽しみにしております。今月中旬より 1 ヶ

月間丸々家を留守にするので、「いつ引越しするの？」

と自分でも疑問に思っているくらいですが、なんとか

なるでしょう！(笑) 

という事で、次回からはエッセン通信に代わって「ニ

ュルンベルク通信」をお届けさせて頂きます。 今後と

も皆様のご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い

申し上げます。 これからも暑さが続きますが、どうぞ

ご自愛になり、お元気でお過ごし下さい。 

2019 年 8 月 8 日 ドルトムントにて 
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「武相荘」が取り持つ素敵なご縁 

 
    新入会員 中村比早子 

 
７月例会で私は長年の念願が叶って、

会員の皆様と白洲次郎氏の武相荘を見

学する機会を

得ました。見学の感想として

は、大方の皆様と同じように

白洲夫妻の時代を超えた素晴

らしさに魅せられたと言う一

語に尽きるかと思います。 

そこで私事で恐縮なのですが、自己紹介を兼ねて、何

故私が特に白洲氏（以下白洲または次郎と呼ぶ）に関

心があるかという経緯につきお話しさせて頂ければ

と思います。 

私の父方の親類に、駐米大使を務めた故

牛場信彦がおりまして、彼の外交官とし

ての最初の赴任地はベルリンでした。彼

は外務省からベルリン大学とハイデル

ベルク大学へ留学し、外交と経済を学ん

だのです。信彦には 2 歳年上の兄、友彦がおりました。

この友彦は白洲次郎とは幼馴染みで、友彦もオックス

フォード大学に次郎と同時期に留学しており、お互い

を「ジロー」「トモ」と呼び合う生涯の親友でした。 

白洲次郎の大戦直後の日本政府における隠れた功績

は数々ありますが、その一つに“先見の明”に秀でて

いたということがあります。白洲は通商産業省を誕生

させたのですが、その際に外交官でありながら経済に

も見識が深かった親友の弟の信彦を外務省から引っ

張ってきて、通商局長に据え設立に協力させました。 

信彦も次郎から「ノブ」と呼ばれ親しくなりますが、

その後ノブは自分の外務省に戻りその実力を発揮す

ることとなりました。 

信彦の外交官生活のスタートはベルリンで、米国通な

がら大のドイツ好きだったこともあり、今回武相荘を

訪ねた後の茶話会の席で、私は思いきって、古い時代

のベルリンをご存じの方が横浜日独協会の中にいら

っしゃらないかとお伺いしてみました。するとなんと

牛場信彦の上司であった河原畯一郎参事官のご子息

の奥様である河原芳江会員様や当時のドイツで取材

活動も行ったことのある元毎日新聞記者でいらっし

ゃった磯貝喜兵衛理事様が偶然同じテーブルを囲ん

でおられて本当にビックリ致しました。 

世間は本当に狭いもの、

と改めて感じさせられ

ましたが、ビックリした

と同時に、嬉しさがこみ

上げて参りました。 

私が 77 年にドイツへ留

学する際に一番相談にのって尽力してくれたのが信

彦大伯父でした。彼なくして私とドイツの縁はなく、

そしてまた横浜日独協会入会のご縁も生まれません

でした。これから会員の皆様との出合いを大切に致し

たく、どうぞ宜しくお願い申し上げます。（了） 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

地球温暖化対策 
ものづくり先進国日本とドイツは連携を 

 

会 員 萩原 一夫 
 

ドイツのアルトマイヤー経済・エネ

ルギー相の寄稿「エネルギーシフト（転換）の世

界的推進のために」（５月３０日付け東京新聞）を

読んで我が意を得た思いで久々に心躍った。 

ドイツは日本の福島原発事故を教訓に 2011 年６月

には原発全廃を決定し、２２年末には全ての原発

を停止する。更に今年１月、地球温暖化対策とし

て国内すべての石炭火力発電所を遅くとも 2038 年

までに全廃する方針を打ち出した。同時に再生可

能エネルギーを推進し、１８年末の再生可能エネ

ルギーでの発電比率は 40.4％に達している（日本

は１７％）。３０年にはこれを６５％にまで高める

ことを環境目標としている。 

ドイツは再エネ拡大へ送電網の整備の遅れや電力

料金の上昇など多くの課題を抱えているが、エネ

ルギーヴェンデ（転換）への国民の合意を背景に、

政府は不退転の決意で推進している。 

ドイツの風力発電所の大部分は北部や東部に集中

する一方、電力の需要は工業地帯の西部や南部で

多く、両地域を結ぶ送電網の整備が「焦眉の急」

であり、２１年までに数百キロに及ぶ新規送電網

建設に着手するとの方針も示している。また再エ

ネ比率の増加は、電力供給における変動の増大を

もたらすため、再エネや従来型電源の調整力拡大

に加え、デマンドレスポンス（需要側の調整）や

パワー・ツー・ヒート（電力から熱への転換）、蓄

電池といったエネルギー貯蔵技術、更には隣国と

の国際連系線を含めた電力網の拡充と大容量化等

電力需給のバランスを保つための多様な方法を駆

使しようとしている。ドイツはエネルギー転換を

経済成長と両立させており、風力発電は今や有望

産業となっている。 

一方、日本では原発をまだ主力電源と位置づけ、

原発再稼働や小型原発の活用も検討している。Ｇ

２０エネルギー・環境相会合で来日したアルトマ

イヤー氏は、天候によって発電量が増減する再エ

ネが拡大すれば電力供給量の変動も大きくなるこ

とから、この変動を調整する蓄電池やスマートグ

リッド（次世代送電網）の重要性が一層高まって

いくと予想し、「日本は変動性再エネの普及拡大や

そのシステム統合に関し培ってきた経験をドイツ

と共有し、ドイツは日本から水素やエネルギー貯

蔵、スマートグリッド等の知見を学ぶ等、互いの

強みを生かして世界の牽引役を果たしたい」と日

独の連携を呼びかけている。日本は是非この呼び

かけに耳を傾け、日独というものづくり先進国が

連携し世界の地球温暖化に貢献することに取り組

んでほしい。   以上 
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ドイツ産業トピックス（第８回） 
 

  理事 大堀 聰（中小企業支援委員） 

 

１ シーメンス 

今回はまず皆さんがよくご存知のシーメンスを取り

上げたいと思います。断りのない限り記事はドイツの

経済紙 Handelsblatt からです。 
 
 
5 月 7 日「シーメンスは１万人の人員削減か？」とい

う見出しが出ました。 

(Siemens streicht mehr als 10.000 Jobs ?  Job 

streichen＝仕事を減らす、合理化する。) 
 
「火力発電事業は、かつては収益の柱だったが、需要

低迷で不振だ。今後工場のデジタル化など利益率の高

い部門への集中を鮮明にする。」と典型的な重厚長大

企業の苦しみに襲われています。 
 
 
シーメンスは歴史ある企業で、日本との関係も深いで

す。ミュンヘンに本社を置く同社の設立は 1847 年の

こと。1861 年、ドイツ外交使節が徳川将軍家へシーメ

ンス製電信機を献上し、初めてシーメンス製品が日本

に持ち込まれたのです。  

また 1914 年のシーメンス事件については、学校の授

業で習った方も多いでしょう。シーメンス社による日

本海軍高官への贈賄事件で、時の第一次山本内閣が総

辞職しました。これ以上深入りはしませんがその際、

シーメンス横浜支店支配人も重要な役割を果たして

います。 
 
 
7 月 15 日の動画ニュースでは 

「ザクセン州ゲルリッツのタービン工場を閉めよう

としましたが抗議により方向転換。フラウンホーファ

ー研究所と共同で、研究ラボに形を変えて存続させま

した。」と報じられました。 

（Siemens macht eine Kehrtwende und erhält den 

Standort im sächsischen Görlitz. Kehrtwende 

machen＝方向転換する） 

雇用が守られたという事で、メルケル首相もラボのオ

ープニングに駆け付けましたが、声も枯れて元気がな

いという印象を私は持ちました。 
 
 
７月２９日には 

「大きな損失、シーメンス上層部から女性の大量流失」

という見出しが出ます。（Siemens vor Exodus der 

Frauen aus der Unternehmensspitze.  Exodus＝

元は「出エジプト記」） 
 
 
「人事担当責任者である女性が辞任するところで、エ

ネルギー担当の責任者の将来も不透明。取締役会の女

性比率目標の達成が危ぶまれている。」 

（Das Quotenziel des Aufsichtsrats ist in Gefahr. in 

Gefahr sein で危険な状況にさらされている。） 

これからも歴史あるシーメンスの活躍に期待しまし

ょう。 

２ ドイツバンク 

6 月 17 日に「経営再建中のドイツ銀行が、投資銀行部

門の大規模な資産切り離しの検討を始めたことが分

かった。」と大規模なリストラの内容が明らかになり

ます。 

「不良資産の受け皿となる資産管理会社（ドイツ語で

も Bad Bank と呼んでいる。）の設立や資産売却など

を視野に入れているとみられ、最大 500 億ユーロ（約

6 兆円）規模に達する可能性がある。」 
 
全容が見えて 7 月 7 日「グローバルな有価証券市場で

大きなビジネスを展開するのではなく、ドイツ国内の

最大規模の銀行に立ち返るとゼービングＣＥＯは語

る。」 

（ Statt ein großes Rad an den globalen 

Wertpapiermärkten zu drehen, will sich 

Vorstandschef Christian Sewing auf die Wurzeln der 

größten heimischen Bank zurückbesinnen.  
großes Rad drehen=大きな車輪を回す＝大きなビジ

ネスを行う。 auf  Wurzeln besinnen=根幹に戻る ） 
 
バブルが崩壊し日本の銀行が危機に陥った時に、海外

の業務を縮小したのと同じ対処法でしょう。 
 
 
 
３ Ｔモバイル 

「Ｔモバイルはアメリカの携帯市場を変えたい。（合

併に向けた）すべての障害を取り除くことが出来たら、

そのためにリスクを冒すつもりだ。しかしアメリカの

司法省との取引はリスクを伴う。」（７月２７日）（T-

Mobile will Amerikas Mobilfunkmarkt verändern 

und geht dafür ein Risiko ein.  ein Risiko eingehen

＝危険を冒す。） 
 
Ｔモバイルはドイツテレコムの子会社で、ドイツで携

帯を持った人は大体ここと契約したのではないでし

ょうか？ 日本のソフトバンクグループのアメリカの

子会社「スプリント」との合併が承認されると、同社

の経営が行き詰っていたソフトバンクがリスクを切

り離し、出資比率の高いＴモバイルの主導で、アメリ

カ市場で戦う事になります。 
 
 
 

４ トリバゴ 

「トリバゴはグーグルからトップクラスのマネージ

ャーを引き抜いた。」（7 月 24 日） 

(Der Trivago-Chef wirbt hochkarätigen Manager 

von Google ab.  

hochkarätig＝カラット値の高い＝トップクラスの、

abwerben＝引き抜く) 
 
一時この会社のテレビコマーシャルが日本でも随分

流れました。女性がホテルの価格を比較するものです。

私も最初これはどこの会社だろうと思ったのですが、

デュッセルドルフに本社を置く、エクスペディア・グ

ループの企業の一つです。 競合するネットのホテル

価格サイトに対抗するため、ネットではなく、テレビ

広告を重視する戦略をとっています。 
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グスタフ・クリムトとベートーベン「第 9」 

－40 年振りにクリムト作品と対面－ 
 

     会員 能登 崇 
 

令和元年 7 月のある午後、ぶ

らりと上野の東京都美術館に

足を運んだ。お目当ては、ほ

ぼ 40 年程前のドイツ駐在時

代に初めて観たグスタフ・ク

リムト作品との再会。 

当時は世紀末／退廃芸術をイ

メージした先入感を持ち何気

なく鑑賞していたグスタフ・クリムト、グスタフと聞

けば直ぐ思い出すのがグスタフ・マ－ラ－、何でここ

でマーラ－？ 実は後で触れるがクリムトとの関係が

大ありである。 

今回久しぶりのプロムナードで頭に浮かんだキーワ

ードは、“女性描写”、“黄金・金箔”、“革新絵画”な

どであるが、彼の作品から伝わる“生きる歓び”も印

象的であった。 

とにかく女性／裸婦描写が圧倒的に多い。それでいて

世紀末などとして片付けられない美意識・描写や主題

が滲み出ている。クリムトは生涯独身でありながら、

子供が 14 人もいるのにはビックリ！当然アトリエ内

のモデル女性との関係も派手、女性が大好きなのであ

る。クリムトが特に愛した女性の中には、弟エルンス

トの妻の妹であるファッション・サロンを経営するエ

ミーリエ・フレーゲがいるが、自分のデザインしたド

レスを着たフレーゲの肖像画をクリムトは何枚も描

いている。もう一人はアルマ・マーラーで 17 歳も年

下の才能と美貌に溢れた女性、ただこの愛は成就する

ことなく、彼女は後に作曲家マーラーと結婚すること

となる。彼の描く女性肖像画はいわゆる官能美だけで

はない、その女性の人生や生き様といった“生命”を

今回改めて感じられた様に思う。 

クリムトは“黄金・金箔”という画材も好んで用いて

いるが、これは父親が金細工師であったこともあるが、

一方では日本美術の影響とも言われる通り、日本の芸

術への関心も高く美術関連の日本図書もかなり入手

し金細工や金箔を研究したそうである。その描写は

「黄金様式」とも呼ばれている。 

そしてクリムトの美術界での大胆な革新や前進への

行動は正に絵画会の異端児そのものである。弟のエル

ンスト達と「芸術家カンパニー」を立ち上げ 20 年間

活動、その後ウイーン分離派を結成し新芸術へ取組む

こととなる。『時代には時代の芸術を、芸術には自由

を』がウイーン分離派のモットーであった。 

そして 1902 年の第 14 回分離派展に出品されたのが、

ベートーベンを讃える「ベートーベン・フリーズ」で

「第 9」の第 4 楽章を題材として描いた全長 34m の壁

画である。会場内のかなり広い個室の壁三面をコの字

型に使う大作で、しかも展示初日には当時のウイーン

宮廷歌劇場総監督であったマーラーが第 9 の「歓喜の

歌」を演奏している。 

壁画は 3幕の物語からなり、1幕は黄金の騎士の出立、

2 幕は騎士の旅を邪魔する「敵対する力」そして最後

の 3 幕は「歓喜」で天使達がシラーの「歓喜の歌」を

合唱する筋書となっている。ここにも多数の女性が描

かれている。余談になるが壁画中のガラスの眼を持つ

大きな怪物が牙をむいているが、その牙を数えると何

と丁度 9 本という偶然？益々壁画から去り難くなり個

室内に流れる歓喜の合唱に暫し耳を傾けることとな

った。この大壁画オリジナルはウイーン市内の分離派

館で鑑賞することが出来る。 

数十年ぶりのクリムトとの新たな再会に浸りながら

美術館を後にしたが、夕刻にもかかわらず、入場を待

つ人々の列が美術館入口から上野の森方面へ続いて

いた。(了) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

文化委員会企画 

「ドイツフェスティバル inぐんま」見学会 

会員 山口利由子 

 群馬日独協会主催の

「ドイツフェスティバ

ル in ぐんま」に伺いま

した。寺澤文化委員長

の著書『ドイツに渡っ

た日本文化』をもとに

研究・調査を続けてこ

られ、その立派な成果

がパネルにより展示さ

れていました。会長の

鈴木克彬さんと副会長

の對馬良一さんと偶然お会いしましたが展示された

写真に私達が写っていて驚きました。以前から知らな

いうちに群馬日独協会とつながりがあったのですね。

ドイツパンやソーセージ、アクセサリーや紅茶、おも

ちゃ等々、お土産を買いこんで帰

宅しました。 
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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２）－ 
 

        会員 寺澤 行忠 

 アメリカのサンフランシスコで、クリスティー・バー

トレット氏が茶道を教えている。 

京都の裏千家で 7 年間修業したのち帰国した。裏千家

はサンフラン

シスコにも茶

室を持ってい

る。和服を見事

に着こなし、美

しい日本語で、

約 100 人の会員

に厳しくまた

やさしく指導

する。非常に人気があり、入会するには１年待たなけ

ればならないという。 

 サンフランシスコ近郊、バークレイ在住のライザ・

ダルビー氏は、作家、文化人類学者で、スタンフォー

ド大学で博士号を取得した。日本で自ら１年間、芸者

体験をした。著書に『紫式部物語ーその恋と生涯』（光

文社）などがある。 

 バーバラ・ルーシュ コロンビア大

学名誉教授は、同大学のドナルド・キ

ーン文化センターや中世日本研究所

の所長を務めた。氏が日本の中世に関

心を向けるきっかけになったのは、京

都で 13 世紀につくられた無外如大

（むがいにょだい）禅尼の彫刻と出会

ったことだったという。同研究所は、

日本の宗教史における女性の役割を研究の大きな柱

に据え、各方面から寄付金を募り、老朽著しい日本の

尼僧寺院の保存修復運動に熱心に取り組んでいる。本

来なら日本人がやらなければならない仕事である。

2009 年には東京芸術大学美術館で、「尼門跡寺院の世

界」展を開催した。 

近年は雅楽に魅せられ、日本から専門家を招いて、

学問と実技の両面でコロンビア大学に雅楽を根付か

せたいと張り切っている。 

第 1 回南方楠方賞、山片蟠桃賞、日本政府から勲三

等宝冠章などを受賞した。 

パリで「エスパスハットリ・パリ日仏文化センター」

を主宰し、日本文化の発信に活躍する服部祐子氏は、

在仏 50 年、1993 年に私財を投じ、同センターを設立

した。1997 年の「フランスにおける日本年」には、日

本から宝生流の能や狂言、落語、講談、和太鼓などを

呼んだ。フランス人の夫君の深い理解のもと、家具ま

で売ってその資金を調達したと、涙ながらに夫君への

感謝を語る。 

2003 年にはユネスコとの共催で、「鯉のぼり・世界

の子供の日」を企画した。国連が提唱する「世界の子

供たちの平和文化と非暴力の国際 10 年」に、日本の

子供の日を重ね、鯉のぼりに平和のメッセージを託し

て行う平和交流イベントである。以後毎年 5 月に行わ

れ、2009 年には広島平和記念公園でも同時開催された。 

イタリアのミラノでは、安藤圭子氏が日本の芸術、

文化の紹介に活躍している。夫君で弁護士として活躍

するマッシモ・メイ氏の全面的な協力で「ミラノ日本

文化センター」を開設し、日本古典文学、禅、建築、

庭園、絵画、工芸品などについて講義している。生け

花のワークショップ、花道展、書道展、日本画展、日

本映画観賞会、日本語教育、日本旅行の準備講座、琴

の演奏、シンポジウムなどには、多数の参加者がある。 

何事も二元対立でものを考え、知性に頼って生きよ

うとすることで、精神的な生き詰まりを感じている西

洋人に、それとは異なる解決の道があることを示唆す

る日本の文化が、西洋人に貢献できるものは大いにあ

ると信じ、日本文化の紹介に夫妻で尽力している。東

西の文化はそれぞれに素晴らしい、両者の融合は最高

に素晴らしい、というのが夫妻の確信である。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「独逸学園長が交代」 

 

昨年、東京横浜ドイツ学園より、学園長交代のお知

らせを頂いておりましたのでご紹介します。 

（事務局 齊藤） 

 

「拝啓 残夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申

し上げます。 

この度、学園長 Dr. Detlef Fechner（フェヒナー デト

レフ）が 2018 年 7 月に定年退職し、同年 8 月より新し

く Dr. Wolfram Schrimpf（シュリンプフ ヴォルフラ

ム）が東京横浜独逸学園の学園長に就任致しました。 

シュリンプフは 2008 年から 2011 年まで中国の上海德

国学校虹橋 (Deutsche Schule Shanghai Hongqiao)で副

校長として勤務し、2011 年から 2014 年まで新しく創

立された上海德国学校浦東 (Deutsche SchuleShanghai 

Pudong)で校長として勤務をするなど、すでに海外で

の職務経験があります。2014 年にドイツへ帰国し、

2018 年の夏までは Leverkusen 市にある Lise-Meitner

高等学校の長をつとめておりました。 

幣学園への今までのご支援に感謝すると共に、これ

からもご厚誼を賜りますようどうぞよろしくお願い

申し上げます 

Verena Hopp ホップ ヴェレナ 

     （学園長アシスタント） 」 

「Willkommentag で新学園長を囲んで」 2019 年 8 月 26 日 
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能登 崇 方 
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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）     一般社団法人 如水会 横浜支部 

 

 

新入会員： 

一般社団法人 如水会横浜支部様 （じょすいかい） 

中村比早子様（なかむら ひさこ） 

小畑 洋子様 （おばた ようこ） 

太田 達子様 （おおた たつこ） 

村井 紀子様 （むらい のりこ） 

 行事予定  
■ 2019 年 9 月  例会： 

・日時：9 月 14 日(土） 午後 3:00～5:00 

・会場：戸塚区民文化センター ４階 練習室④ 

・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 

■ 2019 年 オクトーバーフェスト： 

・日時：9 月 21 日(土） 午後 4:30～ 

・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 

・会費：例会 3500 円（予定） 

■ 2019 年 10 月  例会： 

・日時：10 月 5 日(土） 午後 3:00～5:00 

・会場：戸塚区民文化センター ４階 練習室① 

・講演：詳細未定  ・会費：例会 1000 円 

■ 2019 年 『中小企業支援セミナー』： 

・日時：10 月 29 日(火） 午後 1:30～6:00 

・会場：横浜情報文化ホール    （詳細は別記） 

■ 2019 年 11 月  例会： 

・日時：11 月 17 日(日） 午後 3:00～5:00 

・会場：戸塚区民文化センター ４階 練習室④ 

・講演・実技：O.Eckhoff 東京スカートクラブ会長 

 『ドイツの SKAT ってどんなトランプゲーム？』 

・会費：例会 1000 円 

■ 2019 年 クリスマス会（詳細は次号） 

・日時：12 月 14 日(土） 午前 11:30 受付開始 

・会場：横濱元町「霧笛楼」 Tel: 045-681-2926 

 中区元町 2-96 （元町中華街駅より徒歩 5 分） 

・会費：例会 5500 円 

「年会費未納の方へ」 

 2019 年度年会費納入期限が過ぎていますので 

 未納の方は至急お支払いください。 

 振込詳細は会報 50号裏面をご覧ください（事務局） 

編集後記： 夏休みも終わり、忙しい日常が戻ってき

ました。来年の創立 10 周年記念行事の準備も進ん

でいるようです。乞うご期待！（山口） 

文化委員会企画 

教養講座「百人一首をよむ」 

【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） 

9 月例会 9 月 4 日（水） 604 会議室 

10 月例会  10 月 2 日（水） 604 会議室 

11 月例会  11 月 6 日（水） 604 会議室 

12 月例会  12 月 4 日（水） 708 会議室 

【講師】寺澤行忠会員（慶応義塾大学名誉教授） 

恒例 中小企業支援ドイツ・セミナー開催 

中小企業支援委員長 常務理事 坂井啓治 

IDEC 横浜―横浜日独協会共催の第 4 回ドイツ・セミ 

ナーが、以下の通り開催される予定になりました。 

第 4 回『ドイツ中小企業の事例に学ぶ』 

～ デジタル活用による人手不足解消・ 

生産性向上・事業継承 ～ 

主催：IDEC（横浜企業経営支援財団） 

共催：JDGY（横浜日独協会） 

後援：ドイツ・バイエルン州駐日代表部 

会場：横浜情文ホール（横浜市内） 

日時：令和（2019）元年 10 月 29 日(火）13:30-17:00 

聴講対象：地域中小企業など約 100 名 

参加料：無料（参加希望者はお申し込みください） 

交流会(有料）： 17:10-18:00  

講演：通訳（逐次）付き 
Ms. C.Mazzucato 氏   

ﾄﾞｲﾂ機械工業連盟バイエルン州貿易部長 

「ドイツ中小企業の現状」 

Mr. D.Bernardini 氏  AI スマート社 CEO 

「ドイツの AI 産業と中小企業における活用」 

パネルディスカッション：「日独中小企業の課題と挑戦」 

パネリスト ﾄﾞｲﾂ講演者と横浜中小企業代表 2 名 

㈱キョーワハーツ社長 坂本 悟氏 

IDEC ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・㈱浜テクアート社長 島崎浩一氏 


