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表紙の言葉

Zum Titelbild
Das Foto zeigt das Namensverzeichnis der Mitglieder des Japanisch-Deutschen Vereins, des Vorreiters der Japanisch-Deutschen
Gesellschaft, sowie die Vereinssatzung zur Zeit seiner Gründung.
Am 30. Oktober 1911 fand im Kazoku-Kaikan (Versammlungshaus des Adels) die feierliche Einweihungszeremonie des Japanisch-Deutschen Vereins in Anwesenheit von damaligen Würdenträgern wie beispielsweise Seine Hoheit Prinz Kuniyoshi Kuni
(Ehrenvorsitzender), Seine Exzellenz Fürst Katsura (Vize-Ehrenvorsitzender) oder auch Seine Exzellenz Vicomte Aoki (Präsident) statt. Im Jahr 2021 jährt sich somit die Gründung der Japanisch-Deutschen Gesellschaft zum 110. Mal.

写真は（公財）日独協会の前身である日獨協会の創設当時
の会員名簿と会則です。
1911 年 10 月 30 日に、総裁久邇宮邦彦殿下、副総裁桂太郎、
会頭青木周蔵など当時のそうそうたる要人の臨席のもと、日
獨協会の発足式が華族会館にて賑々しく執り行われました。
2021 年は日独協会設立 110 周年の節目の年にあたります。
この会員名簿は、協会が経理関係資料を保管している貸倉
庫のダンボール箱の中から発見されました。表裏表紙は剥

Dieses Mitgliederverzeichnis wurde in einem Karton wiederentdeckt, in dem die Gesellschaft buchhalterische Unterlagen lagerte.
Die vordere und hintere Abdeckung ist etwas verblasst, das Papier
bräunlich gefärbt, aber die Schriftzeichen sind noch lesbar. Es sieht
so aus, als ob bereits versucht wurde, das Dokument mit einem
Hefter zu reparieren, und an diesen etwas beschädigten Stellen
sind Rostspuren erkennbar. Für die Gesellschaft ist es ein kostbares Dokument, verweist es doch auf ihren Ursprung und sollte deshalb so bald wie möglich professionell wiederhergestellt werden.

がれており、紙は茶褐色に変色しておりますが、文字は判
読できます。ホッチキスで補修したのでしょうか、その部
分は錆が浮き上り傷んでおります。協会のルーツを示す貴
重な資料でありますので、早々に修復する必要があります。
第二次大戦の戦火で 700 坪の敷地があった日獨協会会館は
焼失し、さらに戦後、土地は売却されたため、図書や資料

Viele der einstigen Bücher und Materialien waren abhanden gekommen, nachdem das etwa 2.500m2 große Grundstück der Japanisch-Deutschen Gesellschaft im Zweiten Weltkrieg niederbrannte
und das Land nach dem Krieg verkauft wurde. Die im Juli 1952
neugegründete Japanisch-Deutsche Gesellschaft hatte außer einigen von seinen Mitgliedern gestifteten Publikationen nicht sehr
viel übernehmen können. Bei der Betrachtung dieses Dokuments,
das die Wurzeln der Japanisch-Deutschen Gesellschaft ausmacht,
die ursprüngliche Mitgliederliste sowie seine Gründungsverfassung wiedergibt und erst 110 Jahre später wiederentdeckt wurde,
empﬁndet man auf seltsame Weise sein Schicksal mit.
Kazuaki Yuoka (Generalsekretär der JDG)

の多くは散逸しました。新たに 1952 年 7 月に発足した日
独協会には会員によって寄贈された刊行物の一部以外に譲
り受けるものはなにもない状態でした。
このような過酷な歴史を辿る日独協会のルーツと言える創
設当初の会員名簿と会則の原本が 110 年後に発見されたこ
とに不思議な運命を感じます。
柚岡 一明（日独協会常務理事）

目

次

ページ／ Seite

INHALT

古森 重隆

1

Zum neuen Geschäftsjahr

日独協会の皆様へ

柳 秀直

2

An die Mitglieder der Japanisch-Deutschen Gesellschaft
Hidenao Yanagi

ドイツ経済の動き

伊崎 捷治

3

Tendenz der deutschen Wirtschaft

Dr. ユリア・ミュンヒ

4

Beitrag

久保 健

6

Serie: Die deutschen Bahnen und Züge, Teil 19

ベルンハルト・F・ミュラー

7

Berliner Luft

川西 太郎

8

Deutschland und ich

9

Japan und Deutschland – Brücken, die die Wirtschaft schlägt:
Sonderhoff & Einsel Law and Patent Ofﬁce

新年度を迎えて

特別寄稿
シリーズ：ドイツの鉄道 19
Berliner Luft
私とドイツ

日本とドイツ ビジネスが架ける橋 Firma 14
ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所

Shigetaka Komori

Shoji Isaki
Dr. Julia Münch
Ken Kubo
Bernhard F. Müller
Taro Kawanishi

イチオシ！わたしのドイツ：ボードゲーム『カタンの開拓者たち』
Mein Schatz, Deutschland: Brettspiel „Die Siedler von Catan“
本田 恵理 10
Eri Honda
文化の玉手箱１：映画紹介『水を抱く女』
田中 洋
Die Kulturkiste 1: Eine Filmvorstellung „Undine“ Hiroshi Tanaka
文化の玉手箱２：はじめまして！ベルリン・ブランデンブルク
Die Kulturkiste 2: Hallo! Wir sind das Erkundungsteam Berlin11
Brandenburg.
Yuki Kubota
探検隊です
久保田 由希
研修生のコラム『踊る星をさがして』

山田ダニエル

Die Kolumne des Praktikanten „Suche nach tanzenden Sternen“
Daniel Yamada

14 Freude in der Corona-Zeit

コロナ禍の楽しみ
日独交流 160 周年

12

日独友好賞候補者募集のお知らせ

会員のひろば

160 Jahre Freundschaft Deutschland und Japan : Aufruf zur No15 minierung für den Freundschaftspreis Japan-Deutschland /
Aus dem Mitgliederkreis

協会活動

16 JDG-Aktivitäten
10 Jahre nach der Erdbebenkatastrophe Ost-Japans
Nahoko Kikuchi

東日本大震災から 10 年

菊池 菜穂子 17

コラム【驚いてン Sie!?】

鎌田 タベア 18 „Odoroiten Sie!?“

Tabea Kamada

新 年 度 を 迎 え て

Zum neuen Geschäftsjahr
古 森

重 隆

（当協会会長、富士フイルムホールディ
ングス株式会社代表取締役会長・CEO、

2019 年 2 月に安倍総理大臣（当時）とメルケル首相の会談にて、
2021 年を「日独交流 160 周年」と位置づけ、日独間の相互理解と
交流を更に深めるための記念年とすることで一致しました。日独交
流 160 周年を迎えるにあたり、両国で開催される様々な事業を通
じて、日独交流の歴史を振り返ると共に、未来に向けた日独関係の
構築のため、幅広い分野での相互理解を深め、両国の結びつきを更
に強める機会でもあります。
2021 年は、当協会とベルリン独日協会が「相互協力覚書」を締

富士フイルム株式会社代表取締役会長・

結して 10 年の節目の年でもございます。日独共通の漫画文化の交

CEO）

流を促進するため、
「日独交流 160 周年記念 日独漫画コンクール」

Shigetaka KOMORI

をベルリンと東京で同時に開催いたします。

(Präsident der JDG, Vorsitzender und CEO
von FUJIFILM Holdings Corporation und
FUJIFILM Corporation)
平素より日独協会の活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上
げます。

日独関係の歴史を振り返ると、
日本は 19 世紀に近代国家を目指し、
法律、医学、科学等の学問や音楽等の分野において、ドイツから多
くを学んできました。第二次世界大戦後、日独両国は自由と民主主
義の価値観を尊重し、経済発展に成功し、科学、学術、文化・芸術
といった幅広い分野において極めて緊密な関係を築いております。

昨年 4 月以降の新型コロナウイルス感染拡大により、様々な協会
活動が制限されました。この危機を乗り越えるため、ドイツ語講座

今 年 は 日 独 協 会 設 立 110 周 年 の 記 念 す べ き 年 で も あ り ま す。

や各種イベントの開催はオンラインに切り替えました。そのような

1911 年 10 月 30 日に総裁久邇宮邦彦殿下、副総裁桂太郎、会頭青

状況下、法人・個人会員の皆様には常に温かいご支援とご理解を頂

木周蔵など当時の要人の臨席のもと、当協会の前身である日獨協会

き、協会運営ができましたことに厚く御礼申し上げます。

の発足式が華族会館で執り行われました。その後 2 度の世界戦争を

今後、ワクチン接種の徹底とアビガンなどの治療薬の投与によっ

挟み、一時活動を中断せざるを得ませんでしたが、先人の英知と尽

て、一日も早くコロナの感染状況が落ち着き、会員の皆様との対面

力、更には会員の皆様のご支援とご協力により、今日までその活動

での交流や行事が実施できることを祈念しております。

を存続することができました。今後も長年の歴史と伝統、文化が未

一方、コロナ禍でのオンラインへの移行により、国内はもとより、
海外まで協会活動を発信でき、コミュニケーションの輪を広げるこ

来を拓く次世代にも引き継がれますことを祈念しております。
最後になりますが、新年度を始めるにあたり、会員の皆様はじめ、

ともできました。

関係各位のご健勝を切にお祈り申し上げます。

Zunächst möchte ich mich aufrichtig für Ihre Bemühungen sowie für Ihre
Zusammenarbeit bei den Aktivitäten der Japanisch-Deutschen
Gesellschaften bedanken. Durch das seit letztem April sich verbreitende
Corona-Virus mussten wir die Aktivitäten unserer Gesellschaften leider
stark reduzieren. Um diese Krise zu überwinden, waren wir gezwungen,
unsere Deutschkurse und andere Veranstaltungen online durchzuführen.
Ungeachtet dieser Situation möchte ich den Unternehmen und unseren
einzelnen Mitgliedern meinen herzlichen Dank für ihre Unterstützung und
ihr Verständnis sowie für die Möglichkeit, die Gesellschaften weiterhin
aktiv zu gestalten, zum Ausdruck bringen.
Wir hoffen inständig, dass die Vakzine sowie die Verabreichung von
therapeutischen Mitteln wie Avigan die Situation der Coronainfektionen so
schnell wie möglich beruhigen und dass wir unseren Mitgliedern alsbald
persönlich wiederbegegnen und Veranstaltungen durchführen können.
Auf der anderen Seite konnten wir unsere Aktivitäten durch die
Umstellung auf online aufgrund der Corona-Krise nicht nur innerhalb
Japans, sondern auch in Übersee verbreiten und damit den
Kommunikationskreis erweitern.

unserer Gesellschaft und der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Berlin.
Um den Austausch der Manga-Kultur zwischen Japan und Deutschland zu
fördern, ﬁndet in diesem Jahr zeitgleich in Berlin und Tokio der JapanischDeutsche Manga-Wettbewerb im Zeichen des 160-jährigen Jubiläums statt.

Bei einem Treffen zwischen dem damaligen Ministerpräsidenten Abe und
Bundeskanzlerin Merkel im Februar 2019 verständigten sich die beiden
Staats- und Regierungschefs auf einen "160. Jahrestag japanisch-deutscher
Beziehungen" im Jahr 2021 und vereinbarten, dies zu einem Gedenkjahr
für die weitere Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses und des
Austauschs zwischen Japan und Deutschland zu gestalten.
Anlässlich des 160-jährigen Jubiläums japanisch-deutscher Beziehungen
werden beide Länder durch verschiedene Projekte auf die Geschichte des
Austauschs zwischen Japan und Deutschland zurückblicken und diese
Gelegenheiten auch zum Anlass nehmen, unser gegenseitiges Verständnis
in den verschiedensten Bereichen zu vertiefen sowie die Beziehungen
zwischen unseren beiden Ländern weiter zu stärken und auszubauen.
Gleichzeitig beﬁnden wir uns heuer im 10. Jahrestag der Unterzeichnung
des Abkommens über eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit zwischen

Rückblickend auf die Geschichte der Beziehungen zwischen Japan und
Deutschland hat Japan im 19. Jahrhundert in seiner Bestrebung, sich zu
einer modernen Nation zu entwickeln, in den Bereichen Recht, Medizin,
Musik usw. viel von Deutschland lernen können. Seit Ende des Zweiten
Weltkrieges schätzen Japan und Deutschland Werte wie Freiheit und
Demokratie hoch, blicken auf eine erfolgreiche wirtschaftliche
Entwicklung zurück und sind sich in Bereichen wie Wissenschaft und
Technik, Kunst und Kultur sehr nahe gekommen.
Dieses Jahr ist auch aufgrund des 110. Jahrestages der Gründung der
Japanisch-Deutschen Gesellschaft ein denkwürdiges. Am 30. Oktober
1911 fand im Kazoku-Kaikan (Versammlungshaus des Adels) die
Einweihungszeremonie des Japanisch-Deutschen Vereins , der Vorgänger
der heutigen Gesellschaft, statt, bei der u.a. folgende Würdenträger
anwesend waren: Seine Hoheit Prinz Kuniyoshi Kuni als Protektor, Seine
Exzellenz Fürst Katsura als Vize-Protektor oder auch Seine Exzellenz Herr
Vicomte Aoki als Präsident.
Während der zwei Weltkriege waren wir gezwungen, unsere Aktivitäten
auszusetzen, doch dank der Weisheit und der Bemühungen unserer
Vorgänger sowie der Unterstützung und Zusammenarbeit unserer Mitglieder
konnten wir erneut ansetzen und unsere Aktivitäten bis heute fortsetzen.
Wir hoffen, dass unsere langjährige Geschichte, unsere Traditionen und
Kulturen auf die nächsten Generationen, die die Zukunft gestalten,
übergehen werden.
Zu guter Letzt hoffe ich zu Beginn dieses neuen Geschäftsjahres aufrichtig,
dass alle Mitglieder und deren Angehörigen sich bester Gesundheit erfreuen
und möchte allen ein glückliches und erfolgreiches Jahr wünschen.
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日独協会の皆様へ
柳 秀直

駐ドイツ連邦共和国日本国大使
皆様、初めまして、駐ドイツ連邦共和
国日本国大使の柳秀直と申します。昨年
12 月にシュタインマイヤー大統領に信任状
を捧呈し、大使としての活動を開始しました。
私は、外務省入省後、コンスタンツ大学に留学し、ボン、ベルリ
ンの大使館で勤務し、ミュンヘンの総領事を務め計 11 年以上ド
イツで暮らしてきました。その後、ヨルダン大使を 3 年弱務め
てから大使として再びドイツに携わることになったことを大変光
栄に感じ、喜んでおります。
ご承知のとおり、本年 2021 年は、1861 年 1 月 24 日に江
戸で日本と当時のプロイセンが修好通商条約を調印してから、
160 周年という日独交流の記念の年にあたります。日本とドイ
ツは今日、自由、民主主義、法の支配等の基本的価値を共有する
戦略的パートナーとして緊密に連携していますが、日独交流
160 周年においては、これまでの日独交流を振り返ると共に、
未来に向けた日独関係を構築すべく、両国の結びつきが更に深ま
ることを期待しております。
また、2021 年は、日独協会が設立されてから 110 周年にも
あたる記念の年であると承知しています。日独協会は、日本全国

An die Mitglieder der JapanischDeutschen Gesellschaft
YANAGI Hidenao

Botschafter von Japan in der Bundesrepublik Deutschland
Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist YANAGI Hidenao und ich habe das Amt des Botschafters
von Japan in der Bundesrepublik Deutschland inne. Im Dezember letzten
Jahres habe ich mein Beglaubigungsschreiben dem Bundespräsidenten Herrn
Frank-Walter Steinmeier überreicht und meine Arbeit als Botschafter aufgenommen. Nach einem Studium in Japan trat ich in das Außenministerium
ein und erhielt die Gelegenheit, an der Universität Konstanz zu studieren.
Danach folgten mehrere Auslandsverwendungen, u. a. an der Botschaft in
Bonn und später in Berlin. Zusammen mit meiner Zeit als Generalkonsul in
München habe ich bisher insgesamt über elf Jahre in Deutschland gelebt.
Nachdem ich zuletzt knapp drei Jahre lang Botschafter in Jordanien war,
ist es mir eine große Ehre und Freude, dass ich nun als Botschafter erneut in
Deutschland tätig sein darf.
Bekanntlich jährt sich in diesem Jahr 2021 die Unterzeichnung des Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen Japan und dem damaligen Preußen
am 24. Januar 1861 in Edo (das heutige Tokyo) zum 160. Mal, so dass dies
ein besonderes Jubiläumsjahr für den Austausch zwischen Japan und
Deutschland ist. Unsere beiden Länder arbeiten heute als strategische Partner, die Grundwerte wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit miteinander teilen, eng zusammen und ich hoffe, dass im Rahmen von „160 Jahre
Freundschaft Japan-Deutschland“ – zusammen mit einem Rückblick auf
den bisherigen bilateralen Austausch – zukunftsgerichtete japanisch-deutsche Beziehungen gestaltet sowie die Bande zwischen beiden Ländern weiter
gefestigt werden.
Zudem wurde mir berichtet, dass sich 2021 auch die Gründung der Japanisch-Deutschen Gesellschaft (JDG) zum 110. Mal jährt. Unter den mehr
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に 60 以上ある日独協会及び関係団体をとりまとめ、日本人とド
イツ人が共に、ドイツの政治、経済、文化等を様々な形で学ぶ交
流会、講演、勉強会等を運営し、ドイツ語学習の場を提供するな
ど、日本における幅広い世代の日独交流の牽引力となっています。
このように、日独協会が長年に亘り日独交流の架け橋となってき
たことに心から感謝申し上げます。
現在、世界中の国々がコロナの脅威に日々さらされており、残
念ながら、まだまだ事業の開催には制約が伴うことも多く、当面
は多くの事業がオンラインで実施せざるを得ないかと思います
が、コロナの状況が一日も早く落ち着いて、人と人とが触れ合う
形での行事が行えるよう祈念しております。
今年の 7 月から 9 月にかけては、東京オリンピック・パラリ
ンピックが開催される予定です。日独協会関係者の中には、ドイ
ツ選手団のホストタウンに関わっておられる方も少なくないと思
います。この機会に、ドイツからも多くの選手が参加され、日本
の人々との交流の機会となることを期待しています。
さ ら に 2025 年 に は、「 い の ち 輝 く 未 来 社 会 の デ ザ イ ン
（Designing Future Society for Our Lives）」をコンセプト
に、大阪・関西万博が行われ、ドイツを始め多くの国々からの訪
問客が見込まれています。
新型コロナウイルスのために、先が見通しにくいスタートとなり
ましたが、日本、ドイツ、そして世界が一日も早く新型コロナウイ
ルスを克服し、2021 年が皆様にとり良い一年となりますよう、ま
た皆様が健やかに過ごされることを祈念いたします。

als sechzig Japanisch-Deutschen Gesellschaften sowie weiteren Organisationen in diesem Bereich aus ganz Japan spielt die JDG eine wichtige Rolle,
und sie organisiert unter gemeinsamer Beteiligung von Japanern und Deutschen eine Vielzahl von Austauschveranstaltungen, Vorträgen oder Studienkreisen zu Themen etwa aus Politik, Wirtschaft oder Kultur. Darüber hinaus bietet die JDG die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu erlernen. Über
die Generationen hinweg fungiert sie damit in Japan als eine Triebfeder des
Austausches auf bilateraler Ebene. Auf diese Weise fungiert die JDG seit
vielen Jahren als eine Brücke des Austausches zwischen Japan und Deutschland, und ich möchte ihr dafür meinen aufrichtigen Dank aussprechen.
Derzeit sind die Länder weltweit der Bedrohung durch das Coronavirus ausgesetzt, so dass bedauerlicherweise noch zahlreiche Einschränkungen in Bezug auf die Durchführung von Veranstaltungen bestehen. Aus diesem Grund
könnten viele Veranstaltungen vorerst noch online stattﬁnden, doch hoffe
ich sehr, dass sich die Situation in Bezug auf Corona möglichst rasch beruhigt sowie dass wieder Veranstaltungen möglich werden, bei denen sich
Menschen persönlich begegnen können.
Von Juli bis September dieses Jahres stehen die Olympischen und Paralympischen Spiele von Tokyo auf dem Programm. Ich denke, dass sich viele Mitglieder der JDG im Rahmen des Host Towns-Programms für die aus
Deutschland kommenden Sportlerinnen und Sportler engagieren. Es steht zu
hoffen, dass auch aus Deutschland zahlreiche Athletinnen und Athleten an
diesen Spielen teilnehmen werden und dass dies eine gute Gelegenheit für den
Austausch mit den Menschen in Japan bildet.
Darüber hinaus ﬁndet 2025 mit dem Konzept „Designing Future Society for
Our Lives“ die EXPO Osaka-Kansai statt, zu der zahlreiche Besucher aus
Deutschland und weiteren Ländern erwartet werden.
Wegen Corona hatte dieses Jahr einen Start, der keinen eindeutigen Ausblick
erlaubt. Es ist aber mein Wunsch, dass Japan und Deutschland sowie die
Welt insgesamt so rasch wie möglich das Coronavirus überwinden. Schließlich wünsche ich Ihnen für 2021 alles Gute und vor allem Gesundheit.

ドイツ経済の動き

第 68 回

賃金上昇にも陰り
伊崎 捷治（当協会会員

元ベルリン独日協会副会長

当協会ドイツ時事問題研究会世話人）

業種や職種で大きな差
連邦統計庁によると 2019 年の被雇用者 1 人、1 か月あたりの賃金・給与の総額は平均 3.994 ユーロでした *。これは休暇手当や
クリスマス手当その他の特別手当を含まず、諸税、社会保険料が差し引かれる前の金額です。しかし、あくまでも平均で、個別に
見れば職業資格、仕事内容、年齢などよって大きな差があります。
大まかに分けた分野別で賃金・給与が最も多いのは「金融・保険サービス」の 5,393 ユーロ、「情報・通信」の 5,178 ユーロ、次
いで「電力・エネルギー」の 5,137 ユーロなどとなっています。これに対して、最も少ないのは「ホテル・レストラン業」で 2,451
ユーロでした。
もう少し細かく分けた業種別にみると、差がさらに開き、最も多いのは「石油・ガス採掘業」の 6,783 ユーロ、次いで「コークス・
石油加工業」の 6,214 ユーロ、
「企業の監理、指揮、コンサルティング」の 5,699 ユーロなどした。これに対して、最も少ないのは
「宿泊業」の 2,543 ユーロ、
「飲食業」の 2,371 ユーロでした。また、「労働者の仲介・派遣業」も 2,460 ユーロで最も低い水準です。
なお、これらの数字は業種別、分野別の賃金・給与額を人数で割った「算術平均」であって、被雇用者の 3 分の 2 近い 63％は所
得が平均よりも少なく、平均を上回るのは 37％にとどまっていて、所得の多い比較的少数の被雇用者が全体の水準を引き上げてい
るので、注意が必要です。
統計庁によると、年間所得 6 万 6,000 ユーロで所得の上位 10％に入りますが、たとえば、中堅企業の多い機械、金属加工、電気
機器の分野ではマネージャークラスになると年間給与が 9 万ユーロを超え、医療・医薬品、企業コンサルティングなどでは 10 万ユー
ロを上回ります。男女間では 20％の差がありますが、諸条件を加味した実質では差は 6％となっています。一方、アクセル・シュ
プリンガー社傘下の「ストップストーン」によると、各種の業務を担当する資格を備えた従業員（Fachkraft）の年間所得（諸手当
を含む）は平均 5 万 8,800 ユーロでした。
コロナ禍で低率となった賃上げ
ドイツでは好調な経済を背景に、賃金・給与がほぼ一貫して上昇してきました。上述の賃金・給与も 2008 年の 3,103 ユーロか
ら 2018 年には 3,880 となり、10 年間で 25％上昇したあと、2019 年もさらに 2.9％上昇して 3,994 ユーロにまで達したものです。
2020 年も大幅な賃上げで労使交渉が始まりましたが、春以降はコロナ・ウイルスの感染拡大、ロックダウンなどによって先行き
見通しが困難になり、いずれの分野でも雇用の維持に重点が移り、賃上げは 1.1 〜 1.4％といった小幅な水準にとどまりました。労
働組合員が最も多い金属・電機産業では春の交渉をいったん中断し、感染が小康状態になった秋に入って再び 4％の賃上げと雇用
の維持、そのための労働時間の短縮などを求めて交渉に入りました。この分野の中心は自動車産業ですが、自動車産業は賃上げど
ころか、電気自動車への切り替えに伴う人員削減が不可避な状況にある一方、デジタル化や自動走行にかかわる投資など大きな課
題を抱えており、3 月初め時点でまだ使用者側の回答が出ていません。
一方、労働市場では失業が徐々に増加しており、2021 年 2 月時点で 1 年以上の長期失業者は 2005 年以来初めて 10 万人を超え
ました。これまで長期にわたって雇用の拡大と賃金の上昇、消費の拡大、経済成長と好循環を維持してきたドイツにも陰りが見え
てきたようです。
* 年間約 4 万 7,928 ユーロ、1 ユーロ 129 円の場合、約 618 万円。日本は手当、賞与を含めて約 440 万円（国税庁、平成 30 年度分
民間給与実態統計調査）
。

月 刊 音 声 教 材（無料）
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Neue Chancen der Kooperation

Dr. Julia MÜNCH, Generalsekretärin des JDZB

Liebe Leserinnen und Leser,
sehr gerne hätte ich mich in diesem
Frühjahr im Rahmen der VJDGJahrestagung in Tokyo persönlich mit
Ihnen ausgetauscht. Aber Corona hat uns
allen einen Strich durch die Rechnung
gemacht, und an Reisen ist auf
unabsehbare Zeit nicht zu denken. Ich
bedanke mich, dass Sie mir die
Möglichkeit geben, anstelle dessen auf
diesem Wege in der „Brücke zu Ihnen
zu sprechen.
Foto: Annette Schrader
Zum Hintergrund
Wie Sie wissen, war ich viele Jahre lang für den Deutsch-Japanischen
Wirtschaftskreis (DJW) tätig, der als privatwirtschaftlich organisierte
Initiative zu den Mitgliedern des Verbands Deutsch-Japanischer
Gesellsc h a f t e n ( V DJ G ) zä h l t. U. a. ü be r m ei n e Tä t ig k ei t i m
Verbandsvorstand und im Vorstand der Verbands-Stiftung sowie verschiedene
Aktivitäten im Bereich der Jugend haben wir in den letzten Jahren ja bereits
einen engen Austausch in verschiedenen Fragestellungen pﬂegen dürfen.
Im Oktober letzten Jahres bin ich das Amt als Generalsekretärin des
Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin (JDZB) angetreten, und ich freue
mich, dass diese Tatsache auch neue Perspektiven für unsere
Zusammenarbeit eröffnet.
Das JDZB ist eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in
Deutschland. Träger sind das japanische Außenministerium, das Auswärtige
Amt sowie der Senat von Berlin. Die Organisation wurde 1985 auf
Anregung der damaligen Regierungschefs Helmut Kohl und Yasuhiro
Nakasone gegründet, um den deutsch-japanischen und internationalen
Austausch auf den Ebenen von Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur,
Gesellschaft und Politik zu fördern und zu vertiefen. Nachdem das JDZB in
den ersten Jahren im Gebäude der ehemaligen - und jetzigen - Botschaft von
Japan im Tiergarten untergebracht war, hat die Stiftung seit dem Frühjahr
1998 ihren Sitz in den Räumlichkeiten des ehemaligen Unterofﬁziersclubs
der amerikanischen Streitkräfte und einem eigens errichteten Neubau für
unseren Verwaltungstrakt in Berlin-Dahlem. Unser Grundstück am
U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim hat eine Fläche von etwa 6.200 m².
Unser Angebotsportfolio umfasst bislang wissenschaftliche Tagungen auf
bilateraler und internationaler Ebene (in Präsenz sowie auch im virtuellen
Raum), ein reichhaltiges Kulturprogramm (Konzerte, Ausstellungen,
Filmvorführungen usw.), Austauschprogramme, Sprachkurse, eine
Bibliothek und mehr. Unser Ziel ist es, Beziehungen zu stärken, indem wir
Informationen vermitteln, Meinungsbildung fördern und neue Verbindungen
schaffen. Mit neuen Leitlinien, die im Herbst 2020 einstimmig von unseren
Gremien verabschiedet wurden, darf ich das JDZB nun gemeinsam mit
meiner Stellvertreterin, Frau Tokiko Kiyota, und einem engagierten fast
25-köpﬁgen japanisch-deutschen Team in die Zukunft führen.

Neue Schwerpunkte zur Förderung der deutsch-japanischen
Partnerschaft
Das Umfeld für unsere Arbeit hat sich seit der Gründung des JDZB im Jahr
1985 grundsätzlich geändert. Während das Zentrum in den Anfangsjahren
vor allem einen Ort für bilaterale Gespräche zwischen Japan und dem
damaligen Westdeutschland bot, so hat im Laufe der Zeit die globale
Vernetzung zugenommen, und unsere beiden Länder arbeiten inzwischen
auf vielen Ebenen – in der Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik, im
Jugendaustausch, aber auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene – eng
zusammen. So gibt es mehr als einhundert japanisch-deutsche
Freundschaftsvereine, einen regen Austausch zwischen Unternehmen,
Hochschulen, Schulen, im Sport, in der Musik- und in der Kunstszene,
Städtepartnerschaften, und mehr.
Dem JDZB als einzigartiger, bilateraler Organisation mit staatlicher
Förderung kommt meines Erachtens eine ganz besondere Verantwortung
zu. Es ist unser erklärtes Ziel, künftig noch viel stärker als bisher als
(physischer) Ort für direkte Begegnungen und (digitale) Plattform für all
diejenigen zu dienen, die sich in die Gestaltung japanisch-deutscher
Beziehungen einbringen möchten. Wir suchen daher bewusst Synergien mit
Projekten und Aktivitäten von Kooperationspartnern und öffnen unser Haus
verstärkt auch für Veranstaltungen unserer Gäste.
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Ansatzpunkte für unsere Kooperation
Liebe Freundinnen und Freunde in Japan, ich habe von der sehr engen
Zusammenarbeit zwischen unseren Institutionen in der Vergangenheit
gehört und möchte mich für die große Unterstützung zunächst einmal sehr
herzlich bedanken.
Wir teilen mit Ihnen das Ziel, unsere bilateralen japanisch-deutschen
Beziehungen zu pﬂegen und nachhaltig zu stärken. Wie Ihnen liegt auch
uns besonders am Herzen, die junge Generation – zukünftige
Entscheidungsträger – für das jeweils andere Land zu begeistern,
Verständnis zu vertiefen, Potenziale aufzuzeigen und ein Vertrauenskapital
für künftige Zusammenarbeit aufzubauen.
Potenzielle Ansatzpunkte für unsere Kooperation könnten z. B. sein:
• Unsere Veranstaltungen finden derzeit – bedingt durch die PandemieSituation – ausschließlich im virtuellen Raum statt. Auch wenn solche
Formate den persönlichen Austausch nicht ersetzen können, werden wir
künftig verstärkt hybride und rein digitale Formate anbieten. Dies
eröffnet uns die Möglichkeit, dass Sie ganz unkompliziert auch von
Japan aus teilnehmen können. Dazu laden wir Sie herzlich ein.
• Darüber hinaus möchten wir unser schönes Haus in Dahlem mit seinen
vielfältigen Möglichkeiten für Externe noch stärker öffnen und nutzbar
machen. Zu diesem Zweck entwickeln wir derzeit kreative Geschäftsund Kooperationsmodelle. Vielleicht möchten auch Sie ja künftig unsere
Infrastruktur nutzen und die Services in Anspruch nehmen, die wir
bieten können?
• Als Drehscheibe – nicht Endpunkt – für Themenﬁndungen möchten wir
neben rein punktuellen Zusammenkünften noch mehr kontinuierlichen
Austausch zwischen Institutionen und Personengruppen etablieren.
Bleiben wir dazu im Gespräch?
• Gerade auch junge Menschen möchten wir über dezentrale Formen des
Austausches und eine hohe Präsenz in den sozialen Medien nachhaltig
in unsere Gespräche einbinden. Verlinken wir doch gegenseitig auf
unsere Angebote und erweitern damit unser Netzwerk! Ein konkretes
Kooperationsprojekt mit Breitenwirkung ist unser Web-Blog anlässlich
des 160. Jubiläums deutsch-japanischer diplomatischer Kontakte.
Die Idee unseres Blogs
Im Jahr 2021 feiern wir das 160-jährige Jubiläum deutsch-japanischer
Partnerschaft. In diesem Zusammenhang hat sich das JDZB etwas
Besonderes überlegt: Mit Hilfe eines Blogs möchten wir Sie im Internet
unter www.jdzb.de/blog kontinuierlich und über das Jubiläumsjahr hinweg
an den vielfältigen Aktivitäten teilhaben lassen, die von uns und den
zahlreichen anderen Persönlichkeiten und Institutionen zwischen Japan und
Deutschland initiiert und durchgeführt werden. Der Blog ist in unsere neue
Homepage eingebunden und ermöglicht es uns, aktuelle Nachrichten,
Stimmen und Überlegungen in Form von Texten, Bild-, Audio- und
Videobeiträgen mit unseren Besuchern zu teilen.
Unter anderem stellen wir Menschen beider Länder vor, die unsere
partnerschaftlichen Beziehungen mit Leben erfüllt haben oder noch erfüllen.
Wir greifen damit Ihren Gedanken des „Brückenbauens zwischen den
Kulturen wieder auf. Schon 2005 war ja das zweisprachige Buchprojekt
„Brückenbauer – Pioniere des japanisch-deutschen Kulturaustausches in
Zusammenarbeit zwischen der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Tokyo
und dem JDZB realisiert worden. Die Publikation bestand aus den
hochinteressanten Beiträgen der „Brücke (1999-2004) und wurde im
Indicium-Verlag veröffentlicht. Unser langjähriger VDJG-Präsident und
jetziger Ehrenpräsident Dr. Ruprecht Vondran setzt in diesem Jahr (2021)
in seinem Buch „Brückenköpfe die Vorstellung namhafter Deutscher und
Japaner fort, die im jeweils anderen Land Spuren hinterließen. Wir möchten
nun in unserem Blog in der Rubrik „Brückengänger nicht nur weithin
bekannte Persönlichkeiten in den Fokus rücken, sondern darüber hinaus
auch ganz generell Personen, die positiv im deutsch-japanischen Kontext
wirken. Wir möchten dadurch Denkanstöße geben, Kooperationspotenziale
aufzeigen und Gespräche anstoßen – ganz bewusst auch mit Menschen, die
das jeweils andere Land bisher nicht so stark in ihrem Fokus hatten.
Bitte wenden Sie sich gerne an uns, wenn auch Sie unseren Blog als
gemeinsames Forum nutzen möchten, um Ihrer Stimme mit Ihrem Beitrag
im Sinne des japanisch-deutschen Austausches Gehör zu verschaffen.
Zum Abschluss
Liebe Freundinnen und Freunde in Japan, ich freue mich auf unsere weitere
Zusammenarbeit und danke Ihnen allen für Ihr großartiges, ehrenamtliches
Engagement. Ich würde mich freuen, Sie bald einmal – sobald die Situation

es wieder erlaubt – auch persönlich hier im JDZB willkommen heißen
zu dürfen. Alles Gute und vor allem: Bitte bleiben Sie gesund
Mit einem herzlichen Gruß aus Berlin
Ihre Julia Münch

新たな協力関係に向けて
ユリア・ミュンヒ（Dr.）ベルリン日独センター事務総長
「Die Brücke 架け橋」読者の皆さま
今年の春に東京で全国日独協会連合会（VJDG）の年次総会が開
かれて皆さま方に直接お目にかかることができれば良かったのです
が、新型コロナウイルスはその計画を台無しにしてしまい、当面は
イベントの開催も旅行もできない状況です。その代わりにこのよう
に「Die Brücke 架け橋」を通して皆さま方にご挨拶する機会をいた
だきましたことを感謝申し上げます。
はじめに
皆さまもご存知かと思いますが、私は長年日独産業協会（DJW）
の事務局長でした。日独産業協会は民間主導の組織で、独日協会連
合会（VDJG）の会員機関ですが、私は連合会の常任理事および独
日協会連合会財団の理事として、さらに青少年交流にかかわるさま
ざまな活動を通じて、ここ数年来日独協会の皆さま方とはさまざま
な場面で緊密にお付き合いさせていただきました。
そして、昨年 10 月にベルリン日独センター（JDZB）事務総長に
就任した次第ですが、これまでの協力関係に新たな展望を開くもの
として嬉しく思います。
ベルリン日独センターはヘルムート・コール首相および中曽根康
弘首相（ともに当時）の提唱により、経済、学術、文化、社会、政
治の各分野における日独および国際交流の促進と深化を目的として
1985 年に設立されたドイツ民法に基づく非営利・公益財団で、本
拠はドイツにあります。日本国外務省、ドイツ連邦外務省、ベルリ
ン州政府により設立されたベルリン日独センターは当初ベルリンの
ティアガルテン地区に再建された旧日本国大使館建物を拠点に活動
していましたが、1998 年春からはベルリン・ダーレム地区にある
旧米軍下士官クラブを改築した催事棟と、増設した事務棟を拠点と
しています。地下鉄オスカー・ヘレーネ・ハイム駅の出口正面にあ
るベルリン日独センターの敷地は約 6200 平米です。
事業内容は日独間および国際的な学術会議（リアル開催および
ウェブ開催）、多彩な文化事業（音楽会、展覧会、映画上映会など）
、
人的交流プログラム、日本語講座、図書館事業などです。ベルリン
日独センターは情報を提供し、意見形成を促進し、新たなつながり
を創出することで日独関係および国際関係を強化することを目指し
ます。2020 年秋にベルリン日独センターの全体理事会および評議
会の両会議席上全会一致で承認された新しい基本方針を指針に、清
田とき子副事務総長および 25 人近くの意欲的な日独のスタッフと
ともに、ベルリン日独センターを未来へと導いて参ります。

る関心を高め、相互理解を深め、さまざまな可能性を特定し、将来の
協力に備え信頼の資本を築くことが極めて重要であると考えます。
ベルリン日独センターと日独協会の協力事業として、たとえば次
のような可能性があるかと思われます。
• 新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響で、現在ベルリン
日独センター事業は全てバーチャル空間で実施されています。こ
のような事業形式は直接出会う交流に取って代わることはできな
いものの、将来的にはハイブリッド形式の事業や純粋なデジタル
形式、すなわちウェブ開催事業を一層多く提供したく思います。
これにより、日本在住の皆さま方にも簡単にご参加いただける可
能性が生まれましたので、ぜひベルリン日独センターのウェブ開
催事業のウェブ会場にご来場ください。
• また、美しいとご好評いただいているダーレム地区のベルリン日独
センター建物は、多様な利用が可能です。この建物を外部の方々の
ご利用に広く開放したいと考え、現在そのために創造的なビジネス
モデルや協力モデルを開発中です。もしや貴協会も将来ベルリン日
独センターの建物およびインフラを利用し、ベルリン日独センター
が提供できるサービスを利用してみたいとお考えになるでしょうか。
• ベルリン日独センターは日独交流のトピックを見つける終着点で
はなく、
ハブ（ネットワーク結節点）として単発の会合だけでなく、
機関間・グループ間のより継続的な交流を確立したいと考えてい
ます。貴協会とも連絡を取り合ってゆければ幸いです。
• 特に若い人には分散型の交流やソーシャルメディアでの高いプレ
ゼンスを通じて、ベルリン日独センターをハブとする議論に持続
的に参加してもらいたいと考えています。ベルリン日独センター
と貴協会の事業をリンクし、お互いのネットワークを広げていき
ましょう。具体的な協同事業として、
日独交流 160 周年の記念ウェ
ブログをご紹介します。

日独パートナーシップの推進における新たな重点領域
1985 年の設立以来、ベルリン日独センターの事業環境は大きく
変わりました。設立当初は主に日本と西ドイツ（当時）の二国間交
流の場を提供していましたが、時が経つにつれてグローバルなネッ
トワーク化が進み、経済、学術、文化、政治、青少年交流、市民社
会などさまざまなレベルで両国は緊密に連携するようになりまし
た。今では 100 以上の日独・独日協会があり、企業間、大学間、学
校間、姉妹都市間などで活発な交流が展開されていますし、スポー
ツ、音楽、芸術の部門でも多彩な交流がみられます。
ベルリン日独センターは日独両国から拠出金を得るユニークなバ
イラテラル機関として特別な責任を担うものと考えます。日独関係
の形成に関与したいと考えているすべての人が直接出会う（物理的
な）場所として、また（デジタル）プラットフォームとして、これ
まで以上に強力な役割を果たすことを目指します。そのため、協力
機関の事業や活動との相乗効果を意識的に求め、第三者のイベント
のために建物を一層開放したいと考えています。

ベルリン日独センター・ウェブログ開設
日独交流は 2021 年に 160 周年を迎えます。この記念すべき年の特
別事業として、ベルリン日独センターをはじめとする多くの機関や人物
が考え実施した多様な活動をウェブログ www.jdzb.de/blog 上で継続的
に発信してゆきたいと思います。同ブログはベルリン日独センターの新
しいウェブサイトに統合されており、文章、写真、音声、動画などの
形で最新情報や意見、見解などを皆さまに共有することができます。
なかでも日独パートナーシップに肉つけしてきた、あるいは現在
もそうしている日独の人々を紹介します。
これは、文化間の「架け橋となる」という貴協会のアイデアを取
り入れたものです。すでに 2005 年にベルリン日独センターと日独
協会が協力して日独語の書籍『Brückenbauer – Pioniere des japanischdeutschen Kulturaustausches 日独交流の架け橋を築いた人々』を刊行
しました。これは、貴協会機関誌「Die Brücke 架け橋」に掲載され
た（1999 年〜 2004 年）非常に興味深い記事から構成されており、
ユディツィウム出版（Indicium Verlag）から出版されました。長年独
日協会連合会（VDJG）の会長を務め、
今は名誉会長であるルプレヒト・
フォンドラン氏（Dr. Ruprecht Vondran）も今年（2021 年）その著書
『Brückenköpfe – Im Dienst der deutsch-japanischen Partnerschaft』
（仮題）
（橋頭堡 ―― 日独パートナーシップの支柱）
（仮訳）において、相手
国に足跡を残した著名なドイツ人や日本人を紹介しておられます。ベ
ルリン日独センターのブログでは、
『Brückengänger 日独交流の架け橋
を渡りつづける人々』
（仮題）のタイトルのもと有名な人物を紹介す
るだけでなく、日独の文脈でポジティブな影響を残した市井の人も
取り上げたいと思います。このようにして、これまであまり相手国
に関心のなかった人にも考える材料を提供し、協力の可能性を示し、
議論を喚起できればと考えます。
ベルリン日独センター・ウェブログを共通の場として、日独交流の精
神に基づくご自身の声を寄稿したいという方はお気軽にご連絡ください。

ベルリン日独センターと日独協会の協力の可能性
日本の皆さま、過去にすでにベルリン日独センターと日独協会の
間で非常に緊密な協力関係があったことを伺いました。当時の甚大
なご支援に改めて感謝申し上げます。
日独両国の関係を発展させ、持続的に強化するという貴協会の目
標をベルリン日独センターも共有しています。皆さま方同様にベルリ
ン日独センターも、将来の意思決定者である若い世代の相手国に対す

最後に
日本の皆さま、今後も皆さま方と協力をつづけてゆけることを嬉
しく思います。また、日独交流のための皆さま方の無償の素晴らし
いご尽力に感謝いたします。状況が許すようになり次第、皆さま方
をベルリン日独センターにお迎えできれば嬉しく思います。皆さま
方のご多幸をお祈りいたします。そして、くれぐれも健康に留意し
てお過ごしください。
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シリーズ

ド イ

ツ の 鉄 道

その19： デッサウ・ヴェルリッツの庭園王国へは鉄道にゆられて①
久保 健（鉄道史学会会員

日独協会会員）

今回はドイツ北東部、旧東ドイツ地域にあたるザクセン・アンハルト州のデッサウ・ロスラウ(Dessau-Rosslau)市を旅します。
デッサウの東に流れるムルデ(Mulde)川を渡った先には、
英国式庭園が広がり、
2000年にユネスコの世界遺産「デッサウ・ヴェルリッ
ツの庭園王国(Dessau-Wörlitzer Gartenreich)」として登録されています。この庭園の名にもなっているオラニエンバウム・ヴェ
ルリッツ(Oranienbaum-Wörlitz)市へは、デッサウ中央駅(Dessau Hauptbahnhof)から、オラニエンバウム(Oranienbaum)駅
を通り、ヴェルリッツ(Wörlitz)駅まで、単線非電化、18.7kmの鉄道路線で結ばれています。新型コロナの影響で、家にいる時間
が増えた分、書籍やパンフレットを見返す機会が増え、あらためて気づくことも多いように思えます。この路線について、手もと
にある古い鉄道雑誌や時刻表、パンフレットをめくりつつ、これまでのあゆみや沿線について、数回に分けて紹介します。

■私鉄デッサウ・ヴェルリッツ鉄道時代
当路線は1894年9月22日に私鉄のデッサウ・ヴェルリッツ鉄道として開業しました。
開業当初の時刻表を見ると、蒸気機関車牽引の旅客列車が4往復設定され、運行時間は
48分から55分と、表定速度20km/hほどで運転されています。翌年1895年1月9日に
は市営の食肉解体所へ、同年5月16日には製粉工場への専用線が開通するなど貨物輸
送も盛んに行われ、
1896/97年の取り扱い貨物の内訳を見ると、
豚2,434t、
小麦4,904t、
小麦粉3,377tとならび、石炭や石灰、さらにはテンサイや干草、ジャガイモ、トウモ
ロコシなどの農作物が目に付きます。今も沿線に広がる、耕作地帯で採れた作物でしょ
うか。自転車並みの速度で煙を吹き上げつつ、農村を進む列車が目に浮かびます。
1914年、第一次世界大戦の開戦により、同鉄道の職員23人が招集されたため、運
行本数も削減され、1917年10月23日からは石炭や部品の不足により、旅客列車の
暖房を行うことができなくなるといった影響が見られます。しかしオラニエンバウム
駅南方の炭鉱地帯の街ツショルネヴィッツ(Zschornewitz)に火力発電所の建設が始
まり、職員や資材輸送を行ったことにより、輸送量は1917/18年以降増加に転じます。
さ ら に1925年 に は、 沿 線 に あ る デ ッ サ ウ 車 両 製 造 社(Dessau Waggonfabrik
GmbH)で製造された、全長14.35m、75馬力の気動車を導入します。同年4月4日に
開催された、プレス向け試乗会を伝えるアンハルト新聞(Anhalter Anzeiger)4月6
日版には「ピカピカの車体を持ち、スマートでエレガント」と紹介され、評判も良かっ
たようです。1927年にはさらに3両が増備され、1940年代前半まで当路線で使われ
ました。1934年の時刻表を見ると、10往復設定され、運行時間は40分ほどと、スピー
ドアップも図られています。
第二次世界大戦が開戦すると、沿線工場への輸送量は増加し、ドイツ国有鉄道から客
車の貸与を受けるほどになります。しかし戦況の悪化により、航空機製造会社ユンカー
ス(Junkers)発祥の地で、主要な製造拠点でもあったデッサウ市付近は、空襲で街の
84%が破壊され、1945年4月21、22日にかけ、アメリカ軍とソ連軍に包囲されたドイ
ツ軍は、
撤退にあたり当路線の2つの橋を爆破したため運休となり、
終戦を迎えています。

写真 1：現在のヴェルリッツ駅。写真 2 と比べると開
業以来大きく変わっていないことがわかる。

写真 2：開業当日ヴェルリッツ駅に到着した祝賀列車
(Dessauer Verkehrs GmbH HP より )

■東ドイツ国鉄に移管、そして旅客列車の廃止
第二次世界大戦後、橋の再建が完了した1946年11月1日より、運行を再開します。
しかし石炭不足により、間引きダイヤになっており、1947年は4往復設定されてい
ますが、実際には2往復しか運転されなかったそうです。そしてデッサウ・ヴェルリッ
ツ鉄道は、1948年4月23日のドイツ駐留ソ連軍命令76号により、同年7月1日をもっ
て人民公社連合体(Vereinigungen Volkseigener Betriebe)への移管に伴い解散
し、路線は1949年4月1日設立の東ドイツ国鉄により運営されます。東ドイツ国鉄移 写真 3：気動車がスマートにデザインされた 1930 年代
管後、蒸気機関車の運行に戻され、1960年夏ダイヤでは旅客列車が10往復設定され のポスター
ています。しかし1960年代に入るとバスの普及により利用者が減少し、平日1日あたりの利用者が80人ほどにまで落ち込んだこ
とから、1968年5月25日限りで旅客列車は廃止となりました。廃止を伝える新聞には、経済的なバス運行の優位性を説明しつつ、
「我々は夢見がちなチンチン電車を運行できない。高価なロマン主義を維持する意味もない。
」と容赦ない表現が見られます。ただ
デッサウのOberschuleの教師から寄せられた意見も掲載されており、運賃が高くなることへの不満、学校の課外授業で庭園へ行
く際にバスでは容量不足になるとし、
「非常に大きな心配を取り除くよう、全生徒に回答をしてほしい。
」と述べています。現在で
も鉄道路線廃止時に必ず出てくる、経済性と利便性確保の問題が、当時も変わらず議論されていた様子が見て取れます。
次号では当路線が観光路線として再開され、
今にいたる過程を報告します。皆さまも外出もままならない中、アルバムをめくって、
あの頃のドイツの鉄道について思い出すことがあるかと思います。それらをまたご連絡いただけますでしょうか。コロナ禍での楽
しみとしてお役に立てますと幸いです。お手紙なら日独協会の「ドイツの鉄道宛」、メールでは(jdg@jdg.or.jp)まで、
皆様のご一報、
お待ちしております。
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Siemensstadt 2.0

Bernhard F. Müller, Schatzmeister DJG Berlin

Der Name Siemens hat in Japan eine lange Tradition. Das erste Siemens-Büro wurde 1887 in Tokyo eröffnet, 1892 firmierte das Unternehmen
unter „Siemens & Halske Japan Agency“ und zwei Jahre später wurden die ersten Röntgengeräte nach Japan geliefert. 1914 kam es zu dem
„Siemens-Zwischenfall“ (シーメンス事件), der aufgrund von Bestechungsgeldern einen politischen Skandal auslöste und zum Sturz des Kabinetts von Premierminister Yamamoto Gonnohyōe (山本 権兵衛) führte. Siemens hatte versucht, sich ein Monopol auf Rüstungsverträge mit der
Kaiserlichen Japanischen Marine zu sichern, die ihre Kriegsschiffe mit modernem Gerät ausrüsten wollte. In der Folge musste Siemens hohe
Strafgelder bezahlen und wurde von zukünftigen Ausschreibungen ausgeschlossen. Diese Irritationen sind lange überwunden, heute befindet
sich der Sitz von Siemens K.K. im Bezirk Shinagawa von Tokyo.
Das Unternehmen wurde 1847 durch die beiden Pioniere des Telegraphenbaus Werner von Siemens und Johann Georg Halske in Berlin gegründet. Neben dem Bau von Telegraphen kamen innerhalb weniger Jahrzehnte weitere Geschäftsfelder wie Eisenbahnen, Kabel, Dynamos, Generatoren und Flugmotoren hinzu, die das
Unternehmen zu einem der ersten multinationalen Konzerne in Europa wachsen ließen.
Als Werner von Siemens 1890 aus der Geschäftsleitung ausschied und die Geschicke des Unternehmens auf seinen Bruder Carl und die beiden Söhne Arnold und Wilhelm übertrug, lagen die Produktionsstätten noch außerhalb der Stadtgrenze auf den gesamten Berliner Raum verstreut. Es
reifte der Entschluss, in dem 1920 mit Großberlin vereinten Bezirk Spandau auf einem über 200.000
m² großen Areal einen eigenen Stadtteil zu schaffen. Ziel der neu entstehenden Siemensstadt war
eine Neuansiedlung und Konzentration aller Werke von Siemens & Halske mit den zugehörigen
modernen Wohnsiedlungen. Der Ortsteil, der mit einer eigenen Siemensbahn verkehrstechnisch erschlossen wurde, ist heute noch von weitläufigen Industrie- und Werksanlagen mit begrünten
Wohnsiedlungen geprägt, auch wenn diese nicht mehr ausschließlich zur Siemens AG gehören.

シーメンスシュタットの荒れ果てた駅

Im Oktober 2019 hat das Unternehmen die Weiterentwicklung der Siemensstadt zu einem Technologie-Campus „Siemensstadt 2.0“ angekündigt. Geplant sind Investitionen in Höhe von 600 Millionen Euro zur Schaffung einer weitgehenden Digitalisierung der Produktion, verbunden mit
einer flexiblen Arbeitswelt, gesellschaftlicher Integration und bezahlbarem Wohnraum. Das Land Berlin wie auch eine breite Öffentlichkeit werten diese Entscheidung als Stärkung des Berliner Standortes und als Bekenntnis zu den Wurzeln des Unternehmens. Auch die 1980 stillgelegte
Siemensbahn soll wieder instand gesetzt werden und den neuen Campus erschließen. Das Berliner Architekturbüro Ortner & Ortner, das den
Städtebauwettbewerb gewonnen hat, wird das bestehende historische Gebäudeensemble mit den Anforderungen einer Smart City verbinden
und in Einklang bringen. Im Jahr 2030 soll alles fertig sein.
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ベルンハルト・F・ミュラー（独日協会ベルリン

財務主任）

シーメンスという社名は日本でも長いことおなじみです。最初のシーメンスの事務所は 1887 年、東京に開設されました。1892 年には
「シーメンス＆ハルスケ日本支社」の名前で営業を開始し、その 2 年後には日本ではじめてのレントゲン装置が納品されました。1914 年
にはシーメンス事件が起こり、賄賂による政治スキャンダルが、山本権兵衛内閣を総辞職に追い込むことになりました。シーメンスは、
軍艦に近代的な機材を装備したい日本海軍と独占的に武器契約をしようと試みました。その結果、社は多額の罰金を支払わなければなら
ず、それ以降の入札から除外されました。このような過失を克服し、現在、シーメンス株式会社の本社は東京の品川にあります。
会社は 1847 年に、電信機のパイオニアであるヴェルナー・フォン・シーメンスとヨハン・
ゲオルク・ハルスケによってベルリンで創立しました。電信機の他に、鉄道、ケーブル、ダ
イナモ、発電機、飛行機エンジンといった事業分野が数十年の間に加わり、ヨーロッパで最
初の多国籍企業の一つに成長しました。
ヴェルナー・フォン・シーメンスが 1890 年に経営から退き、社の命運を弟のカールと二
人の息子であるアーノルドとヴィルヘルムに譲ったとき、生産施設はまだベルリンの郊外に
点在していました。1920 年に大ベルリンに統合されたシュパンダウ地区の 20 万㎡以上の敷
地に独自の地区を造ることになります。新たに造られたシーメンスシュタットの目的は、
シー
メンス＆ハルスケのすべての生産施設とそれに付随する近代的な集合住宅を移転し集中させ
ることでした。自前のシーメンス鉄道でアクセス
可能となったこの地区は、今はシーメンス社の所
ノネンダム管理棟
有地ではなくなったものの、現在でも緑豊かな住
宅施設を備えた広大な産業・工場施設として知られています。
2019 年 10 月に会社は、シーメンスシュタットをテクノロジー・キャンパス「シーメンスシュ
タット 2.0」へとさらに発展させることを発表しました。柔軟な労働環境創出、社会的調和、
手ごろな価格の住宅と、生産の大幅なデジタル化の実現のために 6 億ユーロの投資が計画さ
れています。ベルリンの州のみならず一般市民も今回の決定をベルリンの地位向上および、
会社がルーツへのこだわりを示したものと考えています。また、1980 年に操業を止めたシー
メンス鉄道も補修され、新キャンパスに乗り入れます。都市計画コンペで優勝した、ベルリ
ンの建築事務所オルトナー＆オルトナーは、現存する歴史的な建築群とスマートシティを融
合する予定です。2030 年には完成していることでしょう。

ローアダム管理棟
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シリーズ
「私とドイツ」は日独協会の会員、関係者にご自身とドイツ・日独協会との関りについて語っていただく
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シリーズです。会員の皆様からの投稿をお待ちしています。

ドイツ留学の思い出
川西 太郎（日独協会会員）
思い返すとドイツには２回、合計７年半滞在することになりました。最初はフライブルク大学への留学、２回目はデュッセルドル
フでの勤務です。子供の時から漠然と海外に行ってみたいという憧れはありましたが外国はアメリカしかイメージに無く、ドイツと
の関係は就職から生まれました。1972 年に当時都市銀行の１つであった三和銀行（現三菱 UFJ 銀行）に入行したのですが、当時
日本は高度経済成長の真っ只中で日本企業はこぞって海外進出を進めており、さらに進出先をアジア、アメリカからヨーロッパに展
開し始めていました。日本の大手銀行は東京銀行を除いてロンドン、ニューヨークの他に海外支店は殆ど展開していなかったのです
が、日本企業の海外進出に呼応して積極的に海外支店の設立を進めていた時期です。三和銀行は海外人材育成のために海外留学制
度を設けていましたが、派遣先をアメリカからドイツ、スペイン、中国などに拡大していました。私はアメリカに行きたくて海外留
学生の試験を受けましたが、アメリカは不合格でなぜかドイツ留学生に選ばれました。後で分かったのですが、ドイツの場合はドイ
ツ語人材を必要とする切実な理由があったのです。１つは支店長になるためにはドイツの銀行監督庁の口頭試験に合格する必要が
あること、今１つは店内公用語がドイツ語であったことです。
（他の支店は英語でした。
）
留学は 1976 年 4 月〜 1978 年 6 月で大学入学には語学試験に合格する必要があり、最初
の 4 ヶ月はゲーテ・インスティトゥ―トに通いました。その当時ゲーテの分校の多くは田舎
に設置されており、最初の２か月は当時日本の女性週刊誌で大人気となっていたローテンブ
ルクを選びましたが、これは一寸失敗だったように思います。訪問された方も多いと思いま
すが、城壁に囲まれ中世の街並みをそのまま残したこの町は観光するには素晴らしいのです
が、１週間もすれば隅々まで行き尽くし住むには退屈極まるということになります。下宿生
活で話し相手がいない、車が無いので遠出出来ない、日本食はもとより中華の店も無いので
毎食悩むなど、無いない尽くしの 2 ヶ月でした。ただこの小さな田舎町も大戦中爆撃を受け
街の 90％が破壊されたそうですが、それを昔のままに復元したという話を聞きドイツ人の古
い物を大切にする執念に感心しました。また建物の外観も一切変更が許されておらず、ドイ
ツ人の古き良き物を守るという徹底した姿勢を見る思いがします。ここで見つけたのはドイ
ツのワインの中では辛口でスッキリした味の、ビンが独特の形をしたフランケンワインで、
今でも見つけると購入しています。
次の２ヶ月は最初の経験を踏まえて寄宿舎のある分校を探して、ゲッティンゲンを選びま
した。この町の中心であるゲッティンゲン大学はドイツ有数の科学系の大学で、19 世紀最高 ゲッティンゲンのゲーテ・インスティトゥ―トにて。
の数学者の一人と言われるフリードリヒ・ガウスが教授を務めていたことで有名ですが、大 第２列目左端が筆者。右端が先生、他はクラスメート。
学以外は静かな田舎町という風情でした。分校は小高い丘の中腹にあり建物は一寸古びた趣のあるもので、朝、昼２食付きだった
ように覚えています。丁度アメリカの大学生のグループがドイツ語の単位を取るために来ており、そのせいか授業のレベルがかな
り高かったように感じました。私は M-2 のクラスに入ったのですが、このクラスのアメリカの学生は男女とも良く出来ました。彼
らは話す、聞くという能力は特に優れておりとてもついて行けないなと思いました
が、意外と文法には少し弱かったのが不思議でした。食生活では寄宿舎から坂を下
りたところに台湾から来た家族が営む本格的な中華の店「北京」があり、大変重宝
をして入り浸った記憶があります。
大学については全く予備知識も相談相手もいないので選ぶには困りました。結局

1977 年冬。フライブルク郊外。

入学が易しそうで住みやすそうな町ということでフライブルク大学に決めましたが、
実は 1457 年に設立されたドイツでも有数の名門大学であることを後で知りました。
フライブルクはドイツの南西の端に位置し南へ 60㎞でスイスのバーゼル、西 30㎞
でフランスのコルマールという位置関係にあり黒い森（Schwarzwald）の玄関とも
称されています。すぐそばにライン川が流れている関係で気候が穏やかで、老後に

住みたい町のトップにランクされていました。町の中心の Altstadt（旧市街）には中
世の建物が並ぶ Marktplatz（市場）があり、周りを珍しい Bächle（人工の小川）が
流れています。大学も町の真ん中にあり、私は法学部に入学し４学期にわたり「共同
決定法 (Mitbestimmungsgesetz)」をテーマとして特にその歴史を勉強してみました。
「共同決定法」は会社の経営に労働者代表を参画させることを義務付けた法律ですが、

プロフィール：当協会会員
1949年 大阪生まれ、神戸で育つ。
1968年 東京大学法学部入学
1972年 ㈱三和銀行入行
1976 - 78年 ドイツ フライブルク大学留学
1989 - 95年 Düesseldorf支店次長
1999年 ㈱TCM 入社 取締役
2012年 ㈱TCM 退社 現在に至る

その背景には中世以来の長い伝統が深く関わっていることを学びました。この時ドイ
ツ語を勉強する中、毎朝目覚ましにかけていたラジオのニュースが突然聞き流して理
解出来るようになるという経験をしました。ただこの感覚はドイツ語に接していない
と無くなるようです。その他スキーを覚えたこと、
バーデンワインが美味しかったこと、 趣味：ゴルフ、読書（時代小説、推理、SF）
但し地ビールは余り美味く無いなどフライブルクでの思い出は沢山ありますが切りが 人生も晩年を迎え毎日を楽しみたいと思って
おります。
無いので今回はこれで終わりに致します。
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ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所
Sonderhoﬀ & Einsel Law and Patent Oﬃce
ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所の前身となる「クロス、ヒース＆フォークト」は明治
43 年（1910 年）
、当時 32 歳の若き法律家であったカール・フォークト博士（日本で弁理士登録）、
英国人弁護士のチャールズ・ネビル・クロス氏（日本で弁理士登録）とオーストラリア人弁護士の
ギルバート・オクタビウス・ヒース氏によって横浜で設立されました。外国人によって設立され、
今日も現存する事務所としては日本で最古の法律特許事務所であります。当時はドイツを含む欧米
より日本への投資が盛んに行われた時期であり、それと関連した法律問題も数多く発生していたこ
とが設立の背景にあることは言うまでもありません。欧州企業の日本の子会社の設立に始まり、そ
の設立後生ずる様々な法律問題、例えば、契約、知的財産、労働、税務など、全てについて対応を
迫られたようであります。この歴史的背景が、今日ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所のビ
ジネスモデルの原型として誕生した専門家集団としての礎を築いたことは容易に想像ができます。
その後、第一次世界大戦において日本は、日英同盟のもと、当時ドイツの植民地であった中国
の青島をめぐり戦争状態となり、創業者の一人であったフォークト博士も青島に招聘されます。青 軍服姿のフォークト博士。なお、博士
島陥落の後、熊本、久留米の捕虜収容所を経て解放後、また横浜で事務所を再開させます。捕虜収 は日独協会創立時の会員。
容所では、当時久留米収容所の所長であった、一説には後の二二六事件の首謀者とされている真崎甚三郎氏のドイツ人将校殴打事
件において、日本語及び日本文化にも精通していたフォークト博士が真崎氏とドイツ人将校の間を取り持ち、和解させたという逸
話もございます。さらに久留米の収容所では、有名な四国の坂東におけるベートーヴェンの第九の初演に数日遅れてフォークト博
士も第九を指揮した記録が残っております。
横浜の事務所は 1923 年の関東大震災の際に焼失するものの、現在の丸の内の事務所の受付には当時事務所にあって焼失を唯一
まぬがれた鉄の金庫が展示されております。フォークト博士は晩年、大磯の近くにある二宮（これはお正月の大学駅伝で通る場所
としても有名）の海岸に邸宅を構え、そこで静かな余生を過ごし、1960 年に亡くなりました。邸宅は現存しませんが、現在事務
所の代表弁理士を務めるフェリックス・アインゼルも子供のころ、東京ドイツ学園のコーラス部に所属していた際、週末フォーク
ト邸の居間で練習を重ねていたことを今日まで鮮明に覚えております。
1927 年にはハンブルクの銀行で支配人を務めていたドイツ人弁護士のローランド・ゾンデルホフ博士を迎え入れ（日本で弁護
士登録）
、さらには 1956 年にドイツ人弁護士のラインハルト・アインゼル氏（現在の代表弁理士のフェリックス氏の父）が入所、
1965 年に米国統治下にあった沖縄で外国人弁護士として登録され、1972 年の沖縄本土復帰に伴い日本での弁護士登録（準会員）
が認められました。
現在では、東京駅の丸の内側の北口前のオアゾに事務所を構え、中国北京及びドイ
ツのハンブルク事務所とともに、当初、ドイツと日本の架け橋としてスタートさせた
事業は今日、日本、欧州、中国の架け橋にまで発展してまいりました。それぞれの事
務所においては様々な言語が飛び交い、事務所はコロナ禍の世界で保護主義が台頭す
る中、
「多文化主義なくして我々に過去も未来もない」を自身の DNA と信じ、これ
を 111 年間実行し続けてまいりました。今日ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事
務所が１世紀以上も現存し続けていることを考えると、この考え方は決して間違って
いなかったとの強い自負がございます。
東京事務所に飾られている Artist Shogo 作の未来の事務
所関係者に向けたメッセージ

そして、次の 100 年を乗り切るためには今後、この DNA に賛同してくださる若者
の存在が必要不可
欠です。ドイツ語やドイツ文化に毎日触れながら仕事のできる環
境に身を置ける喜びを我々は日々感じながら仕事をしておりま
す。当事務所は、日本において弁護士・弁理士資格を取得する意
欲のある若者を常に募集しており、次の 100 年を担える人材に
出会えることを楽しみにしております。特に当事務所のハンブル
ク・オフィスは、ハンブルクがドイツで最も国際的で開かれた都
市であることを念頭に置いたからこそ当事務所の欧州オフィス
の場所として相応しいと考えた次第です。当事務所に在籍しなが
ら弁護士や弁理士資格を取得し、ハンブルク・オフィスで研修、
赴任する機会をみなさんの努力で是非つかみ取ってください。
左：北京事務所（写真右端） 右：ハンブルク事務所が設立当初入居していたビル

ゾンデルホフ＆アインゼル 法律特許事務所
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 2 号 新丸の内センタービルディング 18 階 https://se1910.com/
当社ではドイツ語力のある若い社員を積極的に採用しています。求人情報については下記にお問い合わせください。
recruit@se1910.com
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ボードゲーム『カタンの開拓者たち』

本田 恵理（日独協会ドイツ語講師）

『カタンの開拓者たち』は、ドイツで生まれたボードゲームで、1995 年の発売から 2016 年までに 2500 万個以上の売り上げを記
録している大ヒット作です。
友達と一緒に 3，4 人のグループで遊ぶ（4 人がベスト）ボードゲームです。2 つのサイコロを毎ターン振りながら資源を集め、
自分の王国を広げていきます。開拓地や都市を作ったり、ボーナスカードを集めたりして点数を稼ぎ、資源を他のプレイヤーと自
由にトレードできるのがこの戦略ゲームの特徴です。一番早く 10 点に達した人が勝ちです。プレイ時間は大体 1 時間ほどです。
（詳
しいルールはネットや YouTube にも掲載されているのでご覧になって下さいね。）
私がこのゲームが好きな理由は、サイコロの目が 7 になった時、7 枚以上資源カードを持っ
ている人は半分の資源カードを捨てなければいけなかったり、盗賊を動かして他のプレイ
ヤーを邪魔できるからです。その際プレイヤーから資源を 1 枚盗んでいいので、他のプレイ
ヤーの計画を台無しにできます。中々計画通りに都市や街道を作れないというのが、面白い
ところです。
また、サイコロを振ってどんな数字が出てくるかが分からないのもこのゲームを楽しくし
ます。本当は資源が取れやすい 6 や 8 が全然出て来ない時もありますし、先日は本来なら
一番出る７が全く出てきませんでした。
最大の魅力は、自分のターンが回って来た時に複数のプレイヤーと資源交換の交渉ができ
るというところでしょう。たまに、どうしても特定の資源が欲しい人が出て来て、
「1 枚あげ
るから 3 枚ちょうだい！」
というような自分にとってお得な交換も交渉次第でできたりします。
ここまで折角読んでいただいた方に、カタンで勝ちやすい方法を教えます。
一番初めに開拓地を置くときに、なるべく 6 もしくは 8 があるところ、そして森林、牧草地、山地などの 5 つの地形タイルに面
しているところに置くことです。街道を作っていかなければいけないので、特にそのための資源が取れる森林や丘陵は絶対に取れ
るようにしておきましょう！
『カタンの開拓者たち』はアマゾンで 3000 円以下、またラクマやメルカリでも購入できます。今すぐ無料で遊びたい方は、携帯
のアプリ Catan Universe もダウンロードできます。初めはチュートリアルをみながら遊んでみてくださいね。最初はルールを複雑
に感じるかもしれませんが、2，3 回プレイするとすぐに慣れます。
ドイツで人気のあるゲームなので、ホームステイしたり、ドイツ人の友達と遊ぶ時などにも知っておくと仲良くなれるかもしれません。
是非一度、遊んでみてください！

Die Kulturkiste 1
＝文化の玉手箱＝

映画紹介

神話なき都市の神話 ―クリスティアン・ペッツォルト『水を抱く女』―
田中 洋（杏林大学外国語学部 専任講師）
『水を抱く女』
（Undine, 2020）は、本誌でもすでに『東ベルリンから来た女』（2012）、
『あの日のように抱きしめて』
（2014）
、
『未
来を乗り換えた男』
（2018）と紹介してきたクリスティアン・ペッツォルト監督の最新作である。
手元にあるフケー作『ウンディーネ』では、貧しい漁師の元に拾われて美しく育った水の精・ウンディーネが騎士フルトブラント
に捨てられるのは物語終盤、
ウィーンを目指すドナウ川下りのシーンにおいてである。これに対し、
本作のウンディーネ（パウラ・ベー
ア）はベルリンの都市開発を研究する歴史家であり、博物館で働くフリーのガイドであり、物語の冒頭、カフェにて恋人のヨハネス
に別れを切り出され、
「あなたを殺すことになる」と涙を流す。ガイドの仕事の休憩時間にカフェに戻ってきたウンディーネは、博
そばにあった水槽が割れ、
物館ツアーの参加者クリストフ（フランツ・ロゴフスキ）に声をかけられる。クリストフが戸棚にぶつかり、
二人は大量の水を浴びて倒れこむ。見つめ合う二人は恋に落ちるがこれで一件落着とはならず、本作のウンディーネはここから、ウ
ンディーネ伝説の呪縛と対峙することになる。クリストフとの愛に満ちた
日々を送りつつも、フケーにおける「夫が裏切ったら殺さねばならない」
、
あるいはフケー作品から派生していったウンディーネ作品群における「愛
する男が裏切ったとき、その男は命を奪われ、ウンディーネは水に還らね
ばならない」という因果からは逃れられない。作品冒頭での宣言通り、ウ
ンディーネはヨハネスに手を下さねばならず、この呪いに抗ったがために
一度はクリストフを失いかけるが、彼を救うため命を賭けた決断をする。
ところで、明確な歴史的・政治的背景を持っていたこれまでの作品と
異なり、本作が神話を出発点としている * のはなぜかという問いに対し、
「非政治的な物語というものはありえない」と監督はインタビューで答え
ている。博物館ツアーに登場する統一後 91 年のベルリンの模型、社会主
義国家における理想的な都市像としての旧東独の都市計画の模型、西ベ 『水を抱く女』
監督・脚本：クリスティアン・ペッツォルト
ルリンの中心街の模型、そして 2020 年にオープンしたフンボルト・フォー
出演：パウラ・ベーア、フランツ・ロゴフスキ、
ラムに象徴されるベルリンの様々な姿とは、見方を変えれば時代に翻弄
マリアム・ザリー、ヤコブ・マッチェンツ
された都市のバラバラな像であり、沼地を整備して作られていった神話
2020 年 / ドイツ・フランス / ドイツ語 /90 分 / アメリカンビスタ
なき人工都市のフラグメントである。かように映し出された、ペッツォ
/5.1ch/ 原題：Undine/ 日本語字幕：吉川美奈子 / 配給：彩プロ
ルトがその歴史的・政治的在り方について問い続けるベルリン――この
3月26日㈮より新宿武蔵野館、アップリンク吉祥寺ほか全国順次公開
神話なき都市において神話を創造することは何を意味するのか。
© SCHRAMM FILM/LES FILMS DU LOSANGE/
* ウンディーネ伝説はギリシャ神話のニンフにその出自を遡る。
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活動紹介

はじめまして、
ベルリン・ブランデンブルク探検隊です
久保田 由希
給水塔の本を自費出版

はじめまして。
「ベルリン・
ブランデンブルク探検隊」の
久保田由希です。
えっ、なにそれ？ と思われ
たでしょうか。はい、これから
ご説明していきたいと思います。
「ベルリン・ブランデンブル
ク探検隊」は、ドイツ・ブラン
デンブルク州在住のチカ・キー
ツマンさんと、元ベルリン在住
で現在は東京を拠点とする久保
田由希による地域探検グループ
です。活動範囲は、その名の
通りベルリンとそれを囲むブラ 『ベルリン・ブランデンブルク探検隊
シリーズ 給水塔』を自費出版！
ンデンブルク州。ぶらぶらと歩
きながら、建造物や自然など気になるものを掘り下げています。
その活動の成果として、2020 年 7 月に『ベルリン・ブラン
デンブルク探検隊シリーズ 給水塔』という本を自費出版しま
した。ベルリンの給水塔 41 基、ブランデンブルク州の給水塔
44 基を収録したほか、給水塔の仕組みや歴史、現在の様子な
どを写真とともに解説したオールカラーの本です。
「いったい
どのくらいの人が買ってくれるんだろうね」と見当もつかない
まま SNS を通して告知したところ、なんと数日でほぼ売り切
れたのです！ 少部数での印刷でしたが、多くの人は気にも留
めないであろう給水塔の、しかもベルリンとブランデンブルク
州という、ドイツのごく一部地域しか載せていない本にこれほ
ど大きな反響をいただけるとは、想像もしていませんでした。
紙の本は売り切れましたが、現在はどの国にお住まいの方も入
手いただけるように電子版を発売しています。

給水塔をめぐる、探検の日々

「ベルリン・ブランデンブルク探検隊」を結成したのは、半
ば偶然だったように思います。
もともとチカさんと私は友人で、
街歩きが好きで比較的マイナーなものが気になるという共通点
がありました。気になるスポットを撮影した写真を「ブランデ
ンブルク探検隊」というタグをつけて２人で SNS に投稿する
というのが、探検隊の最初の活動でした。
そして、いつしか給水塔の本を作ろうと意気投合していたの
です。それは、チカさん主宰のポッドキャスト（インターネッ
ト上のラジオ）で、私が思いっきり「塔」について喋ったのが
きっかけでした。なぜか私は、以前から塔が気になって仕方あ
りません。ドイツの古い市壁に残る塔、灯台、工場の煙突、そ
して給水塔と、塔を見るとフラフラと近づいていってしまって
……という話をしたところ、チカさんも塔に魅せられたという
ではないですか。いろいろな塔がある中で給水塔だけの本にし
たのは、それが身近な存在だったから。私の家の近所には古い
給水塔があり、給水塔は暮らしの一部だったのです。
それまでにも趣味で給水塔を撮影していましたが、本のため
に本格的に作業を開始したのは 2019 年の秋か冬ごろだったで
しょうか。チカさんはブランデンブルク州を、私はベルリン市
内の給水塔を調べてリスト化し、天気がいい日を見計らって
各々撮影に出かけました。こう書くとおかしいと思われるかも
しれませんが、本やインターネットで調べた給水塔の姿が目に
入ると、一歩一歩近づくごとに胸が高鳴ったものです。

ところが、2020 年の 3 月に入ると、状況は一変しました。
ドイツにも新型コロナウイルスが広がって、またたく間にそれ
までの日常が失われてしまったのです。移動が制限され、電車
に乗るにも決死の覚悟。なんとかやりくりしながら撮影を終え
ましたが、撮れずじまいだった給水塔もあります。
給水塔のことを調べていくうちに、本の構成はどんどん変わっ
ていきました。最初は写真をたくさん並べるつもりだったのです。
なぜなら、私が給水塔を好きなのはその形状によるもので、機能
などに対する興味は二の次だったからでした。しかし、チカさんは
調べることが得意で、資料もたくさん読み込む勉強家。共同作業
を進めるうちに、給水塔ができた当時の状況が浮かび上がり、そ
うなるともう、面白くてたまらなくなりました。最初はただただ塔
の姿を鑑賞するだけだったのが、当時のベルリンとブランデンブ
ルク州の歴史や地理、
産業がわかったこと
で、それまで普通だっ
た景色の一つひとつ
に意味が見えてきた
のです。この経緯こ
そ、まさに探検といえ
るでしょう。詳しくは
……本に書いたので、
ベルリン郊外ダーレヴィッツにある給水塔
ぜひご覧ください。

次なる本とオンラインで、探検隊の活動は続く

このように、チカさんと私は得意とすることが違いますが、
だからこそ互いに補い合い、強みを活かし合うことで、ベルリ
ン・ブランデンブルク探検隊としての活動が幅広く、面白く
なっていると思います。私はおもにベルリンの 19 世紀から 20
世紀初頭までの建造物や、酒場、ビール分野で探検活動に勤し
み、チカさんはブランデンブルク州の建造物や自然観察、地質
学的なアプローチによる地元の
産業や文化が興味対象。時折オ
ンラインで互いの活動を報告し
合い、今後の共同探検へとつな
げています。
今年中にはベルリン・ブラン
デンブルク探検隊シリーズとし
て２冊めの本を作る予定です。
昨年は「ベルリン・ブランデン
ブルク探検隊報告大会」と称し
て、オンラインのトークイベン
トも行いました。また、近いう
ちに YouTube チャンネルを開設
すべく、現在試行錯誤しながら
準備を進めているところです。
私たちベルリン・ブランデンブ
ルク探検隊の活動に、どうかご
探検活動中の筆者（右）とチカ・キー
期待ください！
ツマンさん
『ベルリン・ブランデンブルク探検隊シリーズ 給水塔』
電子版はこちらから購入いただけます。
https://oldtimegermanny.shop/product/ebook_kyusuito/
著者プロフィール：
東京都出身。日本女子大学卒業。出版社勤務の後、
フリーライター
となる。2002 年にベルリンに渡り、様々なメディアや著作を通
して、ベルリン・ドイツのライフスタイルを中心とした情報を日
本に発信している。昨年帰国。
著書は『ベルリンの大人の部屋』
（辰巳出版）
『かわいいドイツに、
、
会いに行く』
（清流出版）ほか多数。
Kubota Magazin http://www.kubomaga.com/
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Persönlicher Bericht zur
Pandemie in Tokyo
研修生コラム

Daniel Yamada
(Praktikant der JDG)

Im letzten Jahr suchte ich nach einer Möglichkeit eines sinnvollen
Aufenthaltes in Japan und bewarb mich für ein Praktikum an der Japanisch-Deutschen Gesellschaft in Tokyo. Zusätzlich hatte ich einen
Übersetzervertrag für einen Berliner Verlag in der Tasche: Ein sehr
spannendes Buch mit starkem Deutschlandbezug von Chihiro Hamano, einer jungen Autorin aus Kyoto, das spätestens im Frühjahr 2022
erscheinen soll.
Zeitgleich mit meiner Ankunft Mitte Januar überschlugen sich bereits
die Nachrichten über den Ausbruch der COVID-19-Epidemie in Wuhan,
China, etwa 2400 Kilometer von Tokyo entfernt. Kurze Zeit später
strandete das Kreuzfahrtschiff „Princess Diamond“ im Hafen von Yokohama und meldete täglich immer mehr Inﬁzierte an Bord. Ende Februar wurden alle Grund-, Mittel- und Oberschulen zur Schließung aufgefordert, erste Einreiseverbote wurden verhängt, die dann rapide
ausgeweitet wurden. Man hatte die Vermutung, dass Tokyo in Kürze
„das zweite Wuhan“ werden könnte und dementsprechend nervös wurde auch ich. Als kurze Zeit später Nachrichten von ersten Infektionen in
Europa eintrafen, auch von üblen Ausgrenzungen und Übergriffen auf
Menschen aus Asien, z.B. in Berlin, wurde ich extrem unruhig.
In Tokyo schlossen zeitweilig Fitness-Studios, Museen, Konzerthallen
u.s.w. und man gewöhnte sich schnell daran, ununterbrochen die Hände
zu waschen, zu versuchen, Abstand zu halten, Desinfektionsmittel zu
verwenden und eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Anfang April, kurz
vor dem Ausruf des Notstands in der Hauptstadt durch Premierminister
Shinzo Abe, waren Masken überall ausverkauft. Mitte April wurde der
Notstand auf alle 47 Präfekturen Japans ausgeweitet. Über einen Freund
konnte ich für etwa 60 Euro, einem Wahnsinnspreis, via komplizierter
Internetbewegungen 50 Stück Gesichtsmasken besorgen. Shinzo Abe
versicherte jedem Haushalt, unabhängig der Personenzahl, zwei Stoffmasken, die dann leider oftmals verschmutzt oder beschädigt waren,
bzw. die Bürger erst erreicht hatten, als es wieder Masken zu kaufen
gab, was in den sozialen Medien zu Empörung bzw. Gelächter führte.
Während des Notstandes wurde auch das Büro der JDG geschlossen.
Ich habe die Zeit sinnvoll genutzt und u.a. mein Übersetzungsprojekt
vorangebracht. Zwischenzeitlich wurde eine weitaus höhere Zahl an
Inﬁzierten gemeldet als je zuvor, doch das Büro der JDG war dann geöffnet, da es keine Regierungsempfehlung zur Schließung gab, und ich
wurde täglich vor Ort erwartet. Auch in Japan gibt es Widersprüche.
Im Unterschied zu den rigiden lockdown-Maßnahmen in Deutschland
im April wurde hierzulande aber lediglich dazu angeraten, zu Hause
zu bleiben. Japan hat laut Nachkriegsverfassung keine rechtliche
Handhabe zu weitreichenden Einschränkungen der Bürgerrechte.
Bürger können bei Missachtung der Empfehlungen der Behörden
nicht belangt, Firmen nicht zur Schließung gezwungen werden. In
den Zügen zeigte sich wie in „nomalen Infektionsphasen“ ein übliches Bild: Volle Waggons, sämtliche Passagiere mit Gesichtsmasken,
diesmal aber teilweise mit FFP 1,2 oder 3. Während des Notstands
wurden die Straßen bis zu 70 Prozent weniger frequentiert als zu normalen Zeiten, was Tokyo mitunter surreal wirken ließ.
Doch die Bereitschaft, sich vor den „drei Dichten“ 三密 (san mitsu)
zu schützen, die zur Verbreitung der Infektion führen können (1. ge12

schlossene, ungelüftete Räume, 2. überfüllte Orte, 3. Situationen mit
engem Kontakt), war von Anfang an sehr hoch.
Gewaltsame Proteste wie sie u.a. in Berlin stattfanden, bei denen individuelle Persönlichkeitsrechte im Vordergrund standen, sind hier
schlicht undenkbar. In Japan ist man wohl durch die vielen Naturkatastrophen erfahrener, wenn es darum geht, in Krisenzeiten rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Es scheint, dass Japanern in Notlagen
ein breiteres Handlungsrepertoire zur Verfügung steht. Sie scheinen
geübter darin, Ausnahmesituationen zu ertragen und sich selbst zu
disziplinieren. Der Gemeinschaftssinn eines Inselstaates hilft wohl
auch, schwierige Zeiten gemeinsam durchzustehen.
Anderseits aber ist die Zeit der Pandemie auch in Japan höchst besorgniserregend und es gibt schwerwiegende Folgen der Angst: Auf
cnn.co.jp vom 1. 12. war zu lesen, dass laut den Zahlen der Nationalen Polizeibehörde allein im Oktober 2020 2153 Personen den Freitod wählten, die Gesamtzahl aller bis 27. November an (oder mit)
Corona Verstorbenen bei 2087 Personen liegt. Das bedeutet, abgesehen von Firmenpleiten und drohender Massenarbeitslosigkeit, dass
diese menschlichen Tragödien überproportional ansteigen und neuerdings besonders Frauen betreffen.
Gehe ich morgens von meiner Wohnung aus die engen, dörﬂich anmutenden Gassen entlang zum Bahnhof, kommt mir eine Schar von Kindern auf ihrem Schulweg entgegen. Obschon sie schwere Taschen schultern, die meist noch mit Trinkﬂaschen, Trainingszeug und Plüschtieren
behangen sind, wirken sie auf mich meist gut gelaunt. Ausnahmslos alle
tragen Mund-Nasen-Masken und selbst in den kaum frequentierten, engen Gassen nehmen sie sie nicht ab. Es scheint sich keins der Kinder an
ihnen besonders zu stören. Vor den Schulen stehen ältere Kinder in einer
Reihe und rufen ihnen sowie auch mir lautstark zu „Ohayou gozaimasu!
“ „Guten Morgen! Lasst uns den Tag gut beginnen!“.
Während der Pandemie ereignete sich die Präsidentschaftswahl in den
U.S.A., ein islamistischer Terroranschlag in meiner Heimatstadt Wien,
eine nie dagewesene Hitzewelle in Sibirien, die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut...2020 war wirklich ein bedenkliches Jahr.
Zu den verschiedenen Theorien zur Ursache der Pandemie, zu den
politischen Maßnahmen in Japan sowie in Deutschland, zu den neuentwickelten und heilsversprechenden Impfstoffen, zu den Zahlen des
RKIs oder des hiesigen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und
Wohlfahrt, zu all dem habe ich keine eindeutige Meinung. Es ist, als
befände ich mich in einem diffusen Nebel, und je mehr ich lese oder
versuche, mich zu informieren, desto weniger weiß ich, was ich glauben soll. Schon gar nicht, wie die Zukunft einzuschätzen ist. Ich bin
auch nicht sicher, wie Kinder und Jugendliche diese Zeit eigentlich
überwinden werden, denn auch hierzu gibt es konträre Studien. Wie
ganze Bevölkerungsgruppen z.B. der Veranstaltungsindustrie oder
Gastronomie auch hierzulande weitermachen können, ist mir schleierhaft und verunsichert mich sehr.
Ich versuche mir zu helfen, neben möglicher Vermeidung der „san
mitsu“, indem ich auf meinen Körper achte, genug schlafe, gut esse,
keinen Alkohol trinke sowie Tanz- und Krafttraining mache, um den
Boden nicht zu verlieren. Um das Gefühl zu haben, standhaft zu bleiben und irgendwie „weitermachen zu können“.
Wie vielerorts wurde die Japanisch-Deutschen Gesellschaft plötzlich
damit konfrontiert, nahezu sämtliche Veranstaltungen online abzuhalten. Deutschkurse, Kulturseminare, die verschiedenen Feierlichkeiten

im Jahresverlauf, bei denen ansonsten die direkte, zwischenmenschliche Begegnung im Mittelpunkt stand, laufen jetzt über ZOOM oder
andere Konferenzsoftwares. Für mich persönlich bieten diese Alternativen keinen wirklichen Ersatz, stellen höchstens Alternativen im
Notfall dar. Dass nun bei jeder Begegnung eine digitale Plattform dazwischengeschaltet wird, ﬁnde ich kaum zu ertragen und oft fühle ich
mich schlicht „überzoomt“.
Abschließend gesagt bin ich froh darüber, während der Pandemie
nicht in Deutschland zu sein, sondern in Japan, was schlicht dem stärkeren „Harmoniebedürfnis“ der Bevölkerung zugrunde liegt.

東京のパンデミックの個人経験レポート
山田ダニエル（日独協会研修生）
昨年私は、日本で有意義な滞在ができる可能性を探し、東京
の日独協会に応募しました。加えて、ベルリンの出版社から
2022 年春までには出版される予定の、京都の作家浜野ちひろ
氏の小説の翻訳者として契約しました。ドイツとのつながりが
強く、緊張感のあるフィクション作品です。
1 月中旬に日本に到着した時には、東京から約 2,400 キロ離
れた中国の武漢で COVID-19 が流行しているというニュース
がすでに広まっていました。しばらくすると、クルーズ船「プ
リンセスダイヤモンド号」が横浜港で停泊し、毎日増える感染
者数について報道されました。2 月末には、すべての小学校、
中学校、高学校が閉鎖され、最初の入国禁止が課され、その後
急速に延長されました。東京がすぐに「第二の武漢」になるか
もしれないという考え方もあり、それを聞いて私も緊張してい
ました。しばらくしてベルリンに住んでいるアジア人に対する
攻撃やヨーロッパの最初の感染者に関するニュースなどが出て
きたとき、私は非常に落ち着きなくなりました。
東京ではフィットネススタジオ、美術館、コンサートホール
などが一時的に閉鎖され、人々は、ひっきりなしに手を洗い、
フィズィカルディスタンスを保ち、殺菌剤を使い、フェイスマ
スクを着用することにすぐに慣れていきました。4 月上旬、安
倍首相が首都東京に非常事態宣言を出す前に、マスクは至る所
で売り切れてしまいました。4 月中旬には、非常事態宣言は日
本の 47 県すべてに拡大しました。私は友人を通じて、複雑な
インターネットの手続きを経て、常軌を逸した約 60 ユーロと
いう価格でマスク 50 枚を手に入れました。安倍首相は、各家
庭に、人数に関係なく二枚のマスクを配ることを約束し、残念
ながらそのマスクは汚れたり損傷したりしていることも多く、
ソーシャルメディアで怒りと笑いの的となっていました。
緊急事態宣言中は、日独協会の事務所も閉鎖され、研修もほ
とんどできなかったので、私はその時間を活かして翻訳を進め
ました。現在、以前より多くの感染者が報告されていますが、
政府の非常事態宣言がなかったため、日独協会は事務所での業
務を続けており、私も毎日出勤することになっています。日本
にも矛盾があります。
しかし、4 月のドイツの厳格なロックダウン措置とは対照的
に、日本では自宅にとどまるように勧告されただけでした。日
本の戦後の憲法は、市民の権利を制限する法的な力を有してい
ません。当局の勧告を無視しても、市民は処罰されず、企業の
活動が停止を強いられることもありませんでした。東京では、
電車の中は、
「普通の感染段階」らしい様相を呈していました。
満員の車両では全ての乗客はマスクを着けていて、この段階で
は FFP1、２または３などの濾過性の高いマスクを着けている
方も出てきました。緊急事態宣言下では、東京の歩行者数は平

時よりも最大 70% 減少し、東京の風景がシュールに見えるこ
ともありました。
しかし、感染の拡大につながる「三密」( 密集、密接、密閉 )
を避ける意欲は、最初から非常に高いものでした。 個人の人
権が最も重視されるベルリンで行われているような暴力的な抗
議行動は、日本では考えられません。自然災害の経験が豊富な
日本人は緊急時に互いに思いやりあって対処することができる
のかもしれません。こんな時、日本人はたくさんの対応策を持っ
ているように思います。彼らには非常事態に耐え、自粛した経
験がこれまでもたくさんありましたし、島国の共同体感覚も困
難な時代を乗り越えるのに役立っているのでしょう。
一方で、このパンデミックの時期は日本でも大きな悲劇的状況
をもたらし、不安が深刻な結果につながっています。12 月 1 日
の cnn.co.jp の記事には、警察庁の発表によると今年の 10 月だけ
で 2153 人が自殺を選択したに対し、11 月 27 日までの間、コロ
ナによって亡くなった人数は 2087 人であったと書かれていまし
た。企業の倒産や大量失業の不安ではないところで、異常なく
らい人々の不幸が増し、近頃は特に女性の自殺が増えています。
毎朝、狭い通りに沿って私のアパートから最寄りの駅まで歩
くと、登校途中のたくさんの子供たちに会います。彼らは水筒、
体育で使う道具と入れ、マスコットがぶら下がった重たそうな
ランドセルを背負っていますが、彼らを見るととても明るい気
持ちになります。皆例外なくフェイスマスクを着用し、人通り
のほとんどない狭い通りでもそれらを外しません。子供たちは
その状況を特に不便だと思っていないようです。年長の子供た
ちが学校の前で並んで、私にも「おはようございます！」と大
きな声で呼びかけてくれます。
パンデミックの間にアメリカの大統領選挙、私の故郷ウィー
ンでのイスラム過激派のテロ攻撃、
シベリアで前例のない熱波、
ベイルートの港での爆発事故などが起こりました。2020 年は
本当に忌まわしいことが多い年でした。
日本とドイツの政策、新たに開発された有望なワクチン、ロ
ベルト・コッホ研究所や日本の厚生労働省が発表する数字、パ
ンデミックの原因に関する様々な理論について、私には明確な
意見はありません。まるで自分が霧の中にいるようなもので、
読んだり情報を集めようとすればするほど、何を信じればよい
か分からなくなります。将来を予測することは不可能で、子供
や若者たちがこの時期をうまく乗り越える方法があるかも心配
ですし、イベント業界や飲食業がどのように生き延びられるの
かの見通しがきかず、非常に不安です。
「三密」を避ける以外に、体のケアをし、充分に寝て、よく
食べて、お酒を飲まず、私の土台を失わないためのダンスと筋
力トレーニングをして、自分を守ろうとしています。
自分をしっ
かりと保ち、何とか「先に進む」ために。
世界の他の場所と同様、日独協会も突然、全てのイベントを
オンラインで開催する状況となりました。ドイツ語コース、文
化セミナー以外にも、年末年始の、人と人との直接の触れ合い
を目的とした様々なイベントは現在は ZOOM などの手段で行
われています。個人的には、これらは緊急時の代替手段以上に
はならないのではないかと感じます。
全ての出会いがデジタルプラットフォームに切り替わることは
私には耐えがたく、しばしばオンライン疲れを感じます。私たち
はこれまで以上に PC 画面に向かうことを強いられています。
結論から言うと、パンデミックの時にドイツにいなくてよ
かった、日本にいてよかったと思っています。なぜなら日本の
国民の根底には「和を求める気持ち」があるからです。
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コロナ禍の楽しみ
昨年、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、私たちのライフスタイルは大きく変わりました。人と直接交流することが難しくなり、様々な活動
が制限されました。ただ、こういった状況でも少しでも前向きに過ごせるよう、会員の皆さんが見出した楽しさや喜びをとりあげようと、前号で
呼びかけたところ、様々な「コロナ禍の楽しみ」が届きましたのでご紹介いたします。
コロナで楽しみが「増えた」人よりも、当然「制約
された」人の方がはるかに多いことでしょう。しか
し、私が日独協会近くの「四谷ひろば」で稽古を続
けている「居合」について言えば、予想外に実践す
る「場」も「時間」も増えました。
というのは、居合は集まって行う必要はなく、普段の稽古も、
腕を磨いた「技」の出来映えを先生に個別に修正して頂くの
が基本だからです。
他のスポーツのように、
対戦相手やチームメイトとの距離が「密」になっ
たり、稽古や試合で声を掛け合ったり、ということもありません。そもそ
も刀を振り回すわけですから、
「密」になりっこありません。
コロナで、一緒に稽古する人数と頻度は減らしていますが、一方で、
近所の体育館などの公共施設では、「密」になりがちな集団競技の団
体利用がぐっと減った結果、一人「貸し切り状態」で、大きなミラー
に自分の姿を映してチェックしながら、黙々と技を研究できるチャン
スが増えました。するとそのうち、「この調子だと、次に出る試合で
は（これも人と対戦するのではなく、数名が同じ向きに並んで形の美
しさを競います）、ひょっとして優勝できるかも（ニヤニヤ）
」という
気が何となくしてきました。
ただ、そのうち「ちょっと待てよ、居合をやっている他の人だって、
一人練習の時間が増えているかも」と思い至りました。
そうした「淡い期待」が水の泡に終わるとしても、「忙中閑」の逆張
りで「閑中忙」を見つけられたのは幸いでした。
松田邦夫さん（協会監事）
娘の友人で、日本語が堪能で私を日本のママと言ってくれるドイツ人
のお嬢さんの結婚式に招待を受けました。挨拶くらいはできるようにし
たいと思い、3 月から日独協会に通い始めました。結局コロナ感染拡大で
渡独は叶わず、結婚式も本人達と立会人のみの 4 名で行われたようです。
4 月から ZOOM 授業に切り替わると聞いた時には、慣れない授業
に不安なパソコン操作でどうなることかと心配し
ましたが、事務局スタッフの皆様や小野先生のサ
ポートのおかげで、今では授業のある日が楽しみ
です。いい緊張感で過ごせて、自宅に居ながらク
ラスメイトに会えて授業が受けられる快適さを有
り難く思っています。
石井尚子さん（会員）
新型コロナで東京及び所属協会のイベントは殆
どが中止となった為、朝は自宅駐車場で簡単な体
操の後、近くのバス通り沿いの歩道を軽く「ゴミ
拾いジョギング」
。その後、新聞、BS ニュースを
見て、内外の動きをチェック。
早目の昼食後に近くのプールへ出かけて、昨年夏前迄 500m 前後
としていた一日の水泳距離を 1,000 〜 1,500m に延長、それまで
56kg 前後だった体重が 50.5kg にコロナ痩せ。なお、息抜きに「Go
to travel」で 11 月に長野へ１泊 2 日で出かけ、千曲川は新潟県に
入ると「信濃川」になること、野沢菜の大きいものは１ｍ近くなるこ
とを知る。その後、12 月初めに日帰りで沼津に行き、三嶋神社、柿
田川を見学、いずれも土産用クーポン付きで現地の土産を購入して帰
宅し満足しました。
S.K. さん（会員）

入浴時間に色々な入浴剤を試すのが楽しみになりまし
た。 Kneipp も色々な種類を試し、 お気に入りが見つか
りました。
Y.Y. さん （会員）
動画配信サービスの Netﬂix で韓流ドラマを見始めたとこ
ろハマってしまいました！最近は韓流アイドルにも興味が
わいてきました！
K.S. さん（会員）
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買ってはいたものの積読になっていた本をたくさん読む
ことができました。
H.T. さん（会員）
①ヨガ
かつて暮らしたインドで習っていました。4 月にその時の先生からリモー
トヨガのお誘いが入り、１回 1 時間を週に３回楽しんでいます。
子どもの学校が一斉休校、分散登校、夫も時差通勤やリモー
トワークなど、日常の活動時間がバラバラに回っていまし
たが、私のヨガだけは規則正しい時間が保てているので、
思いのほか心が安定して過ごせています。
②書道
ちょっと気分転換をしたい時や不安な気持ちの時には、ジャムの空き
瓶に墨汁をいれて、筆を持ちます。仕舞うときも蓋を閉めるだけです
から、気楽に書を楽しむことができます。
筆は水を入れたペットボトルで優しく洗いますので、周辺は汚れにく
いです。こういう時に何を書いているかというと、
ラッピングペーパー
になりそうなデザインを考えたり、今の気持ちをデザイン書道風に考
えて書いたり、それはもう自由に思いっきり書いています。ほんの少
しのつもりが、つい時間を忘れてしまうこともあります。終わる頃に
は、すっかり気持ちが落ち着きます。
実際にそのラッピングペーパーをプレゼントに使うこともあり、世界
に 1 枚だけだと思うと、とても気持ちが豊かになります。お酒やワイ
ンのラベル、私ならこんな風に…などなど、考えてみるのも私の楽し
いひとときです。
③お気に入りのショップ探し
文房具好きの私は、SNS 経由で海外の国のショップに行きます。
例えばオランダにある老舗のスタンプ屋さん。店構えや店
内も見学しています。
動画では、スタンプでポンポン押してステキなカードに仕上げて行く
様子が見られて、と〜っても楽しいです。
勿論ドイツにも行きます。鉛筆削りの工場の動画を見たり、そこの会
社の絵筆を使ってアーティストの方々がレタリングの作品を発表して
います。カラフルで、
メタリックで、
私の知らない世界が広がっていて、
ついつい見入ってしまいます。
④米麹で甘酒作り
思い返すと、災害後や健康に不安がある時に毎回作り始めています。
きっかけは 10 年前の東日本大震災の後。活動していた育児サークル
で、「発酵マイスター」の資格を持つあるお母さんから作り方を教え
てもらいました。ノンアルコールで数え切れないほどの栄養効果があ
ることを知り、当時も家族で美味しくいただいていました。
そして今回。コロナが大流行し始めて、
「あ！そうだ！甘酒をまた作
ろう‼」と、今でも続けています。
手作りすると、自分好みの甘さで完成させることができ、お風呂あが
りに冷やした甘酒を飲むと本当に美味しいです。
⑤『ドイツ文化事典』
自分のクリスマスプレゼントに購入しました。「ドイツの食文化」に
ついて、もっと知りたいと思っていたので、大変重宝しています。実
際にドイツのレストランで食べたアイスバインの写真も載っていて、
あんな塊肉を見たことも食べたこともなかった私は、大変驚きました。
そして、神戸出身の私は、
「神戸とドイツ人 - 異人館の風見鶏」の内容も
大変興味深く、何度も読んでいます。ここに出てくる「フロイントリープ」
のパイ菓子は私の大好物で、遠方の方へのお土産にすると、それはそれ
は喜ばれて、私もとても幸せな気持ちになります。私がドイツ語を学び
始めるまで正しい読み方を知らなかったフロイントリープ。地元ではフロ
イン「ド」リー「ブ」と呼ばれて親しまれています。
（笑）
他の神戸のお菓子にはない、とてもシンプルで潔い包
装も気に入っています。
西山亜紀さん（会員）

日独交流 160 周年 日独友好賞候補者募集のお知らせ
2021 年は日本・プロイセン修好通商条約調印 160 周年を記念する、日独友好交流の歴史において節目の年であります。この 160
周年の記念すべき年に日独交流振興協会・株式会社 RapportStyle では、2011 年に日独交流 150 周年企画として実施された趣旨の「第
2 弾」を実施いたします。その一環として、これまで日独交流において功労のあった方を日独両国で合計 32 名選出させていただき
ます。日本では 16 名を選出、ドイツ連邦共和国大使館にてイナ・レーペル駐日ドイツ連邦共和国大使から賞状が授与されます。
また主催者より、両国間旅費補助として副賞の 10 万円相当の旅行券を支給させていただきます。
顕彰対象者について
日独交流において貢献をされた方
※ただし 150 周年で表彰された日独合計 150 名の方はご遠慮願います。

2011 年 日独交流 150 周年記念 日独友好賞式典の様子

授賞式について
選出された 16 名の方には以下の概要で授賞式へ招待させていただきます。当日は新
型コロナウイルス感染症対策として、ガーデンパーティー形式で大使公邸庭園での
開催となる予定でございます。
開催場所：ドイツ連邦共和国大使公邸庭園
開催日時：2021 年 5 月 18 日（火）15：00 〜 17：00
開催内容：イナ・レーペル駐日ドイツ連邦共和国大使より賞状の授与
主催者より両国間旅費補助として 10 万円相当の旅行券支給

ドイツ側受賞者 日本大使公邸にて

推薦について：募集につきましては【自薦】
【他薦】どちらも受け付けています。
応募締切：2021 年 4 月 24 日（土）
（発表 5 月上旬）
応募方法：手書きの場合 本誌に挟み込みしている応募用紙をご記入のうえ下記ま
でお送りください。
パソコン入力の場合 申込用紙のダウンロード：
https://www.bigs-i.com/Down/160jahre_form.docx
郵送の場合：〒 135-0063 東京都江東区有明 1-4-11-3217
非営利株式会社ビッグ・エスインターナショナル
日本側受賞者 ドイツ大使公邸テラスにて
FAX の場合：03-6745-1494
※または QR コードより記入用 Word ファイルをダウンロードし、必要事項を入力後、
メールに添付し info@bigs-i.com までお送り願います。
主催：日独交流振興協会／株式会社 RapportStyle
後援：ドイツ連邦共和国大使館 / 全国日独協会連合会 / 公益財団法人日独協会 / 非営利株式会社ビッグ・エスイ
ンターナショナル
お問い合わせ

非営利株式会社ビッグ・エスインターナショナル
電話番号 090-2898-1989
Ｅメール info@bigs-i.com
※応募頂いた申込内容とその後の選定理由を公表することは致しません。

■事務局での事務取扱時間
現在、
事務局での事務取扱時間は平日午後 2 時から 5 時となっ
ております。ドイツ語講座に関するお問い合わせに関しては、
メールや専用電話番号（050-5806-1524）で授業時間内および
授業開始前後 30 分可能（日・月曜日、祝日除く）です。
状況を見つつ、対面のイベントの開催も検討しています。
■全国日独協会連合会総会
2021 年 4 月 23 日から開催予定でしたが、秋以降に延期とな
りました。
■研修生
3 月末をもちまして山田ダニエルさんの研修が終了いたしま
した。次の研修生は 5 月半ばに着任予定です。
■ 2021（令和 3）年度個人維持会員継続のお願い
来年度の個人維持会員継続のお願いおよび郵便局の「払込取
扱票」を、順次お送りしております。コロナ禍ではありますが、
今後も活動を継続し、会員の皆様と日独協会をより魅力ある団
体にしていくよう努めて参りますので、引き続きご支援を賜り
たく、2021 年度の個人維持会費の納入をお願い申し上げます。

2020 年度末をもって退会される場合は、お名前と会員番号、
退会希望の旨を書面（郵便、FAX、E-Mail）にてお送り下さい。
なお、新年度の年会費が一定期間ない場合は退会とみなし、会
報誌の送付を停止いたします。
会費振り込みの確認がとれましたら、順次新年度のパスワー
ド等の情報をお送りいたします。
なお、協会からのメールでのお知らせがエラーで届かないこ
とが頻発しています。登録メールアドレスやご住所の変更があ
る方は、事務局までお知らせいただきますようお願いします。
■ 2021 年度上半期コース受講申込開始
「速く行きたければ一人で行きなさい。遠くまで行きたけれ
ば皆で行きなさい。」というアフリカのことわざがあります。
言葉は一人でも学べますが、仲間と一緒に学ぶことで継続しや
すくなります。協会のドイツ語講座にはもう 10 年以上継続さ
れている生徒さんもいます。4 月から協会の講座でドイツ語を
学びませんか？詳細はウェブサイトをご覧ください。
■お詫びと訂正
Die Brücke 2 月号で下記の間違いがありました。お詫びして訂
正いたします。
目次「文化の玉手箱」筆者
誤「衣笠太郎」→正「衣笠太朗」
12 ページ「モーツァルトとその音楽」段落 3 の 3 行目
誤「1787 年」→正「1788 年」
15
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が閣議決定されたこと、④発展途上国に
おける低賃金労働の濫用を防止するサプ
ライチェーン法（奴隷労働禁止法）を制
定することで関係閣僚が合意したことな
どを経緯、背景などを含めて紹介。
シリーズ「ドイツの高等教育」では佐藤
さんからその 3 としてボローニア・プロ
セスを通じて総合大学・専門大学と二元
化したドイツの大学システムとその改革
の動向についてまとめを報告いただい
た。その際、主な論点として、就業支援
に果たす大学の役割、総合大学と専門大
学の一元化の可能性、授業料無償制度の
見直し、私立大学やエリート大学の将来
などが紹介された。
伊崎からはこれまで議論してきたドイツ
の生産性の高さに関連して、日本との比
較でみた産業構造、外国投資受入額、エ
ネルギーおよび食料の自給率などのデー
タを紹介した。（伊崎 捷治）

独逸塾
2/15 ㈪ 19:00 〜 21:00
Studiengruppe "Deutschland aktuell"
Datum: Mo.,15. 2. 2021, 19.00-21.00
参加者：20 名。毎回新規参加者も増え、
皆さんのご協力により、会議進行もス
ムーズになってきた。今回の読解テキス
トは、前回例会の「ノーベル化学賞＝遺
伝子工学＝」の未読の最終段落。現在、
世界的にも遺伝子工学の研究が注目され
ているが、遺伝子操作＝生命を操る＝と
いう点につき、倫理上の問題も指摘され
ていることが付言された。2 月例会用の
テキストは、最近の連邦報道局発信の文
書 2 通。今後は、政府発表文書などもテ
キストとして採り上げていきたい。最初
の文書は昨年来のコロナ禍での政府・内
閣につき解説しているもの。特に、本年
9 月メルケル首相の退任に向かって、新
首相・新内閣が注目されるが、我々とし
ても、ドイツの内閣の最新の知識を整理
しておきたいと思う次第。即ち、ドイツ
連邦内閣の構成、連邦首相・各大臣の役
割・独立性、州政府との関係など行政上
の基本事項である。2 番目の文書は、最
近のコロナ禍におけるメルケル内閣の具
体的対応。まずは、コロナ禍における労
働者保護の新条例。また、EU 全体のコ
ロナ撃退のための構想「Next-GenerationEU」と、これに連動するドイツとして
の財政処置。また、コロナ対策としての
ドイツ連邦軍の人員・機材の投入。さら
には連邦レベルと各州・各自治体との間
の役割・費用の分担などの連携の明確化
など。いずれにしても日本の対コロナ政
策、特に政府と都道府県との連携の実態
などとは、かなり違う点が浮き彫りにさ
れた。今回読解は計 10 人の方に担当願
い、質問・意見表明など、種々活発なご
議論を頂いた。
（則滿 洋祐）

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会）
2/20 ㈯ 19:00 〜 20:20
Sprachtreff
Datum: Sa., 20. 2. 21, 19.00-20.20
今回はドイツ人 4 名、日本人 8 名にご参
加いただきました。1 グループ 4 人から 5
人でしたので、皆さんまんべんなく話す
ことができ、また会話が途切れてしらけ
てしまうこともなく、大変盛り上がりまし
た。ドイツに住んでいる日本人やドイツに
住んでいるドイツ人などから、現在のド
イツの状況を聞くことができ、オンライン
ならではの最新の情報交換もありました。
A2 レベルのグループはコーディネーター
が必須でしたが、今後は参加者に参加者
が質問するなどの環境を整え、参加者同
士での会話が多くなるよう、工夫してい
きます。B2 レベル以上では、日本人が圧
倒的に多くなってしまいましたが、ドイツ
語講師をしている小野さんがグループに
参加してくださったので、楽しく、しかし
幼稚過ぎない会話ができたのではないか
と思います。アンケートの結果は双方と
も満足度が高い結果となりました。しか
しドイツ人が少なかったとの意見もありま
したので、次回はドイツ人の募集に重点
を置きたいと思います。
（田中 麻優）

ドイツ時事問題研究会
2/20 ㈯ 15:00 〜 17:00
G e s pr ä chk r ei s: N e u i g k ei t en a u s
Deutschland
Datum: Sa., 20. 2. 21, 15.00-17.00
当月の主なトピックスとして① CDU が
党首選挙でラシェット氏を選出、首相候
補は未定、②世界に先駆けて第 4 段階の
自動走行を認める法案が閣議決定された
こと、③グリフォサートの使用を段階的
に禁止することを含む連邦自然保護法案

運営委員会
2/22 ㈪ 15:00 〜 17:00
Ausschuss der Geschäftsführung
Datum: Mo., 22. 2. 21, 15.00-17.00
【審議事項】
1 ．令和 2 年度第 3 回理事会開催
3 月 19 日開催の理事会の決議事項、
報告事項について説明
2 ．1 月末現在の実績・令和 2 年度見通し
1 月末時点の決算について財務諸表
をもとに説明資料をもとに説明

3 ．令和 3 年度収支予算書（案）
1 月末時点での決算と 2 月、3 月の
実績予想をベースに、令和 3 年度
収支予算案につて説明。
4 ．令和 3 年度事業計画書（案）
3 月理事会での事業計画（案）提案
に際して各委員と意見交換
コロナ禍の中でのオンラインの優
位性を活かした協会活動やイベン
ト、交流事業を実施し、会員の増
加に努めることに意見集約。
5 ．2020 年度代表理事・業務執行理事
下半期活動 報告書
古森会長、中根副会長、出原副会長、
柚岡常務理事の 2020 年 10 月 1 日
から 2021 年 3 月末の活動・活動予
定について資料にて説明。
【報告事項】
1 ．全国日独協会連合会副会長会議
4 月 23 日の連合会総会に向けての、
2020 年度収支決算書（案）と 2021
年度予算書（案）について説明
2 ．会報誌掲載の日独交流 160 周年記
念特集
特集記事掲載についての議論
シュプラッハ・クナイペ
2/25 ㈭ 19:00 〜 20:30
Sprachkneipe
Datum: Do., 25. 2. 21, 19.00-20.30
テーマは "Fit mach mit!（一緒に健康を目
指そう！）でした。今回は、
体、
体の部位、
動きに焦点を当てました。最初に体の部
位についてのクイズを行ってから、体の
動きに関する動詞を学び、後半はフィッ
トネスプログラムを行いました。皆さん
には動きやすい服で参加してもらい、パ
ソコンの前に空間を作ってもらいまし
た。ドイツ語でのインストラクションに
合わせて、ウォーミングアップと体をほ
ぐすエクササイズの後、
「椅子ヨガ」と、
立って行うエクササイズもやりました。
女性の参加者が多く、熱心に取り組んで
いたのがとても印象的でした。現在、多
くの人が自宅で仕事をしたり、オフィス
でも一日中パソコンの前に座っていま
す。そのため、時間をかけて体を動かす
ことは、健康や幸福につながるように思
います。また、ドイツ語も共に学べるの
でお得です！もちろん皆さんが焦ったり
力んだりしないように動きを考えまし
た。とはいえ、汗をかいている人もいま
したが、それはそれで良かったと思いま
す。ご好評につき、3 月 25 日にも同様
のクナイぺを開催する予定です。楽しみ
です！（山田 ダニエル）
※上記イベントは全てオンラインで開催
されました。

東日本大震災から 10 年

菊池 菜穂子（日独協会職員）

10 年前の 3 月 11 日金曜日、午後 2 時 46 分、日独協会の事務所ではいつも通り職員と理事、研修生が
業務を行い、教室では金子みゆき先生によるドイツ語初級クラスの授業が行われていました。
「いつもと同
じように、
『ああ、地震がきた』と思いましたが、どんどん強くなって、ずっと揺れているので、いつもと
違うとわかりました」と、当時の研修生ザビーネ・グリシュカさんがその後会報誌に書いています。揺れ
がおさまっても、電話がつながらなくなったり、交通機関が止まったりしたため、ドイツ語講座の生徒と先
生、職員はその日事務所で夜を明かし、明け方いくつかの路線が運行を再開してからそれぞれ帰宅しました。
不思議だったのは、国内の通話が不可能だったにもかかわらずドイツからの状況や安否を尋ねる電話
がかかってきたことです。そういった問い合わせの一つは Spiegel 誌からのもので、金子先生が取材に
応じた内容が後日取り上げられました。
その後、津波の影響や福島の原発の状況が明らかになるにつれ、日本が緊急事態にあることを皆が実
感していきました。予定していたイベントやドイツ語の春期講習会は全て中止、職員の勤務時間もしば
らくの間、朝晩の交通渋滞をさけるよう短縮されました。研修生ザビーネさんは、ご両親を安心させる
ため早めに研修を切り上げてドイツに帰国。ドイツでは原発事故が日本以上に大きく取り上げられ、ドイ
ツの知人や関係団体の方から「うちに避難しなさい」といった申し出もいただくようになりました。2011
年 4 月号 の Die Brücke では緊急特集「揺さぶられる日本、揺さぶられる信頼、試される絆」が組まれ、
当時、日本の状況がドイツでどのように報道されていたかを在独の関係者や元研修生が寄稿しています。

2011 年 4 月号の Die Brücke

震災後すぐに、ドイツ大使館は主要業務を大阪の総領事館に移し、ルフトハンザは成田への運行を止
めました。外国の方の帰国が相次ぎ、帰国せずとも関西やアジアの別の国に避難していたようです。日
ドイツから届いたお見舞いのメール
独協会で教えてくださっていた先生方は皆さんそのまま関東にいらしたので、通常通り 4 月から新学期
のドイツ語講座を開講しました。また、「次の研修生は日本に来たくないのではないか」という心配をよそに、4 月上旬にニーナ・クルガノワ
さんが元気いっぱいに来日、バリバリとイベントを企画し協会にパワーを吹き込みました。
2011 年は日独交流 150 周年および日独協会創立 100 年という記念の年で、たくさんのイベントや式典が予定されていましたが、多くが中止、
延期されました。そんな中、4 月 12 日にドイツ各地にある独日協会の会員や日本を愛するドイツの方々総勢 28 名が来日しました。日本の状
況を心から心配し、「困ったときの友こそ真の友」と、募金やチャリティー活動で集めた義援金 10 万ユーロを当時の独日協会連合会フォンド
ラン会長が追悼法要で寄付されました。
「国際交流」という言葉が何か大掛かりなもののようにさせていますが、結局は、集ってきている一
人一人のあたたかな気持ちが全ての活動の基礎にあるのだと感動しました。
あれから 10 年。奇しくも世界は別の苦難、パンデミックの渦中にあります。東日本大震災では「絆」が叫ばれましたが、このパンデミッ
クでは「フィジカルディスタンス」が叫ばれています。物理的な距離をとってはいても、私たちは一人でこの苦難を乗り越えることはできま
せん。協会では 10 年前と同じように、今この状況でできる方法で会員の皆さんとの絆をつないでいければと考えています。会報誌は会員の
皆さんに着実に届く絆の一つです。今後とも「Die Brücke」をどうぞ応援ください。
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皆さん、 ドイツから Guten Tag ！今日はドイツの 「もったいない精神」 について書きたいと
思います。
日本のイメージは 「エコ先進国ドイツ」 ですが、 ドイツ人に聞いてみたら、 「いやいや、
うちよりずっと環境にやさしい国はたくさんあるんだ。 ドイツのあれこれはまだまだ遅れている
よ！もっとしっかりやらないといけない！」 という声がほとんどです。 確かに、 上には上がいる。
そして、 今の状況に満足すれば、 次の世代にとんでもない負担を与えてしまいます。 でも
細かいところまで、 ドイツ人に 「もったいない精神」 が根付いていると思います。

年

3

例えば、 子育て中の私ですが、 なるべく子どもの洋服を中古品で買っていました。 日
本で生活していたとき、 それらは大量に、 しかもとても安く手に入りました。 とても助かりま
したが、 正直 「えー！本当にこんな値段でいいのかな？」 とよく思いました。 一方、 ドイツ
では、 リサイクルショップとフリーマーケットが日本よりずっと多いのですが、 商品の値段は
日本より高いです。 中古品にもそれなりの価値があるという認識が強いからでしょう。 新
品にこだわる傾向があまりないです。
そして、 もう売るほどの状態ではない物もそう簡単に捨てないのがドイツ人です。 捨てる
前に、 要らなくなったものに 「ご自由にどうぞ」 の貼紙をして、 自分の住んでいるアパート
の路上に置いておくのがベルリンの一般常識です。 これには粗大ゴミを頼むのが面倒くさ
いという一面もあるかもしれませんが、 昔から 「捨てるのがもったいない！」 という意志が
強いためです。 やはり古い物を大事にするドイツです。

編集後記

■ドイツ第 2 テレビ ZDF のオンラインアーカイブで公開されてい
たドリス・デリエ監督の「Grüße aus Fukushima」
（邦題：フクシマ・
モナムール / 2017 年制作）を観た。互いに絶望の淵にいるドイツ
人女性マリーと福島で被災した芸者サトミの心の交流と再生を描
いた映画だ。芸者サトミを演じた桃井かおりさんは記者会見で
「こ
の映画に出てくる芸者は、いわゆるフジヤマ、ゲイシャ、相撲レ
スラーというような外国映画でステレオタイプに扱われるもので
はなく、すべてを震災で失い、生きる意味を失くして自殺すら試
みるのに、最終的には『自分が伝承している芸を誰かに引き継ぐ』
ことを拠り所に、生命力を取り戻す女性。そういう意味で、これ
までの海外映画の中で一番正しい芸者の描き方だ。
」と話してい
る。東日本大震災から 10 年。改めて犠牲となられた方々のご冥

1

定価一部三百円

でも法律がすべての EU 国で変わるまでまだ時間かかりそうです。 そんな中、 今たくさ
んのドイツ人が使っているアプリがあります ： 「Too Good To Go」 という、 近くのお店を検索
できるエンジンです。 お店側は、 売れなかった商品を登録し、 ユーザーはそれを通常より
はるか安い値段で買う事ができます。 スーパー、 パン屋さん、 レストランなどが参加してい
るし、 少しでもフードウェイスト （食品廃棄） を減らす事に貢献しています。 これからどんど
ん広がるとうれしいです！

4

月 日発行︵隔月刊︶公益財団法人 日独協会

しかし、 家具、 おもちゃ、 書籍に関しては簡単にできますが、 食べ物ならどうでしょうか？
WWF （世界自然保護基金） によると、 ドイツで毎年、 1,800 万トンの食料品が捨てられて
います。 それは一人当たり、 80 キログラムです。 とんでもない量です！賞味期限が切れて
もまだ食べられるものがたくさん含まれています。 でもその捨てられた商品をスーパーのゴミ
箱から拾うのは犯罪です。 理由は、 価値のない捨てられた物も、 スーパーに所有権があ
るからです。 それでも、 スーパーの外に置いてあるゴミ箱からまだ食べられそうな物をこっそ
りと持って帰る人がいます （ドイツ語で 「containern」 と言います）。 生活が苦しい人もいる
し、 やっぱり捨てるのがもったいないという人もいます。 2018 年、 現行犯で逮捕された大
学生 2 人は、 有罪判決となってから、 インターネットで法律を変えようとする活動をしてい
ます。 フランス同様の法律を目指しています。 フランスでは、 スーパーには売り物にはなら
ない、 まだ食べられそうな商品を福祉施設などに配る義務があります。

道 端 に 置 か れ た 本 棚 に は「zu verschenken ♡
（あげます）」の貼紙が！

「ご自由にどうぞ」と置かれた箱

福をお祈りするとともに、被災された方々がその後の人生で何か
しらの心の拠り所を見つけていることを切に願う。
（菊）
■ 1 月から延びに延びた緊急事態宣言もようやく終わるのか…
と思いながら編集後記を書いています。終業後の一杯が何より
の楽しみな自分なのですが、脇目もふらず直帰する生活ももう
すぐ 1 年、何とも味気ない日々ですが致し方ありますまい。最
近はネットを見る時間もめっきり減って、なるべく大きなノイ
ズは耳に入らぬよう避けるようにして隠者のごとき生活を送っ
ていますが、そんな中、去年と並び過去最も早い桜の開花との
ニュース。久々の心弾む知らせに浮き足立つ反面、我々がバタ
バタと慌てている中でも自然はいつも通りの在り方で、時間は
淡々と流れていくのだなと感じ入るばかり。
（田）

発送作業を手伝って下さったボランティアの皆さんに心から感謝します。
架け橋
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