認定 NPO 法人 橫浜日独協会 Staatlich anerkannte Non-Profit Organisation

Japanisch-Deutsche Gesellschaft Yokohama

Ｎr. ６４
2022 年 10 月-12 月

ソビエト連邦/ロシアという国への一考察（１）
今年の２月 24 日、ロシアはウクライナに軍事侵攻し
世界を驚かせた。これに対抗して西側諸国はロシアに厳
しい経済制裁を課し、こうした動きを切っ掛けに世界は
エネルギー危機、食糧危機に陥り、エネルギーの対ロシ
ア依存が高かった欧州、特にドイツへの影響は計り知れ
ない。８月末現在で６ヶ月が経過したが、戦争の終結は
見えない。今後戦闘が停止されるまでは、まだ一定の期
間が必要になると思われる。なぜならロシア側のウクラ
イナに対する軍事侵攻の目的は、単に領土の要求にとど
まらず、ウクライナそのものの主権の要求と言えるから
である。攻撃を受けた訳でもない隣国に突然軍事侵攻し、
その(事実上の)主権を獲得するまで戦闘を続けるという
行為は、我々から見れば全く信じがたい行為であるが、
しかしロシア(ソ連)は彼らが自らの勢力圏内にあるべき
と認識している国に対して、過去にも同様の行動を取っ
て来た。
1956 年 10 月、ハンガリーでのソ連やハンガリー共産
党政権の支配に反対する民衆による全国規模のデモ行
進・蜂起に対し、ハンガリー政府の要請を受けたとして
ソ連軍がハンガリーに侵攻、その鎮圧によって市民約
3000 人が亡くなり、20 万人以上が難民となり国外へ亡
命したとされる。
また、チェコスロバキアの自由化政策 (プラハの春)
に対して 1968 年８月にソ連軍等は突如軍事介入を行っ
た。チェコでは，非スターリン化の遅れ、経済停滞等へ
の不満を起因として、68 年 1 月に党中央総会で A.ドプ
チェクが党第一書記に就任し、人事の刷新、検閲の廃止、
政治的自由の回復、経済改革等を大胆に進めはじめたが、
チェコの自由化が他の東欧諸国に広がるのを恐れたソ
連は他の東欧諸国とともに８月 20 日夜に突如 20 万の
軍隊を送りチェコ全土を占領、指導者を逮捕、モスクワ
へ連行するという、いわゆるチェコ事件が発生している。
昨年末以降高まったロシアのウクライナ軍事侵攻へ
の危機感に対して、多くのソ連/ロシア研究者達の意見
は、
「ロシアのウクライナへの侵攻はない」というものが
大勢であったように思う。一方で、定期的に国際情勢に
ついてのレポートを受領していた元大蔵省の某氏から
は、米国の情報機関筋から得た情報として「ロシアは
100%ウクライナに侵攻する」との情報を得ていた。その
違いは何であったのか。ソ連/ロシア研究者の多くは、な
ぜ侵攻はあり得ないと考えていたのだろうか。ある研究
者は、
「ウクライナ侵攻は政治的整合性が全くなく、全く
論理的にメリットがないことであって、これをやることに
よって何の得もない。どう考えてもそんなことをまさか

横浜日独協会会長

成川 哲夫

政治家（プーチン）が行うのかに非常に大きな疑問を感
じていた。
」と、ロシアの侵攻後に率直に書かれていた。
それはロシアの政治が、合理的な判断に基づいて行われ
るという期待感の表れであったのだろう。しかしながら
「ソ連から切り離された社会主義」「社会主義から切り
離されたロシア」はあり得ず、現に「ソ連」という国が
あったという歴史的事実、そして「ソ連型社会主義」な
る社会体制が 70 年余もの期間にわたって存続し、今も
ロシア社会に根深く存在し、プーチン政権もそこに依拠
していることを直視しなければならないだろう。
一方で米国からの情報は、米国のインテリジェンスの
もたらした「事実」に基づく情報であったからこそ、そ
れが現実化したのだと思う。台湾有事という危機を抱え
ている我が国の外交的判断においても、また企業の経営
判断においても、我々が教訓としなければならないこと
がここにある。
旧興銀時代、断続的ではあるがソ連/ロシアを担当し、
ソ連時代にソ連の国有銀行、公団等への融資、そして返
済繰延等の交渉、そうした苦い教訓にもかかわらず、欧
州銀と合弁でモスクワに I MB（インターナショナルモス
コウバンク）の設立等に関わった経験から感じた「ソ連
/ロシアという国」について何回かに分けて書きたいと
思っている。
私がソ連ロシアという国との関わりを持ったのは、私
が旧興銀で 1982 年に本店で国際本部に異動し、東西ド
イツ及びその周辺国とそして東欧/ソ連を担当すること
になった時である。東独や東欧にはすぐに何度か出張に
行った後、83 年に当時の調査本部長の出張に同行して、
初めてソ連（モスクワ、レニングラード（今のサンクト
ペテルスブルグ）
）の地を踏むこととなった。西ベルリン
から国境を越えて東ベルリン、そして東ベルリンのシェ
ーネフェルド空港からモスクワのシェレメチェボ空港
経由でモスクワ入りした。
生まれて初めて訪れたモスクワは、とにかく暗い淀ん
だ街というのが第一印象であった。その前に訪問した東
欧諸国では、修復されていない古びた建物も多かったが、
歴史ある建物も数多く残っており、モスクワの巨大だが
特色のない街並みは別世界であった。物資も乏しく、街
中には買い物のための長蛇の行列が見られた。なぜこう
した国が米国と並ぶ超大国として、世界の覇権を争って
いるのか理解できなかった。ソ連崩壊から 30 年、継承
国ロシアは、大国の復活を目指すプーチン大統領のもと
で、再び強権体制へと傾いている。
（続く）
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法人会員紹介

ボッシュ株式会社
ボッシュは、1911年（明治44年）に日本で事業を開始し、2022年で111年目を迎えました。事業
を開始して以来、ボッシュ・グループは4つの事業領域（モビリティソリューションズ､産業機
器テクノロジー、エネルギー・ビルディングテクノロジー、消費財）において、強固な基盤を
築き上げ、日本のお客さまのニーズに応じたサービスや製品を提供してきました。これらの事
業領域でボッシュ・グループのコーポレートスローガンである「Invented for Life」を体現す
る革新的なソリューションを提供し、ボッシュ・グループは日本社会の生活の質の向上に取り
組んでいます。

従業員数
第三者
売上高

ボッシュ・グループ 日本

ボッシュ・グループ グローバル

6,350 人

401,300人

2,950億円

787億ユーロ（約 10.2 兆円）
2021.12.31 基準

ボッシュグループの事業分野
ボッシュは日本においても、モビリティソリューションズ、産業機器テクノロジー、エネル
ギー・ビルディングテクノロジー、消費財の4つの事業セクターで活発に事業を展開しています。

産業機器テクノロジー

モビリティソリューションズ

エネルギー・ビルディングテクノロジー

消費財

横浜市都筑区に新たな研究開発施設および
都筑区民文化センター （仮称）を建設
・設備投資額は、1911 年の日本進出以来
最大となる約 390 億円
・都筑区民文化センター （仮称）の建設は、
グロー バルに おいても ボッシュ ・グル ープ
初の公民連携プロジェクト
・2024 年竣工予定
・本社機能を新社屋に移転
・ボッシュ・グループのアジア太平洋地域拠点初となる定置用燃料電池システム （SOFC）の導入
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認定NPO法人横浜日独協会主催講演会
演題：メッツガー家の在日１００年の歴史とチターの調べ
"100 years of Metzger-family in Japan
and melodic line of Zither"

プログラム：
メッツガー家の歴史（レクチャー）： 大堀聰（横浜日独協会常務）
質疑応答：メッツガー（ジュニア）が答えます
チターの解説と演奏：白井克弥、メッツガー（ジュニア）
メッツガー（ジュニア）近影

ドイツのエッセンで生まれたフランツ・メッツガーは、第一次世界大戦中、
中国の青島（チンタオ）で捕虜となり日本に連れて来られました。
終戦後も日本に残り、デリカテッセンのお店を現在の元町ショッピングスト
リートに開きました。
第二次世界大戦中は、一家は長野県の野尻湖に疎開しました。その別荘は
今も存在しています。三男のフランツ（ジュニア）は、戦後鎌倉、東京を
経て現在横浜で暮らしています。本講演では一家の100年の日本での歴史を
フランツ自身の回想を交えて紹介します。

1903年頃のメッツガー
海軍の制服姿

また、メッツガーが青島時代から大切に持ち続けていたものに
南ドイツ地方の民俗楽器、チターがあります。今もフランツ（ジュニア）が
愛用し、当日はフランツ自身によるチターの演奏もお楽しみいただけます。

日時：2022年10月15日（土） 15時10分 開演
場所： 戸塚区民文化センター 多目的室
参加費 1000円
*同時にオンライン配信を予定（参加費無料）
申し込み方法：

月12日(水)までに申し込みフォームからお申し込みください。
備考欄に会場での参加かオンラインかを明記ください。
会場は先着60名とさせていただきます。
10

https://ws.formzu.net/dist/S88344053/

申し込みフォーム

お問い合わせ：事務局（斎藤進治 小貫治朗 野澤勉）
TEL: 080-7807-7236

E-Mail: jdg-yokohama2010@outlook.jp

「ドイツ人の歌がドイツ国歌になるまで」

ドイツ併合が決まった時、大統領は「神よ、
オーストリアを護り給え！」と叫び、この歌
を流してオーストリア共和国の終わりを告げ
ました。

森涼子氏の講演を聴いて
副会長

大瀬 克博

６月11日、森涼子氏の講演でドイツの国歌誕生
に至る歴史背景を初めて知ることになりました。
曲を聴きながらドイツ語と和訳の対比による歌詞
の解説があり、歌に込められた思いの理解が進み
ました。興味深い講話に時の経つのを忘れる程で
した。その講話概要を紹介します。

大戦が終わり連合軍は「ドイツの歌」を禁
止しました。しかし、ドイツ人の歌に対する
国民の思いは強いものがありました。アデナ
ウアー首相は1950年4月18日の集会において、
自分の演説後に「ドイツ人の歌」の3節を全
員で歌うよう演出しました。その後議論が続
きましたが、1952年に公の催物の際には3節
を歌うことになりました。その後ドイツ再統
一の翌年1991年に初めて、「国歌」として歌
うことにヴァイツゼッカー大統領とコール首
相が書面にて合意しました。

森 涼子 氏
情報通信医学研究所主任研究員
Dr.Phil ドイツ文化史・キリスト
教史専攻/お茶の水大学博士課程・
ゲッティンゲン大学博士課程修了
主要著書：「敬虔者たちと自意識
の覚醒」、「グリム童話と森」

Einigkeit und Recht und
Freiheit
Für das deutsche
Vaterland!
Danach lasst uns alles
streben
Brüderlich mit Herz und
Hand!
Einigkeit und Recht und
Freiheit
Sind des Glückes
Unterpfandー
Blüh‘ im Ganze dieses
Glückes
Blühe, deutsches
Vaterland

1.ドイツ人の歌
ドイツ国歌は1841年にアウグスト・ハイン
リッヒ・ホフマン・フォン・ファラースレー
ベン自作の詩がF・J・ハイドンが1797年に作
曲した「皇帝賛歌」のメロディで唄われたの
が始まりです。
当時のドイツです。1815年にオーストリア
帝国、プロイセン王国など39ケ国によるドイ
ツ同盟の成立、そして1866年のドイツ戦争を
経て1871年にドイツ帝国が成立します。
Deutschland,Deutschland
über alles
über alles in der Welt

ドイツ、ドイツを
築こう、全ての上に
世界の全ての上に

統一、正義、
自由を
ドイツ祖国のために
これをめざして
努めよう
心を合わせ、
手ぞ携えて
統一、正義、
自由こそが
幸福の礎
輝き栄えよ、
幸福よ
輝き栄えよ、
ドイツ祖国よ

分断の歴史を重ねたドイツ、「統一、正義、
自由」は全ての国民が抱く憧れです。

1番の歌詞でホフマンが謳うüber alles in
der Weltは当時の領邦分立を意味し、その統一
を願ったのです。それをナチスドイツが“世界
に冠たるドイツ”と歪曲しました。この歌は
1919年に成立したワイマール共和国で国歌に制
定されます。詩に謳う統一、正義、自由は国民
共通の願いでした。

以上が森涼子氏の講演概要です。
日本国歌のことです。横
浜に日本国歌発祥の地と言
われる本牧妙香寺がありま
す。最初の国歌は古今和歌
集を原典とする歌詞に英国
人フェントンが曲を付けま
した。1870年（明治3年）に
披露されますが、フェント
出所：Wikipedia
ンが英国軍楽隊吹奏楽団と
初演奏したのが妙香寺でした。寺に碑があり
ます。（右上の写真）

２．ハイドンとオーストリア人の歌
ヨーゼフ・ハイドンの曲は神聖ローマ帝国
皇帝フランツ2世に捧げられたものですが、皇
帝が替わってもオーストリア国歌そしてハイド
ン賛歌として歌詞を変え歌い継がれました。

３．第二次大戦から現在まで

その後、雅楽家の奥好義・林広守の曲を、
ドイツ海軍軍楽教師フランツ・エッケルトが
吹奏楽に編曲しました。

第二次大戦となりオーストリアは1938年に
ドイツに併合されます。オーストリア帝国時代
の国歌は「神よ、皇帝フランツを護り給え！」
と歌います。
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Green Re: ｂoot ＝ みどりの再チャレンジ

会員

先日新聞で都倉俊一文化庁長官が、外交官の父親の
西ドイツ赴任時代に通ったインターナショナルスク
ールのアメリカ人学友とある時、ドイツの子ども達
との間で雪合戦が勃発したが、日本人の心情として
どちらにも加担しなかったと語っていましたが、そ
のような世界の中で日本を突き付けられる若い時の
原体験がきっと生かされ、数々のヒット曲に結び付
き、日本文化政策の責任者へとつながっているので
しょう。

岡本 博之

（橫浜市国際局 前担当部長）

この３月で横浜市役所を退職、３５年のうち１6 年は
海外との関わりがある業務でしたが、4 月からは緑区
中山地区センター館長としてお世話になっておりま
す。要するに公民館なのですが、戦後の社会教育、生
涯学習、そして今後は学校の課外活動拠点としても
期待される地域コミュニティ醸成役割を担い、卓球、
バドミントン、ダンス、楽器練習、手芸、囲碁、麻雀
など、朝９時から夜９時まで老若男女区民の活動が
行われております。

凶弾に斃れた安倍首相の残した、諦めたらそこで終
わり、絶対に諦めなければ できたも同然という言葉
を胸に努めたいと思います。他にも道半ばの交流と
して、国際園芸博での脱温暖化技術交流、アフリカ開
発会議におけるチュニジアとのビジネス交流、姉妹
都市リヨンへの横浜繊維振興会プロモーション、そ
して来日中のオデーサ市の柔道クラブ慰問も行いた
いですね。

ところで、緑区白山にはジャーマンインダストリー
パークがあり、当協会会員の Trump さんを初め
Atotech、BASF などドイツ企業と縁がある地でもあ
ります。

ウッカーマルク号事故の墓前祭も秋に行われます。
余談ですが、先日東京ビッグサイトのインターフェ
ックス医薬品・化粧品製造展で、化粧品装填オートメ
ーションシステムなどを扱うウィンクレル株式会社
のゼーリッヒ社長をお見掛けし、毎年の盛況ぶりは
流石、明治以来の日独ビジネスの草分け！と僭越な
がらもっと学ぶべきと実感いたしました。（了）

コロナ後の世界経済は、デジタル技術を駆使し新た
な社会生活様式にフィットしたビジネスを展開する
スタートアップ企業に期待が集まり、投資家やアド
バイザーが総がかりで支援するスタートアップエコ
システムの力量によって巨額の出資も集まり、所謂
ユニコーン企業へ成長させる戦略に向かっています。
ヨーロッパではイギリス、ドイツ、フランスが中心で
すが、日本でも岸田首相が２０２２年を「スタートアッ
プ創出元年」と位置づけ、新型コロナ、ウクライナ侵
略、物価高騰の中で日本経済の持続的成長、社会課題
の解決はスタートアップが主役と言っています。
横浜ではフランクフルト事務所の栗林岳大 所長が
ベルリンの Mobility 分野のスタートアップエコシス
テムと関係を深めています。ベルリンのようにみな
とみらいが町中をデジタル技術のショーケース化さ
せる日も遠くはないでしょう。これは都心臨海部に
おける若者だけのムーブメントではありません。ア
プリで仕事や学びをマッチング、スマート補聴器の
出現など、IT を使える「スマートシニア」の出現が、
早晩地域コミュニティへビジネス領域を広げていく
と思われますので、地区センターをエコシステムに
つなげるべく、大使館や国際会議など橋下徹国際局
長の指揮の基に最後の数か月で構築した国際局時代
のネットワークを活用し、微々たるものですが、国際
ビジネス・文化交流の場づくりをと思っています。
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武田章寛ＹＣ会員の
ヴァイオリン・トークコンサート

野球の世界では本場米国の大リーグで全ての米国人
を納得させる 28 歳の Shohei Ohtani の活躍は素晴ら
しいですが、クラシック音楽の世界では 30 歳の
Akihiro Takeda が本場ドイツ人を納得させ Shohei
Ohtani に並んでご活躍されることを限りなく期待致
します。

会員(公益財団法人登戸学寮理事長)
小島 拓人
本年 7 月 16 日に横浜日独協会の 7 月のイベントと
して、ドイツで活躍中の武田章寛ＹＣ（ヤングクラブ）
会員のヴァイオリン・トークコンサートが戸塚区民
文化センター3 階 多目的室で開催されました。これま
で武田章寛ＹＣ会員のコンサートは数回開催されて
いますが、前回 2020 年 3 月 22 日は新型コロナウイ
ルス感染拡大の状況に鑑み、直前に中止となった経
緯があります。
今回はヴァイオリニ
ストにとって特別の作
品であるバッハの無伴
奏ヴァイオリンのため
のソナタとパルティー
タの中の“シャコンヌ”
他をご本人の解説付き
で演奏をお願いする予定でした。ところが、直前にな
ってご本人が腱鞘炎に罹ったため、実際の演奏はお
願い出来なくなり、急遽２年前の演奏の録画をご本
人が解説する形式のトーク・コンサートとなりました。

『バッハ作曲 ”シャコンヌ” の曲名は次の通りです：
無伴奏ヴァイオリンソナタ第４番ニ短調 BWV.1004
パルティータ第２番 第５楽章「シャコンヌ」
＊シャコンヌ＝三拍子で演奏される舞曲の一種
（事務局）』

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

留学生 Eva-Marie Hein さん横浜へ
Der Hafen 前号で
ご紹介した Eva さ
んが 8 月に東京横
浜を来訪し、我が
家にお迎えしまし
た。私の家族も Eva
さんの美しく成長
した姿に4年の歳月
を感じていました。その時のことを素晴らしい日本語
で書いて送っていただきましたので、ここにご紹介
致します。（理事 佐藤恵美）

今回のトーク・コンサートの武田章寛ＹＣ会員の
希望は以下のとおりでした。
* シャコンヌという曲の味わいを深めるお手伝いを
させて頂きたい

神戸からこんにちは! Eva です。
先月、私は関東に旅行して、四年ぶりに東京と横浜
に行きました。やっと、もう一度 JDGY の皆さまに会
えて、佐藤さん、南雲さん、山口さんと一緒に鎌倉と
みなとみらいに行けて本当に嬉しかったです。2018
年にこんなに優しい友達ができたので、いつも JDGY
と時間をもっと過ごしたかったです。 私にとって大
きな意味があるんです。幸いなことに、関東に行って
いる間に横浜日独協会の「ヴァイオリン・トークコン
サート」という素晴らしいイベントが開催されまし
た。私は 13 年間クラシック音楽のオーケストラでア
ルトサックスを吹いているので、イベントと
Philharmonie Südwestfalen の武田章寛さんについ
て聞いてから楽しみにしていました。

*バッハという作曲家について更に知って頂きたい
* この名曲を通して他のクラシック音楽も更に身近
に感じて欲しい
そして以下のお話しがありました。
1. なぜ今日はシャコンヌなのか
*私の人生にとって大事な曲
2. シャコンヌとは？
*作曲の経緯
*無伴奏パルティータ第 2 番について
*テーマについて
3. 曲の構造
*3 部構成 *聞きどころ

トークコンサートは、私たち全員にクラシック音
楽についてさらに学ぶ機会を与えてくれました。 特
にバッハの シャコンヌ(Chaconne)という曲。JDGY と
私はもう一度学生になったような気がしました。高
校生の時の私の音楽クラスみたいですから、
「懐かし
いなー」と思いました。でも、今回は教科書がなくて、
音符がありました。武田さんはバッハの生活とつな
がっていてシャコンヌの解釈を説明しました。やっ
ぱり本物のアーティストですよね。すごく面白かっ
たから、もっと話したかったです。しかし、面白いと
きは時間がいつも早く過ぎます。帰ってからぜひ
Philharmonie Südwestfalen のコンサートを聞きに
行きたいです。

4. 演奏スタイルについて－*20 年の変化
当日は久しぶりに武田章寛ＹＣ会員の元気なお姿
を拝見しました。アクシデントで演奏は録画になり
ましたが、バッハの作品の中でもっとも代表的な作
品について演奏者でしか聞けない思いとその解説は
まことに参考になり、バッハ作品の奥深さを改めて
学ぶことが出来ました。
武田章寛ＹＣ会員は、現在フィルハーモニー・ジュ
ードヴェストファーレンでコンサートマスターとし
てご活躍中ですが、
コンサートマスターは楽団メンバ
ーの 7 割以上の支持を得てその地位を維持できる由。
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ドイツでよく特別に聞く言葉は「Musik verbindet.」
で、その文章は 100 パーセント正解だと思います。私
は４年後 JDGY に笑顔で歓迎された上に、一緒に歌っ
たり、話したり、武田さんの言葉を聞いたりしました。
皆さまが心を込めてイベントを準備してくださり、
私は感謝します。JDGY のおかげで横浜は私にとって
大切な所になって、メンバーの優しさに感動しまし
た。だから、誠にありがとうございました。
来月、私の家族は日本に来て、もう一度横浜に行く
つもりです。10 月から神戸大学の新学期が始まるの
で、私は絶対に頑張ります! （Eva-Marie Hein）

リサイタルのご案内♪

橫 浜 日 独 協 会 の皆 様 ：

ＹＣ青年会員 武田章寛さんのヴァイオリンリサ
イタルです。7 月に武田さんのトークコンサートを
お聞きくださった方も多いかと思いますが、今回
は迫力ある生の演奏をお楽しみいただけます。
（ピアノ：久保山菜摘）

この度は大変お世話になりました。
シャコンヌは名曲中の名曲であり、昨日の私の動画
再生の途中でも、曲中で新しい発見がありました。
今後曲の理解を深める為のアイデアを見つける事
ができ、私にとっても素晴らしい勉強の機会となり
ました。

日 時：2022 年 10 月 7 日（金）
第一公演 15 時～
第二公演 19 時 30 分～

今後もコンサートマスターとして、音楽家として、
より一層成長できるように努力を続けて参ります。

場 所：オーキッドミュージックサロン
（東急田園都市線・大井町線
二子玉川駅下車徒歩 3 分）

次回は是非とも生演奏をお届けさせて頂ければ幸
いです。どうぞ変わらぬご支援のほど、よろしくお
願い申し上げます。

入場料：3,000 円

またお目にかかる事を心待ちにしております。
どうぞお元気でお過ごしください。

申込み：武田章寛後援会
Tel：090-9011-7489
E-mail: akihiroclub@gmail.com

武田 章寛

横浜日独協会にご寄付頂いた方々
2022 年 7 月以降 9 月まで
皆様のご支援、ご厚情に厚くお礼申し上げます。

（10 万円） 早瀬 勇様

ドイツおよび各国の食べ物、
手作りケーキとコーヒー、催し物

（２万円） 中村比早子様

雨天の場合は１０月９日（日）に延期の可能性あり。
延期の情報はホームページをご確認ください。
申込フォーム
ブースでのお支払いは現金のみです。
人数制限のため事前申し込みが必要です。
https://tickets.dsty.ac.jp/oktoberfest22/

（１千円） 上野哲也様

早瀬 純様

コロナ禍ですが、日本とドイツの相互理解
のための事業をさらに推進してまいりたい
と思いますので、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）
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イベント予定

文化委員会企画

■2022 年 10 月 イベント：
・日時： 10 月 15 日 (土）15:10～17:00
・会場： 戸塚区民文化センター ３階多目的室（大）
・講演： 大堀 聰（横浜日独協会常務理事）
・参加費： 1,000 円

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 5 日（水）

オンライン講座

11 月 2 日（水）

オンライン講座

12 月 7 日（水）

オンライン講座

＊同時にオンライン配信を予定（参加費無料）

・演題： メッツガー家の在日１００年の歴史と

【講師】寺澤行忠常務理事（慶応義塾大学名誉教授）

チターの調べ

■2022 年 11 月：日 独 大 茶 会 （要予約）
・日時： 11 月 21 日 (月）9:30～16:30
・会場： 橫浜三渓園 鶴翔閣
・料金： 4,000 円
■クリスマス会（先着４０名）
・日時： 12 月 10 日 (土）11:30 受付 12 時開宴
・会場： 横濱元町「霧笛楼」
中区元町 2-96（元町中華街駅より徒歩５分）
・会費： 7,000 円
キャンセルは２日前まで。前々日正午以降の
キャンセルは全額ご負担頂きますのでご注
意ください。

■開催概要：
 開催期間： 2022 年 10 月 7 日(金)～10 日(月・祝)

・申込先： saiji.jdgy@gmail.com
０８０-５０３４-９３７２ （南雲）

 営業時間： 10 月 7 日：

 場

16：00－21：00
10 月 8, 9 日： 11：00－21：00
10 月 10 日： 11：00－20：00
金： 入場無料
（飲食代、物販・ワークショップは有料）
所： 横浜赤レンガ倉庫特設会場

 主

催： ドイツフェスティバル運営事務局

 内

容： ステージ、飲食、物販、ワークショップ

 料

 URL：

＊10 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。

動画チャンネル開設！
横浜日独協会の YouTube チャンネルを開設しました。
ドイツの深刻なエネルギー問題等、
タイムリーな話題のプレゼン動画を
公開しています。是非ご覧ください！

https://www.deutschlandfest.com/

今年もまた例年同様、日独を代表する名だたるアーティ
ストによるライブ演奏の他、ドイツ文化に関する情報発信
やワークショップ、 ドイツ料理の販売などが行われる予定
です。オープンで多様な今のドイツと出会える、魅力が詰
まったプログラムを皆さまにお届けいたしますので、どうぞ
ご期待ください。 (ドイツフェスティバル運営事務局 )

https://www.youtube.com/channel/UCTXMLQWUg7s
xsxr8rA2dvsQ （当協会ホームページにリンクがあります。）
認定NPO法人横浜日独協会会報 発行 2022.10.1 (第64 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：齊藤・野澤・小貫
Tel: 080-7807-7236
E-Mail: jdg-yokohama2010@outlook.jp

編集後記： クリスマス会のお知らせを出す時期に
なりました。いつもの「霧笛楼」ですが、お料理が
楽しみです。久しぶりに皆様にお会いできるのを楽
しみにしております。今年もクイズは出ますでしょ
うか。乞うご期待！（山口）

会報編集責任者: 山口 利由子
E-Mail：riyuko.yamaguchi@gmail.com
http://jdgy.sub.jp
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