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Ina LEPEL ドイツ新大使歓迎昼食会

このあと、ドイツ
で祝いの席に歌
う「乾杯の歌・Ein
Prosit」を全員で
合唱し、赤岡謙横
浜市国際局長の
発声で乾杯。

新任のイーナ・レーペル駐日ドイツ大使を迎えて
の横浜日独協会主催「歓迎昼食会」が 10 月 15 日正
午から、横浜市中区山下町のホテルメルパルク
Hisui（ヒスイ）の間で開かれ、37 人が参加しました。
早瀬勇 JDGY 会長夫妻の出迎えを受けて会場に着
いたレーペル新大使は、黒のパンツ・スーツに薄茶
色のロング・ショール姿。会場は一気に華やかなム
ードに包まれました。

食 事と歓談 が続
い たあとの ミニ
コンサートでは、
館 野ゆかり 会員
（ソプラノ）とマ
リ ア小路里 美会
員（ピアノ）の演
奏で、メンデルスゾーンの「甘い思い出」
、シューマ
ンの「くるみの木」などの名曲を楽しみました。

能登崇副会長と南雲淑子常務理
事の司会で、早瀬会長が歓迎の挨
拶（別稿）
。渡辺巧教副市長、横山
正人市会議長の祝辞のあと、レー
ペル大使がにこやかに挨拶されま
した。

「６週間前日本に参りました初日に、ハンブルグ
関係の催しで、横浜の皆さんから暖かい声をかけて
最後に早瀬会長夫妻から、レーペル大使とオステ
頂き、今日は横浜にお招きいただき心から感謝して
ン通訳・翻訳部長に横浜市の名産、シルクのスカー
います。JDGY が発足 10 年という短期間で、日独友
フが贈呈され、記念撮影と向井稔副会長の閉会の辞
好のために多大の尽力をして頂いていることに、感
で、和やかな歓迎会の幕を閉じました。
銘を受けています。特に若い世代の交流や、横浜市
（記事・磯貝喜兵衛 写真・大堀聰）
とフランクフルト市との姉妹都市提携、横浜港とハ
ンブルグ港の姉妹港のつながりなど、日独の密接な
関係が益々広がっています。
来年の東京オリンピックには多くのドイツ代表選
手団が日本と横浜に来ると思います。日独友好のた
めに、私も力の限り頑張りたいと思っていますので、
皆様の御協力をお願いいたします。
」
という感謝の言葉に、大きな拍手が湧きました。
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Ina LEPEL ドイツ新大使歓迎昼食会

主催者挨拶

ＪＤＧＹ会長 早瀬勇

横浜日独協会の早瀬でございます。今日は立派な
通訳がいらっしゃいますので日本語で歓迎の辞と
横浜日独協会の状況をお話し申し上げます。
イーナ・レーペル大使。ご着任早々でお忙しいと
ころ、ようこそ横浜にお越しくださいました。横浜
日独協会会員２３８名は心から大使を歓迎いたし
ます。
レーペル大使は、北部ドイツのクックスハーフェ
ンのお生まれで、ドイツとアメリカで経済学を学ば
れた経済学修士でいらっしゃいます。最近では駐パ
キスタン大使や本省のアジア・太平洋局長を歴任さ
れ、先月駐日大使になられたばかりでございます。
今後豊かな外交経験を活かされ、日本とドイツ、更
にはアジアと欧州の平和と発展のためにご活躍さ
れますようお祈りいたします。
さて横浜日独協会の生みの親は、ドイツ大使と横
浜市長のお二人です。日独国交１５０年を記念して、
当時のシュタンツエル大使は「国際都市ヨコハマに
日独協会が無いのはおかしい」と林横浜市長に横浜
日独協会の設立を要請され、２０１０年に実現いた
しました。当時のことをご存知の横浜市渡辺筆頭副
市長、横山市会議長と赤岡国際局長が、市会開催中
にもかかわらずご出席いただき有難うございます。

設立の翌年、林市長は当時のペトラ・ロート・フ
ランクフルト市長と意気投合されましてパートナ
ー都市連携協定に調印されました。その発表の場に
私も同席させて頂きましたが、連携協定の主要項目
でありましたスマートシティー建設での経済交流、
横浜の経済を支える中小企業の支援、その上で成り
立つ日独文化交流、人的交流とくに若者の交流など
が、横浜日独協会の活動の指針となっております。
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その協定締結の際に誕生しました横浜フランクフ
ルト友好委員会の福田会長も今日ご出席いただい
ております。
世界を見渡しますと、女性の活躍が顕著ですが、
ドイツでは既に２００５年から、横浜市でも２００９
年から女性が統治し君臨しております。最近はＥＵ
の委員長にドイツのフォン・デア・ライエン国防相
が選ばれました。ＥＣＢ総裁にはラガルドＩＭＦ専
務理事が間もなく就任されます。当横浜日独協会の
発展も多くの有能な女性の活躍に支えられて参り
ました。この時期に女性のドイツ大使をお迎えした
ことは、女性の社会進出のシンボルとしてたいへん
大きな意義がございます。
私たちの会員数はいま２３８を数えます。そのう
ち若者が４７人、法人会員が１３社含まれています。
今日はケルヒヤー・ジャパンの佐藤社長、バーデン・
ヴュルテンブルク州と関係の深いキャリア・ディヴ
ェロップメントの田辺社長がご出席下さっており
ますが、このほか法人会員にはボッシュ・ジャパン、
トルンプ、老舗のドイツ商社ヴィンクラー商会、出
版社の文芸社、神奈川大学、登戸学寮などが含まれ
ております。
さて愈々来年には横浜日独協会創立１０周年を
迎えます。２０２０年１０月１６日には三渓園で日
独交流のお茶会を、また翌１７日には開港記念会館
で記念式典、記念講演会や演奏会が予定されていま
す。レーペル大使はじめ、設立以来お世話になりま
した大使館の方々や横浜市の方々をご招待し、海外
からの来賓や会員と一緒にオリンピック・イヤーを
更なる飛躍のスタートとしたいと存じます。これを
もちまして、レーペル大使歓迎のご挨拶といたしま
す。有難うございました。
（了）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

法人会員紹介

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社
Career Development Associates Corporation
〒141－0032 東京都品川区大崎 3 丁目 6－30 紋新ビル 3Ｆ
Tel: 03-3493-7228

URL: http://www.cdac.jp

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ（CDA）株式会社は、１９７４年にソニー創業者盛田昭夫氏が
キャリア・デベロプメント・インタナショナル株式会社（CDI）を創立し人材紹介事業を開始、その事業を
２００５年に継承しました。
エンジニアと Executive の人材紹介をグローバルに展開しています。

3

れた多くの方々へ、日本食材のお店や、和食料理店
が未だなかった頃なので、自宅での接客に多忙だっ
たことなど想い出は尽きませんでした。

『デュッセルドルフの夕べ』
レセプションに参加して
会員

坂井 順子

さて会場では、参
加者の皆さんが、ビ
ールの入ったグラス
を右手に、ビュッフ
ェのお皿を左手に行
き交う中、このたび
日本へご赴任された
ドイツ新大使レーペ
レーペルドイツ新大使と筆者
ルさんが、このレセ
プションへの参加者とのご挨拶を一段落された頃
を見計らい、お傍に行き拙いドイツ語で自己紹介か
ら始めましたが、お立場とは異なりお優しくそして
気さくにお話に載って下さったり、ご一緒に写真を
撮るのにも応じて下さったり、本当に吃驚しました。
ガイゼル市長はじめ、レーペル大使は終了予定の 9
時過ぎまで立ちっぱなしで、さぞお疲れになられた
のではと心配でした。

ドイツ・デュッセルドルフ市・NRW
州経済省・メッセデュッセルドルフ（㈱）の共催で
去る 9 月 5 日東京・ホテルニューオータニで「デュ
ッセルドルフの夕べ（Düsseldorf Abend）
」が開催さ
れ、参加しましたのでその様子をご披露致します。
会場入り口には、主催者のデュッセルドルフ市長
トーマス・ガイゼル氏、次期ドイツ大使イーナ・レ
ーペル女史、NRW 州経済省次官、メッセ・デュッセ
ルドルフ（国際見本市会社）代表ほかお歴々の方々
が並ばれ、レセプションへのビジネスマンと思われ
る多くの男性群の列のあとに、私たち団体関係者が
お出迎えを受けました。聴く処このイベントはデュ
ッセルドルフ駐在経験者、縁のある方がた、見本市
出展者などがお招きを受けるとかで、この日は 1400
人以上の関係者が参加されたそうです。今回私たち
がお招きを受けたのは、去る 2 月の例会で「EU,ド
イツそして日本～」のご講演を頂いた NRW 州公社
社長の G.ロエルさんが主催者側の日本代表でもあ
り、そのご厚意に依るものと思いますのでこの場を
お借りしてお礼を申し上げます。

左から大堀理事、大治運営委員、Dr.Münch 事務局長

終盤に入ったころ、昨秋の IDEC-JDGY セミナー
へご参加された日独産業協会（DJW）の事務局長
Dr.Münch 女史が、私たち横浜日独協会の女性の皆
さんの歓談しているところへ大堀理事の案内で来
られ、その時何かとお世話された大治運営委員に飛
びついてハグされ、一行との歓談の中に入られる一
幕もありました。最後の圧巻は、能登副会長がメン
バーとなっているデュッセルドルフ男声合唱団に
よるドイツの歌などが壇上で披露され観衆の喝さ
いを受けていました。こうして楽しかった一夕を想
い出し私たちは三々五々会場を後にしました。
（了）

右から森田知事、ガイゼル市長

市長のご挨拶を終え、乾杯は、この日のために空
輸されたデュッセルドルフのアルト生ビールで、デ
ュッセルドルフ市と提携関係のある千葉県知事森
田健作氏の音頭で始まりました。続いてドイツの新
大使や、何人かのご挨拶があり、そのあとデュッセ
ルドルフ市の都市開発が大きく進み、昔日の景観を
残しつつモダン且つファッショナブルに変貌した
街の様子を紹介するスライドが壁いっぱいに投影
されました。
私事ですが、夫がこの地に駐在していたこともあ
り、私は 1964-72 年この街に住み、3 人の子供を産
み育てた遠い日が走馬灯のように頭の中を巡りま
した。日本から技術習得や、市場調査のため出張さ

デュッセルドルフ男声合唱団 左から 2 番目 能登副会長
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百聞は一見にしかず、交響曲の初演場所は私にも
親しみのあるブルク劇場、テアター・アン・デア・
ウィーンやウィーン大学など、北井さんが仰った様
に、もし機会があれば是非皆様にも見て頂きたいと
思っております。

９月例会

ウィーンの風の流れる例会を拝聴して
会員

小路 里美

今日の例会では「ベートーヴェン生
誕 250 周年を迎えて」というテーマ
のもと、私の長く住んでいたオーストリアのウィー
ン市で作曲の研鑽を積まれた北井康一さんが、交響
曲とピアノ協奏曲の聴きどころを中心に、演奏を交
えてお話して下さいました。
私がオーストリアに住み始めたのは 1985 年のこと、
最初はザルツブルクにおりましたが、何分ザルツブ
ルクよりもウィーンの方が首都ということもあり、
将来、音楽の仕事をするのに良いと思われました。
そこで 1988 年よりウィーンに住み、ピアニストと
しての研鑽を積みました。
最初の住まいはウィーン大学の掲示板で見つけま
した。ウィーン大学で心理学の授業をしていた先生
が、ピカソの弟子でイタリア人の画家と１８区の住
まいをシェアして住んでおられましたが、もうあと
一部屋、空いていた所に、音楽学生だった私がピア
ノを置き住むことになったのでした。

また、来年 2020 年 12 月には、第二回横浜国際音
楽祭でもベートーヴェン生誕 250 周年を記念して、
ドイツとウィーンの仲間達を交えた、ベートーヴェ
ンピアノソナタや室内楽コンサートを開催させて
頂きます。北井さんにもベートーヴェン作品につい
ての解説をしていただきます。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ご挨拶：憧れの日本生活をスタート

彼らは名ピアニスト、ヴィルヘルム・バックハウス
の親友であった、名教授、ワルター・パンホーファ
ー先生の友人でいらしたことから、私をパンホーフ
ァー先生の家に連れて行って下さいました。そこか
ら次々に良い方々と出会うことが出来、国立大学で
学ぶ傍ら、音楽院でチェロ伴奏をしたり、カールス
教会コンサートに定期的に出演するなど様々な幸
運に恵まれました。ウィーンの街と人々は芸術的な
インスピレーションに満たされています。

会員 村井紀子

ハンスヨーク・ゼリン
今年の 8 月から入会いたし
ました村井紀子とハンスヨー
ク・ゼリンと申します。9 月の
「オクトーバー・フェスト」に初めて主人と参加さ
せていただきました。
私は、31年の在独生活から心機一転、去年秋に仕
事をやめて、主人は去年夏に早期退職がかない、二
人で夢の日本生活をスタートさせることができま
した。契機となったのは、子供も孫もみなドイツに
いた私の高齢の両親にサポートが必要になったこ
とです。これからは、臨機応変に日本、ドイツと二
つの国にまたがり、生活していきたい所存です。

北井さんの、作曲家の観点から見たベートーヴェ
ンについてのお話は、そのように音楽が日々の生活
に溶け込んでいるウィーンにおられた方ならでは
の、身近でわかりやすい解説でしたので、参加され
た方々も楽しく聞いておられた様です。
楽曲の構成や和声など、曲分析についても通常で
あれば話し始めると切りのないものですが、演奏を
通じて要領良くポイントを押さえ、皆様に伝えられ
ていたと思います。

私はその昔、独日経済産業協会に3か月ほど研修
していたこともあり、文化方面の日独協会について
も存在は前から存じておりました。この度は能登様
を通じていろいろな催し物に参加させていただき、
日本にいてもドイツとの繋がりを保てることが実
感できました。今後とも、日独の架け橋になる事業
や催し物がますます盛況になることを願って、皆様
と一緒に活動できれば嬉しく思います。

例会が開催された部屋には電子ピアノが設置さ
れており、「皆様に曲を聴いて頂く際には、私がピ
アノを演奏するよりも、本
当は CD を聴いて頂いた方
が楽なんだけれど」とおっ
しゃりながらも、オーケス
トラ演奏を再現すべく懸命
に演奏されていた姿が印象
的でした。

日独協会の活動、皆様との交流がこれからの私たち
の生活の大きな柱、生きがいになることを期待して
います。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
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の中小企業・SDGｓビジネス支援事業を通じ、フィ
リピンミンダナオ島で、分散菌（バチルス・サブチ
ルスという納豆菌の一種）を用いた汚水処理技術導
入調査を行い、汚水処理設備の普及による河川・海
洋汚染の低減、ホテル・商業施設、公共施設の衛生
環境の改善、環境教育及び雇用の創出に貢献したそ
うです。

10 月例会

「インターンシップとつなぐアフリカへの道
サスティナブルな循環型社会を目指して」
を拝聴して
会員

岡本 博之

10 月 5 日に開催
された例会は、当
会の藤田香理事が
取締役としてご活
躍されている、水
処理を通して環境
問題に取り組む日
之出産業（株）の途
上国支援としてのアフリカの研修生との交流、SDGs
達成に向けた想いを伺う場となりました。南アフリ
カのヨハネスブルク出張から帰ったばかりとのこ
とで、8 月 28 日から 30 日にかけて開催された「第
7 回アフリカ開発会議」でも、JETRO 主催のビジネ
ス EXPO ジャパンフェアに横浜市ブースや国連工
業開発機関ブースで出展、公式サイドイベント「実
践型・海外人材を育成するために今、企業が実践す
るべきこととは」や「ABE イニシアティブを通じた
アフリカと日本の懸け橋 －日本企業のアフリカ
でのビジネス促進に向けて－ 」での登壇など、日
本国及びアフリカ各国からも注目を集めている横
浜企業のお話を直に聞くことができました。

第 5 回アフリカ開発会議で採択された横浜宣言
2013 行動計画による「アフリカの若者のための産業
人材育成イニシアティブ（ABE イニシアティブ）
」
プログラムにも、外務省からの直々の誘いに応じ、
日之出産業が昭和 51 年の創業以来培ってきた、汚
水処理剤の開発・製造、水質分析・微生物分析、環
境浄化微生物剤製造などの技術指導を、アフリカ 15
か国 40 名以上の研修生に行ってきたとのことです。
アフリカ諸国と日本の水環境の重要性や衛生イン
フラの改善の必要性を一緒に考え、ラボ実習・鶴見
川での分析、インターン生による他社とのコラボレ
ーション・アクションプラン作成など、それぞれの
国のニーズや課題を研究し、ビジネスパートナーシ
ップを構築することで、帰国後は日本の企業とアフ
リカの架け橋となるよう期待しているそうです。

日本は蛇口をひねれば豊富に水が飲める国です
が、世界各地で進行する水不足や水質汚染は深刻化
しており、ウォーターフットプリント（原材料の栽
培・生産から廃棄・リサイクルまでのライフサイク
ル全体で、直接的・間接的に消費・汚染された水の
量を定量的に算定する手法）で表してみると、コー
ヒー1 杯に 132 リットル、ハンバーガー1 個に 2400
リットルの水を消費してしまうそうです。地球上の
水の 97.5％は塩水で、
淡水で利用できるのは約 0.4％
だそうです。ですから、水は浄化して繰り返し使う
しかないというところで、同社の水処理技術が生き
てくるそうです。日之出産業は、2015 年の国連持続
可能な開発サミットで採択された 2030 年までの持
続可能な開発目標（SDGs）に取組んでいて、水処理
の最終目的は、安全な水とトイレを世界中に、から、
すべての人に健康と福祉を、産業と技術革新の基盤
を作ろう、質の高い教育やジェンダー平等、つくる
責任つかう責任、海の豊かさも陸の豊かさも守ろう、
住み続けられるまちづくりを、とつながる持続可能
な暮らしや社会を目指したことと捉えています。
発展途上国では、公共下水道の普及や都市におけ
る汚水処理施設の普及は大変低く、大きな課題とな
っています。汚水処理に関する製品や情報の不足、
低い衛生意識も問題になっています。そこで、JICA
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ABE イニシアティブ研修生から学んだことは、バ
イアスなしにそれぞれの市場を見て本当に求めら
れているものは何かを知ること。国境や部族を超え
てメンバーが横浜の小さな会社で研修する意味は
何か、突き詰めれば汎アフリカという意識の醸成に
つながる。その反面、日本人の仕事に対するメンタ
リティーは世界に通用するのか？などだそうです。
千葉県のある農村地域でし尿や生活排水を集めて
処理する農業集落排水事業を行いましたが、農業廃
水・乾燥汚泥の農業利用など彼らのアイデアが生き
ています。
その後、質疑に移り、研修生の帰国後の将来につ
いて（合弁会社か、支社か、自分で起業するのか考
えていくそうです）
、中国のアフリカでの様子、マイ
クロプラスチック対策、ABE イニシアティブの名前
の由来、ドイツの植民地時代の活動、など活発な質
問が出されました。企業経営の方向性に関するもの
も多かったのですが、先代からの教えで「中小企業
で生きるには下請けはするな」という言葉に、
「Mittelstand」
（ドイツの強い中小企業）に通じる
スピリットを感じました。
藤田さん自身も、
「リケジョ」という言葉が流行る
時代が到来すると全く想像できなかった学生時代
に、ヘッセに触れ、おそらく「自分の道を進む人は、
誰でも英雄です。
」
「大部分の人たちが行く道は楽だ
が、僕たちの道は苦しい。――でも、行こうじゃな
いか。
」などの文豪の言葉を胸に、女性経営者として
の今に至られたのではと、日独の不思議な縁を感じ
たのは私だけではないと思います。

エヒ自身も最低１４％のポルシェの株を所有する
大株主です。

ドイツ産業トピックス（第９回）
理事

大堀 聰（中小企業支援委員）

＜クヴァント家＞

ポルシェ家、ピエヒ家など、ドイツの自動車業界で
は特に名門家の存在は大きい様です。先の記事にも
名前の挙がっていたヘルベルト・クヴァントは戦後
８月２８日
不振に陥った BMW を復活させた人物ですが、彼の
父親ギュンター・クヴァントの２度目の妻マグダは
「フェルディナンド・ピエヒの死を
悼んで黙祷とベルトコンベアの停止」 ギュンターと離婚し、１９３１年に何と後の宣伝大
臣ヨゼフ・ゲッペルスと結婚します。
（ Schweigeminuten und Bänderstillstand für
Ferdinand Piëch）の見出しで、長年フォルクスワー
ヒトラーは独身であったので、マグダは実質ナチス
ゲン・グループの取締役会会長であった、フェルデ
ィナンド・ピエヒの死を伝えました。８２歳でした。 の“ファーストレディ”と呼ばれる事になるのです。
そしてフォルクスワーゲンとアウディの工場では、 そしてこのナチスとの「血縁」ゆえに、ギュンター
彼を悼んで黙祷をささげ、ベルトを止めたのです。 は強制収容所の収容者を自分の工場で働かせるこ
とができたのでした。
その前日の８月２７日、ピエヒの死に関連して次の
ナチスが崩壊する時、ゲッペルス夫妻は自分らの６
様な記事が出ます。
人の子どもを道連れに自殺しますが、それを事前に
「経済の歴史は名門家（Dynastie）の歴史だ。彼ら
予感したギュンターは、密かに子ども達を引き取る
はジークフリートの竜殺しの英雄のように愛社精
ことを申し出たそうです。
神をもって戦ってきた。少なくともドイツではそう
だ。」とドイツの大企業は著名な人物、一家と強く結
現在もクヴァント家の人間からは、何人かがドイツ
びついていると述べています。
の長者番付に名前を連ねています。話が少し私自身
の興味の方向に向かってしまいました事を許し下
「例としてヘルベルト・クヴァントは BMW、コン
さい。
ラッド・ヘンケルは家庭用の洗剤などを手掛ける多
国籍企業ヘンケル、アルブレヒト家はディスカウン
＜DAX 初の女性経営者誕生＞
ターALDI、ベルトルド・ライビンガーは工作機の
TRUMPF、ベルトルド・バイツがティッセン・クル
ティッセン・クルップのグイド・ケルクホフ社長は
ップという具合です。」
声明で会社分割について「株主に価値を生むだけで

＜フォルクスワーゲン・ピエヒ会長の死＞

なく、事業の見通しを大きく改善する施策だ」と強
調しました。この会社の中興の祖はやはり先に名前
の出たベルトルド・バイツですが、２００年以上の
歴史を持つ同社は、ここで複合経営の旗を事実上降
ろすことになります。

そして彼らよりいささか時代は新しくなるが、ピエ
ヒはそこに並ぶべき人物と言うわけです。
「彼はアウディの会長時代にテレビコマーシャル
で車をスキーのジャンプ台をよじ登らせ、同時に会
社を大きくしました。次いでフォルクスワーゲンで
は、グループ企業合わせて世界一の生産台数の会社
にしました。
」

９月２６日
女性のマルティナ・ベルツがティッセン・クルップ
の最高責任者（Chefin）という記事が出ます。しか
し彼女はケルクホフ社長の正式な後任が決まるま
での暫定的責任者との事です。

８０年代、アウ
ディクアトロ
が雪のジャン
プ台を登って
いくコマーシ
ャルは日本で
も放映された。

その後１０月１１日
「激震走る。ジェニファー・モルガンがドイツを代
表 す る 企 業 初 の 女 性 最 高 責 任 者 に 」（ „ Wie ein
Wirbelsturm“ – Jennifer Morgan ist die erste DaxChefin）という記事が出ます。会社は SAP です。彼
女はアメリカ人ですが、大企業でも社長は女性とい
う時代にドイツは入ったのでしょう。

またピエヒはポルシェ家の女性と結婚したことで、
フェルデイナンド・ポルシェは祖父になります。フ
ェルディナンドはヒトラーのために国民車「フォル
クスワーゲン」を設計した事で知られています。ピ

以上
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作文高校生 Anna と Eva を訪ねて
会員

べると高く、ここでのワイン造りは大変な仕事だと
言っていたのが記憶に残っています。

中村 澄子

10 月 5 日（土曜日）私たち夫婦
は Anna（4 月に我が家に 5 日間ホ
ームステイ）と Eva 姉妹が住む最寄りの駅 Hetzrath
に着きました。ホームには姉妹と二人の幼馴染だと
いう Anne がにこやかに出迎えてくれました。三人
の表情からはよくこんな遠くまで“本当に来たのね”
という思いが読み取れます。ここから彼らの住居が
あるモーゼル川沿の Klüsserath までバスや鉄道はあ
りません。

夜はこの宿のレストランで皆と Zur Burg のワイ
ンで食事。途中から Hein 氏の臨時雇いの方もやっ
て来て、グラス片手に総勢８人の食卓はちょっとし
た宴会になりまし
た。
翌日 は Anna と
Eva が Kirmes（教会
開基祭、秋の収穫を
兼ねたお祭りのよ
うなもの）に招待し
てくれ、教区と地区
管理委員会が主催
する早朝演奏会を
楽しみました。彼女
たちはこの地区の
消防楽団のメンバ
ーでフルートとサ
キソフォンを受け持っています。演奏の初めに司会
者の方から歓迎のお言葉まで頂きすっかり恐縮し
てしまいました。
この後トリーアの街を
散策。夜は Hein 氏が行き
つけのレストランに招待
してくださいました。姉妹
が明日は早朝のアルバイ
トがあるからと引き上げ
た後は、彼が自宅で亡き母
のために作ったワインを
振る舞ってくれました。母
への思いがこもったワイ
Michael Hein 氏のワイン
ンを味わいながら仕事の
苦労や後継者の問題など話すうちに夜も更け、翌日
は彼の車で Trier に無事到着。お互いメールアドレ
スを交わし別れを惜しみました。

Anne が運転すること凡そ 30 分、急勾配のブドウ
畑を有するワインの里に到着。Klüsserath は人口僅
か 1100 人ほど、住民のほとんどがワインに関係し
た仕事に従事しているという小さな町です。二日間
の滞在は Anna の紹介でワイン醸造の傍らペンショ
ンも営む Zur Burg に宿泊。山小屋風の部屋で一休
みすると、再び仲良し三人組と、仕事の合間を縫っ
て駆けつけてくれたお父さん Hein 氏のにこやかな
姿が Zur Burg の玄関先にありました。
“いま丁度ブドウの収穫期、これから自分のブド
ウ畑を見てもらい、モーゼル川が見下ろせる丘の頂
上でワイングラスを傾けようじゃないか”と粋な計
らいを申し出てくれたのです。更に賑やかなことに
私たちのドイツの旅を知った夫の嘗ての同僚
Helmut も Köln から車を飛ばしてやってきました。
Anna は私たちの紹介で彼を知っていましたので和
やかな気分で老若男女、日本とドイツそれに Anne
のワンちゃんも加わって一路展望台に。Hein 氏が準
備してくれたワイングラスで乾杯。上品なブドウの
香りがする彼の白ワインは澄んだモーゼルの空気
と一体になって最高の味でした。

心のこもった歓迎をしてくださった Anna 一家と
近隣の皆様に深く感謝してこの旅の報告とさせて
いただきます。

この後 Hein 氏のブドウ畑で実際にブドウを収穫
する様子を見せていただきました。勾配は約 80 度
もあり収穫は大変な労働だそうです。この日は手伝
いの人を二人ほど雇って作業に当たっていました。
急勾配なため労働賃金もなだらかなブドウ畑に比
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協会イベントに初めて参加して

「アユ研」で早瀬会長の講演と
竹田市長の日独交流事例紹介

如水会横浜支部長

アジアとユーラシア地域の研究機関〔一般財団法
人〕アジア・ユーラシア総合研究所（通称“アユ研”
、
東京・千駄ヶ谷）は、その日独関係プロジェクト（早
瀬座長）で、第一部：大分県竹田市とドイツ・ライ
プチヒ市の滝廉太郎に始まった日独音楽交流の事
例紹介、第二部：
「メルケル時代の終焉とＥＵの今後」
と題した早瀬会長（本年５月、同研究所理事に就任）
の講演会を催します。

村瀬 雅宣 （S52 年卒）
今般ＪＤＧＹの行事に初めて参加させて頂き、参加
者の皆さんがドイツ駐在時代や生活の思い出や詩
人ゲーテへのリスペクトなどを話されているお姿
を拝見しておりますとドイツ愛の高さに、まずは驚
かされました。

なお、竹田市の事例紹介では、日独温泉文化交流
をきっかけに、３０年にわたって日独文化（音楽）
経済交流や人材育成を推進した首藤勝次市長が説
明のため上京の予定です。

私は今回法人会員として入会させて頂きました、
如水会（一橋大学同窓会）の横浜支部長の村瀬雅宣
と申します。如水会は国内外に９０を超える会員に
よる支部組織があり、地域毎に主体的で独自な活動
を展開しております。横浜支部は全国で一番歴史の
ある支部として１８９９年（明治３２年）５月２日
に設立され、今年は創立１２０周年を迎えました。

日時は２０１９年１１月１２日（火）１４時から
場所は東京・市ヶ谷私学会館４階、飛鳥の間
一般の方も歓迎 会費 ¥1,500.お問い合わせは ０３－５４１３－８９１２まで

私は第１２代の支部長ですが、貴協会の早瀬会長
は第１０代支部長経験者です。支部会員は１８０名程
度ですが、横浜在住者もしくは勤務者で構成されて
おり、横浜エリアで元気に社会貢献活動をされてい
るシニア層と平成卒の現役層で構成されています。

“アユ研”は、研究フォーラム、地域プロジェク
ト主催のほか若手研究者の育成、産官学連携の国際
会議、教育・出版を通じた社会文化貢献事業を行っ
ています。評議員会は西原元早大総長、谷野元駐中
国大使ら、理事会は福川元通産次官、谷口元国連大
使・元岩手県立大学学長、小倉国際交流基金顧問な
どで構成。
（編集部）

年間活動としては、母校等の教授を講師とする例
会や納涼会＆新年会や若手の会をメインとして、蔵
前工業会（東工大同窓会）や横浜国大（ＹＵＶＥＣ）
様とも連携しております。特に今年は社会貢献活動
として地域の企業様やＮＰＯ法人様とのコラボ活
動を目指しており、横浜日独協会様との活動連携も
是非とも検討させて頂きたく宜しくお願いします。

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！

個人的には、学生時代に母校体育会ゴルフキャプ
テンの経験から、現在まで４７年間ゴルフをライフ
ワークとしており、肩書はゴルフメンタルカウンセ
ラーやゴルフアンチエイジングカウンセラーとし
て活動をしております。今年３月に幻冬舎から『理
想のゴルフ』を出版して、現在随時ゴルフセミナー
やラウンドレッスンを展開させて頂いております。

≪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 ：令和元年 12 月７日（土）10:00～20:00
令和元年 12 月８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

ドイツには現欧州チャンピオ
ンのベルンハルトランガー選手
や全米オープンチャンピオンの
マーティインカイマー選手など
世界的に有名選手がいます。
ゴルフに関心のある方は、
『理
想のゴルフ』
（アマゾンや楽天等
で販売中）を読んで頂ければ幸
甚です。
活動は HP: nobugolf.com をご参考にされて下さい。

昨年のクリスマスマーケット風景
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文化コラム

わが国は 1875 年に、イタリア人、エドアルド・
キョッソーネをお雇い外国人として招き、紙幣や切
手の印刷技術を学んだ。一方でキョッソーネは、多
くの日本美術品を系統的、広範囲に収集した。絵画、
版画、武器や武具、陶磁器、漆器、仏像など、その
コレクションは全部で１万５千点を越えるが、中で
も浮世絵が多い。死後彼の名を冠したキョッソーネ
東洋美術館が、故郷であるイタリアのジェノヴァに
開設された。彼は、紙幣や切手の印刷だけでなく、
肖像版画の制作もよくし、殊に西郷隆盛や明治天皇
などの肖像は、一般にも広く知られている。

海を渡った日本文化
－日本美術のコレクターたち(１)－
会員

寺澤 行忠

日本の美術品は、海外にも多く渡っている。それ
を流出として歎く声があるのは、まことにもっとも
であるが、一方でそれらの優れた美術品が、日本の
美術に対する国際的な評価や関心を高める大きな
契機となっているとする見方もある。
日本の美術品が海外に大量に渡るについては、し
ばしば日本美術を愛好する熱心なコレクターが介
在している。
1913 年、ケルンにヨーロッパ初の東洋美術館が設
立された。それは東洋の芸術品が、西洋の芸術品と
初めて対等に位置づけられたことを意味し、画期的
なことであった。この美術館のコレクションは、ア
ドルフ・フィッシャーとフリーダ・フィッシャー夫
妻が日本で購入した美術品が核になっている。夫妻
は数度にわたり日本を訪れて美術品を購入したが、
殊に夫人の滞日は 10 年余りに及び、戦前この美術
館の第 2 代館長を務めた。
『明治日本美術紀行 ド
イツ人女性美術史家の日記』(講談社学術文庫)とい
う著作がある。

ケルン東洋美術館

パリのギメ東洋美術館は、実業家エミール・ギメ
のコレクションを基礎として、1879 年にリヨンに設
立され、1945 年にルーブル美術館の東洋部の所蔵品
と統合して、国立東洋美術館となった。ギメは世界
各地を旅行して美術品を蒐集したが、1876 年に日本
を訪れ、仏教関係を中心に多くの美術品を購入した。
「勢至菩薩金銅立像」は、法隆寺金堂の本尊阿弥陀
仏の脇侍の一体で、日本にあれば重文級といわれる。
日本庭園と茶室もつくられている。
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エドアルド・キョッソーネ

実業家・松方幸次郎は、明
治の元勲で首相や蔵相をつと
めた松方正義の三男である。
川崎造船所の初代社長で、造
船で財をなした。彼が欧州で
買い集めた１万点に及ぶとい
われる美術作品群は、松方コ
レクションと呼ばれている。1918 年にはフランスの
宝石商・アンリ・ヴェヴェールから浮世絵 8 千点を
購入している。明治初期の日本では、浮世絵は美術
品扱いされず、大量にヨーロッパに渡っていたので
ある。彼の美術品の収集は、浮世絵を買い戻すとと
もに、西洋の本物を日本人に見せたいという思いか
らだったという。松方は文化のレベルが上がらない
と、真の一線級のビジネスはできないと考えていた。
松方コレクションは、第二次大戦後、敵国財産と
してフランスで接収されたが、コレクションを収蔵
する美術館をつくるという条件で、日本に返還され
た。それがル・コルビュジェの基本設計になる国立
西洋美術館である。モネの絵画やロダンの彫刻でも
名高い。浮世絵の作品群は、皇室に寄贈され、現在
は東京国立博物館に収蔵されている。

ー Ｏｋｔｏｂｅｒｆｅｓｔ 2019 ー

毎回お世話を戴いている当クラブのメンバーで
もあるぜーリヒ夫妻は、今年は所用のため参加出来
なかったがＪＤＧＹの参加には今年もお骨折りを
戴き篤くお礼を申し上げたい。
(報告：事務局 能登 崇）

9 月 21 日(土）、横浜カントリーアンドアスレテイ
ッククラブ(YC&AC)で開催された『オクトーバーフ
ェスト 2019』に当協会メンバー27 名が参加。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ハンブルク聖ニコライ教会
少年合唱団の日本初公演を後援！

今年は学生ヤングメンバー3 名も参加し、会員との
親睦を図ることが出来た。
天候の変化に備えて、
会場を 1 階テラスに設営し、
他団体や個人参加を含め総勢 120～130 名が、日本
／ドイツのビールやワイン、そしてドイツ風メニュ
ーに舌鼓をうち大いに満足！！

10 月 4 日於:オリンピック記念青少年総合センター
主催：ハンブルク独日協会他

後援：ＪＤＧＹ他

1960 年創設で、国内外で数々の受賞歴を持つ伝統
ある合唱団。今回は少年～高校生 40 名で来日。バ
ッハやモーツアルトから現代曲、民謡までレパート
リーも広く、特にハーモニーが素晴しいです。

テラスのため、恒例のバンドのライブ演奏やダン
スのスペースが無かったのがちょっぴり残念であ
った。それでも、本場ドイツはミュンヒェンのオク
トーバーフェストが偶然同日 21 日の開催であるこ
とが伝わり（～10/6 迄）、日独オクトーバーフェス
ト比較で活発な論戦？が交わされた。

公演では「ふるさと」や「もみ
じ」も日本語でサービス！言葉も
良くこなされています。指揮は教
会音楽長のプリツカート女史。

因みにドイツ側からは、ブーヘンベルガー先生、
丸典膳ニールス夫妻、新入会員のＨ・ゼリン／紀子
夫妻が参加し、日独草の根交流を実践できた。
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当日はレーペル新独大使、
黒川元墺大使も鑑賞され、
主催者側から橋丸会長、織
田顧問が、
ＪＤＧＹからは、
早瀬会長夫妻、向井、能登
両副会長、磯貝理事、大治
運営委員、浅尾夫妻、水谷
会員が参加致しました。
（副会長 能登 崇）

行事予定

文化委員会企画

■ 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

①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）
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
1 月例会 1 月 8 日（水） 604 会議室

■ 2019 年 クリスマス会 のご案内
・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（学生 3000 円）

【講師】寺澤行忠会員（慶応義塾大学名誉教授）

②郊外散策
【日時】

11 月 20 日（水） 午前 11 時

【集合】

JR 大磯駅前

【コース】 午前中「鴫立庵（しぎたつあん、西行庵
のこと）
」(入場料 300 円）を訪ね、午後から「旧
吉田茂邸」
（入場料 500 円）
」を見学します。
【その他】 周囲に適当なレストランがありませんの
で、各自弁当をご用意ください。
事前申し込みは不要です。
【参考】JR 東海道線 小田原行
横浜 10:10－戸塚 10:20―大船 10:27―大磯 10:54

旧吉田茂邸について
明治 17（1884)年に吉田茂の養父・吉田健三が大磯
に土地を購入し、その地に別荘を建てました。
それを引き継いだ吉田茂は、昭和 20（1945)年より本
邸とし、昭和 42（1967）年に亡くなるまでここで過し
ました。
この吉田茂邸は、吉田五十八の設計になる部分が
多くを占めておりましたが、平成 21(2009)年に火事で
焼失、その後大磯町によって復元されました。
戦後政治史の舞台としても知られ、元西ドイツ首
相のアデナウアーや当時の皇太子殿下・同妃殿下が
招かれたのをはじめ、昭和５４（１９７９）年には大平首相
とカーター大統領の、日米首脳会談が行われました。
新館二階の応接間として使っていた部屋からは、
箱根連山や富士山を望むことができます。

今年は、元町にある超有名フランス料理店「霧笛
楼」の２階フロアを全て借り切って開催します。
令和元年の記念すべき年でのクリスマス会でも
ありますので、最高のフランス料理に舌鼓を打ち
ながら恒例のクイズ大会にも興じつつ、皆さんと
ご一緒に楽しい時間をお過ごし下さい。
ヤング・クラブのみなさんをはじめ、多くの方々
のご参加を心からお待ちします！
■ 2020 年 1 月 例会：
・日時：1 月 25 日(土） 午後 3:00～5:00
・会場：戸塚区民文化センター ４階 創作室
・講演：ドイツ大使館フィーツェ首席公使（予定）
・会費：例会 1000 円
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

編集後記：
今年最後の会報になりました。今年も色々なことがあ
り、皆様から素晴らしい記事を頂戴いたしまして有難
うございました。
来年は 10 周年記念の年になります。様々な計画が
進行中です。皆様のご意見をお待ちしています。
来年もよろしくお願いいたします。 （山口利由子）
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新入会員：
Hansjörg Sellin 様（H. ゼリン）
浅尾 敬子様 （あさお けいこ）
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