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このたび 5 月 29 日に開催されました

会員総会と理事会で、早瀬前会長の後任

として、新たに会長に就任致しました成

川です。就任に当たりまして一言ご挨拶

を申し上げます。 

前会長は、2010 年 10 月の横浜日独協会の設立以降 10

年間、当協会を率いて発展させてこられました。前会長

ほどのリーダーシップや実績を上げることができるか

は甚だ不安ですが、役員、会員の皆様のご支援とご協力

を得て、当協会のさらなる発展のために全力を尽くした

いと考えております。 

当協会は設立以来、会員の皆様の多大なご尽力に支え

られ、高校生の日独相互派遣、日独ユース・女性フォー

ラム等の日独交流、地域の中小企業へのドイツ企業関連

セミナー開催等、様々な交流やイベントを実施してきま

した。 

また当協会は、昨年 7 月に、高い公益性を有する認定

NPO法人として認証されました。寄付金の控除等も可能

となる一方で、当協会には、多くの市民や企業と連携し

た安定した活動の継続が期待され求められております。 

またグローバルな視点を持ち、日独関係の進展に貢献

する人材育成も必要です。これからも、前会長のもとで

築いて来られた、協力的な組織風土や良好なコミュニケ

ーションを大切にしながら、ドイツ関係諸団体に止まら

ず、外部の各種団体・組織とのネットワークをさらに広

げ、ダイバーシティや環境問題等への先進的な取り組み

が進むドイツと、民間交流によりそのきずなを強め、相

互信頼を深めて行きたいと考えております。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

終わりに、私自身のドイツとの関わり等、簡単に自己

紹介をさせていただきます。小学生の後半から中高校生

時代は広島で育ちました。当時は、同級生にまだ親が被

爆者という人が何人もいました。日本は政治の季節であ

り、多くの生徒や学生が政治への関心と抵抗行動を起こ

した時代でした。そうした流れに翻弄され、悩みつつも、

将来への展望は明確ではありませんでした。数学と英語

が得意だったので何となく理系クラスへ進学するも、理

系の科目にだんだん興味がなくなり、受験時に文系に転

換、結果的には経済学部に進学しました。大学卒業時、

日本は高度成長期の直中にあり、先輩に誘われ何となく

銀行（日本興業銀行；現みずほ銀行）で働き始めました。 

 

 

入行 4 年目に、自分の意志や希望とはさほど関係なく、

突然ドイツでの研修を言い渡され、このことが以後の私

の人生に大きな影響を与えることとなりました。渡独後

程なくスイス現法設立準備のため、右も左もわからない

ままスイスの銀行に派遣されたのですが、当時の日本企

業が、海外業務に於いてはいかにチャレンジングであっ

たかの証左だと思います。現法設立を終えた後、日本に

帰国し、審査部、国際本部を経て、85 年に当時興銀がド

イチェバンクと合弁で設立していたドイツ興銀に派遣

されました。結果として、ドイツに３度、計１２年間滞

在し、欧州（含旧東欧・ソ連/ロシア）に関わる仕事を担

当しました。 

85 年からのドイツ滞在時の最大の出来事は、1989 年

11 月 9 日ベルリンの壁が崩壊したことです。前年の 9 月

には、東西融合を訴えて西ベルリンでＩＭＦ・世銀総会

が開催され、私も旧興銀の事務局として参加しましたが、

その一年後に壁が無くなることを予測した者は誰一人

としていませんでした。壁崩壊後の西独政府の対応は迅

速で、3 週間後には、悲願の東西ドイツ統合を発表、1990

年 10 月にドイツが統一しました。 

それと歩調を合わせて、ＥＵの通貨統合や東欧諸国の

民主化・市場経済化が急速に進展した訳ですが、当時こ

のように速いスピードで、ドイツの統合が行われること

は全く予想されていませんでした。旧西ドイツのリーダ

ー達はその唯一とも言えるチャンスを的確に判断し掴

んで実行したのです。 

91年に日本に帰国、審査部や人事部を経て、97 年に再

度ドイツ興銀のトップとして派遣となりました。その時

はすでに日本は急速に金融危機に向かっており、赴任中

に旧興銀も合併することが決まり、統合作業に関わるた

め、2001 年日本に呼び戻されました。統合に埋没し、ド

イツとは縁が切れたままでしたが、2006 年に不動産会社

に転じ、その時から、再び日本企業とドイツ企業の連携

を探ったり、ドイツでの不動産開発をトライする等、ま

た再びドイツとのつながりが復活し、今に至っています。 

子供達を現地校に通わせたこともあり、家族を含めた

ドイツという国との深い係わりから、自分の人生に多く

の示唆を得ました。外に出ることによって、異なった価

値観に触れ、許容し、一方でむしろ日本を見つめ直し、

日本にいるときには若干の煩わしさすら感じていた「思

いやり」「奥ゆかしさ」「恥の文化」をポジティブに見ら

れるようになったと言えるのかもしれません。 
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二人の生みの親、新会長、 

堂塔の木組み － 感謝あるのみ 

名誉会長 早 瀬 勇 

２０２１年６月６日 

1. 生みの親は大使と市長でした 

設立十周年記念誌に詳しく書かれていますが、１１年

前の２０１０年、当時のドイツ大使シュタンツェルさん

が、「最大の国際都市ヨコハマに是非日独協会を！」と

林横浜市長に直談判して横浜日独協会（ＪＤＧＹ）は誕生

しました。 

去る６月２日の横浜開港記念式典で、生みの親の一人

林市長（ＪＤＧＹ名誉顧問）から、設立以来の会長職務に

対し労いのお言葉を頂き、肩が軽くなった思いでした。 

もう一人の生みの親

であるシュタンツェル

元大使は、いま全独の

独日協会会長をしてい

らっしゃいます。また、

ドイツにおける中国・

日本問題のオピニオンリーダーとしてご活躍です。元大

使に先日拙著『ドイツと私の半世紀』をお送りしたとこ

ろ、早速見事な日本語でお言葉を頂きました。私に対す

るこの好意的お言葉は、会員全体に対する励ましでもあ

りますので、その一部を省略し大使の日本語をそのまま

引用します。 

「２０２１年５月３０日 “Japan-Deutschland 2+2”  

Lieber Herr Professor Hayase, 

今日、私は素晴らしい本を受け取って驚きました。お

めでとうございます。これは真の成果というだけではあ

りません。立派な回顧録でもあります。そして、ドイツ

について、日本について、そしてあなた作者について、

読者に多くのことを教えてくれる思考の集大成でもあ

ります。 

また、私と妻の写真が掲載されていることを光栄に思

っています。 

これからこの本を読んだり、あなたの魅力的な人生と、

あなたが多大な貢献をされた日独関係についての洞察

を楽しむことを楽しみにしています。 

もう一度：おめでとうございます！ パンデミックが

終わればすぐにでもお会いして、これまでの実りある交

流を続けましょう。 

お元気で！ Herzlichst  Ihr Volker Stanzel 」 

何と有難い生みの親のお言葉でしょうか！次の来日

時には歓迎しましょう！ 

お二人のＪＤＧＹ設立合意を受けて、横浜市の関山国

際政策室長（のちの初代国際局長）は、最寄りの湘南 JDG

の織田正雄会長に発起人をお願いし、黒崎稔、能登崇、

大久保明、戸田龍介（遅れて早瀬勇）らの各氏が設立を

進めました。“井戸を掘った”人たちです。 

2. 新会長を選んだ理由 

成川哲夫さんを後任会長に選んだ理由はいくつかあ

ります。まず、組織のトップとして事業を指揮してきた

実績。ドイツ好きの国際派。フランクフルト法人会会長

だった。日独の経済界に顔が広い、お人柄の良さなどで

しょうか。どうか皆さん、これからも新会長を支えて、

ＪＤＧＹを益々発展させてください。 

3. 役員さん・会員さんへの感謝 

報いを求めず社会に奉仕出来ることは、人生最高の幸

せです。特に愛するドイツとの草の根外交で、世界平和

につながっているのは何と幸せなことでしょうか。住ん

でいる横浜を経済的に支えているのは中小企業ですが、

ドイツのＩＴ化の実際を横浜に紹介し、発展のお手伝い

をすることの意義は大きいですね。パンデミックが去っ

たら、もっともっとドイツ人との交流を広めましょう。 

これから１０年後、２０年後のＪＤＧＹは、きっと横浜

市になくてはならない存在になっていることでしょう。 

設立以来１１年間、至らない私を支え、ともに汗を流

して下さった役員の方々、催しに参加下さった会員の皆

様。ご理解・ご協力に心から感謝いたします。他の日独

関係者が評価下さるＪＤＧＹのこれまでの目覚ましい発

展は、有能で志の高い役員さん方のリーダーシップのお

蔭です。法隆寺の宮大工・西岡常一さんの口伝を想起し

ます：堂塔の木組みは木の癖組。木の癖組は人組み。人

組は人の心組み。人の心組みは棟梁の工人への思いやり。

工人の非を責めず己の不徳を思え。（『木のこころ、木の

いのち―天・地・人』新潮文庫）  

皆様のご多幸をお祈りいたします。（了） 

 

2021年 5月12日 橋本徹新横浜国際局長（左から 3人目）往訪 

横浜市主催の市長を囲む“ぬくもりトーク” 2016年４月 13 日 
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早瀬勇名誉会長・成川哲夫会長 

第６回総会報告  

横浜日独協会設立時より 10 年間会長という重責を務

められた早瀬勇氏が勇退され、10 年間理事を担ってい

ただいた磯貝喜兵衛氏の退任に伴う後任人事が行われ

ました。新会長には協会設立時より理事を務めていた成

川哲夫氏が全理事の互選によって選ばれました。早瀬勇

氏はまたこの日、新たに選ばれた成川会長より協会初の

「名誉会長」を委嘱されました。長い間会長として重要

な役割を担われた早瀬様に心よりお礼を申し上げます。

ありがとうございました。 

関連する役員人事では、組織強化のため 1 名増となっ

た副会長に大瀬克博常務理事、また新常務理事に寺澤行

忠理事、大堀聰理事が就任、新理事に野澤勉氏、西条り

み氏を迎えました。併せて、２年の任期が終わる役員に

ついては全員が再任されました。（第 6 号議案） 

役員選任以外の議案では、組織強化のための副会長の

定数増に係わる定款変更（第 1 号議案）、2020 年度の事

業報告、決算ならびに監査報告が行われ承認されました。

（第 2 号、第 3 号議案） 

2021 年度の事業計画では、日独交流の環境の変化に対

応した事業を推進するプロジェクトを設け、日独相互理

解、日独関係団体連携、日独経済情報普及ならびに日独

青少年交流の４事業において、広く市民へ開かれた高い

公益性とコンプライアンスを重視し発展させていくこ

とになります。また本年 10 月、当協会主催の日独交流

160 周年記念大茶会（於、三渓園）の予算も承認されま

した。一方、コロナ感染拡大防止のため高校生作文コン

テストは次年度に持ち越されました。（第 4 号議案、第

5 号議案） 

本総会において会長人事とともに重要議案だったの

は、横浜日独協会のこれからの 10 年を見据えた将来像

とその実現のための施策を示す「中長期ヴィジョン 2030」

（本会報別稿参照）です。新型コロナウイルス感染のパ

ンデミック、気候変動問題、持続可能な社会の実現など

を背景に、ダイバーシティや環境問題で先進的なドイツ

から多くを学び、広く市民への紹介と相互理解、両国で

経済を大きく支える中小企業支援という社会的使命な

どを掲げています。特筆すべきは、日独関係を一層強化

するために、グローバルな視点を持った次世代を担う人

材の育成を挙げたことです。（第 7 号議案） 

総会後承認されました新役員体制は次のとおりです。 

会 長： 成川哲夫 

副会長： 能登 崇 向井 稔 大瀬克博 

 

常務理事： 齊藤進治（事務局長） 南雲淑子 

 山口利由子 寺澤行忠 大堀 聰 

理  事： 坂井啓治 小島拓人 神永 晉 

 ロベルト・ゼーリヒ ハンス・ユーデック 

  中尾尚美 佐藤恵美 藤田 香  

 北井康一 小貫治朗 大治はるみ  

 地野洋子 野澤 勉 西条りみ 

監  事： 戸田龍介 四方田彰 

名誉顧問： 林 文子（横浜市市長） 

名誉会長： 早瀬 勇（前横浜日独協会会長） 

名誉会員： 兼子良夫（神奈川大学学長） 

顧  問： 瓜谷綱延（株式会社文芸社社長） 

 織田正雄（公益財団法人日独協会理事） 

 

※5 月 29 日現在会員総数 191 名／法人（総会定足数：

96 名）。出席者 102 名／法人、 

内訳： 書面決議 69、議長委任 33。 

 同日のオンライン参加者 24 名。 

（文責 事務局 齊藤進治） 

 

皆様のご支援、ご厚情に厚くお礼申し上げます 

2021 年 1月１日から 6月５日までのご寄附 

（10 万円） 富士フォイトハイドロ（株）様 

（３万円） 成川哲夫様 

（１万円） 順子レナー様 岡本博之様 大瀬克博様 

  神永 晉様 

（６千円） 野澤 勉様 小島拓人様 小貫治朗様 

  齊藤進治様 佐藤恵美様  

 大治はるみ様 藤田 香様 黒崎 稔様 

 向井 稔様 地野洋子様 中尾尚美様 

 大堀 聰様 

（４千円） 早瀬 勇様 山口利由子様 

（２千円） 成川幸世様 

（１千円） 山本泰生様  岩崎博様  西 忠彦様  

 山田信男様 河原芳江様  

 大久保明様 上野哲也様  

 中戸弘之様 館野ゆかり様 

皆様のお蔭で横浜日独協会は認定ＮＰＯ法人と

して７月１日に満１年を迎えました。また、昨年設

立１０周年を迎え、先の総会では「中長期ヴィジョ

ン」が承認され、これからの１０年を見すえて活動

していくことになりました。これからの事業にこの

たびのご寄附を活用させていただきます。これから

もお力添えのほどよろしくお願い申し上げます。 

（会長 成川哲夫 事務局 齊藤進治） 
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認定NPO法人横浜日独協会 

中長期ヴィジョン2030（要約） 

～日独の交流を通じ相互理解を深める～ 

1 はじめに（策定の背景） 

横浜日独協会は、2010年10月16日、多くの関係

者の支援によって設立された。設立以来10年、高

校生の日独相互派遣、日独ユース・女性フォーラム

等による日独交流、地域の中小企業向けのドイツ企

業関連セミナー開催等、様々な交流やイベントを実

施してきた。2012年には、フランクフルト独日協

会と姉妹協定を結び、2016年には、ハンブルク独

日協会との間で協力覚書に署名がなされた。これま

での横浜日独協会の発展は、横浜市やドイツ大使館

等、様々な関係者の支援と、そして会員の皆さんの

多大な尽力に支えられたものと言える。  

当協会は、2020年7月1日に、高い公益性を有する

認定NPO法人として認証された。より大きな社会的

責任を果たしていくことが求められている。これか

らも、ネットワークをさらに広げ、今後もドイツと、

民間交流を通じて、そのきずなを強め、相互信頼を

深めて行きたい。 

今後当協会に求められるのは、組織としての高い公

益性とコンプライアンスであり、日独交流の取り組

みの発展・深化に加え、市民活動としての一層の広

がりである。日独の交流の環境の変化に対応し、将

来を見据えて活動をさらに積極的に展開していくた

めに、今回中長期ヴィジョンの策定に取組んだ。当

協会を取り巻く状況を展望し、目指すべき将来像を

示すもので、計画期間を10年とし、実現のための施

策に対応した推進力となるプロジェクトを定め、そ

の将来像を実現していくための力の柱を、組織力向

上、財政基盤強化及び他組織との連携として事業に

取り組んでいきたい。 

横浜日独協会のすべての役員と会員の皆さんにとっ

て、この中長期ヴィジョンがその指針となり、当協

会がますます発展していくことを期待している。 

(１) 中長期ヴィジョン策定の趣旨 

設立10周年を迎えたことを契機に、従来の日独

交流の取り組みを一層拡充するとともに、市民

活動としてのさらなる広がりを展望し、また日

独交流を取り巻く環境の変化に対応し、将来を

見据えて活動を積極的に展開していくため、中

長期ヴィジョンを策定した。策定に当たっては

「中長期ヴィジョン委員会」を設置し、これま

での取り組みを検証し、課題を整理した上で、

今後の当協会の役割を踏まえながら中長期的な

視点に立った指針を示した。 

―日独交流を取り巻く環境の変化― 

2020年は、新型コロナウイルスの感染に見舞

われ、世界は戦後最悪の経済落ち込みを記録し

た。新型コロナは未だ終息には至っておらず、

新規感染者数は高水準で推移していて、変異株

の出現もあり、現在進行形の危機といえる。 

一方で新型コロナのワクチン接種の進展によ

り、トンネルの先に光が見え始めたのも事実で

あるが、コロナ前の日常を完全に取り戻すこと

はすぐには難しいと思われる。それでも 今年は

ポスト・コロナを展望した動きが徐々に強まる

年になると期待されている。 

パンデミックは、今後各国が取り組まなければ

ならない問題の大きさを突きつけている。同時

に、財政的、社会的、政治的なコストを従来より

低く抑えながら、経済を二酸化炭素（CO2）排

出型から脱却させる政策を各国政府が実行する

またとない機会を作り出している。感染拡大で

昏睡状態に陥った経済を立ち直らせるのに、成

長を促し、新しい雇用を創出するような、気候

にやさしいインフラへの投資をするには絶好の

チャンスとも言える。各国は、今年の11月に、

（延期された）パリ協定実行の進捗状況を確認

し、国別削減目標の強化が求められる第26回国

連気候変動枠組み条約締約国会議（COP26）に

臨むが、その際に各国から、パンデミックが、環

境問題の急速な進展を促す契機となったことが

示されると思われる。 

日本とドイツは、今年日独交流160周年を迎え

る。日本とドイツは2019年の2月の日EU経済

連携協定 (EPA)によって、日本とドイツ双方の

貿易と投資促進の基盤を構築した。中堅中小企

業を始めとする日独双方の企業が、日EU EPA

を活用して海外での市場開拓でも連携していく

ことが期待されている。 

COVID-19のパンデミック、気候変動問題に加

えて、米中の深刻な紛争、ポピュリズムや全体

主義の蔓延等、地球規模の課題を考えると、特

に自由主義体制の恩恵に依存してきた日本とド

イツは、深刻な危機にある今こそ、持続可能な

社会の実現のために、さまざまな多国間協力を

促し、お互いを信頼できるパートナーとして、

一致協力していくことが求められている。 

(２) 中長期ヴィジョン策定の趣旨 

この中長期ヴィジョンは、現在の日独交流を取

り巻く状況を展望するとともに、その状況の変

化に対応して、当協会として何をなすべきかを

考え行動するための「目指すべき将来像」、そ

してその将来像を実現するための「取組の方向

性」を示した。 
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当協会においては、このヴィジョンの実現には、

他の関連組織等との裾野の広い連携による、地

道な活動の積み重ねが求められているとの判

断から、計画期間は10年とした。 

また、市、県、あるいはドイツ関連諸機関・関

係団体、あるいは各経済団体や学校等の教育機

関等の各種団体・組織に対しては、この中長期

ヴィジョンについての理解と、その実現に向け

た連携協力を求めていきたい。 

2 横浜日独協会の役割 

①  会員相互の親睦を図るとともに、地域の市民に

対しては、交流の対象としてのドイツの紹介と、

多様化する日独間の相互交流の意義と理解の

普及に取り組む。 
 

②  日独交流を通じ、市民に、ダイバーシティ（特

に女性活躍の推進）や環境問題等への先進的な

取り組みが進むドイツの事例紹介等を通じ、ダ

イバーシティや環境問題のみならず、多文化共

生への理解の進展にも取り組む。 
 

③  地域の中小企業向けに、ドイツ企業の事例の紹

介や相互交流のためのイベントの開催等を行

う。また市や県、地域企業支援団体、さらにそ

の他の経済団体等との連携も視野に入れ、支援

に取り組む。 
 

④  市、県、あるいはドイツ関連諸機関・関係団体、

あるいは各経済団体や学校等の教育機関等の

各種団体・組織とのコーディネート機能に取り

組む。 
 

⑤  地域を越えた日独をつなぐネットワークの構

築や情報の収集や発信に取り組む。 
 

⑥  日独をつなぐ次世代人材の育成と、その支援に

取り組む。グローバルな視点と日独のつながり

を持ち、それらを活かして日独関係の進展、相

互理解に貢献する人材の育成を図る。 

3 目標とする将来像 
 

当協会が、その活動を通じて地域に貢献する10年

後の将来像は以下の通り。 

⚫ 地域の市民や企業が、日独交流を通じて、社会、

文化、企業のあり方等、両国に共通する社会課題

を学び合い、理解を深めるための基盤を提供する。 

⚫ 日独交流を通じて、地域の市民が、ダイバーシテ

ィ（特に女性活躍の推進）や環境問題等への先進

的な取り組みが進むドイツ社会を知ることによ

って、ダイバーシティや環境問題のみならず、多

文化共生への理解がさらに進み、他の諸外国と

の交流、協力関係も進展する。 

⚫ 日独交流や多文化理解を通じて、グローバルな

視点を持った日独をつなぐ次世代の人材を育て

ることにより、多面的な日独の相互理解と協力

が進展する。 

4 活動基本方針及び主な施策の方向性 

10年後の将来像を実現するために、以下の３つを

柱とした施策に取り組む。 

 

 

 

 

 

10年後の将来像を実現していくためには、新たな

環境の変化に対応しながら、長期的な視点に立って、

今後の日独交流プロジェクトを推進していくこと

が必要である。 

こうしたプロジェクトを進めるためには、当協会と

して、①組織力の向上、②財政基盤の強化を図ると

ともに、③市、県をはじめとする他組織との連携を

進めていくことが重要と考えている。 

(１) 将来像を実現するための施策 

①  地域を超えた交流・理解の推進  

⚫ 当協会のセミナー等のイベントの機会を通じ

て、日独交流や相互理解、ひいては多文化共

生の推進に係る知識や情報を、市民、地域企

業へ積極的に提供し、充実した連携を図る。 

⚫ 他地域の日独協会、在独独日協会（特にフラ

ンクフルト独日協会）、ドイツ関連諸機関・関

係団体のみならず、県外のさまざまな経済団

体や学校等の教育機関等の各種団体・組織と

の交流を通じて、ドイツに関する最新情報の

収集・発信の機能を強化する。 

⚫ 長期的、計画的に図書等の収集を行い、新鮮

かつ価値ある情報の蓄積や提供を行うととも

にさまざまな媒体での発信を模索し、市民の

日独交流・理解の推進を図る。 

⚫ 市民や企業の日独交流への期待と課題を、ア

ンケート等を行うことにより定期的にヒアリ

ングする。 

②  ドイツ社会・文化への理解を深める  

⚫ さまざまなドイツとの交流やドイツ社会、文

化の紹介等の機会を提供する。 

⚫ 他組織や支援者とも連携して、ドイツ社会、

文化理解への機会を提供する。ダイバーシテ

ィ（特に女性活躍の進展）や環境問題への先

進的な取り組みを行っているドイツは、多文

化共生への理解の足がかりともなる。 

⚫ さまざまなドイツ研究の専門家と連携する。 

⚫ ドイツ関係諸機関との交流・連携を深める。 

⚫ 新しいデジタル技術を活用した情報提供手段

のトライアルと利用を進める。 

 

「地域を超えた交流・理解の推進」  

「ドイツ社会、文化への理解を深める」  

「次代を担う人づくり」  
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⚫ 会員以外の市民への各種公益事業参加への働

きかけもおこなう。  

⚫ 地域中小企業とドイツ企業との連携の可能性

を探り、ドイツ企業についての理解促進のた

めの情報を提供する。 

 

③  次世代を担う人材の育成  

⚫ 日独ユースフォーラムや女性フォーラムの構

築で、ドイツ側からのグローバルな視点や、

コミュニケーション能力の習得のための機会

を提供する。 

⚫ 小学校～高校、大学等の教育機関との連携を

模索し、ドイツに興味を持つ若い世代を育て

ていく。 

⚫ 留学等によりドイツに踏み出そうとする若者

の支援をおこなう。 

(２) 日独の交流を取り巻く環境に対応した 

プロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

①  日独相互理解プロジェクト  

これまで行ってきたイベント等を通じた相互

交流、相互理解、情報交換を、他組織とも協

力、連携し、市民にも開かれた取組みに進化

させる。 

 

②  日独情報の相互普及の強化プロジェクト  

ドイツの政治、経済、社会、文化、科学、技術

等に関する講演会、セミナーを定例化、シリ

ーズ化する等の強化を図る。 

 

③  日独関係諸機関、団体等との連携強化プロジ

ェクト 

国内外のドイツ関係諸機関、団体との定例的

な交流、情報交換の重点化を図る。 

 

④  地域中小企業支援プロジェクト  

地域中小企業支援に関しては、横浜市等とも

連携しつつ、幅広く他組織との連携、提携、

共催を進める。 

 

⑤  次世代人材育成・ダイバーシティ推進・日独

青少年交流プロジェクト  

1. 日独ユースフォーラムの構築 

2. フランクフルト独日協会との高校生相互

派遣の継続（募集対象の拡大、目的別寄付

金の活用等の検討） 

3. 日独女性フォーラムの構築 

⑥  協会設立 10 周年プロジェクト 

当協会の10年の歩みを振り返りながら、未来

につなげるための新しい事業を企画、実施す

る。 

 

(３) 将来像を実現していく力 

①  組織力の向上（組織体制等）  

1. 協力的な組織運営（会員間の親睦、交流を

図ることにより、協力的な組織風土を維持

し、さらに発展させる） 

2. 役員間の適切な役割分担と、良好なコミュ

ニケーションによる相互協力  

3. 若い世代の役員の登用等、役員のダイバー

シティの進展 

4. さまざまなイベント等を通じ、役員・会員

間の良好なコミュニケーションを図る 

5. 信用・信頼の構築 

（外部への適切な働きかけと対応、コンプ

ライアンスの遵守、広報活動の活発化等） 

6. 会員の着実な獲得 

（会員獲得だけにとどまらず、当協会の事

業へ参画し取り組みの理解者ともなる支

援者の獲得） 

②  財政基盤の強化  

1. 各種助成の積極的な活用 

2. 経費の適切な配分 

3. 基本財産の適切な運用 

4. 寄付金の活用（税制メリットを活かした目

的別寄付金の募集等） 

③  市や県等地域、他組織との連携  

1. 連携強化・イベントやプロジェクト実施の

相互支援 

2. 知識やノウハウ、情報の相互提供・共有 

以上 

 

 

2021年5月 

中長期ヴィジョン委員会 

（成川（委員長）、齊藤（副委員長）、大堀、 

 中尾、藤田、小貫、西条） 

 

 

以下を重点プロジェクトとして掲げるが、

状況の変化に対応して、その内容は、定期

的に見直し、変更を行っていく。  
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在日ドイツ大使館主催：日独交流 160周年記念イベント 

オンライン 特別討論シリーズ 先人たちが遺したもの 

「文豪・森鷗外が見たドイツ」 

ドイツ大使館主催「特別討論シリーズ」の第 1 回は、近

代文学の傑人「森鴎外」です。軍医として衛生学を学ぶ

ためにドイツに渡った彼は現地でなにを目にし、どうい

った人々に出会い、どのような知識を身につけ、日本に

持ち帰ったのか？また彼が後世に遺したもの、そして今

を生きる私たちが学ぶべきこととは何か？ 

この興味深い第 1 回シリーズを、来る 7 月 17 日(土)当協

会のオンラインイベントとして皆様にご覧戴くことと

なりました。 

日時：7月 17日（土） 午後 3時～5時（オンライン） 

HP内のフォーム又はチラシ内のQRコードよりお申し込みください。 

鴎外のプロフィール始め、代表的三部作ほかの討論動画

はオンラインでお楽しみ戴けますが、レーペルドイツ大

使が、ご挨拶の中で鴎外作品を通じての想いを述べられ

ておりますので要旨をご紹介します。 

『1861年 1月、日本と当時のプロイセンは修好通商条約

を締結しました。これが特別な友好関係の幕開けでした。

当時から160年が経過し、両国の友好は、政治 文化 経済 

科学技術の各レベルで緊密な友好関係が続いてきまし

た。これは先人たちが長年の協力関係の基礎を築いてく

れたおかげです。シーボルト ベルツ 北里柴三郎 中山

兵衛などの素晴らしい功績が今なお知られています。 

今日のテーマは日独関係の先人達の架け橋となった軍

医でもあり作家でもあり、そのドイツ留学が後の創作活

動に強く影響を与えた森鴎外です。 

“げに東に還る我は 西に航せし昔の我にあらず” 

このように舞姫で主人公が回想していますが、若き鴎外

がベルリン ドレスデン ミュンヘン ライプチッヒで過

ごした 4 年間は、人生の大きな転換期だったに違いあり

ません。 

ドイツ文学の翻訳でも才能を発揮し、日本の人々にファ

ウストを紹介したり、レッシングやホフマンも紹介しま

した。そのドイツ体験は、新しいものの見方についての

考え、例えば女性と学問にも影響しました。娘アンネの

ために教科書をつくってあげたり、与謝野晶子といった

作家や女性解放思想の旗手等女性作家を応援しました。 

本日議論にご参加くださる皆様とともにドイツ大使館

としては, ドイツが鴎外の生涯そして鴎外の西洋近代の

理解、日本近代の理解に如何に影響を与えたのかを見て

いただきたいのです。』 

 

動画は本年 3 月 23 日実施のイベントを配信するもので

すが、当日の討論に参加されたパネリストは以下の方々

です。 

・美留町義雄氏（大東文化大学文学部教授）、 

・林正子氏（岐阜大学副学長） 

・ベアーテ・ヴォンデ氏（ベルリン森鷗外記念館元副館長） 

司会 高橋唐子氏 文京区立森鷗外記念館 館長 

ドイツ大使の見識に敬服 

理事 坂井 啓治 

鴎外は小説、翻訳（ファウスト、即興詩人）戯曲、詩

歌-作詞（横浜市歌、横商校歌ほか）、日記、随筆、史伝

など多岐に亘る作品を遺していますが、あまり知られて

いないのが、欧州のニュースを日本に送っていた記録

「むくどり通信」という海外事情の記事であり、岩波文

庫上・中・下巻それぞれ約 500 頁全巻 1500 頁超が上梓

されています。 

 1909 年 1 月 16 日発から 1913 年 10 月 5 日発まで、4

年 9 か月間の滞独日記の形式で、当時の欧州における政

治・経済・文化・のトピックスやゴシップをジャーナリ

スト的に、史家的に、随筆家的に書きおろし、登場人物

総数約 7,200 名（と言われる）超大作です。私も全巻を読

破したわけではありませんが、退屈しない内容です。但

し明治末期の言葉で書かれているので、一寸読み難いか

もしれませんが、百年前のベルリン、ドレスデン、ミュ

ンヘン、パリ、ミラノなど当時の欧州の様子や、著名人

の動静などが書かれており興味深い内容です。この日の

シリーズの大使ご挨拶はすべてを語る圧巻でした。（了） 

日独交流１６０周年記念イベントを聴講して 

会員 三木田 啓一 

 ２０２１年３月２３日に日独交流１６０周年記念イベ

ント 「文豪・森鷗外が見たドイツ」がオンラインで開

催され、聴講する機会を得ました。 

 私にとって森鷗外との出会いは小説「舞姫」です。中

学か高校の時に国語の授業で読みましたが、格調高い文

章なので理解するのに苦労した思い出があります。 

 今回の記念イベントでは、文京区森鷗外記念館の高橋

唐子氏が司会を務め、３名のパネリストが自分の専門領

域から森鷗外について熱く語られました。パネリストの

美留町義雄氏は鷗外がドイツで過ごした様子について、

林正子氏は鷗外の文学作品としての魅力について、べア

ーテ・ヴォンデ氏は鷗外のドイツにおける受容について、

それぞれのパネリストから森鷗外の多彩な活動内容が

紹介されました。 

 鷗外がドイツに留学していたときは変化の激しい時

代であり、彼は変化を受け入れる心の準備をしていたとい

うこと、彼が女性解放運動を高く評価していたこと、そ

して学問の自由を追求していたことなどが特に印象に

残りました。多方面にわたる幅の広い視野を持っていた

森鷗外の存在を改めて知る良い機会となりました。（了） 



8 

 

フィーツェ首席公使オンライン講演会に参加して 

 高橋忠夫（東京日独協会会員） 

横浜日独協会のご厚意により、講

演会に参加させて頂き有難うござ

いました。初めてのオンライン講演

会に入室するのに冷や汗を掻き、開

始５分前に滑り込みセーフとなり

ました。 

 フィーツェ首席公使のお話を伺うのは初めてでしたが、

外交の現場からの EU、かつドイツからの視点は日本人の

発想とは異なるもので大変興味深く刺激的でした。 

講演の内容もドイツのコロナの感染状況及び、社会的

問題それに対する両国民の反応の違いは双方を深く知る

人しか語れないお話でした。ドイツではイベント、コン

サートなど社会的活動の中止、また学校、大学などが閉

鎖されたことによる移動の制限は事前に想像出来ず、結

果として、人々の社会的活動の低下を招き、多くの人の

イライラ感が増加しているとの指摘があり、その点、日

本は比較的うまくやっているとの指摘がありました。 

EU については 27 か国が参

加しているので全体の合意を

取るのは大変な作業であるも

のの、問題の平和的解決を目

指しており、常に国際間の協

力が重要であるとのこと。 

これが多くの隣国と国境を接するドイツと島国日本と大

きな違いのようです。ヨーロッパはこれからも相互に協

力し合いつつ、人権と法の支配の確立、サイバーテロの

防止、気候温暖化の解決を目指して進まなければならな

いとのことでした。 

また日独の政治的連携については現場をよく知る外交

官ならではのお話で緊密な首脳間外交について言及され

ました。また、今年はドイツで多くの選挙が予定されて

おり、今後の政治状況がどうなるかという突っ込んだ話

もされ、政治はまさに生き物だという感じが致しました。 

対中国政策については、政治文化的背景が異なるので、

色々な問題があり、協力していかねばならないが解決は

容易ではないとのことでした。 

2021 年は日独友好 160 周年の記念すべき年でありコロ

ナが終息すれば秋には色々な行事が行われることを楽し

みにしているとのことでした。 

質疑応答では、対中国政策、メルケル後の政治の行方、

ブレクジット後の EU についてなど誰もが関心を持つよ

うな質問に対しても外交のプロの視点から分かり易く、

かつ核心を突いた回答には皆さん大いに納得したものと

思います。 

出来れば講演

後の懇親会で更

に深いお話を伺

えれば良かった

のですが、これは

昨今のコロナ騒

ぎの状況の中で

はないものねだ

りでしょうか。 

『日独交流 160周年記念オンライン講演会』 
を拝聴して 

        会員 中村比早子 

 ３月２０日、ドイツ大使館首席公使の

Dr.クラウス・フィーツェ氏をお招きした

「日独交流 160 周年記念講演会」にズー

ムを用いたオンラインで参加しました。公使のご講演の

テーマは「日独修好 160 周年と今の状況について」でし

たが、特にドイツが現在直面しているコロナ感染拡大の

状況について詳しくお話になりました。 

 公使によれば、３月現在でドイツの感染者は 250 万人、

死亡者は 7500 人で、日本の約 6 倍とのことでした。私に

は全てが理路整然とし何事にも対策に万全を尽くすよう

に見えるドイツも、このウィルスばかりには手を焼いて

いるように思われます。ユーロ圏は各国が地続きである

事が、対策を難しくしているとのことです。 

 コロナの感染拡大は、ドイツ人のメンタリティーにも

大きな変化を起こしているようです。 

EU 諸国は、ユーロ域内での移動を自由化し一体化を実現

しました。コロナ禍までのドイツでは、移動の自由は人

権の一部と考えられ、現在の、コロナという壁が各国を

阻み、移動の自由が制限された世界は、全く考えられな

い事と受け止められているようです。 

しかし、最近のユーロ諸国では、一体感が後退し、各

国で協力しあうのではなく安定感のあるドイツだけに負

担を押し付けることが多くなっています。私には、最近

の EU は、例えば移民の問題のように、あちこちで綻び

が目立つようになっているように見えます。そのためか、

ドイツ人は、コロナ禍から脱却しても、多くの難題をか

かえたままで、そのままコロナ以前の国境のないヨーロ

ッパに戻るべきかどうか、迷っている、との事でした。 

また、ドイツ人には、これまで積極的につきあうべき

パートナーとして考えてきた中国の本音が、コロナを通

してだんだん分かってきたようです。中国は、勢いはあ

るものの、真にドイツのパートナーとなれる国ではなく、

世界のリーダーシップはとれない国だとの見方が広まっ

ているようです。わがままな外交姿勢、人権の軽視、世

界の環境保全への非協力的な態度、経済面でも、すでに

巨大な経済力を持ちながらいまだに自国を発展途上国と

称する厚かましさなど、改めて気づいた、ということで

しょうか。 

 公使は最後に、今後のデジタル化した世界では多国間

主義で進めていくことが重要であることはもちろんだが、

日本は、歴史的に幾度も自国の力で復興した経験が豊富

であり、ドイツは日本とならば、例えば世界的な気候変

動の問題解決などに協力し合える、ドイツと日本は世界

の発展に協力しあえる国であると考えている、と述べら

れました。講演後の質疑応答では、メルケル首相の後継

者を選ぶ９月の連邦議会選挙についての質問がありまし

たが、公使によれば、現在は混沌とした状況で、CDU 党

首でメルケル路線の継承者であるラシェット氏、コロナ

対策で人気を得た CSU 党首のゼーダー氏、気候変動問題

や SPD 層、特に若年層に強い緑の党のベーアボック氏な

ど、誰がメルケル氏の後継者となるか全く予想がつかな

い状況とのことでした。メルケル氏の引退は、コロナ禍

の渦中で欧州最大のリスクと言われています。私も、日

本にとっては欧州諸国の中で最も繋がりの深い国の一つ

であるドイツの総選挙の結果に注目しています。（了） 

ドイツエアフルトにて 

乾杯 Prosit ! 
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４月オンライン・トークコンサートに参加して 

新入会員 橋本 一史 

橋本一史と申します。この度、横浜日独

協会に入会することとなり、自己紹介を

仰せつかりましたので一筆失礼いたします。 

 私は４年前に６２歳でＩＴベンダーの雇用延長をやめ

退職し、今は好きなことをして千葉県船橋市で静かに過

ごしています。 

横浜日独協会に入会するきっかけとなったのは、４月

に行われたマリア・里美・小路さんのＺＯＯＭによるオン

ライン・ピアノ・コンサートへ参加させていただいたこ

とでした。終了後能登様、斎藤様より入会を奨められ会

員となることを決めました。昨年末、横浜市開港記念会

館で行われた Stephan Möller さんのベートヴェン ピア

ノ・ソナタ全曲演奏会を聴きに行き、小路さんが窓口を

されていたので FACEBOOK の友達になり今回参加とな

った次第です。 

小路さんがザルツブルグのモーツァルテウム音楽院に

留学されていたことを知りました。私はかれこれ３年に

なりますが、同じ音楽院で学ばれた小路さんの後輩にあ

たる高橋舞さん(元会社の先輩のお嬢さん)の音楽セミナ

ーを退職後月一回聴講し、音楽の知見を深めてきました。

また NHK 交響楽団の定期会員となりコンサート通いを

しています。 

元よりドイツ音楽をこよなく愛するもので、ブルック

ナー、マーラーの作品が好きな自称ワグネリアンです。 

ドイツ語との出会いは出身大学の学部が農学部で、第二

外国語でドイツ語が必須科目で、化合物の表記名をドイ

ツ語でも学んだこともありますが、たいして勉強してい

ませんでした。ヴァーグナーの楽劇が字幕を見なくても

解るように熱心に勉強しておけば良かったなと残念に思

い反省しています。 

この所頻繁にコンサート通いをしていますが、このコ

ロナ禍苦難を克服すべく、ＳＮＳでヨーロッパの楽団が昨

年初冬から「Wir machen Kunst trotz Corona」（コロナに

負けず芸術する）と配信していて、僕のコンサート通い

が加熱されています。生演奏は「一期一会」です。小路

さんから教えてもらいましたが「ヨーロッパの音楽芸術

は多声音楽ですので立体感、空間音響が命です。」と言わ

れています。 

コンサートでは三次元で演壇全体を眺めることが出来、

音源を確認でき、指揮者の表情振舞いが見られる席で、

奏者がどのような動きをし、音を出しているか、耳に聞

こえるか、ホールの広い空間で聴き、推定する。感じる。

音の波を浴びる。これが生演奏を聴く醍醐味と僕は思っ

ています。オーディオの平面からの狭い空間での音とは

違う、解らない感覚であると思います。 

また、僕の観るところホールでは楽団員の編成の違い

（ブルックナー第5交響曲第四楽章と第七交響曲第一楽章

でウィーンフィルはティンパニーは二人で奏しています

が他の楽団では一人）とか、ホルストの「惑星」では「冥

王星」の終わりの声楽は舞台裏から発声していたとか、

目で見て発見があり面白いです。 

以上、私の自己紹介です。横浜日独協会入会にあたり

ドイツ文化、社会の知見を深耕いたしたく、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

EPLANオンラインセミナー 

副会長 大瀬 克博 

会報４－６月号で紹介した EPLAN オンラインセミナー

は予定通り 3 月 24 日（水）14.00～共催 ジェトロ横浜、後

援 横浜企業支援財団及びバイエルン駐日代表部のご支

援を得て開催しました。 

講師は EPLAN 日本法人

井形社長、講演テーマは

「中小企業モノづくりの

デジタル変革（DX）」です。 

参加者は神奈川、東京地区

の制御盤関係者を主とし

て 55 名でした。遠くは関

西、九州からの参加もあり、

オンライン開催の強みを認識しました。セミナーは主催

者・早瀬会長の挨拶、共催のジェトロ横浜・栗田所長の

挨拶で始まり井形社長の講演となりました。 

１．EPLAN 本社はドイツにあり電気設計自動化システ

ム事業を世界 50 ケ国で展開し、日本進出は 2014 年と最

後発となった。中小企業が国を支えるドイツと日本、日

本企業はモノづくりに強みを持つがドイツと比較しグロ

ーバル化に遅れがある。EPLAN はドイツのシステムイン

テグレーション技術と日本のモノづくり技術を融合して

日本中小企業の競争力アップとグローバル化進展に貢献

する。また中小企業が抱える後継者問題そして熟練者不

足へのソルーションを提供する。 

２．EPLAN プラットフォームを利用した電気設計→部

品配置→配線→完成に至る３D 設計による自動製作工程

を動画にて紹介。国際規格に対応した自動設計システム。

設計製造データはメインテナンスまで共有化され、つな

がるプロセスを構築する。今後はクラウド化とエコシス

テム連動により企業の垣根を越えた戦略的データ連携に

進む。制御盤の DX で生産性向上と創造的な製品提供は

待ったなし。 

３．日本が抱える制御盤の課題は技術伝承、電気設計の

３D 化・モジュール化・標準化、これらが電機工業会の

現状認識である。  

４．ドイツ及び日本の導入事例動画紹介。設計時間 35%

ダウンの事例あり。 

５．今後の DX は AI、IoT による機器知能化と機器単位

のモジュール化であり、企業の垣根を越えた戦略的デー

タ連携である。EPLAN はシステム導入のコストハードル

を下げるため今秋からサブスクリプション制とする。 

講演の後はチャットによる質疑応答に入り活発な議論

が行われました。システムの具体的導入を意識させる専

門的な質問が印象に残りました。 

オンライン・ピアノ

&トークコンサート 

小路さんの楽しい

トークも満載。 

シューマンが演奏

先で提供されたと

いう料理を紹介。 
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5月講演会 

「オンライン散策で見る、知る 

  橫浜のドイツ人」に参加して 

会員 中戸 弘之 

 コロナ禍のもと、標記講演会がオンラインで開催され

た。広く内外に呼び掛けた結果、ドイツから、ハンブル

ク独日協会橋丸会長を始め数名のご参加を得て、国際色

豊かな講演会となった。 

 講師の大堀氏は、日欧交流の歴史について造詣が深く、

すでに「心の糧(戦時下の軽井沢 Wartime Karuizawa)」な

ど数冊の著作を著わしておられる。 

 本講演においても、文明開化と共に始まったドイツ(当

時はプロイセン)との交流を振り返り、特に横浜において

どの様な足跡を残したか、資料と自ら撮られた写真を駆

使して詳述された。横浜は開港場として、多くの商社が

根拠地を築き、それが今日に及んでいる。わが横浜日独

協会の会員にもなっていただいている。 

 とくにその昔ハンブルクに在勤した者として筆者の関

心を引いたことがある。ハンブルクと横浜は姉妹港とし

て、1968年以来お互いに桜の女王の訪問を行っているが、

大堀氏は 1982 年に横浜を訪れたドイツの一行が、山手の

元町公園に桜を植樹し、それが記念碑と共に残っている

ことを紹介された。懐かしさに惹かれて、筆者は早速現

場に出かけてみた。場所は、元町公園の一角、エルスマ

ン邸の入り口にあり、外人墓地、横浜雙葉に隣接した、

山手でも一等地にあたる。40 年前に植えられた苗木は歳

月を経て立派な成木になり、薫風にそよいでいた。記念

碑には日独文で「1982 年 4 月 4 日ハンブルク桜の女王元

町訪問の記念として」と記されてある。 

さらに詳細が知りたくて、筆者は、その足で、新装なっ

た横浜市港湾局を訪れ、何か資料が残っていないか、調

査を依頼した。あるいは読者にご報告できる返事を頂け

るかもしれない。 

 オンライン交流は、コロナで対面交流が困難となり、

その代替手段として導入されたものだが、遠隔地の交流

手段としてこれ程便利なものはない。わが横浜日独協会

内でも、すでに、理事会、寺澤先生ご指導の「百人一首

講読会」などをオンラインで行っている。今回の大堀理

事の講演会の成功は、その更なる発展を約束するものと

なろう。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

オンライン散策で見る、知る 横浜のドイツ人

（開港から第二次世界大戦まで）に参加して 

 千葉県日独協会 常任理事 本橋 緑 

 2020年 1月に千葉県習志野市が主催し

た「ドイツ捕虜解放 100 周年記念行事」

（※）に、当協会も関連資料や協会 PR

のパネルを展示していました。そこに来場してくださっ

たのが大堀さんです。 

 その後、第 2 次大戦中の横浜港で起こ

ったドイツ海軍船舶爆発事故について

調べる機会があり、何か情報はないかと

ネット検索をしていたら、偶然にも貴協

会会報で大堀さんが報告されている墓

前祭の記事を見つけ、こちらから問い合わせをさせてい

ただきました。このようなご縁があり、今回この講演会

に参加をいたしました。 

 開港からの横浜を「ドイツ」という視点から見た講演

は大変興味深いものでした。とりわけ関心を抱いた時代

が 1910 年代になります。習志野俘虜収容所（※）にいた

一兵士が、自分の体験を記した日記を翻訳する当協会の

勉強会に、私も参加していたからです。その日記には「横

浜にいるドイツ人」として、子供を含む数名が度々登場

し、その兵士に食料やたばこなどの援助を行っていまし

た。日記に出てきた彼らと関連付けをし、ドイツ海軍病

院や Club Germania の名簿など、想像をふくらませな

がら大堀さんの説明に耳を傾けていました。ドイツ人学

校が出てきたときには、「あの子供が通っていた（かもし

れない）学校！」と興奮をせずにはいられませんでした。 

横浜元町公園の一角に残るハンブルク訪問団の足跡 
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 根岸外人墓地で行われている墓前祭には、実際に当時

の船舶爆発音を聞いた方が参列され、また地元の小中学

生が慰霊碑の清掃活動を行っているとのことでした。地

域の人々に支えられながら墓前祭が開催され、日独交流

の礎になっていることは素晴らしいことです。このよう

な形で歴史を語り継いでいく大切さも痛感します。 

 

 

 

 

 

 

 ドイツの痕跡を追いながらの「マニアック」なバーチ

ャル散策も魅力的でした。「ドイツ」をキーワードに、そ

れぞれの歴史を調べるのは大変な作業だったと思います。

貴重なお話を千葉県の自宅から拝聴でき、とても有意義

なひと時でした。長野県やドイツ、アメリカからも参加

者がいらして、リアルタイムでお話しを伺うことができ

るのはオンラインならではの利点だと実感しました。こ

の素敵な出会いに心から感謝をいたします。 

※ 第一次世界大戦中、中国青島等で日本軍の捕虜となっ

たドイツ将兵は日本各地に収容されました。千葉県習

志野市にも習志野俘虜収容所（1915-1920）が設置、最

大で約 1000 人がそこで捕虜生活を送っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生作文コンテスト 

優秀者記念品贈呈式 

高校生作文コンテスト委員長 佐藤 恵美 

 当会が主催する第 4 回ドイツ派遣高校生作文コンテ

スト（2019 実施）にて優秀賞を受賞された石川琴葉さ

ん（神奈川県立横浜国際高等学校）松本九太朗さん

（慶應高等学校）につきまして、世界的なコロナ感染状

況から 2020 年、2021 年と派遣が叶わず、残念ながら

派遣中止となりました。 

 お二人を称えるため、会からの祝意を記念品と賞状

の形でお渡しする贈呈式を執り行い、現状から参加者

人数を絞ってのお祝いの形でお二人を迎えました。 

 

 お二人のスピーチは、日本とドイツを中心としながら

世界に目線を向け、今後多様性を増す社会の中での

自らの希望や方向性を語る頼もしい内容であり、改め

てお二人が選ばれたことが納得されるものでした。 

今後の充実した大学生活とご活躍を心からお祈りした

いと思います。 

 

大堀理事によるオンライン講演 
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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 7 月イベント： 

ドイツ大使館主催：日独交流 160 周年記念イベント 

特別討論シリーズ 

  「文豪・森鴎外が見たドイツ」  

・日時：7 月 17 日(土）15:00～17:30 

・内容：軍医として渡独した鴎外が現地で何を見、何

に出会い、何を吸収し、帰国後後世に残した

ものを、日本とベルリンを結び討論します。

乞うご期待！（ドイツ大使館提供ビデオの鑑賞） 

・ご参加の方には、事前に視聴用の URL をメールアド
レスにお送りします。 

■2021 年 8 月： 夏季休暇 

■2021 年 9 月イベント： 

・日時： 9 月 18 日(土）15:00～17:00 

・内容： オンラインイベント（内容未定） 

■2021 年 9 月： オクトーバーフェスト 

・日時： 未定  

■2021 年 日独交流 160 周年記念「大茶会」  

・日時： 10 月 15 日(金）9:30～16:30 

・会場： 三渓園 鶴翔閣 (橫浜） 

  詳細は同封チラシをご覧ください。 

＊7 月以降のイベントにつきましては、コロナ禍状勢

により、中止／延期等の可能性があります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新入会員： 

 橋本 一史 様（はしもと かずし） 

 森  涼子 様（もり りょうこ） 

編集後記：やっとコロナのワクチン接種 1 回目を東京まで

行き、自衛隊にお世話になりました。これで、少しは動きや

すくなるかと思いますが、全くの元の世界に戻るのは、まだ

まだでしょうか。10 月の「大茶会」の準備で忙しくなってい

ますが、無事に終わる事を祈っております。（山口） 

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 

7 月 7 日（水） オンライン講座 

8 月  お休み 

9 月 1 日（水） オンライン講座 

10 月 6 日（水） オンライン講座 

【講師】寺澤行忠常務理事（慶応義塾大学名誉教授） 
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教養講座「百人一首をよむ」オンライン講座 

 

 

 

 

 

 コロナ禍、私たちは、これまでにない工夫を要求さ

れていますが、百人一首の講座を受けているメンバー

は、寺澤先生の招待メールを心待ちにしながら、リモ

ートで続けられることに感謝しています。一月に一

度、皆さんの元気な顔をパソコンの画面を通して確か

め合えるのは、嬉しいことです。 

前回は紫式部の和歌でしたので、作者の背景や源氏

物語のお話まで盛り込まれた、たいへん興味深いお話

でした。和泉式部の和歌の時も、作者の人となりまで

詳しくお話しがあり、しばらく平安の時代に浸りなが

ら聞くことができました。 

横浜県民センターで再度集まって受講できる日は、

いつになるかわかりませんが、リモートの快適さも、

欠席者が少ないことでわかります。 

百人一首は、それぞれの背景をきけば和歌一つ一つ

が長い物語のようです。これまで、不勉強な私が漠然

ととらえていたものとは違うと感じています。定家が

編纂したベストアルバムが生き残ってきた訳が少し

わかります。時代を超えて人の気持ちを想像する楽し

さを感じながら、私たちの講座はこうして続けている

ことをご報告いたします。  中尾 尚未 

 

＊年会費未納の方は、７月末日までにお手許の振込票

を使用してお振り込みをお願い致します。 

mailto:tak_noto@yahoo.co.jp

