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1. ドイツの教育の考え方 

 ドイツは日本と共通する部分も多く、例えば勤勉と言

われるその気質も日本人と共通している。そういう面で

ドイツは、生活や仕事の中で日本との違いを感じること

が比較的少ない国であると言えよう。 

 しかし、最も大きな違いは、物事に対する「考え方」

である。ドイツでは、自分の意見をしっかりと持ち、そ

の考えをはっきりと表明していくことが正しいとされ

ている。この点こそ、今日のドイツにおける学校教育の

根幹であり、現代ドイツを理解する鍵である。 

2. ドイツの成績評価システム 

 ドイツではテストの点数だけで成績が評価されるこ

とはない。テストの点数は、成績を決める材料でしかな

く、授業への参加意欲や取り組み方、また発言内容など

も、成績を決める要素となる。テストの中身も異なる。

ドイツでは選択問題が少なく、特に日本の中学校高学年

頃から、科目に依らず自分の考えを書くテストが多い。 

 ドイツの教育は幼少期から「自分で考えて表現する力

を促す教育」であり、授業も、特に社会科などでは、皆

でディスカッションする授業が多い。日本の教育の特徴

は、近年見直しが進められているとはいえ、基本的には

「先生が教えて生徒が覚える」教育である。日本の場合

は、知識は豊富になるが、一方で答えがない課題にぶつ

かった時の解決能力が育たない傾向がある。社会に出れ

ば人は常に答えのない課題を目の前にする。その際に日

本人は指示待ちの仕事スタイルになりがちである。 

3. 受験勉強のない国 

 ドイツでは日本のようなテストでの受験はない。大学

入学におけるセレクションは、Abiturと呼ばれる「大学

に進学するための資格試験」に合格することと、学校の

成績が組み合わされて、「一般大学教育を受ける資格」

を得て、生徒は、その点数によって規定される範囲内の

好きな大学を選んで進学する。専門別に高い評価を受け

ている大学はあるが、大学間で一流校、二流校といった

差はない。このシステムにより、ドイツでは受験のため

の勉強というものが事実上ない。受験ビジネスが存在し

ないので、街なかに塾や予備校を見かけることもない。 

4. 議論好きの国民性 

 ドイツでは議論の力が信じられ、議論をすることがよ

り良い答えを導く最善の手段と考えられている。その気

質故に、職場でもテレビでもレストランでも、ドイツ中 

 

 

 

 

 

議論だらけと言っても良い。欧米では会議は短いという

のが日本の認識だが、ドイツでは議論が数時間にも及ぶ

会議も例外ではない。日本人はあまりの議論の多さに疲

れてしまうことも多いが、学校教育から育まれているこ

の国民性が、現代ドイツという国を形作っている。同じ

民主主義を標榜する国として、ドイツの在り方は、日本

に多くの示唆を与えている。 

5. ドイツの教育制度 

 日本の学校教育は、大多数の若者が高校卒業をして、

偏差値の高い大学を目指すことが目的化している。就職

をする際に、理科系の学生を含め、多くの学生は専攻と

は関係ない仕事に就く場合が多い。学業において職業教

育が念頭に置かれていないため、就職して初めて仕事に

関する知識を学ぶことが多い。そのためプロのビジネス

パーソン・技術者を育てる時期が遅くなっている。 

 一方、ドイツでは、これまでは小学校 5 年の早い段階

で、手工業または技術系のスペシャリストを目指す道、

又は進学して研究者や士業等を目指す道を選ぶシステ

ムが一般的であった。自分は何をして生きていきたいの

かについて考える時期が早い一方で、決定時期が早すぎ

る、という意見もあった。 

6. ドイツの教育制度の変化 

 ドイツのこうしたシステムは、ここ20年ほどで、大き

く変わりつつあるようだ。即ち、①10歳で進学が決まる

制度は、移民の増加等を背景として、教育・社会格差を

広げてしまうという声にも配慮し、これを緩める州が多

くなっている ②全体的にAbiturを取得する人が増え、

大学への進学率が高くなった（OECDの資料によれば、

2010年で日本の51％に対し、ドイツは 42％と大きな差は

ない）③一方で職業訓練学校に進学する人が減り、専門

職の人手不足が社会問題となっている、等があげられる。 

 とはいえ、日本と異なり、ドイツの教育には偏差値教

育はなく、自分がスペシャリストとして誇りを持って生

きていく道を築くための準備期間として教育が位置づ

けられていることは変わっていない。日本では、「○○

会社に勤めている。」あるいは「上位の役職についてい

る」ことが評価の基準であり、企業で順調に出世をして

いる人が社会の勝ち組といった傾向がある。日本がドイ

ツから学ぶべきは、職業（専門）教育を受けた技術者や

手工業者を国家的枠組みで支援する制度により、確実な

技術力のある職業人の社会的地位を高め、誇りを持って

職務にあたれる職業人を育成する仕組みであろう。 
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早瀬勇名誉会長の外務大臣表彰受賞 

 外務省は８月２０日、令和３年度外務大臣表彰受賞

者を発表し、当協会の早瀬勇名誉会長が、半世紀にわ

たる「日本とドイツとの相互理解の促進」への功績が

顕著であったとして表彰されました。 

 

 外務大臣表彰は、国際関係の様々な分野で活躍し、

日本と世界の平和に貢献した方々の中から、特に顕著

な功績のあった個人及び団体の功績をたたえるとと

もに、その活動に対する国民の一層の理解を促すこと

を目的としています。今年度表彰されたのは、177 個

人、41 団体（うち国内在住受賞者は 22 個人、5 団体。

海外在住受賞者は 155 個人、36 団体。）でした。その

中で、今年度の日独交流関係者は、６個人、２団体で、

早瀬名誉会長のほか、サッカーの長谷部誠選手、とち

ぎ日独協会橋本孝会長、ビーレフェルト独日協会ゲー

ザ・ノイエルト会長、茶道裏千家淡交会フランクフル

ト協会ヴィースホイ小野由美子会長とバイエルン独

日協会（団体）が含まれています。 

 外務省の功績説明は以下の通りです。 

 「早瀬勇氏は、２００４年、金沢星稜大学学長に就任

し、日独両政府が推進した『２００５/２００６年・日本

におけるドイツ年』に貢献。２０１０年、横浜日独協会

初代会長に就任し、フランクフルト

独日協会との協力協定に基づく日独

高校生相互派遣、ドイツのインダス

トリー４．０に関する中小企業セミ

ナー、日独ユース・女性フォーラム、

さらにハンブルク独日協会との協力

覚書に基づく横浜での「ハンブルク

桜の女王」歓迎会主催等、あらゆるレベルでの日独間

の交流強化に尽力した。２０１８年以降は全国日独協

会連合会の副会長も兼務している。」 

 このたびの受賞についての早瀬勇名誉会長の談話

は次のとおりです。 

 「身に余る光栄ですが、これは早瀬個人の名誉では

なく、初代会長を 10 年半務めさせて頂いた横浜日独

協会や、その前に３年間会長を務めた石川（金沢）日

独協会の会員の皆さんのご協力・ご尽力に対するご褒

美です。また金沢星稜大学学長時代に日独合同経営フ

ォーラムを金沢で共催したドイツの姉妹校ロイトリ

ンゲン大学やゲルゼンキルヘン経済大学の仲間たち

への大きな励ましになるでしょう。半世紀にわたる日

独交流での全ての関係者に心から感謝します。特にシ

ュミーゲロー大使、シュタンツェル大使はじめ歴代の

駐日ドイツ大使のご支援や、親日ドイツ人の皆様のご

協力は忘れられません。 

 これを励みに、今後も協会の名誉会長並びに（財）

アジア・ユーラシア総合研究所の評議員（兼）日独フ

ォーラム座長として、日本とドイツとの交流に関わっ

て参ります。」 

 私たちもこれを機に、横浜日独協会設立以来 11 年

間の実績の上に、さらに日独交流を発展させていきた

いと思います。 

（会長 成川哲夫） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 日独交流１６０周年記念 

「大茶会」延期のお知らせ 

 日独交流１６０周年記念大茶会は、このコロナの状

況を鑑みまして延期となりました。 

 お申込み頂きました方々、コロナの状況を見てとお

考えの方々、また準備にご協力頂きました関係者の皆

様には、大変申し訳ございませんでした。 

 延期になりましても１年先とかではなく、出来ます

状況になりましたらすみやかに大茶会を開催したい

と思っておりますので、楽しみにお待ちくださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

日独交流１６０周年記念大茶会委員長 

常務理事 南雲 淑子 

 

三渓園 鶴翔閣 
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新会員加入ご挨拶 
 

日独産業協会 駐日代表 

吉田 一哉 

 新たに法人会員加入をさせて頂きました日独産業協

会（Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis e.V. 略

称DJW）の紹介をさせていただきます。 

 当協会は、日独両国間の緊密な経済協力振興を目的と

する非営利公益団体です。1986年にドイツで設立され、

企業、経済振興機関・各種団体、個人、学生等、両国併

せて約1,200の会員から成り、日独双方の会員同志が

自発的に連携を促進するプラットフォームです。 

 経済・政治・社会動向等に係る日独双方の関心を高め

るため、最新トピックスを中心に催しを開催し、日独企

業間のネットワーキング拡大、特に本邦企業のドイツ展

開、ドイツ企業・各種組織との連携に向けた支援もし

ております。2019年1月には東京事務所も開設致しま

した。 

 横浜日独協会様とは、今回、各々が同時にお互いの会

員になり、相互交換会員となりましたので、これにより

両協会の共通理念である日独交流の強化に向けて共に

手を携えて取組んでいけることを楽しみにしておりま

す。より多くのドイツ企業とのネットワーク拡充、ドイ

ツ市場での展開に関する各種情報収集の場としてお役

に立てれば幸甚です。 

 DJWの主たる活動としては、日独経済・社会情勢に

関連したセミナー・シンポジウムの開催がありますが、

特に力を入れているのが中堅中小企業を中心とする本

邦会員企業のドイツ展開、ドイツ企業・各種組織との連

携に向けた支援です。DJWの持つドイツ側会員ネット

ワークを活用し、日本の皆様がドイツ展開と連携の最初

の一歩を踏み出せるようなご支援をしていくことに注

力しております。 

 DJW会員の皆様は、ご要望により毎月のニュースレ

ターに自己の活動・PRに関する記事を掲載することが

出来ますが、その他にも、組織概要、活動目標、連絡先、

企業ロゴの掲載、および各種コラム寄稿やイベントにつ

いての紹介を適宜掲載する等、様々な機能を活用し、自

発的・積極的にドイツへのネットワーキング作りが出来

るよう工夫しております。 

 

 また、会員自身が主催者となり、他会員向けに自己の

活動内容や計画のPR、今後の協働を呼びかけるイベン

トとして小規模の“朝食会”、あるいは“会員による会

員向けセミナー”という企画も頻繁に実施しており、当

協会では積極的にその支援を行っております。 

 その他にも、このコロナ禍においては、通常の芸術活

動に大きな制約が出る状況下、音楽家の方々を支援する

試みとして、バーチャル空間でオンライン演奏頂くイベ

ントも実施してきました。今後も会員の皆様の積極的な

ご発案を取り入れ、新たな環境、ニーズに応じた日独関

係強化に向けた取組みを柔軟に実施していきたい、と考

えております。 

 生活環境、文化慣習が異なる相手との相互理解を深め

ていくのはなかなか難しく、長期的視野から自らの考え

方を説き、根気強く対話を継続していく努力と忍耐力が

求められます。 

 今回の横浜日独協会への会員加入に伴い、ドイツとの

新たな関係構築を目指す横浜の企業の皆様がドイツ市

場に踏み出し、その後の長期的ビジネス関係を構築して

いくうえで、横浜日独協会と当協会の連携により、一層

のご支援が出来れば望外の喜びです。また、両協会の活

動に触れて、将来ドイツとの関係強化に志を持つ若い世

代が増えることを大いに期待しております。 

 

 

2019年 5月 15日 DJWシンポジウム（独ニュルンベルク、 

ニュルンベルガー生命保険本社にて開催）での講演者に 

よるパネルディスカッション風景 

 

http://djw.codivo.de/ja/
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オリンピックボランティアに参加して 
 

カーラ・ウィルメス 

横浜国立大学都市科学部 

YCCS プログラム 4年 

JDGY ユース会員 

最後の最後まで、本当に開

催されるのかと疑問になっ

ていた、二度とないような

東京オリンピック。コロナ

ウイルスが世界に広まり、本当に開催されるかどう

か、本当にボランティア活動できるかどうか、正直

もう諦めるところだった。 

 2018年の終わりにボランティアのために作られた

ウェブサイトに応募登録し、2019年に入って初めて

オリエンテーションや研修に参加した。そして 2020

年の 3 月に、ようやく役割と会場のお知らせが来た。

私はハンドボールの試合が行われる代々木競技場で

言語サービスチームの活動を割り当てられた。 

 しかし、その直後にコロナの影響に伴い、大会の

一年延期が発表され、開催中止を求める声も世の中

に増えていた。私自身も、このような状況だと本当

に開催すべきなのか、ボランティアをやるべきなの

かとすごく悩んでいた。やめようと思った時も何回

かあった。しかし、オリンピックで活動できる機会

が二度とないだろうし、数年間この大会のために頑

張ってきた選手たちのことを考えると、やはりサポ

ートしたい気持ちもあった。結局やると決めた理由

は、ワクチンを打てるようになり、無観客で開催さ

れることが決定し、少し安心できたからだ。悩んで、

悩んで、結局やると決めて、「本当に開催されるん

だ」と実感したのは、2021年 6月にユニフォームを

取りに行った日だった。大会とともに延期された役

割別研修などが全てオンラインで行われることにな

り、久しぶりに他のボランティアたちに実際に会え

たのはその日だった。それでやっと、少しでも楽し

みにしている気持ちになれた。 

 実際に活動できたのが大会の後半だった。今、大

学４年生なので、大会の延期のせいでちょうど卒業

論文の締め切りとかぶってしまった。もともとは８

月に入ってから活動する予定だったが、やはりコロ

ナでやめてしまったボランティアが数千人もいたよ

うで、一回 7月にヘルプとしてシフトに入った。7月

27日、大会の 5日目だった。日本対モンテネグロの

女子ハンドボールの試合後に選手たちの言語サポー

ト。朝早く起きて、ついに初めてのシフトだとワク

ワクしていた。ところが、オリンピック開催へ反対

している人も少なくなかったので、ユニフォームを

着たまま電車に乗ったら大丈夫かな、何か嫌なこと

を言われないかなと同時に心配していた。しかし、

そういう悲しいエピソードが一切なかった。逆に、

ボランティア活動に興味を持ってくれて、「ボラン

ティアですか。何の活動するんですか」や、「ボラ

ンティアしてくれてありがとう。お疲れ様です。」

と駅や道などで声かけてくれた人が何人かいた。本

当のオリンピックだったら、海外からきた観光客な

どもたくさんおり、このように様々な人と街で交流

できる機会がさらに多かったんだろうなと少し悔し

い気持ちで思っていた。 

 代々木競技場に着いて、朝一必ず PCR 検査をしな

ければならなかった。それから言語サービスチーム

で打ち合わせし、その日に誰がどこで活動するかを

マネジャーたちに指定された。主な活動は、記者が

競技直後に選手に対して簡単なインタビューをする

「ミックスゾーン」というところと、記者会見室だ

った。記者とアスリートに通じる共通言語がない場

合では、私たちボランティアが通訳をしてあげた。 

 残念ながら、ドイツのチームが準々決勝で負けて

しまったので、私が主に活動した大会後半にはあま

り仕事がなかった。それでも、実際に試合を見たり、

記者会見に参加したり、会場を歩いたりし、普段テ

レビでしか見られないオリンピックの裏が自分の目

で見られたので、全てを満喫して私にとってすごく

有意義な時間が過ごせた。何よりも、モロッコから

来た私と同じ年の女の子と仲良くなり、初日に出会

ってからほぼ毎日一緒にいた。そして 8月8日、大会

の最終日、シフト後に国立競技場に移動し、閉会式

の花火が外から見られたので、最高の締めになった。 

 周りに、「え、ボランティアするの？お金出る？」

とよく聞かれていた。お金は出ないが、そもそもボ

ランティアに応募したきっかけはそこではない。普

段の日常でできない経験ができること、そして新し

い仲間と出会えることがボランティアの魅力だと思

う。今振り返ると、卒論やレポートも書きながらい

つもより睡眠時間が短かったとても忙しい期間だっ

たが、新しい友達ができた、そして一生忘れられな

い思い出が作れたと考えると、最後まで頑張ってよ

かったと思う。今後、もう一度コロナのないオリン

ピックも経験する機会があれば、絶対やろうと心に

決めている。 

 

カーラ・ウィルメス 

  （Carla Willmes） 

NRW 州シュマレンベルク市出身 

2016 年 福岡市で一年間 

ワーキングホリデー 

2017 年 横浜国立大学に入学 

2019 年 ユース・女性合同フォー

ラムに参加 

2019 年 横浜開港祭親善大使

に任命 

カーラさんの活躍記事 
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ハンブルク桜の女王 Wurm嬢の足跡 

ハンブルグ委員長 中戸 弘之 

 皆さんご記憶でしょう。この 5 月、当協会大堀理事

による講演会「オンライン散策で見る、知る、横浜の

ドイツ人」が、オンラインで開催されました(当協会機

関紙「Der Hafen」第 59 号参照)。この横浜に残るドイ

ツ人のいろいろなレガシーのご紹介があったなかで、

1982 年、ハンブルクの桜の女王が来濱し、元町公園に

記念植樹した桜の木が今も残っていることを紹介さ

れました。 

 筆者は、その辺の事情がもう少し知りたくて、横浜

市役所に出かけ、何か記録が残っていないか、調査を

依頼しました。しばらくして、記録はないが、その女

王の名は、Bettina Wurm 嬢である旨の返答を頂きま

した。筆者は、ハンブルク独日協会橋丸会長あてに、

同嬢についてドイツ側の記録がないか、調査をお願い

したところ、このたび英文２０ページにわたるレポー

トをお送りいただき、同嬢の滞日行動の全容が明らか

になりました。以下その概要をご紹介いたします。 

第１２代ハンブルク桜の女王 Bettina Wurm  

滞在期間 昭和 57 年(1982 年)３月 19 日～ 

３月 19 日 成田着 

３月 21 日 日本桜の会会長、 

衆議院議長 福田一氏表敬訪問 

 第9回日本桜の女王選出コンテストに参加 

３月 29 日 桜内外務大臣表敬、 

鈴木東京都知事表敬 

３月 30 日 ハンブルク在日事務所主催の記者会見に

臨む。その後記者を招待してのレセプシ

ョンに出席。 

４月２日 飯村松下電器社長表敬 

４月３日 田川三重県知事表敬 

４月４日 元町商店街訪問。元町公園に記念植樹 

５月 23 日 横浜・ハンブルク友好委員会主催のレセ

プションに出席 

(Yokohama Seaside Lions Club)  

(日付についてミスプリの可能性あり) 

 当時の錚々たる政治家の名前が並んでいて、なにか

懐かしいですね。なお、同嬢は、当初鈴木善幸総理に

表敬の予定だったが、どういうわけか、この記録には

載っておりません。 

 ハンブルク独日協会と当協会とは文書で協力関係

を結んでおります。桜の女王との交流は、当協会がホ

ストとなって現在も続いております。横浜市長への表

敬も行われております。両協会の交流が今後ますます

盛んになることをお祈りいたします。 

 なお、末筆になりましたが、橋丸ハンブルク独日協

会会長より、当協会宛て、この資料と同時に、立派な

ドイツ国旗をご寄贈いただきました。ここに、記して

感謝申し上げます。 

 

 

 

左から橋丸会長と桜の女王 Laura Gräwert さん 

右端に中戸ハンブルグ委員長（2016 年 4 月） 
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日独交流 160 周年記念オンライン講習会 

「香道へのお誘い」に参加して 
 

一般社団法人 大阪日独協会  

常務理事・事務局長 

和田 展子 

2021年 6 月 19 日（土）に

オンラインで開催された貴協

会のオンライン講習会・香道

へのお誘い～香りの文化「組

香を楽しむ」へ参加させていただきました。 

香道に直接触れたことはありませんが、茶道でも少

し香を扱うことがあり、以前から香道に対して興味を

もっていましたが、直接触れる機会はありませんでし

た。香木が 595 年に淡路島へ流れ着いてからの長い歴

史も知ることができました。講師の小畑洋子先生の説

明は、とても平易でわかりやすかったです。香木の価

格の高さにはびっくりしました。竹のように毎年生え

てくるものではなく、一度取ってしまえばそれまでな

ので当たり前と言えば当たり前なのですが、改めてそ

の貴重さを知りました。今から 30年ぐらい前にカン

ボジアとベトナムへ行った時に、関西のある町にある

お寺のご住職がベトナムで伽羅を買われていたこと

を思い出しました。細い枝を切って「あんたにやるわ」

と言われ、少し頂いたのですが、恐ろしい値段だった

のだろうなあと想像しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百聞は一見にしかずと申しますが、ビデオで源氏香

の実演を見せて頂きました。どのような順番で香が回

り、どのような作法で香を聞くのかが良くわかりまし

て貴重な体験でした。香だけではなく書もある程度の

心得が必要ですね。日本の「道」と付く伝統文化は、

つくづく総合芸術だと思います。貴協会の格調の高さ

も偲ばれ大いに勉強させていただきました。 

皆様のご尽力に感謝しますと共に貴協会の益々の

ご発展をお祈り申し上げます。 

 

 

講演資料：「麒麟がくる」に登場した蘭奢待 

（織田信長と足利義政が切り取った跡） 

源氏香 

５種類の香木の包をおのおの５包つくり、香元が

無作為に選んだ５つの香を、どれが同じでどれが

違うかを聞きわけます。 全部で５２通りの組み合

わせができます。（源氏物語 54 帖のうち、桐壺と

夢浮橋を除く各帖の名が付けられています。） 

五回香炉が回ってくるの

で、右から 1 炉、2 炉と聞

き、同じ香だと思ったも

のの縦線の上部を横線で

繋ぎます。 

オンライン例会に先立って、ビデオ撮りのため小畑先生が

本格的な源氏香を開催して下さいました。香元は佐藤ふみ

さん、執筆は波木井加奈子さんでした。お正客は細川好太

郎さんでした。ビデオを撮って下さった先生のお嬢様（小畑

麗香さん）、丸山順子さんをはじめとした社中の皆様、お花

を活けて下さった風間華梢先生、有難うございました。 

オンラインイベント発信中

の皆様（左から小畑先

生、小畑麗香さん、南雲

常務理事、齊藤事務局

長、小貫理事） 

お疲れさまでした。 

前にあるのは香木とお香の道具 

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%BA%90%E6%B0%8F%E7%89%A9%E8%AA%9E/#jn-69890
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%A1%90%E5%A3%BA/#jn-58363
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%A4%A2%E3%81%AE%E6%B5%AE%E6%A9%8B/#jn-225789
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若き森林太郎（鴎外）のドイツ留学 

副会長 能 登 崇 

鴎外と言えば、軍人､軍医、官僚、

小説家、翻訳者､評論家、医学博士な

どまさに多肢多才な万能人間とも言えるような人物

で、丁度ドイツが生んだ、文学から自然科学そして政

治までカバーするマルチタレント人間である文豪ゲ

ーテとよく似ている。しかもこの二人が名作「ファウ

スト」を通して結ばれるのがまた面白い。しかも共通

点がドイツ語である処が我々JDGY 会員にとっては

興味が尽きない。いくら 10 歳でドイツ語を習い始め

英才教育を受けたとしても、わずか 4 年間のドイツ滞

在、そして晩年は陸軍省医務局長の地位にありながら、

ゲーテが 60 年をかけた大作を約半年で翻訳など出来

るものだろうか。「筆者能登の誕生日が偶々鴎外と同

じ 1 月 19 日というだけで、君とは鴎外の頭の構造が

全く違うのさ！」と笑われるだけだとしてもー。 

 「ファウスト」

第一部の中に、ア

ウエルバッハの

地下酒場で学生

がテンヤワンヤ

の大騒ぎをする

場面があるが、現

在でも繁盛する

ライプツィヒの人気酒場で、その昔学生ゲーテも通っ

た。そこに鴎外も偶々日本から渡独中の井上某を連れ

飲みに行く。その折の壁画が酒場の地下に大きく飾ら

れており、恐らく美味な地ビール／ラーデベルガーを

痛飲したのであろう？（筆者もこの酒場では必ずこれ

を注文した。） 

そこで鴎外は井上に初めは漢詩訳と言ったらしい

ので恐れ入る。鴎外の語学力は物凄く、ドイツ語や漢

文の他、オランダ語やフランス語､更にラテン語も自

由に操ったらしい。 

 若き鴎外に話しを戻すと、東大医学部を卒業後陸軍

省に入省、1884 年に仲間達 10 名と共に待望のドイツ

留学に出発する。当時は船で横浜港を出てヨーロッパ

はマルセイユに上陸するのであるが、この辺りの事情

については彼の「航西日記」に記されている。余談に

なるが、マルセイユでの記念写真には留学生の一人と

して丹波敬三の顔がある。実は彼は俳優丹波哲郎氏の

祖父の由。この種の海外マターではよく驚かされるこ

とが多いものである。 

留学生活はライプツィヒを起点にドレスデン～ミ

ュンヘン～ベルリンと各 1 年宛計 4 年の留学生活で

あった。鴎外の研究課題はドイツ陸軍の衛生制度の調

査であったが、最後のベルリンでは細菌学の北里柴三

郎と共に、高名なコッホ衛生研究所でも学んでいる。

因みに昨今のドイツコロナ禍感染状況レポートでマ

スコミに登場するのがこのロベルト・コッホ研究所で

ある。 

この留学生活でも、恰も檻から放たれた獅子の如く、

渡独 1 年目で鴎外は何と 170 冊ものドイツ文学書を

購入、読破したらしい。その中にはゲーテ全集は勿論、

ダンテ「神曲」や「ニーベルンゲンの歌」等も含まれ

ていた。 

時期は定かではないが、ドイツ語或いはドイツ文学

についての鴎外の名言が今でも印象に残っており、そ

れは「ドイツ語とは、誰が書いてもドイツ語になる」

というもので、身分や男女別、状況などが違っても“ド

イツ語は常に同じドイツ語になる”、というまさに鴎

外だからこそ言える台詞と感心させられた。 

ドイツ語序でに鴎外の細やかな子供への愛情面を

ひとつ。鴎外の本名は「森林太郎」であるが、どうい

う訳かこの名前 “Rintaro(u)” の発音がどうもドイツ

人には上手く聞き取れなかったらしく、子供達が将来

外国人と接する時に苦労しなくても良いように次の

ように命名している。 

即ち、 於菟＝オト、 茉莉＝マリ、不律＝フリツ、

杏奴＝アンヌ、類＝ルイ といった具合である。また

鴎外が出張等で子供達と離れて暮らさなければなら

なかった時に、週に 2 度も 3 度もハガキを飛ばしてい

た---特に娘達に---という微笑ましいエピソードと

共に鴎外の優しい心遣いが偲ばれる。 

さて 4 年の留学生活を終え、1888 年ロンドン経由

マルセイユから帰国した鴎外は、陸軍軍医学校の教官

の職に就いた。ところが 1 ヶ月程してドイツから一人

の女性が鴎外を訪ねてきた。 

その女性の名前がエリーゼ（フルネームはエリーゼ

フォンヴァイゲルト Elise von Weigert）で、ここか

らは 7 月オンラインイベントの『文豪 森鴎外の見た

ドイツ』でご覧戴いた彼のドイツ三部作の一つ「舞姫」

へと繋がるのである。（了） 

 

 

     

ベルリン 森鴎外記念館 



8 

 

日本とドイツ・脱炭素とグリーン革命 (2) 

副会長 大瀬 克博 

2. なぜ再生可能エネルギーか 

 CO2 の三大排出源はエネルギー転換、産業および

運輸部門ですが、最多がエネルギー部門で日本もド

イツも全体の 40％を占めます。図に示す電源別の

CO2 排出量を見れば石炭、石油火力を減らし再生可

能エネルギーを増やす必要性は明らかです。 

（出所：エネルギー原子力図面集） 

 下図は日本とドイツ 2019 年の電源別発電量の比率

です。日本は石炭石油及び天然ガスの火力発電比率

が 76％と圧倒的です。ドイツは再エネ比率 40％、カ

ーボンフリー電源が 52％と過半です。 

 

 左図は再エネの

構成です。2019年

総発電量は日本

1940 億 kwh、ドイ

ツ 2420 億 kwh と

大きな差はありま

せん。日本は殆ど

が水力と太陽光で

す。大きく異なる

のは風力発電、ド

イツの設備容量 61

百万 kw に対し、

日本は僅か 4 百万

kw です。ドイツの

風力は陸上 80%、

洋上 20%、近年は洋上風力が増加傾向にあります。 

 日本は風況に恵まれず、山岳地が多く大型設備に

適した土地もなく、陸上風力の導入潜在能力が小さ

いのです。今後、日本の重点は洋上風力です。 

3. 日本とドイツの取組み 

 両国の温室効果ガス排出量の目標です。 

 日本 ドイツ 

2030 年 

 

46%減（2013 比） 

(1990 比 40％減) 

65%減(1990 比) 

 

2045 年  実質ゼロ 

2050 年 実質ゼロ  

 実質ゼロとは排出量から吸収量を差し引きゼロに

することです。新たな吸収源としては植林、CO2 回

収・貯蔵（CCS）などがあります。 

 日本は今年４月の気候変動サミットで新たなカー

ボンニュートラル目標を発表しました。それまでの

2030 年削減目標 26%を国際的な評価に耐えるよう

46%減に積み上げたのです 

 ドイツは 2020 年６月に「国家エネルギー・気候計

画」で 2030 年 55%減、2050 年に実質ゼロの目標を設

定しましたが、今年 4 月の憲法裁判所判断もあり上

表の新目標を表明しました。 

 2030 年削減目標の基準年の違いです。ドイツは京

都議定書の基準 1990 年、日本は 2013 年基準です。

日本は 2011 年の福島原発事故により政策変更を余儀

なくされ、2013 年が新温暖化対策のスタート年とな

ったためです。 

 下図は 1990 年以来の温暖化ガス排出量推移と将来

の排出目標です。 

 

 1990 年の両国は同じレベルですが、2013 年に日本

の排出量は最大となりました。福島事故影響による

原子力の休止と火力発電の応急投入が原因です。以

降、日本は火力発電効率向上、原子力再稼働、交

通・産業の省エネなどで 2019 年は 2013 年比 14%減

を達成しました。ドイツは 1990 比で 36%削減し、そ

の要因は 2000年以降のエネルギー転換です。 

 将来の削減が産業構造変革を伴う革命的取組みが

必要であるとグラフからも読み取れます。 

44

76

40
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12

6

ドイツ

日本

2019 発電量比率％（出所：資源エネルギー庁）
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早瀬勇著『ドイツと私の半世紀』を読んで 
 

元オーストリー大使 

黒 川  剛  

御尊著多大の敬意と共感をもっ

て拝読いたしました。感想などと

いう高尚なものではございません

が、尊稿を辿る間に頭に浮かんだ

ことどもを書き連ねたものを同封いたしますので斜

めにお読み捨て下さい。 

時節柄一層のご自愛を念じ上げます。 

六月三日 黒川 剛拝 

●ドイツの町々 

 国民国家としての統一が遅れたおかげでドイツで

は各地の領邦国家や自由都市で生まれた文化が生き

延びていて、それが一つの魅力となっています。御留

学先のゲッティンゲンもその一つでしょう。宰相ビス

マルクもあの町で学んだと記憶しています。小生自身

はたった一回しか訪れたことがありません。ドイツ政

府の新聞情報庁が招いた東大、早大などの学生新聞の

編集長どもを引き連れて赴き、同地の学生たちとの討

論会に臨んだのですが、日本側が「マルクスはこう言

っている」などとまくしたてるのにたいし、先方が「ど

の本のどこでそう言っているのか」と巻き返し、編集

長どもは一言も返せないことがありました（後刻、「あ

あ言うときには例えばこう言う反論の仕方があるじ

ゃないか」と叱っておきました）。 

 明治時代ドイツに留学した金井某という人がドイ

ツの地名を読み込んだザレ句をいくつか作ったとい

う伝説があり、最高傑作は「山の端に月の這い出るベ

ルクかな」、最愚作は「ああ暑い雨が降ランカ降ルト

良い」だそうです。ゲッティンゲンについては

「・・・・・・・・・・・・月沈原」なる句があった

とか。句頭の五と七は失念しましたが、ひょっとして

御存じですか？ 

 レーゲンスブルクの旧市街は中世のヨーロッパの

趣を残しており、「十字軍の兵士はあの橋を渡って聖

地へ赴きました」などと聞いた後でロマネスク風のシ

ョッテンキルヒェの堂内でぼんやり時を過ごすのが

楽しみでした（一橋大学の校舎もロマネスク風でした

ね）。 

 ドイツ勤務の大半を過ごしたボンは、時の運で仮の

首都となった田舎町で、パリやロンドンで勤務した同

僚たちからは憐憫の眼で見られたものですが、「住め

ば都」といった良さがありました。ベートーヴェン自

身ではなくその母親の墓があることを自慢している

なんて可愛いではありませんか。隣のバート・ゴーデ

スベルク（社会民主党が無産者政党から国民政党へ変

身した綱領を採択した町です）には、「ロランの歌」

の主人公が、彼の訃報を信じて修道女となった許嫁が

籠ったライン河畔の僧院を見下ろして嘆いたのはこ

こだったと称する岩があったりして、まるで倭建命の

「あずま、はや」じゃないかと笑ったものでした。ボ

ン出身のヘルマン・アプスさんについては次項で。 

 

●アプスさんのことども 

 現在のドイツの銀行界地図を眺めると、「無惨やな

兜の下のきりぎりす」の念にかられますが、六十年前

のアプスさんは将に財界の帝王の趣がありました。あ

なたの「アプス」はどう綴るのですかと訊ねられて「ア

プスの A,アプスの B,アプスの S」と答えたというジョ

ークが伝わっています。 

 当時はまだマルク債の発行などというものがあり、

契約行事に参加を求められた内田藤雄大使のお供を

してフランクフルトに赴いたことが何度かありまし

た（大使館の財務アタッシェは後年財務官になられた

佐上さんでした）。アプスさん主催の小さなパーティ

ーがあり（ブレッシング連銀総裁も出席）、劈頭アプ

スさんから例によってウイットの利いた挨拶があっ

て、小生が通訳する羽目に陥りました。暫くすると御

一同が妙な目付で小生を見上げるので、はて何だろう

とこっちも訝っていたところ、内田大使が「オイ黒川

君、日本語に訳してくれ」と仰るので大笑いとなりま

した。アプスさんの挨拶の要旨を日本語でメモってい

たので、これをドイツ語に訳すのだと勘違いしてしま

ったのでした。お別れの挨拶の際アプスさんから「次

のドイツ語の授業はいつしてくれるかね」と訊ねられ

たので「貴方が私に日本語を教えて下さる用意が出来

た時でしょう」と答えて逃げ出しました。 

 １９７１年秋、昭和天皇陛下が現職の聖上として初

めて外遊された際、ドイツ語圏の御通訳として随行し

ました。ボンではベートーヴェンの生家を訪問される

ことになり、ベートーヴェン協会会長たるアプスさん

が出迎えました。エッシェンバッハの「月光の曲」が

始まるまえにアプスさんが「日本人は誰でも西洋音楽

に詳しい様ですが、陛下も音楽をお好みになりますか」

と訊ねたところ、陛下はさらりと「私はそんなことは

ありませんが、皇后は音楽好きです」とお答えになり

ました。とっさにやや柔らかい調子の文章を考えて通

訳しましたが、こうしたある種の剛直さも帝王の徳な

のかと思いました。 

 

●スコットランドそしてイギリス 

 アダム・スミスに関する尊稿学ぶところ多く拝読し

ました。維新後の所謂近代化において我が国が最も深

く広く影響を受けたのが英国であることは疑いを 

容れません。しかし第一次世界大戦で戦勝国となりな

がら世界に対する覇権を失ったこともあり、さらにわ

が国が第二次世界大戦後事実上米国に占領されたこ

ともあって、今日の日本では英国についての知識や関

心はあるべき水準よりはるかに低いところにあるか

と存じます。 
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 ドイツ語圏が長らく分裂状態にあったことは統一

が遅れたこともあって日本では割合よく知られてい

ます。しかし英国については古代から今日のような姿

をしていたと思い込んでいる人が少なくありません。

小生も英国といえばイングランド南部ぐらいしか知

らなかったので、一念発起「とびきり哀しいスコット

ランドの歴史」なる本を読んだうえで、スコットラン

ドで休暇を過ごしたことがあります。もとよりアダ

ム・スミスの足跡をたどるなどという高尚なものでは

なく、「宝島」のスティーブンソンだのスコッチ・モ

ルト・ウイスキーのほうに感心があったのですが、そ

れでもスコットランドの独自性は十分に認識できた

と思いますし、「ロッホ・ロモンド」の「君は上の路を

行き、俺は下の路を行く」などという歌詞の背景も学

ぶことが出来ました。もっとも「哀しさ」の歴史とい

う点ではアイルランドの方が一枚も二枚も上かもし

れません。 

 EU から飛び出した今日、英国はもっと良く知られ

てしかるべき国でしょう。 

 

●一橋は羨ましい 

 デュッセルドルフに在勤していた頃の現地の日本

郵船支店長は一橋卒でその後子会社の郵船クルーズ

の社長になっていましたが、ある日彼から「『飛鳥』

の世界一周クルーズに便乗しませんか」というオファ

ーを受けました。よく聞いてみると、東南アジアとか

インド洋・ペルシャ湾といった特定地域航行中に乗船

して、夕刻の「娯楽番組」の一環としてその地域につ

いての与太話をすればよいのだとか。渡りに船とお受

けして、何回か疑似有閑階級として短い旅をしました。

その支店長氏あるとき述懐して曰く「早稲田や慶應の

卒業生は世界中に稲門会や三田会を作って集まって

いるが、人数が多すぎて纏まらない。東大は集まろう

ともしない。一橋は世帯が小さいこともあり、国内外

を問わず同窓とわかればすぐ親しくなり、スムーズに

協力できる。ましてや同じゼミともなれば世代を超え

て一家同族の感がある」と。いささか羨ましく聞きま

した。 

 

●明日館 

 御尊著で言及の自由学園明日館。昭和１４年から１

６年まで小生目白に住んでおり、毎日明日館の前を通

って小学校に通っていました。近くには尾張の殿様が

作った徳川村があり、池袋方面には高層ビルなどなか

ったので、まことに物静かな界隈であったことを懐か

しく思い出しました。ライトの日本での代表作である

旧帝国ホテルに何かの用で行った際、同ホテルの一室

を借り切って晩年を過ごしていた「我らのテノール」

藤原義江を見かけたことも、同じく懐かしく思い出し

ました。 

 

●ドイツと日本 

 「問題がないのが日独間の問題だ」という御説は小

生もシュミーゲローから

聞きました。それが現状

の一端をうまく表現して

いることは否定しません

が、より正確に表現すれ

ば「相互に感心が薄いの

が問題だ」とすべきなの

かも知れません。冷戦終

了後米国の一極支配が続

くのかと思いきや、国内

分裂もあって米国の指導

力は激減し、他方中華思想に凝り固まった共産中国の

影響力が急増しているので、わが国と欧州の連携が一

層重要となっているのですが、（その方向への進展は

若干あるとはいえ）日暮れて道遠しの感があります。 

 実はそれよりも大きな問題として、ドイツ人の圧倒

的多数が（日本に関心がある限りにおいて）ドイツは

誠実に行動して過去を克服したが、日本は過去をいま

だに清算していないと思っている事実がある、と指摘

する人々がいます。東京電通大にいた西尾幹二や元読

売新聞の木佐芳男などがその代表でしょう。小生も共

感するところが少なくありません。 （了） 

（註： 早瀬名誉会長に宛てた黒川大使の読後感をご了承を頂き

掲載します。） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第二次世界大戦下の欧州邦人(ドイツ・スイス) 

  常務理事 大堀 聰 

 私がこの夏に『第二

次世界大戦下の欧州邦

人(ドイツ・スイス)』と

いう書籍を出版しまし

たところ、これを読ま

れた早瀬勇名誉会長か

ら早速過分な感想をい

ただきました。 

 この感想は僭越なが

らまさに正鵠を得たも

ので、私の苦労が一気

に報われた気がいたし

ました。今回山口編集長にお願いして、これを会報に

掲載いただくと共に、私より同書の紹介をさせていた

だきます。 

 私はライフワークとして先の大戦中に欧州に暮ら

した日本人、日本に暮らした外国人を研究しています。

調査の対象は歴史的に名前の知られた方ではなく、い

わば普通の外交官、会社員などです。先行研究の文献

などはほとんどありませんから、調査は本人へのイン

タビューが主体でした。しかし戦後も７５年以上が過

ぎ、それも無理な場合がほとんどとなり、公文書館な

どのオリジナル史料の中から彼らの足跡を探してい

ます。 
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 そしてコロナ禍による自粛時間を利用して、昨年 9

月以来今年の春までに次の３冊の書籍の形にして世

に出しました。 

『心の糧（戦時下の軽井沢）』 

『日本郵船 欧州航路を利用した邦人の記録 他三編』 

『第二次世界大戦下の欧州邦人(イタリア編)』 

 そして７月２６日に冒頭に書いた四作目『第二次世

界大戦下の欧州邦人(ドイツ・スイス)』を出版しまし

た。タイトルから分かりますように、今回の舞台であ

るドイツとスイスは、大学でドイツ語を学び、両国に

駐在経験のある私の、いわばホームタウンです。以前

にも増して力が入りました。 

 早瀬名誉会長が的確に解説してくださっているの

で、内容につきましては私からは簡潔に留めます。 

1. 『西村ソノ 戦時下の欧州を勇気と美貌で生き抜

いた女性』 

文化学院創立者西村伊作の四女である西村ソノは戦

前プラハに渡り、戦時下のウィーンで勉強を続ける。

ドイツ崩壊に際し、ベルリンから他の日本人と共に

ソ連軍の手で日本に帰国する道を選ばず、入国ビザ

も持たずにスイス国境に向かい、苦労の末にスイス

入国を果たし学生生活を続ける。 

 

2. 『杉本勇蔵の体験した戦前、戦時下のハンブルク』 

マルクス・レーニン主義を研究するためロンドンに

渡るが、共産主義者のリストに名前が載っていると

のことで、周囲の勧めでドイツに密入国する。ハンブ

ルク大学で博士号を取得する一方、日本総領事の支

援を受けたりする中で資本主義者に転向する。そし

て創設されたばかりの満州特産中央会に勤務し、満

州産の大豆の輸入促進に努めた。またその間、ベルリ

ンに満州国の公使館を開設する。 

 

3. 『徳永太郎・下枝 若い外交官夫妻はいかに欧州

戦争を体験したか』 

スイス公使館への辞令が出た徳永太郎は、妻下枝(し

づえ)とともに日本参戦直前にリスボンに到着し、ベ

ルンに着任する。３４歳で代理公使として活躍する

が、反枢軸思想ゆえにベルリンに転任となり、在留邦

人の世話をする領事業務を任される。 

会報を読まれる方はドイツ、スイスに滞在経験のあ

る方が多いと思います。戦争中の欧州駐在とはどう

いうものだったのでしょう？彼らが体験した苦労の

一端を知っていただければ研究者冥利に尽きます。

（いずれの本もアマゾンでお求めになれます） 

 

最後にお忙しい中、拙著を読み感想を書いていただい

た早瀬名誉会長に、この場を借りてお礼申し上げます。 

『第二次世界大戦下の欧州邦人 
（ドイツ・スイス）』を拝読して 

名誉会長 早 瀬 勇 

●ノンフィクションの素晴らしさ 

 「足で書く」と言いますが、大堀さんのノンフィク

ションは生きた歴史の証人を探し求めて直接イン

タビューし、資料館や国会図書館で歴史的資料を確

認し、それらの情報をもとに現地での聞き込みや写

真撮影をするという、修道僧に似た厳しさを自分に

課す作風です。それが読む者の心をとらえ、歴史の

真実に触れていることを実感させる原因です。 

●西村ソノ 

 父伊作の人柄に男性の理想型を見たのでしょうか。

何よりも「自由」を尊重し、娘を信頼する教育の成果

でしょうね。美貌なるがゆえに不幸を招く例も多い中

で、破滅に至らずに難局を凌ぐ天性の明るさと人間へ

の信頼があったのだと思います。大堀さんの描写も前

向きで明るい彼女の生き方をよく浮き彫りにしてい

ます。 

 結婚の相手になぜ日本男性が選ばれなかったか？

欧州に活躍する洗練された外交官や欧州の知識層と

の交際が、彼女の選択を狭めたのでしょうか。しかし

戦後の米空軍ノンキャリ職員との結婚は、日本のため

にはやや残念な気がしますが、彼女自身は心身の安定

が得られたのかもしれません。最後の家族との幸せそ

うな写真の選び方は最高です。 

●杉本勇蔵 

 これも良く資料を集められましたね。青年らしいマ

ルクスへの傾倒。才能を見抜いた在独の総領事や実業

人たち。ベルリンとハンブルクの比較。日満関係とナ

チス。当時の有力邦人企業（東京銀行の前身である横

浜正金銀行が度々現れ、伝説の北村支店長が懐かし

い）。博士号は取ったが、キャリヤー扱いされない日

本の社会。全身全霊で堂々と業務に取り組む杉本の生

きざま。私もかつて勤務したハンブルクの当時の様子

等々、大堀さんの記述にぐいぐいと引き込まれました。 

●徳永太郎夫妻 

 任地ベルンに到達するまでの当時の情勢。大島大使

のヒトラー心酔。反枢軸派への抑え込みの実態などが

これほど証言をもとに記述されたものは見たことが

ありません。またアメリカ経由の様子やドイツ敗戦直

後の邦人の生き方。普段は知られない大使館内部の女

性を含めた人間関係などが、大堀さんの記述で浮き彫

りになっています。本当に良く徳永下枝さんから聞き

だされましたね。これも信頼関係ですね。 

 それにしても一国の外交・防衛政策の巧拙が、いか

に国民の安寧に影響するかが良く描かれたノンフィ

クションでした。改めて大堀さんの力の凄さを実感し

た第４作でした。有難うございました。 
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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)   富士・フォイトハイドロ株式会社   日独産業協会(DJW) 

 

 

 

 イベント予定  

■2021 年 9 月イベント： 

・日時： 9 月 18 日(土）15:00～17:00 

・内容： オンライン講演： 黒川英作会員 

『世界に類のない！ 華麗なるドイツのワイン』 

伏見ワインコンサルティング社長の 

美味なワイン物語！ 

■2021 年 9 月 オクトーバーフェスト： 中止 

■2021 年 日独交流 160 周年記念「大茶会」 

・10 月開催を中止し 2022 年へ延期（日程未定） 

■2021 年 11 月 橫浜市根岸墓前祭： 

・日時： 11 月上旬（詳細未定、決定次第 HP へ掲載） 

・場所： 根岸外国人墓地 

先の大戦中に横浜港に入国中のドイツ軍艦

が整備中に大爆発し多数が死亡 

■2021 年 11 月 オンラインイベント： 

・日時： 11 月 20 日(土）15:00～17:00 

・講演： 小川誉子美 橫浜国立大学教授 

『ドイツと日本語、橫浜、人物秘話－17 世紀

から第 2 次世界大戦期までを辿る－』 

■2021 年 2021年クリスマス会のご案内 
・日時： 12 月 11 日(土）受付開始： 11:30 

・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） 

＊９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： 

・日独産業協会 (DJW) 
Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis e.V. 

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 

10 月 6 日（水） オンライン講座 

11 月10 日（水） オンライン講座 

12 月 1 日（水） オンライン講座 

2022年1月12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） 

認定NPO法人横浜日独協会会報 発行 2021.10.1 (第60 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  

横浜日独協会ホームページ 

館野ゆかり会員：ソプラノコンサート 

「ウイーンはいつもウイーン」 第９回 

 

・７月２５日 原宿アコスタジオ 

・シューベルト（ます他）、シューマン（ミルテの

花他）などロマン派の美しい歌曲を演奏され、

JDGYからも６名が鑑賞。 

編集後記： 

P4 にヤングクラブのカーラさんがオリンピックの

ボランティア体験を書いて下さいましたが、ほとん

ど、どこも訂正する必要のない日本文に感心しまし

た。2019年には、横浜開港祭親善大使に任命された

そうです。(写真向かって右端がカーラさんです) 

コロナ禍で、中々皆さんにお会いできませんが、 

近いうちにはカー

ラさんとも例会で

お会いできるのを

楽しみにしており

ます。「大茶会」も

延期になりました

が、来年こそは

色々な行事が開催

できますよう願っ

ております。（山口） 
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