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(1) フランクフルトジャパンセンター 

1985年からの２回目のドイツ滞在時に、旧興銀グル

ープのフランクフルトにおけるジャパンセンター建設

に関わったことが、私がドイツの街づくりを学ぶ契機と

なった。旧興銀は1962年にフランクフルト駐在員事務

所を開設、1972年にはドイツ銀行との共同出資により

現地法人ドイツ興銀を設立し、ドイツで展開する日系企

業の金融面での支援と現地有力企業や金融機関との取

引を通じて、長年にわたり日本とドイツの経済関係の強

化に貢献してきた。 

その中で、1996年に旧興銀の

系列不動産会社が、フランクフ

ルト市中心部の税務署跡地に、

日独友好の証として25階建て

のオフィスビル（ジャパンセン

ター）を建設した。ジャパンセ

ンターの建設は、ドイツの政財

界と太いパイプを持ち、金融界

きってのドイツ派でもあった

旧興銀の黒澤洋元頭取の悲願

でもあった。当ビルは、残念ながらその後日本の未曾有

の金融危機の中、コメルツ銀行系不動産会社に売却され

た（私は当時旧興銀の本店の関連事業部長として、この

売却交渉も担当したのは運命と言える）が、地元では現

在でもジャパンセンターという名前で呼ばれており、日

本的な風情を感じさせるユニークなオフィスビルとし

て地元の市民の記憶に刻まれている。建設に当たっては、

コンペを行うことが求められ、その委員長をお願いした

のが、ドイツ居住の建築家山口泰治氏であり、彼との親

交からドイツの街づくりについて多くのことを学ぶこ

とができた。 

山口氏は、旧制松本高校卒業後、戦後東工大で建築を

清家清教授に師事、その後ドイツに渡って、フランクフ

ルト空港、ドイチェバンク本店、更にベルリンの日本国

大使館建物の再建工事等を手掛けられた。ドイツ側の招

きに応じて単独でドイツに渡り、ドイツに骨を埋めて活

動された方である。その建築家としての活躍は、まさに

戦後の日本人の海外におけるパイオニアと言えるだろう。

 

 

 

(2) ドイツにおける都市再開発事業 

 日本にさきがけて都市の縮小、地域の衰退に見舞われ

たドイツでは、サステナブル（持続可能）な社会を目指

して、1999年から「社会都市」と名付けられた事業が

全国的な広がりで実施された。まず1990年10月のド

イツ統合後、旧東独地域の都市再構築が進展したことに

より、同様の人口減少や産業構造変化に苦しむ旧西独各

都市の、こうした動きへの関心が高まった。人口減少に

よる産業構造の変化やオフィス・住居の空室率の上昇は、

将来の都市像の在り方に大きな問いを投げかけていた

のである。2002年からは、連邦政府による研究事業と

して都市再生事業 (Stadtumbau)が開始され、2004

年から本格スタート、国・州の共同事業として、約400

超の都市が参加し、大きな成果を上げた。一連のプロジ

ェクトが目指したのは、移動距離の短い街（所謂コンパ

クトシティ）への造り替えであり、人口問題、社会問題

のみならず、環境問題とも密接に結びついていた。 

 「コンパクトシティ」という概念の目的は、「既存の都

市において、再開発を促進し、人間と環境との共生を目

指し、都市を再活性化し、サステナブルな都市形態を創

出する」ことと言える。 

 今我国においても、地球環境保護、都市密度の緩和、

都市の拡張の抑制、グローバル化への対応、地域社会の

重視など、これからの都市を取り巻く観点を総合的に考

慮した都市のあるべき形が問われている。ドイツの各地

域での、長期的展望に基づく、しかも自立した取組みと

成果は、法的な前提条件は異なるが、東日本大震災から

の復興や、長らく政府の主要課題でありながら成果に乏

しい地方の再生を目指そうとする我国への参考となる。 

 私自身が大学で地方財政や地域経済を学んでいた

頃から、地方再生と財政再建は喫緊の課題であった。

だが、その後状況は悪化の一途を辿っている。東京一極

集中と少子高齢化は加速し、地方消滅の危機感から、

地方再生予算を何とかひねり出しているとはいえ、

今後国家予算の制約から、地方への予算配分が先細りし

ていくことは目に見えている。そこで国や行政のみに

依存せず、地域の構成員全てが知恵を絞って、街づく

りに積極的に参加する仕組みが不可欠となっている。 
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キーワードは、「身の丈に合った」「住民自身が主体と

なった」「持続可能な」街づくりが求められているので

ある。 

 地方再生でも、若年層の移住・定着のための仕組みと、

イノベーションを起こすことのできる中堅企業の地方

での育成が肝になると思われる。地方が集まって日本が

構成されている。地方が過疎化して行けば日本に与える

デメリットは測り知れない。 

(3) ドイツの街づくりと日本の街づくりの違い 

近代的な都市計画に基づいた街づくりという視点か

ら見ると、ドイツとドイツを手本としたはずの日本の法

制度には大きな差が見られる。条文そのものの概念のみ

ならず、実務的な都市建設手法も大きく異なる。ドイツ

の都市計画の理念は、個人や企業の自由よりも都市環境

の秩序を優先する都市計画を目指しているのが特徴で

ある。 

ドイツの建設基本計画は、建設法典に定める２段階の

システムからなる。① 土地利用計画（Fプランー 

Fläachennutzungsplan)は市町村全域を計画対象

とし、市町村の需要に従って概略を提示し、一方、

②地区詳細計画（Bプランー Bebauungsplan）は市

町村の区域のうち、新たに市街化する地域や再開発地域

のような、比較的狭い区域の土地利用の詳細を定めてい

る。この２つのシステムは、地域的ないわば条例として

適用されている。 

一方日本の都市計画は、都市の将来の姿や景観につい

ての具体的なイメージよりも、個人や企業の活動の自由

を優先し、必要に応じて秩序を維持するためのものと位

置づけられている。都市政策は「必須科目」的計画とし

ては制度化されず、良い街づくりをしたい場合に使って

みるという「選択科目」的都市計画にとどまっているた

め、現行の地区計画実現の手段はもっぱら規制的手法に

限定されている。例えば日本は、建築基準法さえ守って

いれば、デザイン的な面での規制はまったくない。 

 ドイツの土地利用計画図は、図を読めば将来的な都市

像の輪郭が把握できる。土地利用の指定以外の建物をつ

くることは基本的に認められない。自治体が独自に作成

することが出来る建設指針計画でも、州計画、さらにそ

の上位の国土空間整備計画の政策の影響を受ける。この

程度の都市には、この程度の公共施設が必要になるとい

うことは、誰もがどこに住んでいても安心して同じよう

な公共サービスが受けられるように、連邦制でありなが

ら中央集権的なネットワークが張り巡らされているの

である。 

 こうした違いは、自分たちの生命を守るための頑強な

城壁を備えていたドイツの都市と、どこまでも増殖し、 

拡散していく村という基本的構造を持つ日本の都市の

違いと言えるだろう。日本における都市形成は、住民の

リスクや街の共有財産である景観と環境などを考慮す

る余裕に乏しく、建設の自由という大義名分の裏で、新

しい建物を建設する事が最善であるという、その場しの

ぎの都市政策の結果とも言えるだろう。一方でその街

の住民にも街に対するアイデンティティが乏しいこと

や、アーバンデザインを考えて都市計画を行う専門家が

行政側、特に地方自治体に少ないことも影響しているだ

ろう。こうした街づくりを取り巻く環境が、日本の都市

環境が改善されない要因となっている。 

（ソビエト連邦/ロシアという国への一考察(2)は次号

以降に掲載します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

認定ＮＰＯ法人横浜日独協会の総会  

5 月 20 日（土）開催  

会員の皆様におかれましては、日頃より横浜日

独協会の活動にご理解とご協力をいただき心よ

り感謝申し上げます。 

さて、当協会の定款に定められています通常総

会が来る５月 20日（土）に開催されます。2022年

度の事業報告・決算および 23年度の事業計画・

収支予算、役員の改選が行われます。追って詳し

いご案内をいたしますので、その際にはハガキに

よります書面決議票の返信をお忘れないよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

会費納入・ご寄附のお願い  

2023年度の会費の納入をよろしくお願いいた

します。同封の「年会費振込取扱票」で 4/1～

6/30 の期間内にお振込ください。会員の皆様と

ともに草の根の国際交流をすすめていくために

はこの会費はとても大切です。ご支援のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

認定 NPO法人横浜日独協会へのご寄附をよろし

くお願いいたします。 

⧫ 郵便振替口座： ００２４０－３－１３８６４７ 

⧫ ゆうちょ銀行：  店名〇九八（ゼロキュウハチ） 

 番号２４４１５９６ 

⧫ 横浜銀行：  横浜駅前支店 普通６４１６６６７ 

※ご寄附いただくと確定申告時に最大 50％の税制

優遇を受けることができます。 



法人会員紹介

■横浜国立大学

横浜国立大学は、1949年に新制国立大学として開学し、文明開化発祥の地において、社会要請や時代の変革に

応じ、その役割を果たし続けています。

1979年には県内に点在していた各学部が常盤台に移転し、現在の緑豊かなキャンパスが誕生しました。

2004年の国立大学法人移行時に制定した「横浜国立大学憲章」で謳う「実践性」「先進性」「開放性」「国際

性」の理念の下、多様な専門性を有する教員が１つのキャンパスに集い、社会実践を重視した教育・研究を行い、

より魅力ある大学となるべく進化を続けています。

■成長戦略教育研究センター

「成長戦略教育研究センター」は、2020年度より、地域連携推進機構の下部組織として新しく生まれ変わりま

した。当センターの前身は、2011年に「企業成長戦略研究センターと「ベンチャービジネスラボラトリー(VBL)」

の統合により誕生し、文理統合を実践する教育研究組織として経済・経営分野の教員と理工系の教員が協力

し文理統合を実践する創出の拠点となるべく活動してきました。現在は、イノベーシ人材の育成を主なミッシン

とし、そのための教育・人材育成や、大学発ベンチャーの育成・支援、ドクターキャリア開発事業に取り組んで

います。教育・人材育成事業で起業家型人材を育成し、そこから生まれる学生ベンチャーを支援することで

イノベーションの種を創造すること、またより多くの博士人材が社会で活躍できるようキャリア開発支援をする

ことで高度なイノベーション人材を輩出し、これにより地域や社会に貢献することを目指しています。

ベンチャービジネス
支援事業

ドクターキャリア
開発事業

教育・人材
育成事業

■ベンチャービジネス
支援事業

社会のニーズに対応できる

大学発ベンチャーの育成・

支援を目指し、２つのステ

ージに対する段階的な支援

を行っています。

■教育・人材育成事業

社会のニーズに対応できる大学
発ベンチャーの育成・支援を目
指し、２つのステージに対する
段階的な支援を行っています。

ドイツ・シュタインバイス大学日本研修

■ドクターキャリア
開発事業

博士人材を対象に、アカデミ

アポストにとどまらず、多様

なキャリアパスを確保し、

社会で活躍できる人材の輩出

を目指して活動しています。

イノベーション

創出
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申し
込みフォーム�

・⽇時・ 2023年4⽉15⽇ 15:00〜16:30⼟
（⾮会員参加可）

申し込み⽅法：
４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。
https://ws.formzu.net/dist/S88344053/

お問い合わせ：事務局（齋藤進治 ⼩貫治朗）

TEL：080-7807-7236

認定NPO法⼈横浜⽇独協会主催講演会

講師：サンドラ・ヘフェリン

演題：「他者を助けたい気持ちはどこから？」
〜難⺠受け⼊れるドイツのボランティア精神から考える〜

エッセイスト。ドイツ・ミュンヘン出⾝。⽇本在住25年。⽇本語とドイツ語の両⽅が
⺟国語。⾃⾝が⽇独ハーフであることから、「多⽂化共⽣」をテーマに執筆活動をしている。
著書に「体育会系�⽇本を蝕む病」（光⽂社新書）、「なぜ外国⼈⼥性は前髪を作らないのか」
（中央公論新社）、「ほんとうの多様性についての話をしよう」（旬報社）など。
ホームページ「ハーフを考えよう！」

・場所・
横浜市⼾塚区総合庁舎 3階

 多⽬的スペース(⼤)(JR、地下鉄⼾塚駅⻄⼝隣接) ・参加費・1,000円

E-Mail:�jdg-yokohama2010@outlook.jp

➡

現在ドイツでは、ウクライナ難⺠やシリア難⺠が多く
受け⼊れられ、多くのボランティア活動がそれを⽀え
ています。
ドイツのミュンヘン出⾝で⽇本在住25年、ドイツと
⽇本の両⽅にルーツを持つエッセイストのサンドラ・
ヘフェリンさんから⾒る、⽇本とドイツのボランティ
アの違い、その動機、また現状やこれからの課題につ
いてを実例を交えて、ご紹介いただきます。

（事務局への電話申し込みも可能です。）

https://ws.formzu.net/dist/S88344053/
http://half-sandra.com/
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オンライン講演会 

「森鷗外とドイツ・ビール」に参加して 

松﨑 純子 

熊本日独協会事務局員 

遠い九州熊本から美留

町義雄先生の大変興味深

い講演会に参加できまし

たことを心から嬉しく思

います。美留町先生、横浜

日独協会の皆様、ありが

とうございました。 

横浜日独協会から熊本日独協会に「今年生誕 160 年、

没後 100 年となる文豪森鷗外と、ドイツ・ビールの知ら

れざる関係について」という内容のオンライン（Zoom）

講演会のお知らせが届き、ドイツ、森鷗外、ビールが大

好きな私は、ぜひお話をお伺いしたいと思い、申し込み

いたしました。 

私は、美留町先生の NHK ラジオ講座「まいにちドイ

ツ語」（応用編：鴎外の見たドイツ）を毎回楽しく拝聴さ

せていただいておりました。ラジオを通して鷗外とドイ

ツの様子が私の頭の中に生き生きと描かれていたこと

を今回思い出しました。 

今回のお話の中で一番印象に残っていることは、鷗外

のミュンヘンでの生活ぶりです。 

特に、ミュンヘンで撮った写真の「はっちゃけた」ポ

ーズが印象的で、目に焼き付いています。「ミュンヘンを

楽しんでいるぞー！」という表情、真正面からではなく

カメラに向かって斜めに構え足や腰に動きのあるポー

ズは、まじめな鷗外がミュンヘンでは心を開いている様

子がうかがえます。それでも、「まじめ先生」と呼ばれて

いたのは笑えます。それとは対照的に、ベルリンでの日

本人留学生との写真では、左端に一人だけ軍服を着て写

り、緊張した鷗外の孤独感さえ私には感じられます。ち

なみに、中列右から２番目は、北里柴三郎です。熊本県

小国町出身で、私の夫と同郷です。私たち熊本県人は、

北里柴三郎を大変誇りに思っております。その北里柴三

郎と森鷗外が、１枚の写真に一緒に写っていることは非

常に感慨深いことです。 

 

 鷗外がホーフブロイハウスやカフェに通ったり、カー

ニバルに行ったりと、ミュンヘン生活を楽しんでいるこ

とと、鷗外をしてそうさせるミュンヘンという場所の特

徴について、美留町先生がお話しなさいましたが、なる

ほど！と合点の行くものでした。美留町先生がおっしゃ

ったようにミュンヘンは「聖と俗が両立する」都市で、

アルプスの向こう側はイタリア、ドイツの真面目さとイ

タリアのおおらかさが混じった都市だと私も感じます。

ベルリン、ハンブルクに次ぎドイツで３番目に大きい都

市であるのに、ゆったりと心地よい、適度に都会で適度

に田舎と表現できるのはないでしょうか。 

 ２８年前、私は語学留学でバイエルン州の Prien に１０か

月滞在していました。現在はもうありませんが、当時プ

リーンに「ゲーテ・インスティトゥート」がありました。

プリーンは、アルプスのふもとにある小さな町で、ミュ

ンヘンから南東へ列車で５０分、キームゼー（キーム湖）

のほとりにあります。授業がない日は、友人達とよくミ

ュンヘンに出かけていました。もちろん、オクトーバー

フェストにもホーフブロイハウスにも行きました。鷗外

が通っていたホーフブロイハウスに私も行ったと思う

と感動します。新婚旅行でも、その後、ビールを飲みに

夫と二人何回もドイツに行ったときも、ホーフブロイハ

ウスに行きました。美留町先生のご講演の後、内容を夫

に話しましたら、歴史あるホーフブロイハウスを体感で

き、そして自分も美味しくビールを飲むことができて感

無量だと申しておりました。 

 お話の中に「バイエルン州ビアガーデン条例」が出て

きましたが、このような条例があることを初めて知り、

びっくりしたと同時にさすがビール天国バイエルンだ

と思いました。ミュンヘン駅のすぐ近くのパークカフェ

を懐かしく思い出します。 

 ところで、バイエルン州と九州、ミュンヘンと福岡市

は、似ている点がいくつかあると、私は思っております。

まず、バイエルン州も九州も国の南にあること、次に州

の形が似ていること、そして、州都ミュンヘンと九州で

１番大きい都市福岡市は、適度に都会で適度に田舎であ

ることです。（ミュンヘンは州の南、福岡市は九州の北に

ありますが。）機会があったらぜひ九州へお越しください。 

 最後に、ご講演の質疑応答のとき、披露させていただ

いた私のイラストを紹介させていただきます。語学留学

中のある授業で、ドイツ語の単語が隠れている絵を描く

という宿題が出て、私は”Maβ”を使いました。民族衣装

を着た男性の絵のどこにM,a,βが隠れているでしょうか。 

 貴協会会報の貴重な

紙面に私の感想を載せ

てくださること、大変嬉

しく光栄に存じます。横

浜日独協会と熊本日独

協会の友好と益々の発

展を祈念して、お礼とさ

せていただきます。 

（松﨑様から早くに記事を頂

いておりましたのに掲載が

遅くなりましたことをお詫び申し上げます。  編集 山口） １８８８年プロイセン王国ベルリン市にて日本人留学生と 

 



6 

 

１月の講演会 

「時代の変化」を聴講して 

会員 三木田 啓一 

 ２０２３年１月のイベントに参加

し、ドイツ大使館首席公使クラウ

ス・フィーツェ氏による「時代の

変化」(Zeitenwende) をテーマと

する講演を聴講する機会を得ま

した。ロシアのウクライナ侵攻に端を発し、今まさに「時

代の転換点」とも言える状況にあるのではないかという

ことです。 

 現在ドイツではガソリン

価格は既に高くなっており、

ガス、電気はこれから価格

上昇が深刻な状況になるこ

とが予測されます。ウクラ

イナ、ロシアからドイツに

来る難民の数も増加してい

ます。ドイツの街中でロシア語を聞く機会が増えてきま

した。地理的にドイツはウクライナやロシアと近い距離

にあり、ドイツでの毎日の生活の中で「時代の転換点」

を感じる機会が多いようです。 

 ロシアのウクライナ侵攻をきっかけにドイツ経済の弱

いところやエネルギーの他国への依存が多いことが明ら

かになりました。一国に集中して依存度を高めるのでは

なくバランスを取ることが必要であり、長期的な視点で

物事を進めることが求められます。なぜ今、ウクライナ

に兵器を提供する必要があるのか、国民の間で議論をす

ることは避けることができません。今や、ひとつの国の

中だけで完結する状況ではなくなりました。特にエネル

ギー問題やサプライ・チェーンなど様々な分野で他国と

の協力関係が求められています。 

 外交、政治、文化、社会の様々な側面から多角的なお

話しを伺うことができ、非常に有意義な講演でした。フ

ィーツェ首席公使が講演の中で何度も強調されていまし

たが、長期的な視点に立つことの重要性、国際社会の中

でバランスを取ること、他国との協調関係を構築するこ

となどが特に印象に残りました。 
以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演終了後、フィーツェご夫妻（右端）と歓談 

 

私とドイツ 

横浜日独協会の中長期ヴィジョンと今後の運営 

成川哲夫横浜日独協会会長と 

役員・会員とのオンライン意見交換会 

事務局 津澤 元一 

 ２月１８日（土）午後、成川会長と役員・会員とのオンラ

イン意見交換会が開催され、まず、１.「私とドイツー忘

れ得ぬ人々」、そして２.「中長期ヴィジョンについて」と

いう二部構成で各３０分程度の成川会長による講演が、そ

して最後の３０分程度で役員・会員との質疑応答が行われ

ました。 

 「私とドイツー忘れ得ぬ人々」では、成川氏が長年に

渡りドイツと関わり合う過程で出会った４人の人々との

交流が語られました。まずは彼が学生時代にゼミ教官と

して出会い、最初のドイツへの関心を呼び覚ましてくれ

た元慶應義塾大学経済学部教授で、ドイツ文学者・音楽

評論家の猿田悳氏。そして彼が大学卒業後勤務した元日

本興業銀行（興銀―現みずほ銀行）頭取、会長を務めた

黒澤洋氏と彼のドイツ人の刎頸の友であった元ドイツ銀

行頭取のヒルマー・コッパー氏、そして四人目が、現在

もご存命の建築家で、フランクフルト空港建設やベルリ

ンの旧日本大使館の再建に参加した山口泰治氏であり、

講演では、成川氏と夫々の人々との交流が、熱い想いと

共に回想されることになりました。 

 私事にはなりますが、筆者のドイツ滞在は、１９９１年９

月、成川氏の人的後任としてフランクフルトにあった興

銀とドイツ銀行の合弁会社であるドイツ興銀に転勤し、

彼の社宅を引継ぐと共に、１９９８年社長としてそこに戻ら

れた彼に仕えた７年間ですが、その時期頻繁にドイツを

訪れていた黒澤氏の思い出は、成川氏と共有しています。 
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海外の駐在歴としては、ドイツ銀行への派遣とフランク

フルト駐在員事務所主席駐在員としてのドイツだけであ

った黒澤氏の、ドイツ及びドイツ銀行との紐帯は鉄壁で、

当時彼の欧州出張は、常に週末フランクフルトに降り立

ち、そこで時差調整も兼ねて、ドイツ銀行を始めとする

ドイツ関係者との会談を行ってから、欧州のその他地域

に旅立つ、というのが定例でした。私もそうした黒澤氏

のフランクフルトでの週末にお付き合いさせて頂く機会

が多かったことを思い出します。 

 山口氏が設計のコンペを仕切ったジャパン・センター

に会社が移転し、その最上階にある食堂で昼食時などの

多くの時間を過ごしたのも懐かしい思い出です。しかし、

その山口氏が再建に関与したベルリンの旧日本大使館に

ついて、成川氏が、「統一時には日本大使館となるという

条件が付いた公的建設物に、私企業が寄付を行うのはお

かしい」と訴えたのに対し、黒澤氏が「我々が生きてい

る間にドイツが統一することはないよ」と返したという

のは、私も今回初めて聞く逸話でした。 

 それほど１９９１年のドイツ統一は、誰も予想していない

ものであったということ。私自身も、ドイツ統一時は、

８０年代の６年間のロンドン駐在を終えて日本で勤務し

ていましたが、この動きを欧州で目撃できないことにつ

いてたいへん残念な思いを抱いたものでした。しかし、

前述のとおり、１９９１年にドイツに赴任した後には、壁の

破壊の容易さに比べて、新たな統一ドイツ建設が数倍も

難しいことを目撃することになりました。しかし、それ

を乗り越えて、名実ともに新たなＥＵの盟主となった現在

のドイツがあることはたいへん喜ばしい限りです。また

この部分の最後に、成川氏が、「日本とドイツの街造りに

ついての国民性の違いについて、機会を改めてお話しし

たい」と言われたのも、今後の楽しみを残すことになり

ました。 

 こうした成川氏のドイツ関係での「忘れ得ぬ人々」の

講話に続き、２番目の主題である横浜日独協会の「中長

期ヴィジョン」についての思いに移ることになりました。

２年前、２０２０年５月に会長として着任した成川氏が、前

会長である早瀬氏の意向も受けて策定されたこの「中長

期ヴィジョン」は、その後続いた新型コロナ感染拡大に

より、対面の交流が制約される中で十分進捗してきたと

は言えないことを認識した上で、コロナも少しずつ落ち

着いてきたこれから、二つの大きな柱である「組織力の

強化＝事務局の強化」と「財務基盤の強化」を中心に進

めていきたいというのが、その骨子でした。そして２０２５

年の認定NPO法人資格更新を睨み、役員・会員との勉強

会や、アンケートを通じての会員の意向などを吸収しつ

つ、組織の改善に繋げて行きたいという方針が説明され

ることになりました。 

 再び個人的な印象ですが、筆者が当協会の会員となり、

事務局のお手伝いをさせて頂くようになったのは、昨年

の秋からで、まだこの協会の過去の経緯や実績について

の十分な知識もなく、ひいてはその運営に貢献できてい

るとは言えませんが、この「中長期ヴィジョン」につい

ては、以前から目にしていました。しかし、今までは、

その「ヴィジョン」は、私にとっては「お題目」のよう

なもので、それを実際の活動に関連付けて理解すること

がなかったというのが正直なところでした。しかし、当

日の成川氏のコメントは、それを如何に実際の活動の中

で具体的に実現していくかについての氏の思いが深く滲

み出たものであったと思います。そして、その思いは、

その後の質疑応答で、会員の皆様にも共通していること

が示されることになりました。 

 具体的には、法人会員である登戸学寮の小島氏より、

「ドイツ人の入寮者がいないが、ドイツ人を招き、日独

のシンボリックな関係を示せるような具体的な案件を作

れないか」、あるいは協会理事の坂井氏より、法人会員か

らの支援を維持・拡大するための方策として、「以前にブ

レーメンからの学生をインターンとして受け入れた実績

があるが、日独の中小企業の関係を強化するため、こう

した例を増やしていくことを具体的検討したらどうか」

といった提案が行われました。そのためには、成川氏が

言及したアンケートも一案であり、また「役員や会員の

履歴あるいは得意分野といった情報を共有し、そうした

具体例の実現に利用していくのはどうか」とのご意見も

頂くことになりました。成川氏は、そうした提案に理解

と感謝を示すと共に、「ヴィジョン」の具体例の実現に向

けて今後、会員との対面での意見交換会も開催していき

たいとの意向も示されることになりました。そして当日

の約１時間半の講演会は、早瀬前会長よりの一層の活動

強化を期待する励ましの言葉で締め括られました。 

 再び個人的な思いになりますが、筆者自身は、昨年秋

に協会の活動をお手伝いさせて頂く以前は、２００８年から

２０２０年までシンガポールに勤務しており、ドイツとの関

係は薄くなっていました。しかし、その時期も、かつて

７年を過ごしたドイツへの思いは変わらず、当時のコー

ル政権から、シュレーダー、メルケル、そし

て現在のショルツ首相率いるドイツの動き

を強い関心を持って眺めてきました。 

個人 HP にそうした個人的思いは適宜書き

留めてきましたので、ご参照下さい。 

 http://www.germany-singapore.com/list.php?cate=3 

 今、こうしてまたそのドイツと日本の絆を深める協会

組織の運営の一端を担わせて頂くことに大きな喜びを感

じています。当日の講演と意見交換会で示された成川会

長や会員の皆様のドイツへの思いを受け止めながら、今

後協会の更なる発展に非力ながらも貢献しておきたいと

いう思いを改めて感じることができた講演・意見交換会

でした。                     ２０２３年２月１９日 記 
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１０周年記念大茶会によせて 

花原 昌子 

 木々の葉の色づきも深まる 11 月 21 日、三渓園での横

浜日独協会 10 周年記念の大茶会に伺いました。朝方の小

雨も昼前にはあがり、小春日和の穏やかな陽気となりま

した。大勢の内外のお客様がお見えになり、感染対策

に気を配りながらも盛況な国際交流記念の集いでした。 

 三渓園の門か

ら蓮池を横目に

進むと、ドイツ

語と日本語で書

かれた毛筆の大

きな会場案内板

が目に留まりま

す。この日のた

めに特別に誂えられたこの大看板の前を通り、茶会会

場となる原三渓の元邸宅「鶴翔閣」に入ると池坊の風

間華梢さんによる豪華な生け花が出迎えてくれました。

会場各所にも生け花があり、会の雰囲気を一段と華や

いだものとしてくれていました。 

 受付を済ませ、最初に茶道裏千家の南雲様の御茶席

に入らせていただきました。御席では、ドイツからお

祝いにお越しになったベルリン日独センター評議会会

長、日独産業協会理事長など多数の名誉職にありドイ

ツと日本の架け橋となる活動と支援をされている

Gerhard Wiesheu 氏と茶道裏千家淡交会フランクフルト

協会会長の由美子夫人とご一緒しました。御園棚とい

う立礼の御茶席をご用意いただき、茶道が初めてとい

う方も楽しんでいただけるテーブルの御席となってい

ました。席主の南雲様が取り寄せてくださったオーガ

ニック抹茶の薄茶と季節ならではの菊のねりきりの生

菓子をたいへん美味しくいただきました。鶴翔閣にち

なんで用意された九谷の雲鶴の御茶碗や唐松の水指な

どお祝いの御席らしい茶道具がたいへん印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて入らせていただいたのは、香道御家流師範の

小畑洋子さんによる御香席です。組香という参加者全

員で行う聞き分けを楽しむ御香遊びを体験させていた

だきました。最初に五種の香木の香りを順番に聞き

（香道では嗅ぐのではなく、香りを聞くというのだそ

うです）、最後にその中の一種が香元から回ってくるの

で、それが先に聞いた五種の内のどれかを当てるとい

うものでした。香道は初めてという方が殆どのようで

したが、主催の方々の丁寧なご説明とサポートのお陰

で、皆さまおおいに楽

しんで盛り上がってい

らっしゃいました。正

解された方々には参加

者の解答が書き記され

た奉書という和紙が贈

呈され、拍手喝采の場面もございました。 

 奥の部屋では、都山流大師範の森英山さんの尺八演

奏、生田流正派大師範の大治雅楽琴さんによる箏演奏

があり、来場の皆さまは和の音色に聴き入っていらっ

しゃいました。続いて拝見したのは花柳流唯一のドイ

ツ人名取でいらっしゃる花柳須山祢さんによる日本舞

踊でした。流れるような動作、指の先まで意識された

所作など、惹きこまれるようなひと時でした。舞踊の

部屋で最後に聴いたのは、国内でも数少ない平曲弾き

語り奏者の荒尾努さんによる平家琵琶です。ピンと張

り詰めた空気の中、荒尾さんの低く通る声と、時に

荒々しく時に波打つよう

に静かになる琵琶の音に

会場が包まれていまし

た。ここでしか聴けない

貴重な体験でした。 

 大茶会はコロナ禍の影響で 2年の延期を余儀なくされ

たそうで、企画や運営に携われた方々のご苦労はひと

かたならぬものがあったのではないかとお察しいたし

ます。皆さまのご尽力に感謝申し上げますとともに、

会の更なる発展を祈念いたします。 

 

大茶会のいけばな 
風間 華梢（池坊） 

 横浜日独協会十周年記念

大茶会の開催にあたり池坊

の花を皆様に披露出来たこ

とを大変うれしく、光栄な

ことと感謝しております。 

 池坊は聖徳太子が 587年に創建した六角堂頂法寺で始

まり、遣隋使である小野妹子が初代住職を務めたと伝

えられています。聖徳太子が沐浴したという 池のほと

りに住坊を構えたため池坊と呼ばれるようになり、

代々の住職は朝夕、仏前に花を供えています。 

1462 年に京都東福寺の碧山日録に六角堂の池坊専慶

が花の名手と記述され、歴史的資料として残っています。

また、室町時代後期に活躍した池坊専応によって著され

た専応口伝は華道の哲学、理念であり、現在も大切に

読まれ、その序文には「単に美しい花だけを賞翫する

のではなく、枯木や莟にも深い思いを享け、いけばな

に携わることによって悟りの種を得ることもできる」

とあり、川端康成氏のノーベル文学賞基調講演の中で

も引用され、日本の文化の目覚めであると、世界中に 
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発信されました。池坊の長い歴史 の中で、どの時代に

もその時代に合った花があり人々の心のよりどころと

なってきました。 

 今回、私は、四杯の花をいけさせていただきました。 

 玄関の直真（すぐ

しん）の立花は、真

の真（真行草の区分

で最高の格）極真の

花型で若松を中心に

うめもどき、しだれ

柳等を用いて、最高

の祝意を表わしたく

立てました。 

 茶席の花は、路地菊と芒を使

い、千利休七則「花は野にある

ように」の教えを基に出生の姿

を大切に晩秋の風を感じられる

様にいけ、また、お香席の花

は、室町時代から伝わっている

「たてはな」と呼ばれている花

型で、立花の原形となる花型で

もあり、床の間の

掛け軸と呼応する

ように椿と小菊、

小垂れの柳で晩秋

から初冬を表し、

花器は桔梗口（青銅）

を使用しました。 

 お琴の部屋には水仙一式の

立花。池坊の伝書に「陰の花、

水仙に限る賞美すべき花なり」

とあります。陰とは旧暦の 10

月、11 月、12 月のことで、洋

花のない時代、雪中花と呼ば

れる水仙は寒い冬に咲く貴重

な花で、現在も交配すること

なく原種のまま育てられてい

ます。香りが強いためにお茶

席やお香席にいけることは出

来ませんが、凛とした美しさに私はいつもこころを奪

われ、水仙 2 本でいける真の花型は、伝書にある「数少

なきは心深し」の世界を具現化しています。 

 最後に、皆様といけばなを通して繋がりを持てたこ

とを、大変うれしく、感謝しております。横浜日独協

会の益々のご発展を祈念しております。 
 令和 5 年 3 月 1 日 

 
文化委員会企画 

 春の北鎌倉散策 

コロナ禍のため延期しておりましたが、春の一

日、北鎌倉を散策します。 

【日時】 5月 10日（水）10時 30分 

 北鎌倉 円覚寺入口 集合 

(横須賀線は、進行方向前方、すなわち 

鎌倉寄りに乗車されると便利です) 

[参考] 横須賀線 

（横浜 10:00-保土ヶ谷 10:03-東戸塚 10:08-

戸塚 10:12-大船 10:18-北鎌倉 10:21) 

 

【午前】 円覚寺（入場料 500 円） 

 臨済宗円覚寺派大本山、鎌倉五山第二。 

1282 年北条時宗の開創で、国宝「舎利

殿」、国宝「鐘楼」などがあります。 

「仏日庵」は北条時宗の廟所で、川端康

成「千羽鶴」の舞台です。「帰源院」は

夏目漱石が参禅。 

 

【午後】 東慶寺 静かな佇まいの寺で、縁切り寺

として知られています。 

著名人の墓所が多数あります。 

（小林秀雄、西田幾多郎、鈴木大拙、野上

弥生子、岩波茂雄、出光佐三、大松博文、

織田幹雄、前田青邨など） 

 

【ランチ】13 時より 「鉢の木」新館 

 「季節膳」3,630 円（税・サービス料込） 

【ティー・タイム】 東慶寺構内の「喫茶吉野」 

【定員】 ２８名 

【その他】 「鉢の木」のランチは、当日キャンセル

されますとキャンセル料（料金の半額）

が発生しますので、ご注意ください。 

新型コロナの感染状況によりまして

は、予定を変更することがあります。 

【お申し込み】 

参加ご希望の方は、4月 15日（土）までに、中尾

文化副委員長までお申し込みください。 

E-mail: naomint2013@gmail.com 

携帯アドレス naomi10017@docomo.ne.jp 

携帯電話 090-7711-4633 
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日独交流：ドイツ作文高校生 Ricarda  

－研修での日本滞在とご両親の来日－ 

監事 能 登  崇 

２０１４年のフランクフルト  からの派遣作文高校生 

Ricarda Schwarzbart さんが 昨年１０月から３ヶ月間の東

京でのインターンシップ研修を終え本年 1月にドイツへ

帰国しました。彼女の滞在中の１２月には、両親と姉が初

来日し、筆者が妻八祚子と共に彼女一家を Ricarda 想い

出の湘南地区へ案内、散策するささやかな日独交流の機

会を持つことが出来ました。 

京都、高山から金沢を巡った後の湘南散策でしたが、 

愛娘の滞在する日本がとても気に入り、彼女の日本での

研修国選択にも納得でした。 

ドイツ帰国直前のため、鶴岡八幡宮 ― 江ノ電 ― 長

谷寺／大仏という観光コースでしたが、関西とは異なる

雰囲気や紅葉を楽しまれ、日本食にも積極的でした。折

しも WCサッカーの決勝リーグで同一グループとなった

日独両国の話題も盛り上がり、予期しない日独スポーツ

交流となったことも印象的でした。 

今後の日本との交流に関し両親からは、私共協会の紹

介と Waldenberger 所長のご尽力で実現した「ドイツ日

本研究所」での研修へのお礼と共に、JDGY の役員はじ

め会員の皆様の Ricarda に対するこれまでの温かな支

援に対し謝意が述べられました。 

また Ricarda 本人からは、秋の三渓園での「日独大茶

会」へ参加し、懐しい皆様に再びお会いし、南雲さんや

佐藤さんのお点前を拝見出来たこと、研修中に大好きな

橫浜／湘南を何度か再訪出来たことは本当に嬉しかっ

たとの印象が述べられました。（２０２３年１月記） 

２０１４年に当協会が受け入れた 

ドイツ高校生が里帰り（左欄記事参照） 

名誉会長 早 瀬  勇 

ミュンヘン大学法学生リカルダさんが東京研修中に

ドイツ人同僚のラモーナさんと共に１２月１８日戸塚の拙

宅に来てくれました。２０１６年ミュンヘン訪問時の楽しい

会食以来の再会です。 

旧知のヴァルデンベルガ―・ミュンヘン大学教授が所

長を務める DIJ（ドイツ日本研究所）が二人を研修生と

して受け入れてくれました。 

若者の相互訪問が一番身近で持続的な国際交流ですね。 

 

 
第３回 【財】アジア・ユーラシア総合研究所 

日独フォーラム(Japan/Germany Forum) 
～二人の元国連大使が語る国連安保理改革～ 

二度とウクライナ戦争を起こさせないために、 

日本の役割を問うオンライン・フォーラム 

日時：４月１８日（火）１４：００～１６：００（ズーム方式） 

【基調講演】 神余隆博 関西学院理事・関西学院大学

教授（元国連大使、元駐ドイツ大使）  

 演題： 『ウクライナ戦争と国連安保理改革。 

日本の果たす役割とは？』 約 1時間 

【座談会】二人の元国連大使が語る『ウクライナ侵略

と国連改革でわが国が果たすべき役割』  （２０分） 

神余隆博元国連大使・駐ドイツ大使/関西学院理事 

谷口  誠 元国連大使・元岩手県立大学学長 

【質疑応答】 オンライン参加者からの質問にお答え

します（１０分）   【終了予定】 １６：００ 

【企画・司会】 

早 瀬 勇 同研究所評議員（兼）日独フォーラム座長 

元金沢星稜大学学長 

【後援】 全国日独協会連合会 

 認定ＮPO 法人横浜日独協会 

【オンライン参加費】 

1,000 円（会員、学生、招待者は無料）  

【参加申し込み方法】 

「アジア・ユーラシア総合研究所」ホームページから 

https://www.asia-eu.net/japan-germany-forum3 

【財】アジア・ユーラシア総合研究所 

 Tel & Fax： (03) 5413-8912 

早瀬名誉会長、ラモーナさん、リカルダさん、早瀬夫人 
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文化コラム ９ 

海を渡った日本文学 

常務理事 寺澤 行忠 

日本文学を海外に紹介した功労者としては、エドワー

ド・サイデンステッカーとドナルド・キーンをまず挙げ

なければならないであろう。日本の文学がローカル文学

から世界文学になる上で、両氏が果たした役割は、きわ

めて大きかった。 

エドワード・サイデン

ステッカーは、1921 年に

生れた。海軍日本語学校

で日本語を学び、コロン

ビア大学で角田柳作の指

導を受けた。スタンフォ

ード大学やコロンビア大

学で日本文学を教えたが、

多数の翻訳や研究書により日本文学を世界に紹介し、日

本文学の国際的な評価を高めることに貢献した。『源氏

物語』の翻訳はことに名高い。また川端康成の『雪国』

の名訳は、川端のノーベル賞受賞に大きく貢献した。 

ドナルド・キーンは、

1922 年に生まれ、サイ

デンステッカーと同様、

海軍日本語学校やコロ

ンビア大学に学び、角

田柳作の指導を受けた。

日本に関心を持ったの

は、アーサー・ウェーリー訳の『源氏物語』に感動した

ことだったという。研究対象は、古典文学、現代文学の

みならず、文化、演劇、歴史その他、きわめて幅広い。

日本語による著作が約 30 点、英語によるものが約 25 点

あり、これらの多数の著作や翻訳によって、日本の文学

や文化を海外に紹介した。2008 年には外国人としては初

めて文化勲章を受章、2012 年には日本国籍を取得した。

2013 年には新潟県柏崎市に「ドナルド・キーンセンター

柏崎」が開設された。 

今や日本の文学は、世界中で読まれるようになった。

国際交流基金は、ウエブサイトで「日本文学翻訳書誌索

引」を公表している。まだ十分に調査が尽くされていな

いということであるが、これによって日本の作家の作品

が、どのような外国語に翻訳、出版されているか、およ

その傾向を知ることができる。 

それによってみると、最も翻訳出版数が多いのが村上

春樹であり、次いで川端康成、さらに芥川龍之介と続く。

この 3 人は 1,000 点を超える。長らく川端康成が首位に

あったが、最近現役作家である村上春樹が追い抜いた。

これらに続くのが三島由紀夫、谷崎潤一郎、宮沢賢治な

どである。もっともこれは作品単位の統計であるから、

短編作家の数字が多く出る傾向がある。芥川の数字が多

いのは、そうした理由もある。 

村上春樹の人気は抜群である。

翻訳言語が 50 を超えている。ハー

バード大学の書店でも、村上もの

が 20 年も前から書棚のワンブロッ

クを占め続けており、カリフォル

ニア大学バークレイ校で行なわれ

た講演会では、定員 2,000 人の会場

に入りきれない人が出たという。ジョージタウン大学で

はある年、村上の『神の子供たちはみな踊る』が、新入

生全員の必読書に指定された。 

なぜこれほど村上が人気があるのか。世界文学に詳し

い沼野充義氏は「村上文学の特質を一言でいえば、日本

的なものと西洋的なものとの絶妙なブレンドで、そのブ

レンドの仕方が天才的だ」と言われている。少なくとも、

日本的なものを主張する作家ではない。 

ヨーロッパで最初に翻訳された日本文学の作品は、柳

亭種彦の『浮世形六枚屏風』である。開国前の 1847 年に、

A・プフィッツマイヤーによってドイツ語訳され、ウイー

ンで出版された。 

ドイツでは芥川龍之介の翻訳出版点数が最も多く、次

いで村上春樹、川端康成、井上靖、三島由紀夫、大江健

三郎などの作品である。芥川と村上は、100 点を超える。

ほとんどの作家の英語訳の出版点数がドイツ語訳のそれ

を上回る中で、井上靖はドイツ語訳の数が英語訳の数よ

り多く、ドイツ人好みの作家と言えるかもしれない。 

古典では『源氏物語』が、世界で読まれる時代になっ

た。国文学研究資料館の調査によれば、現在『源氏物語』

は、英語、ドイツ語、フランス語はもとより、イタリア

語、中国語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語など、

32 の言語に翻訳されている。ドイツ語訳は、ハンブルク

大学のオスカー・ベンル教授の訳が、原文に最も忠実で、

表現も優れているとして名訳の定評がある。 

『源氏物語』は千年の時を経て、今や読者は世界中に

広がり、世界の古典としての地位を確固たるものにして

いる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

国宝源氏物語絵巻・東屋・徳川美術館蔵） 
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＊WEB 会員様（メールアドレスを登録されている会員様）には、

イベントの参加不参加を問う葉書は差し上げませんので、メー

ル又はホームページからお申し込み下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 イベント予定  

■ 4 月 イベント： 

・日 時： 4 月 15 日 (土）15:00～16:30 非会員も参加可 

・会 場： 戸塚区綜合庁舎 3 階 多目的スペース（大） 

・講 演： サンドラ・ヘフェリン 

 （ドイツ出身のエッセイスト） 

・演 題： 「他者を助けたい気持ちはどこから？ 

 難民受け入れるドイツのボランティア精神

から考える」 

・参加費: 1,000 円 

■ 5 月 イベント： 

・日 時： 5 月 20 日 (土）15:00～16:30 非会員も参加可 

・会 場： 戸塚区綜合庁舎 3 階 多目的スペース（大） 

・講 演： 小野 竜史 

 （神奈川大学非常勤講師、横浜日独協会会員） 

・演 題： 「『社会のためになること』は強制されるべき

なのか？  （西）ドイツの兵役をめぐる議論の

いまむかし」 

・参加費: 1,000 円 

■ 6 月 イベント： 

・日 時： 6 月 17 日 (土） 

・講 演： 堀内 正弘（多摩美術大学教授） 

・演 題：「横浜の都市デザイン： 

 横浜ポートサイドと仲町台」 

   詳細は近くなりましたらホームページでご確認ください。 

＊コロナ禍情勢の推移により、イベントの中止／延期／ 

オンライン開催の可能性があります。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

編集後記： 
寺澤先生の文化コラムが他県の日独協会でも好評を得

ているというニュースを伺って、会報で繋がっている

ことを知り嬉しく思いました。（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 

4 月 5 日（水） オンライン講座 

5 月 10 日（水） 北鎌倉散策 

6 月 7 日（水） オンライン講座 

7 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 2023.4.1 (第66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・大堀・津澤・小貫・川辺 

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 https://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  

第11回        後援：横浜日独協会 

「Wien bleibt Wienウイーンはいつもウイーン」 

ウィーンとウィーンに関わる作曲家・作品を取り上げ、 

歴史を経て今なお残る芸術の香りを求め、味わい、 

お客様と共に楽しみます♪ 

ソプラノ： 舘野ゆかり   ピアノ： 永瀬いづみ 

 日 時: 2023年 5月14日(日) 14:00（予定）より 

 場 所: 原宿アコスタディオ 

 内 容： 

テーマ： 珠玉のドイツ歌曲２ 

ロマン派ドイツ歌曲の代表的な作曲家、シューベル

ト・シューマン・ブラームスを取り上げ、魅力あふれ

る歌曲をお楽しみいただきたいと思います。 

また、普段演奏される機会の少ないシューマンの 

二重唱も合わせてお聞きいただきたいと思います。 

ゲスト出演： テノール 永山正久 

 曲 目 

シューベルト  “菩提樹” “セレナーデ” 

シューマン  歌曲集 “女の愛と生涯” 

   二重唱 “踊りの歌” “あなたを想って” 

シューマン/リスト  ピアノ独奏 “献呈” 

ブラームス  “君の青い瞳” “永遠の愛”   他 

 申し込み： 横浜日独協会 能登 崇 

 Tel: 090-8317-5775 

 
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) 

 

 

 

横浜日独協会 動画チャンネル！ 

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！ 

当協会ホームページにリンクがあります。 

＜新入会員＞ 今井 裕一 様（12 月入会） 

 千原 嗣朗 様（1 月入会） 

 劉  佳楠 様（1 月入会、大学生） 

 

mailto:tak_noto@yahoo.co.jp
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