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2019 年 1 月、私は出張でドイツのベルリンにいた。か

つて東西ベルリンを壁で隔てていた象徴でもあったブ

ランデンブルク門の旧東ベルリン側に、ドイツ統一後の

1997 年、かつてのベルリンを代表するホテルアドロンが

再建された。そのアドロンの部屋の窓からブランデンブ

ルク門を眺めていると、このベルリンほどヨーロッパの

様々な国の首都で、数奇な運命をたどった街は無いので

はないだろうかという思いが頭をよぎった。ある時は社

会主義運動の牙城として、ある時はヒトラーの第三帝国

の帝都としての役割を担ってきたベルリンは、第二次世

界大戦の末期、ソ連軍により壊滅状態となった。敗戦と

同時にソ連はベルリンの中心部を占領し、ドイツは、米

英仏ソ連の 4 カ国によって管理されることとなり、ソ連

が占領したドイツ東部分が東ドイツとなったのである。 

その後東ベルリンから西ベルリンへの亡命者の急増

を背景に、1961 年 8 月、東ドイツは突然西ベルリンとの

境界線に鉄条網を張って交通を遮断、壁の構築を行った。

ベルリンは東西に分かれた時に歴史的部分のほとんど

が東ベルリンに入ってしまい、ベルリンの中心の象徴で

あったブランデンブルク門は、壁とそして鉄条網が張り

巡らされた緩衝地帯に取り囲まれることとなったので

ある。昔私が銀行に勤務していた時の１２年余りのドイ

ツ勤務はフランクフルトであったが、ベルリンにはかな

り繁雑に訪れた。東西ドイツ分裂時はベルリンへは空路

旧東ドイツ上空を飛んでテーゲル空港に行き、そこから

西ベルリン中心部に入るのが通常であった。今から思え

ば不思議であるが、ベルリンは東ドイツの中に浮かんだ

いわば島であったのだ。当時西ベルリンは西ドイツ領で

はなく、公式には 1990 年 10 月のドイツ統一まで米英仏

ソ連の 4 カ国軍政下にあった。当時の東ベルリンへも仕

事でたびたび訪問した。通常は車であればチェックポイ

ントチャーリーという名前の検問所で、電車であればフ

リ－ドリッヒシュトラーセ駅で厳しい検問を受けてベ

ルリンの壁を越えて東ベルリン入りした。壁を越えると

きの緊張感と一変する街の風景は今でも記憶に鮮明で

ある。 

1989 年 11 月 9 日ベルリンの壁が崩壊したが、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、私も銀行の事務局として参加した。し

かしその一年後に壁が無くなることを予測した者は誰

一人としていなかった。しかし予兆はあった。ハンガリ

ーが国境を開き、東ドイツ国民がハンガリー経由で西側

に脱出し始め、こうした事態に東ドイツ政府は出国規制 

 

 

 

 

緩和策を決定したが、東ドイツ政権内部での事務的な手

違いで、直ちに壁が開かれると 11 月 9 日夜に各国メデ

ィア及び東ドイツ国営テレビ局などが報道し、東ベルリ

ン市民がベルリンの壁の検問所に殺到、対応に困った国

境警備隊の現場指揮官は同日深夜に独断で検問所を開

放、壁が開かれた。その時、私はたまたま西ベルリン出

張中であったが、この時テレビ放送をホテルで見ていて、

東側から続々人が西に入って来ている映像に驚愕し、直

ちにブランデンブルグ門に向かった。門の周辺は人々で

ごった返し、異様な雰囲気だったことを記憶している。 

壁崩壊後の西ド

イツ政府の対応は

迅速であった。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

た。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

予想されていなかったが、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。しかしながら東ドイツの統合は、ドイツに大きな

負担を強いることとなり、ドイツは経済的にも大きな困

難を乗り越えなければならなかった。例えば、1992 年に

は旧東ドイツへの公的資金移転の対ＧＮＰ比は１１％

に上り、1800 億ＤＭに達し、旧東ドイツに注ぎ込まれた

資金は膨大な額に上った。 

東西ドイツ統一から最初の 10 年間は、ベルリンはい

つ訪れてもいつもひどく埃っぽい街であった。東地区を

歩くと、どこへ行っても工事現場ばかりであり、旧西ベ

ルリン内でも、オフィスビルと商業施設の新築、改築が

行われ、連邦政府移転の為に各省庁の建設が始まってい

た。壁の緩衝地帯の中に埋没していたかつての中心地ポ

ツダム広場では、大規模な都市再開発が行われていた。

2000 年を目指した建設ラッシュは、多少工期の遅れを伴

いながらも一応終結した。歴史的地区はすっかり美しさ

を取り戻し、今は観光のメッカになっている。かつて帝

国議事堂であった連邦議事堂は、ノーマン・フォスター

の設計で、大きなガラス戸が取りつけられ 1999 年に完

成した。シュプレー川河畔に各省庁が建設され、首都機

能は完全に回復した。最も注目されていたポツダム広場

の再開発事業も 2004 年に完成した。（次頁へ続く） 
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今のベルリンを見るとき、ドイツ統合から３２年、

様々な困難を乗り越え、ＥＵの中核としての統一ドイツ

の地位が不動のものとなったことに、ドイツ国民の意志

と忍耐と努力を感ぜずにはいられない。東西ドイツの統

一後、東欧諸国の民主化と相まって、メルケル首相率い

るドイツの対ロシア融和政策はヨーロッパに平和と安

定をもたらしたかに見えた。しかしながら、今年の 2 月

末のロシアのウクライナ侵攻により、ドイツの対ロシア

融和政策は破綻し、核大国ロシアと対峙するヨーロッパ

の緊張とリスクは再び顕在化している。メルケル首相が

去った今、英国が離脱した EU の今後の舵取りをドイツ

はどういう形で担っていくのか。再びドイツ国民の意思

と忍耐と努力が試されている。（了） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2022 年度定時総会報告 

～中長期ヴィジョンの本格的なスタートへ～ 

最初に役員人事について報告いたします。これまで副

会長を務めてこられた能登崇氏が監事に就任いたしま

した。今後も業務監査を担当する役員として重責を担っ

ていただくことになりました。同様に、神永晉氏におか

れましても理事を退任することになりました。長年のご

尽力にあらためて感謝申し上げます。任期満了に伴う大

堀聰理事の再任が承認されました。ヤングクラブをリー

ドされてきた地野洋子氏が理事を退任しました。（第 6

号議案） 

定款変更に関する議案では、インターネットなどを利

用したオンライン会議等を総会や理事会の開催方法と

して定款に盛り込むことになりました。（第 1 号議案） 

2021 年度事業報告に係わる決算では、監査報告におい

て“正味財産を維持するための施策が必要”との指摘が

ありました。（第 2 号、第 3 号議案） 

2022 年度事業計画及び予算に関して、協会設立 10 周

年記念大茶会を含む各プロジェクトの本格的なスター

トアップの時期として、当協会ならではの交流の実施と

相互理解のためのイベント等を推進していくこととな

りました。（第 4 号、5 号議案） 

本総会で承認された新体制は次のとおりです。 

会  長：成川哲夫 

副 会 長：向井稔 大瀬克博 

常務理事：南雲淑子 山口利由子 寺澤行忠 

大堀聰 齊藤進治（事務局長） 

理  事：坂井啓治 小島拓人 ロベルト・ゼーリヒ 

ハンス・ユ―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 

野澤勉 西条りみ 

監  事：能登崇 戸田龍介 四方田彰 

名誉顧問：山中竹春（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：小熊誠（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 21 日現在の正会員総数 172 名／法人（総会成立 

定足数：86 名／団体） 

出席者 94 名（対面参集者 7 名、書面表決者 76 名／団

体、表決委任者 11 名／団体） 

（総会当日、オンライン視聴をご希望された方々の中

にはスムーズにオンライン会場に入室できなかった

方がおられました。今後システムを改善するとともに、

皆様にお詫び申し上げます。） 

文責 事務局 齊藤進治 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

副会長退任のご挨拶と感謝 

監事  能登  崇  

去る 5 月 21 日の定時

総会をもちまして副会

長の職を辞することと

なりました。 

当協会設立から 10 余年、事務局長や副会長として微

力ながら務めてこられましたのも、会員の皆様のご協力

とご支援のお陰と、この場をお借りして篤くお礼を申し

上げます。 

振り返ってみますと、2010 年 10 月の当協会設立迄の

僅か 4 ヶ月前に早瀬勇会長（当時）はじめ数名の発起人

が集り、10 月の設立を目指し書類調整、大使館や横浜市

訪問など、今となっては考えられないようなエネルギッ

シュな活動により設立に漕ぎ着けられましたことは、ま

さに “ unglaubliches Wunder “奇跡 でありました。 

素晴しい秋晴れの 10 月 16 日の設立当日、東京横浜独

逸学園の小さな部屋はシュタンツェル大使、林橫浜市長

（当時）をはじめお祝いに駆けつけてくださったお客様

が集い溢れんばかりでした。フランクフルト独日協会差

入れの美味なワインで、一同高らかに JDGY の設立を祝

っていただきました光景が鮮やかに蘇って参ります。 

設立から 10 年、今日までの当協会の発展は、10 周年

記念誌にも記載の通り、前会長のリーダーシップのもと

会員数も順調に増加し、ほぼ 200 名に達しております。 

私事にはなりますが、設立後日の浅い JDGY ですので、

国内他協会のような体裁の良い事務所には入居出来ず、

気がつくと 10 年近く拙宅が事務所を兼ねることとなり

ました。家族には迷惑を掛けたことと思いますが、年毎

に成長発展する協会活動を見守りながら、楽しく何とか

事務局機能を維持出来ましたことを幸せに感じており

ます。 
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その間橫浜日独協会として心がけましたことは、何と

言っても会員の皆様にご満足のいただける月例イベン

トの企画、運営ではなかったかと思われます。統計上で

は過去 10 年間の講演会の講師／ゲストは日本人 7 割、

ドイツ人関連者 3 割となっておりますが、更に一層目に

見える日独『草の根交流』が求められるのではと常日頃

感じております。 その為には事務局はもとより、役員、

会員の皆様による人脈や人的ネットワークを通じて、日

独、男女を問わず色々な分野に亘りその道で活動をされ、

貴重な経験やパフォーマンス等をお持ちの若者を含む

ゲストの方々を是非ご紹介いただければ、とお願いをす

る次第です。 

副会長退任後は監事（業務監査担当）として、多少な

りとも協会のお役に立てればと考えておりますので、月

例イベントや年間行事他の協会活動を通して、会員の皆

様には変わらぬご厚誼を賜りたく、これまでのご支援に

感謝を申し上げますとともに、皆様はじめご家族のご健

勝とご多幸をお祈りし、ご挨拶とさせていただきます。

（了） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ドイツ連邦軍の日 

常務理事  大堀  聰  

「ドイツ連邦軍の日」のレセプションが、ドイツ国防

省政務官(Benedikt Zimmer)の訪日に合わせて、5 月 24 日

ドイツ大使公邸に於いて行われました。 

各国の防衛担当者が制服姿で参加する中、横浜日独協

会は根岸墓前祭への協力（Der Hafen ６１号で紹介）で

出来た大使館武官室との繋がりから招待されました。そ

して早瀬名誉会長、斉藤事務局長、大堀が出席しました。 

フォン・ゲッツェ大使の挨拶で始まり、自衛隊の楽隊が

日独の国家を演奏しました。当初は慎重であったウクラ

イナに対するドイツの支援が、重火器へと踏み込んだタ

イミングで、参加者の重要な情報交換の場となったよう

です。 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

「ウイーンはいつもウイーン」第10回演奏会 

-チャールダッシュの女王- JDGY後援 

   5月 22日 原宿アコスタディオ 

 

フォン・ゲッツェ大使と早瀬名誉会長 

 

挨拶するフォン・ゲッツェ大使 

 

楽隊をバックに国防省政務官（中央）と筆者（左） 
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 法人会員紹介： 

 

    

 

如水会横浜支部の沿革と活動 
 

如水会横浜支部は一般社会法人如水会（千代田区一ツ橋２－１

－１）の横浜エリアを主な活動地域とする一橋大学の同窓生で

構成する組織です。 

如水会の命名は、『礼記』の「君子交淡如水」に由来しており、

命名者は一橋大学設立に尽力された渋沢栄一翁です。 

 

明治３２年５月２日に一橋大学の前身である東京高等商業学校の横浜在住卒業生により全

国最古の同窓会組織として発足。当初の発起人は、横浜正金銀行や三井物産や日本郵船な

どに勤務の同窓生を中心に毎月、日本の貿易や経済や文化などに関する喧々諤々の意見交

換をしていたようです。 

 

如水会本部は１９１４年に設立されていますので、１５年も前に横浜支部が設立された経緯もあり、現在でも各

支部の独自性や地域性を尊重した組織活動となっています。 

当初は集団性での合同運営で活動されていたので、初めて支部長制度を発足したのは、昭和９年になってからで、

初代支部長は横浜国大の前身である横浜高等商業学校の初代の田尻校長が就任しています。 

 

日本を代表する各企業が貿易の窓口として横浜に拠点を設けていましたので、同窓生同士で仕事や地域経済や社

会発展に関して日本の貿易創世記の集いとして組織化されていた事は自然に想像できます。 

 

創立から今年で１２３年目ですが、現在１７０名の会員が所属しており、平均年齢は７０歳前後ですが、平成卒

の会員も２０％を超え、年間３回のセミナー＆納涼会・新年会や趣味の同好会活動をしております。 

コロナ禍で制限はありますが、ライブ活動に加えリモートでの参加も加えハイブリッド方式でセミナーをしてお

ります。昨年のセミナーでは、一橋大学学長や東急（株）社長の講演会を開催したり、提携している東工大の同

窓会である蔵前工業会のご紹介で東工大の教授をお迎えして文理統合の連携もしております。 

昨年からは、地域社会への貢献として、ＳＤＧｓをテーマにヨコハマ文化祭への参加や、関内駅前の大通りクリ

ーンアップ活動にも組織として初参加しました。又ダイバーシティーをテーマに横浜国大主催のダイバーシティ

ー協議会にも会員として参加しました。 
 

トピックスとしては、昨年の東京２０２０のオリンピアンとして地元聖光学園

出身一橋大学卒の荒川龍太ボート選手を応援しており、見事に決勝に進出しま

したので、募金集めも行っています。今年は現役学生向けの就活支援セミナー

を実施する予定です 
 

今後も如水会ブランドを高め、地域経済社会へ各種貢献を展開していく所存です。 

横浜日独協会様とも相互の活動に結び付けられればと思っております。 

如水会横浜支部長 村瀬雅宜 

一橋大学 兼松講堂 

 

如水会館 
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ハンブルク独日協会橋丸会長のご来濱について 

ハンブルク委員長  中戸  弘之  

去る 4 月 19 日の 21 時ごろ、突然わが家の電話が鳴っ

た。この時間、余りないことなので、誰から？いぶかし

げに受話器を取ると、「橋丸です」と女性の声。橋丸さ

んといえば、わたしには、あのハンブルク独日協会会長

の橋丸さんしかいない。何事ならん。「ええ？今どちら

から？」東京から、といわれるので またまた驚いた。

話のテンポについて行けない。やっと落ち着いて、今般

来日の事情を伺うと、非常に急な話で申し訳ないと、前

置きがあって、次の通りご説明があった。即ち、ハンブ

ルク桜の女王は、コロナのため２０１９年以降、訪日を

中止しているが、このたび日本桜の会(会長は細田衆議

院議長。桜の女王関係の諸行事を取り仕切っている)か

ら急な連絡で、例年行われているさくら祭り中央大会に

代えて、さくら功労者表彰式を議長公邸で催すので、ぜ

ひ参加するように、とのお誘いがあり、ハンブルク桜の

女王同道来日したとのこと。日本着は、一昨 17 日で、

表彰式は明２０日。２１日午後には横浜市長表敬訪問が

予定されており、これには横浜日独協会からどなたかご

同席いただければありがたい、とのことであった。小生

から、陪席の件は承った。表敬後のご予定は、と聞いた

ところ、JDGY に何らかの形でご挨拶したいといわれる

ので、小生、夕食をご一緒したいと申し出て、ご了承い

ただいた。 

何しろ急な話なので、まずは能登副会長に電話。二人

して、成川会長にご連絡するのが第一と意見一致。しか

し時間は午後１０時を過ぎていたので、翌日朝一でお電

話したところ、２１日は、公務でふさがっており、身動

き取れないとのこと。残念。このあとどなたか対応して

いただけないか、協会内心当たりを、手分けして電話か

けまくったが、丁度折あしく、協会事務局は決算監査用

資料作成の最終段階で、対応が困難であった。 

かくして当日の２１日となった。重い心を抱いて最後

の望みを託し、元理事の磯貝さんに電話すると、「よい

ですよ。わたし出ます」とのご返事。この時ほど友のあ

りがたさを感じたことはない。２対２。最小限の夕食会

の形は整う。横浜市の方は、能登副会長が、列席してく

ださることとなり、一応の解決を見た。 

横浜市への表敬は、予定通り１６時１５分から、新装

なった横浜市役所の城副市長室で行われた。市側は、城

副市長、橋本国際局長、宮島担当部長ほか、丁度春の人

事異動で全員が新任となり、ご出席をいただいた。こち

ら側は、橋丸会長、Hilmer ハンブルク市桜の女王、工藤

日本桜の会女王委員、油原日本桜の女王、能登副会長、

中戸の 6 人。プレゼントの交換、記念写真など和気あい

あいと行われた。因みに Hilmer 嬢はハンブルク大学の

学生で、京都大学への留学経験もあり、日本語もかなり

堪能であった。 

夕食会は、市役所からほど近いランドマークタワー70

階のレストランに場所を移して行われた。ゲストは、ハ

ンブルク二人、日本桜の会二人、当方二人計 6 人。70 階

からの港の展望は素晴らしく、Hilmer 嬢も、ハンブルク

港の景観を思い出し、素晴らしいと喜んでくれた。 

橋丸会長が、しきりと眼をベイブリッジの彼方、水平

線の方にやっておられるので、お聞きしたところ、「77

年前、東京湾のミズリー号艦上で降伏文書の調印式があ

りましたね。あれはどのへんだったかしら」とのお尋ね。

えーっと東京湾内とは聞いているけれど、正確な場所ま

では・・・。 

あとで息子に聞くと、富津市沖、ちょうど東京湾のど

真ん中と教えてくれた。それにしてもなぜ橋丸さんが降

伏文書のことに言及を。そう、橋丸さんは、降伏文書に、

政府を代表して調印した重光外相のお孫さんなのです。

７７年前、ある意味命がけで署名し、日本に平和をもた

らした祖父重光外相の姿を、暗闇を通して水平線の彼方

に探しておられたのかもしれません。 

橋丸さんからは、そのほかハンブルク独日協会が、来

年設立６０周年を迎え、記念式典を挙行するので、是非

横浜日独協会をお招きしたいとのお話がありました。当

協会としても、なんらかの対応が必要になると思われます。 

横浜市役所に表敬 ・ハンブルク側；左より橋丸会長、ハンブルク

桜の女王Hilmer嬢、日本桜の女王油原嬢、日本桜の会工藤委員 

・横浜市側：城副市長を中央に、右 橋本国際局長、左 宮島部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

夕食会にて：前列左より Hilmer嬢、橋丸会長、油原嬢 

後列左より 中戸、工藤委員、磯貝元理事 

 

 

 

 

 

 

 

両女王の間が城副市長、右端が橋本国際局長、その隣が宮島部長、

ハンブルク女王の左隣りが橋丸会長 
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古畑祥子さんのピアノコンサート 
 

日独産業協会 東京駐在員事務所 

吉田 一哉 

先日 3 月 17 日にドイツを拠点に世界的に活躍されて

おられるピアニストの古畑祥子

さんによるコンサートが神奈川

県民ホール(小ホール)にてリア

ルにて開催されました。このピア

ノコンサートは、横浜市・フラン

クフルト市パートナー都市協定

締結 10 周年記念として開催され

たものであり、コロナ第 6 波がま

だ燻る状況下ではありましたが、

ドイツメッツラー銀行の協賛、横浜日独協会、日独産業

協会が共催にて実現したものです。古畑さんは、ドイツ

を拠点に全欧州、米国にてソロコンサートや名立たるオ

ーケストラとの共演を行っているうえ、この厳しい状況

下にも拘らず、昨年 6～7 月にも東京、名古屋、大阪の

3 都市でのコンサートを実施しておられます。 

また、東日本大震災の被災地向けにチャリティーコン

サートを継続しておられ、今回もまさにコンサート前日

の 3 月 16 日に再び東北地方を襲う大きな地震が発生し

た直後であるにも拘らず、寸断された鉄道交通網を駆使

していわき市でのコンサートを実施されておられます。 

コンサートは、昨年同様、演奏曲に関連しての古畑さ

んのモノローグを交えて行われ、披露された曲目はショ

パンのノクターン、幻想即興曲、練習曲（別れの曲、革

命）やシューマンの交響曲練習曲等、比較的馴染み深い

演目だったのですが、何といってもその情熱的、かつ強

い個性で聴衆をぐいぐい惹き付ける演奏に聴き手は瞬

く間に取り込まれてしまったといってよいでしょう。コ

ロナで制約が多い中、久方振りのリアルコンサートとい

うこともあり、そのインパクトは実に格別のものでした

が、私のみならず、ご参加された方々は皆同様に音楽が

人の心をかようなまでに揺さぶる力がある、ということ

を再認識されたのではないでしょうか。 

コロナ禍により、各種イベントの中止や延期が相次ぎ、

演奏家の皆さんをはじめ、数多くの方々が、未曾有の困

難に見舞われ、未だにその明確な出口が見えない状況か

と思われます。さらには、今般のロシアによるウクライ

ナ侵攻により、再び専横主義的国家体制の陣営の抬頭を

意識せざるを得ない世界となり、ついこの間まで当然と

思っていたグローバルな世界での自由な人やモノの動き

に制約がかかる世の中になる懸念が強まっております。 

私たちは、今回のコロナ禍によってリアルな場での

人間同志のふれあいや対話によって生まれる共感と信

頼感の重要性を改めて認識した訳ですが、ようやくコロ

ナ後の世界について考えることが出来るようになって

きた矢先にその理想の世界を再現するうえで大きな制

約が生じてしまっていることについても認識せざるを

得ない状況になっているように思います。 

それでもなお、その制約を乗り越えて演奏家の皆さん

が自由にその作品を聴衆の前で演奏し、聴き手との共感

を実現出来、音楽で喜びや苦しみを共有出来る世界が再

現されることを切に願います。古畑祥子さんの演奏を聴

き終えてそのように感じた次第です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

橫浜フランクフルト友好都市 10周年記念コンサート 

古畑祥子ピアノ演奏会を聴いて 

会員 橋本 一史 

３月 17 日神奈川県民ホール（小

ホール）での古畑祥子さんピアノ

コンサートを聴く機会に恵まれま

した。共催者である横浜日独協会会員も招待されたもの

です。 

ピアニストの古畑祥子さんは横浜生まれ横須賀出身

で「ショパンの愛、シューマンの愛、それを支えた女た

ち」と題し、ショパン、クララ・シューマン、ロベルト・

シューマンの曲計８曲、アンコール１曲の演奏でした。

古畑さんはヨーロッパなどで活動し高い評価を受けて

いるドイツのスターピアニストの一人です。 

作曲家たちの手紙を朗読し演奏に臨み、音の強弱・速

さ、音を貯めての演奏（静かなフレーズの音出し）、激

しいフレーズでは強音を躊躇なくピアノに歌わせ、早い

運指で弾き込むとの印象を持ちました。改めてショパン

やシューマンの理解を深めることが出来ました。演奏終

了後にはマイクを握り、このような時こそ「音楽」「愛」

が大切であると語られ、先達たちの作品をこのようにプ

ログラムしたのだと感じました。 

演奏後古畑さんのベートーベン「月光ソナタ」の CD

を購入し聴き直しま

したが、特に第３楽

章の調べは、愛聴す

るホロヴィッツの演

奏にも思いを馳せる

ことが出来ました。 

このような素敵な

コンサートにご招待

いただき有難うござ

いました。（了） 
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文化人類学の視点からの日本文化の周縁性 

伊藤亜人氏の講義を拝聴して感じたこと 

 

理事 中尾 尚未 

伊藤亜人氏の講義は、優しい語り口

の中にこれまで研鑽を積まれてきた

ことがぎっしりとあり、聞き逃さない

ように集中していると、私の脳はオーバーヒートしそう

でした。しかも、私が知りたいと思っていた事柄を紐解

くキーワードがあちこちに現れますので、気を抜くこと

もできません。伊藤氏の話しぶりは、穏やかで柔らかく、

難しいことをやさしくお話になり、ことばのエキスが後

からじわじわと効いてくるようでした。 

「日本では、論理や観念より

も具体性と実践が優先されて

きた」という講義のはじめのと

ころで、私たちは、まず日本の

特質の自覚へといざなわれま

した。 

韓国と日本の違いを通して、日本人の非体系的、多元

的、包括的な思考伝統、根強い実践志向と経験主義の特

性についてのお話は、腑に落ちる思いでした。 

文化人類学の視点から、韓国でのフィールドワークに

基づいた「玩物喪志」という言葉は、特に興味深く感じ

ました。こんなに近くて似ていると思っていた隣の国の

事を私は何も知らず、物に気持ちや心を込める私たち日

本人と違って、ものにこだわると志を失うという考え方

もあることを知りました。 

日本的感性と精神性についてでは、「もののあわれ」

「やまとごころ」など、源氏物語にも話が及びました。

横浜日独協会で寺澤先生のご指導のもと「百人一首をよ

む」を月一回学んでいますが、和歌の感性に触れ、日本

人の特質を理解することにつながっていると思いました。 

日本文化、日本社会の周縁性については、論理体系性

に欠けていても持続的蓄積と改善、洗練によって発展す

ることは可能で、成熟した周縁社会の発展モデルを示す

ことができた日本を改めて誇りに感じました。 

日本社会では、至る所に論理体系性の欠如が認められ

ますが、それを見逃す鈍感さと寛容さも備えています。

あいまいな日本人と言われて久しい、私たちの特性なの

かもしれません。世界は、矛盾と不条理を大きく抱え込

んでおり、様々なことに直面させられますが、論理的に

とらえるということだけではなく、私たち日本人の特性

である非体系的、包括的に受け入れることも健全なこと

なのかもしれません。 

私は過去にドイツ人とディスカッションしたとき、結

論に至るまでのアプローチが違っていて、驚いたりもめ

たりすることがあり、論理的でない自分たちのほうが、

論理的なドイツ人より、劣っているのかと思うことがあ

りました。多様性社会の中で相互に理解しあうには、そ

れぞれがまず自分たちの特性をよくわかり、そして相手

の特性を尊敬してこそ折り合う線がみつけられるのか

もしれません。伊藤氏の講義を通して、さまざまの事に

思いを馳せました。 

最後に、この zoom 講義の感想を聞かれた会員の方が、

「論理性を持たないから、私たち日本人はこれまで他国

を受け入れる芸当をやってのけられたのではないでし

ょうか」というご意見に、共感しました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

古畑祥子さん 橫浜でピアノロマンを語る 

会員 能登 崇 

ピアニスト古畑さんと初めて橫浜でお会いしたのは

2 年程前ですが、その時から橫浜でのコンサートを希望

しておられ、長引くコロナ禍の悪条件を克服し漸く今年

3 月に実現しました。 当協会からも 40 名程の会員が招

待され一夜を楽しみました。 

“作曲家と彼らを支えた女性達”をテーマにまさに

古畑さん自身の手造りコンサートでした。 

最初はショパンの人気の名曲、ところが聴き慣れた調

べとは何処か違う感じ！ここからが彼女の手造りの面

目躍如です。ショパンを支えた恋人ジョルジュ・サンド

の言葉を裏付けに、強弱やテンポをかなり自由に､更に

数曲を切目なく連続で演奏するなど、古畑さんの女性ロ

マンをピアノに乗せて、時には激しく、ある時は最弱音

で聴衆に語りかけたのです。 

この物語のような印象は、シューマンでも同様で、夫

ロベルトと妻クララの間の書簡を通して、しなやかであ

りながら強い愛の絆がひしひしと感じられるユニーク

な演奏が印象的でした。 

この演奏をもう一度と思っていた処、ドイツへ無事到

着した古畑さんから、「来年 2 月には再度橫浜でのコン

サートを予定」との朗報が飛び込み、後程詳細をご案内

致しますのでどうぞ次回演奏会をお楽しみにお待ちく

ださい。（2022/3 月 記） 
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横浜日独協会名誉会長 

早瀬 勇氏による講演会を拝聴して 
 

バイエルン独日協会 

浅野 昭博 
 

私はドイツ・ミュンヘン市のバイエルン独日協会で

活動をしております浅野昭博と申します。今年に入り

コロナ感染に伴う日本への入国制限が徐々に緩和しつ

つありますので、この機会を利用し、2 年半ぶりに一

時帰国をいたしました。 

バイエルン独日協会は、貴日独協会と同様ですが、

逆にドイツにて日本の文化を草の根として広めて日独

間の市民レベルでの交流を図る目的で 1961 年に設立さ

れました。会員数は 800 名、コロナ以前ですと、年間

約 75 回の催し物を開催していました。 

余談ですが、早瀬氏には

2014 年にデュセルドルフで開

催されました独日協会連合会

総会で初めてお会いいたしま

した。早瀬氏は私のことをも

う覚えていらっしゃらないと

思いますが、大変暑い日で、

その暑さの中でお疲れの様子

もなく、爽快に歩いていらっしゃった姿が今も目に浮

かびます。 

早瀬氏の 50 年にわたるドイツとのお付き合いは私に

取りましても大変うなずくところがあります。私自身

も日本の大学でドイツ文化を専攻し、ドイツ系企業に

入社し、ドイツ人と結婚し、定年後はミュンヘンに住

み、独日協会で活動をするという、良いも悪いもドイ

ツ三昧 55 年となります。 

閑話休題。今回の私の一時帰国の目的は、コロナの

ために 2 年間延期を余儀なくされた日独青少年交流企

画をこの 9 月に開催するにあたり、関係諸機関との調

整視察打ち合わせが主でした。冒頭、早瀬氏から独仏

の若者交流がいかに絆を深めたかのお話しがあり、我

が意を得たりとばかりに高揚し、ご講演に没入いたし

ました。 

ご講演では、歴代最長首相在任期間 16 年のメルケル

が昨年 12 月に退任したテーマを皮切りに（その期間、

日本では 9 名が首相になっています）、このメルケル

による長期政権についての功罪を特に経済財政面から

も説明され、その後任の社民党出身ショルツ内閣の連

立政権、またロシアによるウクライナ武力侵略という

21 世紀にもなってからこのような世界を震撼させる出

来事に起因するドイツの平和政策の激変、そして日本

の国防政策についての課題と提言があり、そのような

お話の合間には、メルケルとプーチンの共通点（エカ

チェリーナ 2 世）についてや早瀬氏がドイツ留学中に

ヒトラーの生存圏（Lebensraum）の言葉を使用したと

ころ他の学生からたしなめられたというエピソードな

どが宝石のように散りばめられ、ドイツの現在の状況

や世界でのドイツの位置付けが大変よく理解できる、

実務家であり学者でありまた文化人であります日独双

方の良き理解者としての早瀬氏による、まさに時宜に

かなった広範囲にわたるダイナミックなご講演で感銘

を受けました。 

プーチンにとっては基本的に領土拡大のみが唯一の

目的で、地政学的独裁者ヒトラーと同様とのご指摘は

まさにその通りで、狂人に刃物ですが、それに対して

第三次世界大戦の防止のために何もできない世界に対

し、隔靴掻痒を感じざるを得ません。外交努力でこの

侵略戦争が早く終結することを望むばかりです。 

ご講演の最後に「出羽守」のことを引き合いに出さ

れました。私自身はこの言葉を知りませんでしたが、

ネットによりますと、海外の習慣や事柄を引き合いに

して、日本のことをネガティブに言う人のことを指す

ようです。早瀬氏もおっしゃるように、けなすのでは

なく、常に切磋琢磨をしながら改善を進めていき、双

方の理解を深めていくことこそ重要ですので、今後と

も私自身もポジティブに「日本では」あるいは「ドイ

ツでは」を進めていこうと思っております。 

このようなきな臭い世の中となってしまいましたが、

160年にわたる友好国であります日独二国間の市民レベ

ルでの友情と信頼が平和な世界につながっていくこと

を願いながら、ご講演を拝聴できましたこと、そして

事務局のご尽力に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

https://www.weblio.jp/content/%E6%B5%B7%E5%A4%96
https://www.weblio.jp/content/%E7%BF%92%E6%85%A3
https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%8B%E6%9F%84
https://www.weblio.jp/content/%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%90%88%E3%81%84%E3%81%AB
https://www.weblio.jp/content/%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%90%88%E3%81%84%E3%81%AB
https://www.weblio.jp/content/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE
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日本サッカーの父 

デットマール・クラマーさんの思い出 
 

理事 小貫 治朗 

日本サッカー、今年の 11 月に

カタールで開催されるワールド

カップに 7 大会連続で出場しま

す。グループリーグの対戦相手

も決まって、初戦は過去３回優勝経験のある強豪ドイツ

と相まみえることになりました。両国のワールドカップ

における対戦は、なんと今回が初めてです。日本とドイ

ツのサッカーをこよなく愛する私は、どちらが勝っても

半分笑い、半分悲しむことになります。 

日本サッカーも、野球の陰

に隠れたマイナースポーツ

から、野球と人気を二分する

メジャースポーツに成長し、

今やワールドカップの常連

となるに至りましたが、その

最大の功労者が、ドイツ人の

デットマール・クラマーさん（Detmar Cramer）です。

彼は1960年に日本サッカー協会の招聘に応じて来日し、

一回目の東京オリンピックに出場する日本代表チーム

を指導し、その結果、日本は予選で強豪アルゼンチンを

撃破するなど大活躍して、ベスト 8 に進み、ホスト国の

面目を施しました。その 4 年後のメキシコオリンピック

では、クラマーさんの教え子たちの活躍で銅メダルを獲

得したのですが、サッカー後進国の快挙として世界を驚

かせたことを、70 歳以上の方は覚えていらっしゃる方も多

いでしょう。 

日本サッカー、その後もトルシエ、ジーコ、ザッケロ

ーニ・・・と、多くの外国人監督を招聘するようになり

ましたが、初代のクラマーさんは代表チームの指導のみ

ならず、日本各地のサッカー協会の要請に応じて、地方

を巡回し懇切丁寧な指導をしてくれました。私が学生時

代サッカーしていた熊本にも来てくれて、彼の指導を見

学したのですが、なぜそうしなければならないのか、理

由をきちんと説明して、次に自分でその通りやって見せ

る、すなわち理論的説明と実践を組み合わせた教え方を

してくれました。（鮮やかなボレーシュートがゴールの

隅に何度も正確な軌道を描いて蹴り込まれる様子は圧

巻でした）それまでの指導は、「頑張れ！」の連呼か、

指導者自らの体験を頭ごなしに伝えるだけだったので、

武骨で体力頼みのサッカーマンだった私には、目からウ

ロコの体験でした。 

日本代表の指導においても理論的説明は徹底していた

そうで、更に、何処に走るのか、誰にパスを出すのか、

自分で考え、自分で判断しろと、徹底的に叩き込んだそ

うで、ベンチからの指示を待つような奴はベースボール

をやれ、とバットを振る真似をして叱ったそうです。 

また、日本選手は、素質は素晴らしいものを持ってい

るが、プレーに正確さが欠けていると見て取り、練習中

は「genau!」（正確に！）の怒号が飛び交って、選手の

皆がドイツ語 genau を覚えてしまったとか。しかし、彼

はドイツに帰って、バイエルン・ミュンヘンの監督にな

ってからも、グランドでは genau と叫び続けたようで

す。正確性は、彼の生涯譲れないモットーだったのでし

ょう。 

彼は1964年に日本を去る時、以下の提言を残しました。 

 ・日本のトップチームによるリーグ戦を創設すること

（それまで天皇杯大会みたいなトーナメント形式の

大会しかなかった） 

 ・芝生のグランドを沢山作って維持すること 

（国立競技場でさえ土のグランドだった。 

日本の冬は、芝は枯れるのが常識） 

 ・国際試合の経験を積む事。年に一回は欧州遠征をや

ること。（アジアでも勝てないのに、欧州に行って

も相手にしてくれなかった） 

これらは、日本リーグの創設や、芝生化プロジェクト

等で、全て実現され、日本サッカーの強化・発展に多大

なる効果を発揮しました。 

クラマーさんは 2015 年に 90 歳で亡くなられました

が、日本を愛し、日本サッカーを親身になって育ててく

れた彼が、もし生きていたなら、11 月の日本とドイツの

試合は、どちらを応援したのでしょうか。 

最後に、クラマーさんの言葉を、一つ二つ紹介してお

きます。 

“サッカーは子供を大人にし、大人を紳士にする” 

そうそう、こういうのもありました。 

“私はサッカーが好きではない、心から愛している” 
 

 

写真： Wikipedia より引用 
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フランクフルトからの派遣高校生 

～神戸大学に留学～ 

4年前にフランクフルトから派遣され横浜日独協会で

もお世話をした Eva-Marie Hein さんが、この 4 月から

神戸大学に留学されています。母国語であるドイツ語以

外に 5 か国語を学び、日本語もかなり話せるようになり

ました。 

先日は神戸大学経済学部で講師をされている向井副

会長の講義を聴講し、その後は神戸日独協会の桝田会長

以下協会幹部の方々ともお会いしお世話になっている

とのことです。神戸日独協会の皆様にはこの場をお借り

しお礼申し上げます。 

私も 6 月初めに神戸を尋ねて彼女と楽しく二日間を

過ごし、改めて彼女の優秀さと日本への深い関心を実感

いたしました。夏には再度横浜も訪問してくれますので、

また歓迎したいと思います。その際にはどうぞよろしく

お願い申し上げます。 

彼女が日本語で自己紹介を書いてくれましたのでご

紹介したいと思います。 

（理事：佐藤恵美） 

 
 

 

 

横浜日独協会１０周年記念行事 

大茶会（日本伝統文化体験）のご案内 

認定 NPO 法人・横浜日独協会会長 成川 哲夫 

横浜日独協会では、コロナ禍のため、延び延びになっ

ておりました１０周年記念行事を横浜三渓園にて「大茶

会（日本伝統文化体験）」として開催します。三渓園は、

日本屈指の庭園ですので、散策もお楽しみいただけます。

海外でも活躍されている先生方が外国の方や初めて体

験される方にも分かりやすく説明して下さいます。お席

は、全て椅子席です。 

茶  席 南雲宗智・山口宗由（裏千家） 

 －御園棚（立礼-椅子席）－ 

香  席 小畑洋子（香道御家流師範） 

 －香道の実際体験－ 

華  道 風間華梢（池坊）玄関・床の間他展示 

平家琵琶 荒尾努（国内でも数少ない、平曲 

(正調平家琵琶)弾き語り奏者） 

日本舞踊 花柳須山祢（花柳流唯一のドイツ人名取） 

尺  八 森英山（都山流大師範） 

箏 大治雅楽琴（生田流正派大師範） 

開催日：令和４年 1１月２１日（月）9:30～16:30 

（茶席・香席のみ時間指定） 

場 所：三渓園・鶴翔閣  

（桜木町駅よりバス、根岸駅よりタクシー） 

チケット：4,000 円 
（入園券、お弁当（なだ万）代込み） 

申込先：山口利由子 

Mail： saiji.jdgy@gmail.com 

 

当日は、密にならないように時間指定をさせて頂き
ますので、グループでお越しの方は代表の方がまと
めてお申込みください。完全予約制となっております。 
お申込みは先着順にお受けいたします。 
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。 

横浜日独協会１０周年記念大茶会委員長 

横浜日独協会 常務理事 南雲 淑子 
 

 

 

三渓園 鶴翔閣 

 

はじめまして! Eva-Marie Hein と申します。ドイ

ツのトリーア大学で国際経済とコミュニケーシ

ョンを勉強して、今年から神戸大学の国際人間

学部に留学しています。2018 年に私は横浜日独

協会と在フランクフルト日本国総領事館のおか

げで初めて日本に来ました。その時、素晴らし

い人達に会うことができました。その後ずっと、

もう少し日本に住みたいと思っていたので、パ

ンデミックのせいで 1 年待たなくてはなりませ

んでしたが、やっと神戸に来ることができまし

た。暇な時間があるときは、オーケストラでサ

ックスを吹いたり、絵を描いたり、映画やドラ

マのシリーズを見たりします。 ぜひまた横浜に

行きたいです。 

日本でもっと旅行したり、もっと日本語を勉強

したり、友達ができるのを楽しみにしています！ 

どうぞよろしくお願いします。 

 

申込フォーム 
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文化コラム ７ 

海を渡った俳句 

常務理事 寺澤 行忠 

俳句は 20 世紀に入るころから、駐日外交官やいわゆ

るお雇い外国人教師たちによって、海外に紹介された。 

俳句が海外に紹介された当初は、必ずしもすぐれた文

芸として紹介されたのではなかった。イギリスの外交官、

W・G・アストンは、1872 年に発表した著書の中で、俳

句について、17 音という短い韻文では、詩の名に値する

ものを包含できないと言っている。 

いわゆるお雇い外国人として東大で教鞭をとったド

イツ人文学者、カール・フローレンツは、「短歌はただ

の詩的格言か、あるいは詩句の片砕に過ぎずして、ほと

んど詩を成さざるものなり」と述べている。 

詩は一定の長さがなければ、何も伝えることができな

い、というのがアストンやフローレンツの考え方であった。

それがヨーロッパ文学の伝統的な見方であった。この時

代、西洋絶対優位の立場から、あらゆる価値判断の基準

は西洋にあるという彼らの確信に揺るぎはなかった。 

俳句が西洋に普及する上で、もっとも大きな役割を果

たしたのは、フランス人のポール・ルイ・クーシューで

ある。彼は 1903 年に来日して俳句を知り傾倒、日本や

アジアの文化は西洋文化と対等の価値を有し、互いに学

びあわねばならないとの基本的認識から、日本文化や俳

句に対し、敬意と愛情に満ちた解説・論評を行った。帰

国後、フランス語でハイカイをつくり、1905 年に句集を

出版した。これは世界で最初の外国人による句集であった。 

ドイツではヴィルヘ

ルム・グンデルトが、

1906 年に宣教師として

来日、活動しているう

ちに日本文化に深い関

心を寄せるようになり、

1929 年に著した日本文

学に関する著書で、フ

ローレンツとは逆に、

俳人はわずか 1７文字

で、１冊の本に匹敵す

るほどの詩的世界を描き出すと述べている。彼は後にハ

ンブルク大学の日本学教授となり、さらに総長に就任し

た。従弟に作家ヘルマン・ヘッセがおり、ヘッセも俳句

と禅を称賛している。 

アメリカで一般の人々の俳句に対する関心が高まっ

てくるのは、第二次世界大戦後のことである。鈴木大拙

は、俳句の本質を禅の精神と結びつけて説いた。すなわ

ち俳句を理解することは、禅の「悟り体験」と接触する

ことだとする。そして

それに呼応するかのよ

うに、俳句の優れた入

門書が、次々に出版さ

れるようになった。 

イギリス人、レジナ

ルド・ブライスは、1949

年から 52 年にかけて

‟Haiku”４巻を刊行し

ている。この中で俳句

約 3,000 句が英訳され、

アメリカで広く読まれると同時に、実作上のよき手本と

なった。彼はロンドン大学を卒業後日本政府に招かれ、

京城帝国大学で教鞭をとり、戦後学習院大学教授となった。 

彼は俳句という文芸に心酔し、1954 年には俳句研究で

東大から博士号を授与されている。日本語で俳句を理解

し、鑑賞することができたのである。また鈴木大拙を師

と仰ぎ、禅の修行にも長年打ち込んだ。そして禅と俳句

はほとんど同義語であり、俳句は禅の境地から理解され

なければならないと述べている。彼は多数の英文による

著作によって、日本文化や禅を海外に紹介した。日本を

心から愛したブライスは、「山茶花（さざんか）に心残

して旅立ちぬ」という辞世の句を残して、いま鎌倉東慶

寺の鈴木大拙の墓の傍に眠っている。 

禅と結びついた俳句は、まず 1950 年代にサンフラン

シスコのビート族に受け入れられ、彼らを介して一般の

人々の間に浸透していくことになる。 

そうした傾向をさらに推し進めたのが、コロンビア大

学教授であったハロルド・ヘンダーソンで、その著『俳

句入門』には俳句 381 句が英訳され、20 万部売れたとい

う。1968 年にはアメリカ俳句協会が設立され、約 900 人

の会員がいる。 

1970 年代になると、ドイツでも俳句が一般に普及する

兆しを見せるようになり、ドイツ語による句集が出版さ

れている。1988 年にはドイツ俳句協会が設立された。 

いま俳句は世界各地

に広まり、それぞれの国

の言語で、世界 50 か国、

100 万人の人々によってつ

くられている。季語がな

くてもよいし、5・7・5 の

形式も踏まないが、それ

らが日本の俳句から生ま

れたものであることは間

違いない。東西文化の新

しい融合のかたちとし

て、今後のさらなる発展

が期待されるのである。 

（レジナルド・ブライス） 

 

（グンデルト夫妻） 

（ヘッセとグンデルト） 
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 イベント予定  

■2022 年 7 月 イベント： 

・日時： 7 月 16 日(土）午後 2:45開演 

・会場： 戸塚区民文化センター3 階 多目的室（大） 

  対面での開催 

・トークコンサート：武田章寛ヤングクラブ会員 

   演奏曲目：バッハ「シャコンヌ」他 

・参加費： 1000 円 

■2022 年 8 月： 夏季休暇 

■2022 年 9 月 イベント： 

・日時： 9 月 17 日(土）午後 3:00～5:00 

・会場： 戸塚区民文化センター 3 階 （予定） 

・講演： 美留町義雄 大東文化大学教授 

・演題： 『森鴎外とドイツ・ビール』 

・参加費： 1000 円 

■2022 年 10 月 イベント： 

・日時： 10 月 15 日(土）午後 3:00～5:00 

・会場： 戸塚区民文化センター （予定） 

・講演： マライ・メントライン女史 （予定） 

  詳細未定 

＊7月以降の対面行事については会費：\1000です。 

＊7月以降のイベントについては、コロナ禍情勢の推移に 

より、中止／延期／オンラインの可能性があります。 

■2022 年 11 月：日独大茶会 

・日時： 11 月 21(月） 

・会場： 橫浜三渓園 鶴翔閣（詳細は P10） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜新入会員＞ 野田正和 様（のだ まさかず） 

 

編集後記：コロナ禍で延期になっていました「大茶会」を、

今年は何としても開催できるようにと願っております。日

本の伝統文化を外国の方に紹介できる良いチャンスです

し、私たち日本人も意外に知らずに、説明を求められて困

ることがあります。是非この機会にご参加ください。 

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 6 日（水） オンライン講座 

8 月  お休み 

9 月 7 日（水） オンライン講座 

10 月 5 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 2022.7.1 (第63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：riyuko.yamaguchi@gmail.com 

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  

皆様のご支援、ご厚情に厚くお礼申し上げます。 

2022 年 1 月 1 日～6 月 4 日までにご寄附いただきまし

た方々のお名前を掲載致します。 

2022 年度は、協会設立10周年記念大茶会を含む各プロ

ジェクトの本格的なスタートアップの時期として、当

協会ならではの日独の交流の実施と相互理解のため

のイベント等を推進してまいりたいと思います。引き

続き、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

（会長 成川 哲夫） 

（５万円）織田正雄様 

（３万円）成川哲夫様 

（１万円）大瀬克博様 岡本博之様 神永晉様 

 寺澤行忠様 

（７千円）齊藤進治様 

（６千円）大治はるみ様 大堀聰様 小貫治朗様  

 佐藤恵美様  地野洋子様 中尾尚美様  

 早瀬勇様 藤田香様 向井稔様 

（５千円）能登崇様 

（４千円）坂井啓治様 山口利由子様 

（３千円）黒崎稔様 早瀬慶子様 

（２千円）小島拓人様 佐野正純様 中村由紀子様 

 成川幸世様 

（１千円）岩崎博様 大久保明様 河原芳江様  

 坂本昌弘様 館野ゆかり様 西忠彦様  

 野澤勉様 橋本一史様 山本泰生様 

 
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) 

 

 

 

＊年会費未納の方へ 

2022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 62 号（2022年 4月～6月号）裏面

をご覧ください。（事務局） 

mailto:tak_noto@yahoo.co.jp

