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⧫ 米大統領選挙全米５０州の選挙人数： 

バイデン氏３０６人、トランプ氏２３２人 

バイデン氏の勝利が確実となった１１月７日、ドイツ

のメルケル首相はＥＵ議長としてバイデン氏に以下の

祝電を送りました。 

「共に働くことを楽しみにしています。今日の課題に対

応するために米欧同盟の絆は不可欠です。」 

 

その翌日のバイデン氏と副大統領に内定のカマラ・ハリ

スさんの国民向け演説が実に素晴ら

しいものでした。「米国は品格を取り

戻す。世界から再び尊敬される国にす

る。民主主義を守り、全ての人に公正

な機会を与えるために働く」（バイデ

ン）。 

 

ハリスさんも、「米国を団結させ、人々の心を癒す。新

型コロナ・ウイルスの大流行に打ち勝

ち、経済を再生し、労働者のために働

き、我々の司法組織及び社会に沁みつ

いた人種的偏見を根絶し、気候変動と

戦う」と、新リーダーに相応しく堂々

とアメリカ国民に訴えました。高齢の

バイデン氏を支えて職責を立派に果

たせる女性だと多くの人が頼もしく思ったことでしょ

う。 

⧫ トランプは去ってもポピュリズムは残る： 

 “格差への鬱憤”というマグマ 

損得勘定と自己顕示欲で大統領にまでのし上がった

トランプ氏ですが、論理的で中長期的な政策には不向き

でした。目先の“ディール”に捉われ、多国間協調を排

して、自国第一主義を掲げ、この４年弱で世界秩序を大

きく混乱させました。 

 しかし、忘れてはいけないのはトランプ氏がホワイト

ハウスを去っても、トランプ主義は大衆の中に強く残る 

 

 

 

 

ということです。彼に投票した７千万人の大半（約４千

万人）は、ＩＴ革命という産業構造の変化に乗り遅れ、

職業訓練にも応ぜず、自分たちの職を奪った移民や有色

人種を人種差別する民度の低い白人労働者たちと貧困

層でした。“格差”を煽られればすぐに火が付く人達で

す。彼らは未だにトランプ氏の勝利を唱え、再選を熱望

しています。 

 欧州でも既に過激なポピュリズムは拡大しています。

トランプ政権の首席戦略官として「既存の勢力を全て壊

滅せよ」と叫んだスティーヴ・バノン氏が、退職後度々

欧州に現れ、フランスの極右ルペン氏らとポピュリズム

拡大運動を画策した事実もありました。ＥＵ首脳もトラ

ンプ氏の敗退で一息ついたところでしょう。 

⧫ 欧米で対中政策に変化が： 

民主主義・法の支配・市場経済の価値観鮮明化 

トランプ氏が、残された僅かな任期中に大統領令を乱

発するのではないかという危惧が広がっています。退任

後も政界に影響力を残し、７千万票の実績をもとに４年

後の大統領復帰を内外に宣言していますが、うがった見

方をすれば過去４年間の不祥事に対する告発・訴訟を封

じ込める心理作戦かもしれません。 

 一方バイデン氏は、思い付きや独断でスタンドプレー

をする前任者とは異なり、官僚組織を重視する政治家と

みられています。しかし上下両院のネジレやトランプ氏

の遺産と戦うバイデン政権は盤石ではありません。一党

独裁で覇権主義の中国とインド太平洋地域で向き合い、

アラブ世界の紛争解決やロシアとの確執に直面するバ

イデン政権の前途は多難です。ドイツもインド太平洋を

「重要地域」に指定し、中国への過度の依存脱却を閣議

決定しました。バイデン氏とも価値観を共有する日独両

中型国は、マース独外相の言う„rule shaper”として、

バイデン政権と多国間交渉で協調することにより、今後

一層平和に貢献することが出来るでしょう。 

（２０２０年１１月２０日記） 
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大使館と横浜市に１０周年記念誌を贈呈 

理事・10 周年記念誌編集長 大堀 聰 

 設立１０周年を記念して作成した冊子を１０月１２

日（月）、ドイツ大使館を訪問して早瀬会長よりレーペ

ル大使に贈呈しました。 

 当日は大使館に隣接

する大使公邸の一番大

きな部屋に招き入れら

れました。そして大使館

側からはフィーツェ首

席公使、クレープス文化

課長が同席されました。フィーツェ首席公使は JＤＧＹ

の月例会の講師としてお馴染みです。会談は終始和やか

で、最後に立派な庭園で、全員で記念写真を撮りました。 

右から５人目がイーナ・レーペル大使 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 １０月１６日（金）には今年新しくできた横浜市庁舎

に、赤岡国際局長を訪問しました。 

 贈呈に続いた会談では、局長はリラックスした中色々

お話し下さり、ＪＤＧＹのこの１０年の活動を評価して

いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根岸墓前祭に参加 
理事 大堀 聰 

 去る１１月９日、根岸外人墓地でドイツ海軍の犠

牲者を悼む墓前祭が行われました。１９４２年１１

月３０日、横浜港での大爆発でタンカー「ウォッカ

マルク号」および「第１０仮装巡洋艦」の乗組員６１

名が亡くなり、ここと山手の外人墓地に眠っていま

す。そして根岸では毎年１１月に大使館から武官が

来られて墓前祭が行われます。 

 当会からは墓地の近くに住む森利子会員と、私が

参加しました。森さんは８０年近く前の事故の時、

山手にある共立学園の女学生でした。そして爆発で

学校の港側の窓ガラスが割れたのを経験しました。 

 今年はふたつの特記事項があります。まず例年は

近くの小中学生も大勢参加しますが、コロナ禍の

中、生徒たちの参加者はなく、こぢんまりと行われ

ました。 

 一方横浜日独協会として、初めて献花をしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

中央のキーゼヴェッター武官を挟んで 

森会員（右）と大堀（左） 

写真の左下が 

横浜日独協会の花束 

 

日独交流 160 周年記念 

        ロゴマークの制定！ 

 

 
 

 日独修好 150 周年から丁度 10 年となる 2021 年、

ドイツ大使館はご覧のように、現在使用中のロゴボ

ールに「日独交流 160 周年」 の文字をあしらった

記念ロゴマークを制定致しました。 

 本年中に企画、実行される行事関連の会報、ポス

ター、プログラム等にこの記念ロゴを使用し、日独

両国の友好と交流の歴史やその成果に思いを馳せ、

160 周年を祝うという趣旨です。 

橫浜日独協会は、これまでに積み上げてきた「草の

根交流」を一層推進し、各種催事を通し日本とドイ

ツをつなぐ友好親善の更なる発展に寄与するため、

皆様の記念行事への積極的なご参加をお願い申し

上げます。 

           （副会長 能登 崇） 
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法人会員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドイツ側株主のフォイト社はドイツ南東部、バーデン・ビュ

ルテンべルク州のハイデンハイムという人口 5万の小さな

町に本社を置いており、創業 153 年の老舗機械メーカー

です。水力発電機器の分野では世界のトップメーカーで

あり、他に製紙機械、鉄道車両の推進システム等でも世

界市場で大きなシェアを占めています。 

 

日本側株主の富士電機も 1923年に古河電気工業とシー

メンス社の合弁として設立された歴史のある、かつドイツ

とも縁の深い会社です。水力発電機器の分野では富士

電機とフォイト社は戦前から技術提供などを通じ協力関

係にあり、こうした背景から、合弁会社の設立から現在に

至るまで良好な関係を維持発展してきました。 

 

いま地球温暖化を始めとする環境問題が大きく取り上げ

られております。最近では温室効果ガスの排出を 2050年

までに全体としてゼロにする目標が示され、再生可能エ

ネルギーを増やしていく流れは今後も一層強くなるものと

見られています。 

 

水力発電は 70 年代までは主流でしたが、火力発電や原

子力発電が伸長するなか、しばらく伸び悩みの時期が続

きました。ところがここ 10 年くらいの間に再生可能エネル

ギーが大きな注目を浴び、水力発電を再評価する機運が

高まっています。 

太陽光発電や風力発電は天候に大きく左右されますが、

水力は安定して発電することができます。 

 

今後は既存の水力発電所の機器が老朽化し、取り換え

の時期を迎えます。水力発電機器を新しくすると同時に

最新の技術で発電能力の増やすことも可能です。環境負

荷の少ない発電方法として今後も時代のニーズに合った

事業を進め、社会に貢献していきたいと考えます。 
韓国の発電所における発電機の設置 

 

南アフリカの発電所における 

発電機の設置 

 

富士・フォイトハイドロ株式会社 
 

本社が入るビル（富士電機川崎工場内） 

 

出荷前の水車 

  

当社はドイツのフォイト社と日本の富士電機が折半で出資して 1997 年に設立した

日独合弁の会社です。大手電力会社を始めとする発電事業者など、国内、海外の

顧客に対し水力発電設備の製造販売を行っています。川崎市に本社と工場があ

り、おかげさまで設立以来 23年間順調に業容を拡大しております。 

 

発電機の設置 

水車のイメージ画像 

韓国の発電所における 

水車の設置 
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日本で活動するドイツ企業紹介・EPLAN 

                  

常務理事 大瀬 克博 

 ウィズ・アフターコロナへの対応とし

て各分野でデジタル化の加速が叫ばれ

ています。企業にとっては存続に関わる重要課題です。

電気設計のデジタル化で制御盤製造の効率化をグロー

バルに展開する世界のトップ企業がドイツ EPLAN（イ

―プラン）です。 

 制御盤、多くの会員には馴染み

のない名前と思いますが、あらゆ

る産業現場でまた身近にはショ

ッピングセンター、病院などの施

設でも広く使われています。それ

は機械/設備を操作、制御するた

めに電気制御機器を収めた箱で

す。制御盤メーカーはその 90％以

上が従業員 100 名以下の中小企業

であり、全国各地にあります。 

 

 今、中小企業は人手不足、デジ

タル化対応、ユーザーニーズの多様化そして競争激化と

いう課題に直面していますが、制御盤メーカーも例外で

はありません。その課題解決に求められているのがモノ

づくり現場でのデジタル技術の活用です。 

 EPLAN は総合電気設計 CAD システムを提供するソ

フトウェア会社で、欧米では 70～80％の圧倒的なシェア

を有しています。これは制御盤の設計、製造、運用まで

シームレスに繋ぎ、生産性の大幅向上を狙います。

EPLANは 2014年に日本法人 EPLAN Software & Service

株式会社を設立しました。現在は名古屋と大阪にもオフ

ィスを構え、お客様へのサービス強化に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本法人 井形社長が抱負を語ります： 

「日本には技術力に優れた多くの

制御盤メーカーと、盤に収納され

る高機能な制御機器のメーカー

があります。制御盤メーカーが抱

える“人手不足、デジタル化対応、

ユーザーニーズの多様化”などの課題解決に EPLAN の

電気設計システムを活用していただき、ドイツのソフト

ウェアと日本のハード技術、双方の相乗効果で海外展開

も視野にいれた事業拡大ができると考えています。この

ようなデジタル化の取組みで、優れた技術力を持つより

多くの中小企業が元気付き、地域経済の活性化につなが

るお手伝いができれば幸いです。」 

 

 横浜日独協会（JDGY）は、例年秋に横浜企業経営支援

財団（IDEC）との共催により横浜情文ホールでセミナー

を開催してきましたが、昨年は新型コロナの影響で開催

できませんでした。 

 ここに紹介した EPLAN の電気設計システムについて

は、井形社長によるオンラインセミナーを関連機関の支

援を得て開催すべく準備を進めています。次号会報発行

前に開催となる場合は JDGY ホームページにてご案内

します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ドイツ産業トピックス（第１４回） 

 

理事 大堀 聰（中小企業支援） 

 

アメリカの次期大統領が決まりました。最初にその関連

の新聞報道に少し触れます。 

メルケル首相は 11 月 9 日、メディアを前に「バイデン

大統領を祝福し、ハリス副大統領を楽しみにしている」

と語りました。（Merkel gratuliert Biden – und freut sich 

auf Harris） 

ベルリンの外交筋はこの選挙結果に胸をなでおろした

ようです。（Berlin reagiert erleichtert auf die Wahl von 

Biden. 07.11） 

トランプ元大統領の選挙の不正の訴えに関しては、シェ

イクスピアによる喜劇のタイトルを持ち出して、「空騒

ぎ？訴訟を起こせばいい！」（Viel Lärm um nichts? Lasst 

Donald Trump doch klagen! 06.11）とマスコミは突き放

しています。 

＜ロックダウン＞ 

この項目を書いている１０月末、ヨーロッパのコロナ感

染者の数は爆発的ともいえるほどで、１１月２日から新

たに部分ロックダウン(neuer Teil-Lockdown)がドイツ

でも実施され飲食店、娯楽施設が１か月閉鎖されること

になりました。 

政府はそれらの企業に昨年 11 月の売り上げの 75％の金

額を補助します。そのための予算として１兆２０００億

円（zehn Milliarden Euro）が用意されました。 
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学者は「これは投資としては非常に効率の良いものだ。

さもないと感染の拡大でさらなる費用が発生する。しか

しロックダウンがうまくいくかはこの措置が国民に受

け入れられるかにかかっている」 (29.10)と実施を前にし

て好意的に語ります。 

 

しかし「保健省の役人はどこから感染は広がるのか、

暗中模索」 (Gesundheitsämter tappen im Dunkeln: Woher 

kommen die Infektionen ? )という記事も出ています。 

ドイツでは感染ルート不明が 75％で、家庭内の感染が

一番多いそうです。つまり飲食店を閉鎖することは、一

つの感染ルートを絶つにすぎないという見方です。 

 

また経済界には夏の景気回復が続くと見る楽観主義

者も多いようです。（Noch herrscht in weiten Teilen der 

Wirtschaft Zuversicht.） 

ただし中国の景気の恩恵を受ける企業と、対面主体の

業界の二極化はますます大きくなるでしょう。（25.10.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本は Go To イート・キャンペーンで客を呼び込むこ

とで飲食業のサポートをする一方、ドイツは補助金でサ

ポートする。ドイツはもう感染者が多くて、Go To イー

トのようなことは実施できないのでしょうが、お店にす

れば店を閉めてお金をもらうよりは、お客さんが来て自

分の収入が増える方が、モチベーションとしてはよいの

ではと私は考えます。 

 

比較のベースが完全に一致するわけではありません

が、日本の Go To イートは９月時点で、給付金 1534 億

円、委託費 469 億円の計 2003 億円の予算です。ドイツ

の補償費の６分の１です。そういえばもう日本では休業

補償を払う予算がないとも聞いたことがあります。 

 

この記事が出るころにはドイツはしっかり収束して、

家族友人とクリスマスを祝うことが出来て、日本でも感

染者が Go To キャンペーン等で増えていないことを願

うばかりです。 

 

＜テスラ＞ 

５３号で紹介したアメリカの電気自動車メーカー、テ

スラのベルリン近郊の工場ですが、建設は順調に進んで

いるようです。来年の夏から年間５０万台の電気自動車

の生産を目指します。そしてドイツで従業員の数で３番

目に大きな自動車工場となる見込みです。(28.10.) 

VW Wolfsburg 55,400 人 

Audi Ingolstadt 44,500 人 

Tesla Berlin 40,000 人 (予測) 

Daimler Stuttgart 35,000 人 

テスラは世界三極体制のため、アジアの生産拠点とし

て上海に工場を作りますが、ヨーロッパの生産拠点を東

欧などではなく、ドイツに作るところが私にはよく分か

らないところです。東欧ではこれだけの人数の優秀な労

働者を集められないからでしょうか？また５０万台の

うち何台がドイツ向けかは分かりませんが、かなりの数

のテスラを見ることになるのではないでしょうか？ 

 

ただし既存の自動車メーカーの業績も回復している

ようです。メルセデスは２０１７年末以来、久しぶりに

年間見通しを上方修正しました。「コロナ問題は大方片

付いた。過去の利益見通しの下方修正の回数は両手の指

が必要」という表現を使っています。 

（Um all die Gewinnwarnungen der vergangenen Jahre 

abzuzählen, brauchen sie schon die Finger beider Hände.） 

 

ドイツに限ったことではありませんが、密閉空間とな

る車は三密対策としてもよいということが自動車販売

の好調な理由の一つにあるようです。 

 

 

＜お知らせ１＞ 

これまで１４回続けてきた、この「ドイツ産業トピッ

クス」ですが。今回をもっていったん休止とさせていた

だきます。中小企業支援グループとしては今後もいろい

ろ発信を続けますので、ご支援のほどよろしくお願いし

ます。 

 

＜お知らせ２＞ 

最後の最後も私事で恐縮ですがこの度「日本郵船 欧

州航路を利用した邦人の記録」という本を出版しました。

アマゾンでお求めになれます。（以上） 

 

 

 

 

 

（左写真） レストラン

の看板には「あなた

のためにテイクアウト

(Abholung) のみ営業

中」と書かれている。 
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バーデン・ヴュルテンベルク州＝神奈川県 

協定 30周年記念シンポジウム開催 

   中小企業支援委員会 顧問 

    理事 坂井 啓治 

ドイツ主要工業州の一つである Baden

－Württemberg（B－W）州が神奈川県

とパートナー協定締結 30 周年を記念

して、シンポジウムが 11 月 19 日首都シュトットガルト

の会場で開催され、日本向けにはオンライン（無線映像）

で送信、これに参加したのでその一端をご紹介します。 

 テーマは「高度技術の（日独）連携に向けて」 

 ドイツ連邦政府の教育研究省が Tübingen に立ち上げ

た幾つかの大学・研究所が、2019 年には企業をもパート

ナーとするコンソーシアム‘Cybar Valley’として発足

させ、自動走行車や医療分野などの AI (人工知能 )研究

を中心とする集団となり、日系企業の参加と共同研究が

成功事例として紹介された。 
 

 W.Kretschmann B-W 州首相の冒頭の挨拶は、「今年

は B-W 州＝神奈川県パートナー協定

30 年に当たるので日本を訪問し、ヘ

ルスケア、デジタル化、AI、ロボット

分野での情報交換をしたかったが、

実現しなかった。この間 B-W 州は高

度技術開発のため、特に医療分野の拠点づくりに多くの

パートナーと共に３億ユーロ（約 380 億円）を投資し情

報の相互共有を行っている」と熱っぽくスピーチされた。 

 

 黒岩祐治神奈川県知事は、「健康と病気の境目の状態

を未病と呼び、健康な状態を長くす

る研究会ニューフロンティアを結成

したところ、840 社の企業がこの運動

に参加、未病産業として、例えば声か

ら患者の心の状態を判断する技術が

開発された。運動後の疲れを早く回復させる‘Recover 

Wear’（スポーツウェア）が評判になっている」 

 続いて B-W 州・神奈川県の代表による両地域の「経済

立地としての紹介」の後、以下の通り６名のドイツ人講

師と５名の日本人講師によるプレゼンテーションがあ

った。 

 注目されたのは世界的権威ある Max Planck 研究所、

Fraunhofer 研究機構やドイツの大学、企業としては

BMW、Daimler、IAV、Porsche、Bosch、AMAZON 等が

加盟する欧州最大の AI 研究所群がドイツに創設されて

いたことである。加えて日本・アジア市場で IT 分野の

スタートアップ企業に対し投資している IT-Firm 社が、

日本から初めて投資に参入したとプログラムで紹介さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔主なプログラム〕 

・EDI 社 Dr.Freudenmann 社長/神奈川工科大学 

  車システム開発工学科 井上秀雄教授 

 「安全なナビゲーションと運転のためのダイナミッ

クリスクマネージメント (DRM)」 

・Tübingen 医科大病院医学部長 N. Malek Dr.教授 

  理化学研究所生命医科学研究センター 

   研究チームリーダー古関 明彦氏（M.D., Ph.D） 

 「個別化医療を目指したデータドリブン医科学研究：

体の細菌叢や代謝が炎症性疾患・がん疾患の鍵に」 

・NEC 欧州 Laboratories 社 Quittek Dr.社長 

 「パーソナライズされた癌治療への AI 適用に関する

日独の協力」 

・IT-Farm 社 パートナー 春日 伸弥氏 

 「ドイツと日本の AI スタートアップを推進するサイ

バー バレー投資家ネットワーク」 

以上のプレゼンテーションは、いずれも専門用語が飛び

交う難しい内容であったが、「産学官連携」が難しいと

いわれる中、日独の高い技術力により共同研究で成功事

例として紹介されたことは産学界に大きな励みと期待

になろう。（了） 
 
 
 (写真出所：いずれも MS Bing・Youtube) 

 

 

 

 

 

 

 Cybar Valley 自動走行車のためのインフラ研究 

Cybar Valley の俯瞰写真 

 

Cybar Valley Bosch ビルディング 
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文化コラム 海を渡った日本文化 

― 桜の国際友好親善大使 ― 

理事 寺澤 行忠 

 桜は日本を象徴する花である。万葉の時代には、「花」

といえば梅であったが、平安時代に入る頃から桜を指す

ようになった。桜は次第に増えて日本人に広く愛され、

今では桜の季節になると、世界中から桜見物の観光客を

集める時代になった。 

 明治に入ってから桜は、外国にも積極的に移植される

ようになり、日本と外国を結ぶ国際友好親善大使の役割

を立派に果たしている。 

 自由ハンザ都市

ハンブルクは、エル

ベ川河口から 100キ

ロ余り入った港湾都

市である。1968 年は

明治 100年に当ると

いうことで、海外各

地で日本関連行事が行われたが、ハンブルクでもその一

環として「桜まつり」が開催された。そしてハンブルク

日本人会から 363 本の桜の苗木が寄贈され、アルスター

湖畔のアルスター公園をはじめ、市内各所に植樹された。 

 この時、アルスター湖上で花火の打ち上げが行われ、

これが好評で毎年欠か

すことができない行事

となった。同時に「桜の

王女」（2015 年に「桜の

女王」に名称変更）を隔

年に選出することも始

まった。日本からの「桜の女王」と隔年に相互訪問して

いることは、ご承知のとおりである。 

 1977 年には日独友好促進のために５千本の寄贈計画

が立てられ、市内各所に植樹されて、２年後に目標を達

成している。 

 桜が現地に住む日本人にとって、故郷を偲ぶよすがと

なっていると同時に、日独親善、国際交流の力強い仲立

ちの役割を果たしている。 

 イギリスに桜が普及する上で

大きな功績があったのは、コリン

グウッド・イングラムである。

1902 年に来日し、「自然と人が抜

群の芸術的センスで調和してい

る」日本に魅了され、すっかり日

本びいきになって、桜を収集するようになった。やがて

100 種類以上の桜園が自邸に誕生する。彼は何よりも多

様な品種の桜を大切にした。1926 年により珍しい品種を

求めて来日した折には、交配種であ

るソメイヨシノの急激な増加の蔭

に、多くの自生種が絶滅の危機にあ

ることを知り、それらの苗をイギリ

スに送らせた。実際その後、日本で

絶滅したとみられる「太白（たいは

く）」という品種を、日本に里帰り

させている。 

 彼は時折桜園を公開し、一般の人を花見に招待した。

日本の桜は、彼の桜園からイギリス各地へ広まっていっ

た。現在イギリスで多種多様な桜が見られるのは、イン

グラムのお蔭といってよい。そしていま、英国日本人会

の提唱で、日本で寄付金を募り、1 千本の桜をイギリス

に寄贈する計画が進んでいる。 

 なお、このイングラムの事蹟を日本に紹介したのは、

元毎日新聞記者でロンドン在住の阿部菜穂子氏で（『チ

ェリー・イングラムー日本の桜を救ったイギリス人―』

岩波書店刊、2016 年 3 月）、この本のことは磯貝喜兵衛

理事よりご教示いただいた。 

 

 海を渡った桜と聞いてまず頭に思い浮かぶのは、ワシ

ントンのポトマック河畔の桜であろう。19 世紀末に雑

誌記者・作家として日本に滞在したエライザ・シドモア

は、桜の美しさに魅せられ、帰国

後アメリカへの移植について、政

府に熱心に陳情した。その情熱が

当時のタフト大統領夫人を動か

し、大統領夫人の要望で、1912

年に尾崎行雄東京市長が、アメリ

カへ桜を贈ることになった。アメ

リカ在住の高峰譲吉なども、側面

から協力した。 

 日本から届いた約 6 千本の苗木のうち、半数がワシン

トンのポトマック河

畔に、残りの半数が

ニューヨークのセン

トラルパークとクレ

アモントパークに移

植された。アメリカ

はその返礼として、

ハナミズキを日本に贈っている。1949 年以降、毎年桜の

開花の時期に合わせて、ワシントンで盛大な桜祭りが行

われる。大統領夫人の植樹式で始まるこの行事は、さま

ざまな日本文化の紹介行事、「さくらの女王」の選出、

パレードなどが行われ、アメリカのみならず世界中から

約 100 万人の人々を集めるイベントになっている。 

 2012 年には 100 周年を迎え、ひときわ盛大な桜祭りが

行われた。100 周年を機に、全米各地に桜を植える計画

が着々と進んでいる。 

エライザ・シドモア 
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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  公益財団法人登戸学寮 

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 

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  一般社団法人如水会横浜支部 

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社   富士・フォイトハイドロ株式会社 

 

 

 

 イベント予定  

■2021 年 1 月 イベント： 

 （対面ではありません。） 

・日時：1 月 16 日(土）午後 3:00～5:00 

・会場：戸塚区民文化センター３階 多目的室 (大 ) 

・講演：野澤 勉 会員 

『チーズの楽しみ方－試食 (予定 )』 

・資料のダウンロードと視聴ページの URL を 

メールアドレスにお送りします。 

■2021 年 2 月 イベント： 

・日時：2 月 20 日(土）午後 3:00～5:00 

・会場：戸塚区民文化センター３階 多目的室 (中 ) 

・映画鑑賞会：Der schönste Tag meines Lebens 

（オーストリア映画 邦題「野ばら」-ドイツ語＋字幕） 

■2021 年 3 月 イベント： 

・日時：3 月 20 日(土）午後 3:30～ 

・オンライン講演会 

・講演者：フィーツェ大使館首席公使 

・会費：無料  

＊１月以降のイベントにつきましては、コロナ禍情勢に

より、中止／延期等の可能性がありますことをご承

知おきください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

皆様のご支援ご厚情に厚くお礼申しあげます。 

＜2020 年 10 月１日から 11 月 30 日までのご寄附＞ 

（２万円）茂木 七左衛門様 

（非会員、前日本芸術文化振興会理事長） 

（１万円）奥村 千恵子様   関根 禮子様（非会員） 

認定NPO法人として広く市民の方々との日独交流を

推進する財源として活用させていただきたいと思い

ます。引き続きお力添えのほどよろしくお願い申し

上げます。 （横浜日独協会一同） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ 

 

オンライン講習会 

ご寄附していただいた皆様の税制優遇について 

当協会は 2020 年 7 月 1 日「租税特別措置法第41条の

18の２第 1 項」が規定する要件を満たし、税額控除の

証明を受けており税制優遇を受けることができます。 

本年の確定申告の際には下記の計算式を参考にして

ください。ただし、個々の所得など条件により違いま

すので、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームペ

ージ（http://www.nta.go.jp/）でご確認ください。  

●個人寄附の場合（所得控除又は税額控除のどちらか

を選択することができます。） 例として、年間総所

得 500 万円の方が、10,000 円を当協会にご寄附いただ

いた場合を参考にすると 2,000 円を超える寄付金額に

適用され、次の計算となります。  

《「所得控除」を選択した場合》 
10,000 円 － 2,000 円 ＝ 8,000 円  

8,000 円 × 所得税額 (20%) = 1,600 円  

 ⇒確定申告の手続きを経て節税となります。 

※但し、総所得金額等の 40％相当額が限度となります。 

《「税額控除」を選択した場合》 
   (10,000 円 － 2,000 円 ) × 40％ ＝ 3,200 円  

 ⇒確定申告の手続きを経て節税となります。 

※但し、所得税額等の 25％相当額が限度となります。 

（注）法人賛助会員の場合は、通常の一般寄附金の損

金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。 

⇒お手続き： 本年 7 月 1 日以降ご寄附された方には、

当協会が発行した「寄附金受領証明書」と「税額控

除の証明証」の写しをセットにして、確定申告の際

に提出してください。   （事務局 齊藤進治） 

文化委員会企画 

教養講座「百人一首をよむ」 

【日時】原則として毎月第１水曜日 13:00～14:30 

1 月 6 日（水） オンライン講座 

2 月 3 日（水） オンライン講座 

3 月 3 日（水） オンライン講座 

4 月 7 日（水） 604 会議室 

【会場】神奈川県民センター 

（横浜駅西口より徒歩５分） 

【講師】寺澤行忠理事（慶応義塾大学名誉教授） 
コロナ情勢のため中止 

認定NPO法人横浜日独協会会報 発行 2021.1.1 (第57号) 

所在地：〒247-0007 

横浜市栄区小菅ケ谷 1-2-1 地球市民かながわプラザ 

 NPOなどのための事務室内 事務局：能登・齊藤 

Tel:  080-7807-7236 

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 

 

 

 

 

横浜日独協会会報      発行 2013.10.1 (第 16 号) 

事務局：〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 2-2-1-913 

能登 崇 方 

Tel &Fax: 045-546-0801, e-Mail: 

tak_noto@yahoo.co.jp 
会報編集責任者  大久保明 

e-Mail a-okubo1926@ttmy.ne.jp  

編集後記：令和 2 年は、コロナで大騒ぎし

ている間に終わってしまいましたが、令和 3

年は、どんな年になるでしょうか。 

皆様からの投稿をお待ちしています。 

今年もよろしくお願い致します。（山口） 

 

mailto:tak_noto@yahoo.co.jp

