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表紙の言葉
よく似た 2枚の写真ですが、上はベルリンのフリー

ドリヒシュトラーセ駅近辺、下は東京の有楽町―新橋
間の高架下です。数年前ベルリンを訪れた際、「有楽
町に似ている！」と驚いてシャッターを切りました。
東京駅に続くレンガ造りの高架橋の建設にはドイ

ツ人が深くかかわっています。
欧米に追い付け、と日本の近代化を急いでいた明

治時代の日本に、いわゆる「お雇い外国人」として
ドイツ人鉄道技師も招聘されました。1887 年に九州
鉄道の顧問として招かれたヘルマン・ルムシュッテ
ルは、ベルリン市街鉄道の建設にもあたった「市街
鉄道のエキスパート」でしたが、九州での指導を終
えてから上京、東京の市街線計画のための調査を行
い、長距離列車と市街線を、ベルリンの高架鉄道を
モデルにしたレンガ造りの高架橋に走らせて、新橋
と上野を結ぶ案をまとめています。その後 1898 年に
ドイツから招聘されたフランツ・バルツァーがこの
提案をベースにしながらも新たな案を加え計画を進
め、彼の帰国後、様々な紆余曲折を経て最終的には
日本人の手で 1910 年に新橋―呉服橋仮停車場（現在
の東京駅である中央停車場が 1914 年に完成するまで
仮に使われた駅）間部分の高架橋が完成しました。
地震の多い日本におけるレンガ造りの高架橋の耐

震性に不安を持ち、その強化策を施したり、東京駅
が将来的に拡張することになっても対応できる余地
を見込んで計画するなど、バルツァーの仕事ぶりか
らは「長期的に日本に役立つものを」と考えていた
ことが伝わってきます。実際、高架橋は関東大震災
と戦争を生き延び、東京駅は拡張を続け、日本を代
表するターミナル駅の一つとなっています。
何気なく通ってきた道や建物が、実はドイツ人と

日本人の知と力の結晶で、遠くベルリンと繋がって
いる、と考えると、その場所への愛着がわいてきます。
コロナでなかなか遠くに行けない今だからこそ、身
近な場所の過去にさかのぼる“歴史散歩”に出てみ
るのも面白いかもしれません。

菊池 菜穂子

Zum Titelbild
Auf der Titelseite sind zwei sehr ähnliche Fotos abgebildet. Das Foto oben zeigt die 
Hochbahn in der Nähe des Bahnhofs „Friedrichstraße“ in Berlin, während im unteren 
Foto die Hochbahn zwischen den Bahnhöfen „Yurakucho“ und „Shimbashi“ in Tokyo 
abgelichtet ist. Als ich vor ein paar Jahren Berlin besuchte, war ich so überrascht, wie 
sehr die Gegend dort Yurakucho ähnelte, dass ich ein Foto machen musste.
Beim Bau der Hocheisenbahn, die zum Tokyoer Bahnhof führt, spielten zwei deutsche 
Eisenbahningenieure eine große Rolle: Hermann Rumschöttel und Franz Baltzer. In 
der Meiji-Zeit hatte es Japan eilig, sich zu modernisieren, um konkurrenzfähig mit 
westlichen Ländern zu werden. Infolgedessen lud man viele Fachkräfte aus Europa 
und Amerika nach Japan ein, um bei der Einführung westlicher Wissenschaft und 
Technik zu helfen. Diese ausländischen Experten bezeichnet man als „o-yatoi gaiko-
kujin“. Auch Hermann Rumschöttel und Franz Baltzer kamen auf diese Weise nach 
Japan und halfen bei dessen Modernisierung.
Hermann Rumschöttel, der 1887 als Berater für die Bahngesellschaft Ky-ush-u-Tetsud-o 
nach Japan eingeladen worden war, war eine Autorität auf dem Gebiet der Hochbah-
nen und als solche ebenfalls am Bau der Berliner Stadtbahn und der Preußischen 
Staatseisenbahn beteiligt. Nach seiner Mitarbeit bei der Bahngesellschaft Ky-ush-u-
Tetsud-o führte er eine Untersuchung für die Tokyoer Stadtbahn durch und erstellte ei-
nen Entwurf für eine Fernzug- und Stadtbahnlinie. Diese sollte nach dem Vorbild der 
Berliner Hochbahn die Bahnhöfe Shimbashi und Ueno über ein Ziegelbogenviadukt 
verbinden. Kurz darauf im Jahre 1898 wurde Franz Baltzer als Berater für das Eisen-
bahnbüro aus Deutschland eingeladen. Dieser entwickelte Rumschöttels Entwurf wei-
ter und ergänzte ihn um weitere Punkte. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 
wurde die Hochbahn zwischen Shimbashi und Gofukubashi※ nach unzähligen 
Schwierigkeiten im Jahre 1910 schließlich von Japanern vollendet.
Baltzer bedachte bereits bei der Planung der Bahnlinie, wie er Japan langfristig unter-
stützen könnte, und sorgte daher dafür, dass für eine künftige Erweiterung des Tokyo-
er Bahnhofs genug Platz zur Verfügung stand, und ebenso ergriff er aus Sorge um die 
Erdbebensicherheit des Backsteinbaus Maßnahmen zu dessen Verstärkung. Tatsäch-
lich hat die Hochbahn das große Kanto-Erdbeben im Jahre 1923 und den Zweiten 
Weltkrieg überstanden. Inzwischen hat sich der Tokyoer Bahnhof zu einem der wich-
tigsten Terminals in Japan weiterentwickelt.
Wenn ich bedenke, dass das Gebäude, an dem ich so achtlos vorbeigegangen bin, in 
Wirklichkeit das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Deutschen und Japanern ist 
und so tief mit dem weit entfernten Berlin verbunden ist, wird mir ganz warm ums 
Herz. Gerade weil man im Augenblick wegen der Corona-Pandemie nicht weit reisen 
kann, ist es sicherlich überaus interessant, sich auf einen „historischen Spaziergang“ 
zu altbekannten Orten zu begeben.
　※　 Der Bahnhof Gofukubashi wurde bis zur Fertigstellung des Tokioer Haupt-

bahnhofs (heute Tokyo Station) im Jahr 1914 vorübergehend genutzt.
Nahoko Kikuchi
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大使歓迎会で花束贈呈（2020 年 2 月） 大使主催「夏祭り」（2020 年 9 月）で挨拶する
中根副会長と大使

事務所ご訪問（2020 年 11 月）

月刊音声教材（無料）

イナ・レーペル大使新天地へ
常務理事　柚岡一明

　イナ・レーペル大使は 9月 6日、2年間の任期を終えて、次の勤務地インドネシアに発たれました。思い返せば、2020 年 1 月の
当協会主催「日独漫画コンクール 2019」の表彰式、2月の全国日独協会連合会、（公財）日独協会共催の「イナ・レーペル大使歓
迎会」、9月のドイツ大使館主催「夏祭り」、10 月の独立記念日レセプション、11 月の（公財）日独協会事務所訪問、12 月の日独
協会会員向けビデオメッセージ等々、ご多忙の中、当協会の会員とのふれあいの機会を多く作って頂きました。レーペル大使の気
さくで優しいお人柄から多くの会員がファンとなりました。
　これまでの感謝の意を込めまして、古森会長からイナ・レーペル大使に感謝の手紙を送らせて頂きました。レーペル大使からの
お礼状をここに紹介させて頂きます。
　これとは別に事務局に対しても、昨年事務所にいらっしゃった時のなつかしい印象を添えた心温まる感謝のお言葉をお手紙で頂
戴いたしました。事務局の話に真摯に耳を傾けて頂きましたことに改めて感謝申し上げます。

　イナ・レーペル大使の新天地でのご活躍を祈念しております。

公益財団法人 日独協会　会長
古森 重隆 様

東京、2021年 9月 6日
拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
このたび私は、駐インドネシア大使として新たな任務に就くため、本日付で駐日
ドイツ連邦共和国大使の任を離れることを、本状をもちご報告申し上げます。

日本在任中に古森会長及び日独協会の皆様より賜りましたご支援、ご協力にこの場
をかり謹んで御礼申し上げます。コロナ禍で多くの制限を強いられる中、貴協会は
活動を続けられ、あらゆる方法で両国民の絆を深めることにご尽力いただきました。
貴会長にお目にかかり、日独両国の更なる関係強化の可能性についてともに考え
る機会をいただいたことを大変ありがたく光栄に存じております。貴会長のお考
えやご指摘は私の任務において非常に資するものとなりました。

私の後任は先月まで駐中国ドイツ連邦共和国大使を務めていたクレーメンス・
フォン・ゲッツェです。古森会長をはじめ貴協会の皆様が、ゲッツエならびに在
日ドイツ大使館とともにこれまで育んできた良好な協力関係を今後も引き継いで
下さることを願っております。
今後のご健勝とご成功をお祈り申し上げます。

敬具
駐日ドイツ連邦共和国大使
イナ・レーペル
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肥沼信次――ヴリーツェン市の名誉市民となった医師

カトリン＝スザンネ・シュミット

ベルリンの東 60キロメートルに位置する小さな町ヴリーツェン市（人口
約 7600 人）と、同市とは比較にならない程大きな町八王子市（人口約 57
万 8000 人）との間に、なぜ友好交流協定が締結されたのでしょう？実は、
この二つの市は医師・肥沼信次によってつながっているのです。1908年（明
治 41年）に八王子で生まれた肥沼は 1937 年に日本政府の国費留学生とし
てドイツにわたり、1946 年（昭和 21年）にヴリーツェンで亡くなりました。
ドイツに留学した最初の数年間はベルリン大学（現在のフンボルト大
学）医学部で研究に打ち込み、博士論文を執筆していた肥沼ですが、第
二次世界大戦が勃発、その後 1945 年にドイツ国が降伏する直前には、日
本大使館より在留邦人として帰国を要請されていました。
しかし、ドイツ人女性と恋仲にあった肥沼はドイツにとどまり、ベルリン近
郊の町に避難し、終戦後に開設されたヴリーツェン市の伝染病医療センター
（現在のヴリーツェン市庁舎）に唯一の医師として着任しました。当時は東ヨー
ロッパからオーデル川を越えてヴリーツェンまで逃げのびて来た人々を中心に
発疹チフスやコレラなどが蔓延しており、終戦直後の医療事情が悪い中、自
らの命を危険にさらし治療に力を尽くしました。そして、自らもチフスに罹患
し、1946年３月８日に37歳の若さで亡くなりました。当時肥沼と一緒に働い
ていた看護師達が、末永く守っていける肥沼の墓を建てようと奔走した結果、
1950年にそれが実現しました。1994年にヴリーツェン市は肥沼に名誉市民の
称号を与え、以来同市が墓の管理を行うようになりました。墓の周囲には竹
が植えられ、墓
石には医療・医
術の象徴として
世界的に広く用
いられているシ
ンボルマーク「ア
スクレピオスの
杖」と、「伝染病
との戦いで無私
の奉仕をし命を
捧げた」という
言葉が刻まれて
います。ここは、
今では多くの日
本人観光客が訪
れる場所となっ
ています。

1944 年末の日本大使館への連絡を最後に肥沼の消息が途絶えていたた
め、行方不明のまま死亡したものと肥沼の家族は考えていました。それが、
1990 年代初頭に日本の新聞に肥沼に関する記事が掲載され、その記事を
読んだ弟が兄の消息について知ることになります。すでに高齢であった
弟ですが、兄の墓参りをするために 1994 年にヴリーツェンを訪れ、兄と
の感動の再会を果たしました。

 
1990 年代に入ってから、八王子とヴリーツェンの市民レベルでの交流
は活発なものとなります。2017 年 7月 10 日に両市の間で友好協定が締結
されるとその絆はさらに深まりました。いくつか具体例を挙げますと、
2009 年の聖ヨハニター高等学校（ギムナジウム）と八王子高校の姉妹校
提携、ヴリーツェン市シュッツェン広場における画家・横尾龍彦とヴリー
ツェン生まれの彫刻家・アクセル・アンクラム（Axel Anklam）共同制作
の肥沼記念碑建立、オーデル川の三角州における肥沼の名を冠したビーチ

Berliner Luft

Fernsehturm

Bier

Siege
ssäule

Dr. KOENUMA Nobutsugu – japanischer Arzt und 
Ehrenbürger von Wriezen
 Katrin-Susanne SCHMIDT

Warum gibt es partner-
schaftliche Beziehungen 
zwischen der kleinen mär-
kische Stadt  Wriezen 
(7.600 EW), gelegen 60 
km östlich von Berlin mit 
der ungleich größeren 
Stadt Hachiōji (578.000 
EW), westlich der japani-
schen Hauptstadt? Ver-
bunden sind die beiden 
Städte durch das Schick-
sal des japanischen Arz-
tes KOENUMA Nobutsu-
gu (肥沼信次). Geboren 
1908 in Hachiōji, kam er 

als Regierungsstipendiat 1937 nach Deutschland und 
verstarb 1946 in Wriezen. In den ersten Jahren seines 
Aufenthalts in Deutschland forschte er an der Humboldt 
Universität zu Berlin und schrieb an seiner Doktorarbeit.

Als das Deutsche Reich 1945 kurz vor der Kapitulati-
on stand, empfahl die japanische Botschaft ihren 
Landsleuten in die Heimat zurückzukehren. KOENU-
MA entschied sich aber – auch aufgrund einer Liebes-
beziehung zu einer deutschen Frau – in der Nähe von 
Berlin zu bleiben. Nach mehreren Umwegen gelangte 
er schließlich nach Wriezen, eröffnete im jetzigen Rat-
haus eine Krankenstation und behandelte dort unter 
schwierigsten materiellen Bedingungen und unter 
Einsatz seines Lebens zahllose Seuchenkranke, die 
über die Oder nach Wriezen kamen. Infolge seiner 
Arbeit erkrankte er selbst an Typhus, woran er am 8. 
März 1946 verstarb. Die Krankenschwestern, mit de-
nen KOENUMA zusammengearbeitet hatte, kümmer-
ten sich 1950 darum, dass der Arzt einen ordentlichen 
Grabstein bekam und dass die Grabstelle seither ge-
pflegt wurde. 1994 wurde der japanische Arzt post-
hum zum Ehrenbürger Wriezens ernannt, seit dieser 
Zeit kommt die Stadt für den Erhalt des Grabes auf, 
das inzwischen fast zu einer Pilgerstätte für japani-
sche Touristen geworden ist. Den Grabstein ziert ein 
Äskulapstab als Symbol der Ärzte, er ist gesäumt von 
zwei Bambusbüschen und einer Stele mit der Auf-

©Stiftung Oderbruch

Rathaus von Wriezen, in dem Dr. KOENUMA nach dem Krieg die 
Seuchenstation leitete und Koenuma-Denkmal
戦後肥沼が率いた伝染病医療センターは、現在ヴリーツェン市庁舎と
なっている。市庁舎前の広場には肥沼の記念碑がある。©Stadt Wriezen

Foto links: Gedenken am Grab von Dr. KOENUMA in Wriezen 
Foto rechts: Johanna FIEDLER, ehemalige Mitarbeiterin von Dr. KOENUMA,
mit dem Bürgermeister von Wriezen Karsten ILM
写真左：毎年３月８日の肥沼の命日には墓参り、2018年　© K. S. SCHMIDT
写真右：肥沼と働いていたヨハンナ・フィードラー（Johanna FIEDLER）さんとカー
ステン・イルム（Karsten ILM）ヴリ―ツェン市長、2018年　© K. S. SCHMIDT
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バレー大会の開催（毎年）
などがあります。また、ヴ
リーツェン市内では八王子
市から贈られた桜をいたる
所で目にすることもできま
す。さらに、ヴリーツェン市
議会は現在「肥沼信次通り」
の設置を検討しています。
しかしながら、なにより

も大切なのは市民同士の交
流です。筆者は、1992 年に
日本人ジャーナリストの通
訳として初めてヴリーツェンを訪れましたが、そのときに肥沼と一緒に
チフス病棟で働いていた看護師のお二人に、肥沼の印象や思い出を語っ
てもらうことができました。また、八王子高校の生徒に同行して二回に
わたりヴリーツェンを訪れたり、同市のウーベ・ジーベルト（Uwe 
SIEBERT）市長（当時）をはじめとする市議会代表団とともに八王子市
の「市制施行 100 周年記念式典」に参列する機会も得ました。そのときに、
ＪＲ八王子駅北口ユーロード沿いの中町公園に設置されていた「肥沼信
次博士顕彰碑」も訪れましたが、この顕彰碑は「Dr. 肥沼の偉業を後世に
伝える会」の地道で粘り強い募金活動により建てられたものです。

両市間の高校生交流は、日独高校生交流「たけのこプログラム」（2005
年～ 2013 年にベルリン日独センターが運営）から助成金を受けて実施さ
れたものです。今年の初夏には八王子から市民の方々を迎え、伝統的な
「オーデル川堤防祭り」に参加してもらう予定でしたが、コロナ禍のため
に２度目の延期を余儀なくされました。

これまで日本ではあまり知られていなかった肥沼ですが、今では肥沼
を題材とする絵本が何冊も出版されており、川西重忠著『日独を繋ぐ“肥
沼信次“の精神と国際交流――八王子の野口英世ドクター・コエヌマを
知っていますか』（2017 年）も刊行されました。また、ドキュメンタリー
をはじめとするテレビ番組の放映や雑誌などに多数の記事が掲載された
こともあり、日本でも近年知られるようになりました。
 
著者：カトリン＝スザンネ・シュミット――日独交流の懸け橋をわたる人

2003 年にベルリ
ン独日協会事務局
長に就任。また、
通訳者として 1990
年 代 初頭からヴ
リーツェン市と八
王子市の相互訪問
団に同行し、高校
生交流をサポート
することを通じ多
くの人々と親交を
深める。

schrift „In selbstlosen Einsatz bei der Seuchenbe-
kämpfung gab er sein Leben“.

Für seine Familie galt KOENUMA lange Zeit als ver-
schollen, da es nach seiner letzten Meldung in der ja-
panischen Botschaft Ende 1944 kein Lebenszeichen 
mehr von ihm gab. Erst durch die Veröffentlichung ei-
ner Meldung in einer japanischen Tageszeitung An-
fang der neunziger Jahre erfuhr sein jüngerer Bruder 
etwas über das Schicksal seines Verwandten und 
reiste 1994, inzwischen hochbetagt, nach Wriezen, 
um am Grab seinem Bruder die letzte Ehre zu erwei-
sen – eine sehr emotionale Begegnung.

Seit Beginn der neunziger Jahre gibt es zahllose Kon-
takte zwischen den Menschen in Hachiōji und Wrie-
zen, die mit dem Abschluss einer „Freundschaftsver-
einbarung“ zwischen den beiden Städten am 10. Juli 
2017 besiegelt wurden. Das Johanniter-Gymnasium 
hat eine Partnerschule in Hachiōji, auf dem Wriezener 
Schützenplatz steht ein von dem japanischen Künstler 
YOKOO Tatsuhiko (1928 - 2015) und dem deutschen 
Bildhauer Axel ANKLAM (* 1971 in Wriezen) geschaf-
fenes Denkmal des Arztes, im Oderbruch findet jähr-
lich ein nach dem japanischen Arzt benanntes Beach-
Volleyball-Turnier statt, japanische Kirschbäume aus 
Hachiōji sind überall in der Stadt zu finden und zurzeit 
berät der Stadtrat darüber, eine Straße in Wriezen 
nach dem japanischen Arzt zu benennen. Aber am 
wichtigsten sind die persönlichen Kontakte zwischen 
den Bürgern. Ich selbst kam als Dolmetscherin mit ei-
nem japanischen Journalisten bereits 1992 das erste 
Mal nach Wriezen und konnte damals noch mit den 
beiden Krankenschwestern, die mit Dr. KOENUMA 
auf der Typhusstation zusammengearbeitet hatten, 
sprechen und ihre persönlichen Eindrücke und Erin-
nerungen an den Arzt teilen. Außerdem hatte ich 
zweimal die Freude, eine Schülergruppe der Hachiōji-
Highschool in Wriezen zu begleiten und gemeinsam 
mit dem damaligen Bürgermeister von Wriezen, Herrn 
Uwe SIEBERT, und einer Delegation des Stadtrates 
an den Feierlichkeiten zum 100. Jubiläums in Hachiōji 
teilzunehmen. Bei dieser Gelegenheit besuchten wir 
auch den Gedenkstein für Dr. KOENUMA, der durch 
die Spenden des sehr aktiven „Dr. Koenuma Kommit-
tees“ finanziert und kurz zuvor am Eingang der Fuß-
gängerzone von Hachiōji aufgestellt worden war.

Der Schüler-Austausch zwischen beiden Städten wur-
de unterstützt durch den „Takenoko-Fonds“, (verwal-
tet vom JDZB). Gerade für diesen Frühsommer war 
wieder ein Besuch von Bürgern aus Hachiōji in Wrie-
zen mit der Teilnahme an traditionellen „Deichfest“ 
geplant, der aber jetzt aufgrund der Pandemie schon 
zum zweiten Mal verschoben werden musste.

Über Dr. KOENUMA gibt es inzwischen eine ausführ-
liche Dokumentation, mehrere Kinderbücher in japa-
nischer Sprache, einen Dokumentarfilm und zahlrei-
che Artikel in den verschiedensten Zeitschriften, er ist 
also auch in seiner Heimat kein Unbekannter mehr. 
Er ist posthum zum Brückenbauer zwischen den Bür-
gern von Hachioji und Wriezen geworden.
 
Über die Autorin
Katrin-Susanne SCHMIDT ist seit 2003 Geschäftsfüh-
rerin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Berlin. 
Als Dolmetscherin hat sie seit Beginn der neunziger 
Jahre Delegationen in Wriezen und Hachioji begleitet, 
den Schüleraustausch unterstützt und dabei auch vie-
le persönliche Freundschaften zu den Bürgern dieser 
Städte geschlossen.

肥沼信次博士顕彰碑　© Dr. 肥沼の偉業を後世に伝える会

Foto links: Schüler*innen mit ihren Gastfamilien vor dem Bahnhof in Wriezen
Foto rechts: Mit dem Direktor des Johanniter-Gymnasiums zu Besuch in der Botschaft von Japan in Berlin
写真左：八王子高校の生徒とホストファミリー、ヴリーツェン駅前
写真右：聖ヨハニタ―高等学校の校長（当時）と八王子高校の生徒。ベルリンの日本国大使館
にて、2016 年８月　© K. S. SCHMIDT

著者（右端）と「Dr. 肥沼の偉業を後世に伝える会」のメンバー
2019 年 10 月 　© Dr. 肥沼の偉業を後世に伝える会
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1911 年 10月 30日に日独協会が設立されてから今年で 110 周年。これを記
念し、これから数回にわたって、過去の会報誌に掲載された情報を中心に
しながら協会のあゆみを振り返ります。今回は、1911 年の創立時から、再
建後の 1963 年までを取り上げます。戦前の日独協会、日独文化協会につい
ては資料がほとんど残っていませんので、簡単に触れるにとどめました。主

なトピックと編者が面白いと感じたトピックのみを挙げていますが、ここに掲載した事柄以外にも、再建当時からほぼ毎月例会が開
催され、ドイツからの要人の歓迎レセプションや、「ビア・アーベント」、「独逸文化の夕べ」、
青壮年部による音楽会やドイツ語スピーチコンテストなどの催しが活発に行われていました。

 10 月 日獨協會設立。この日夜 8時から華族会館において、桂太郎副総裁、青
木周藏会頭、長井長義理事長を首脳陣とし、ドイツ側 50 余名、日本人
100 余名の出席のもと設立総会が開催された。長井長義理事長が当時校
長を務めていた小石川関口台町の独逸学協会中学校内に事務所が置かれ、
長井理事長が実質的な会の運営を自身で行っていた。

 
 6 月 ㈶日獨文化協會設立。駐日大使ゾルフ博士より「日獨協會は社交団体であり、日独間

の文化交流のために別団体を設立したい」という希望を受け設立。日独の教授の交換
派遣や、「大ドイツ国展覧会」の実施など広範な活動が行われた。1942 年には麴町区 3
番町 4に日独文化会館が開館。

 

 9 月 第二次世界大戦終結。日獨協會、日獨文化協會、共に消滅。
  日独文化会館は焼失、土地も売却された。

 
 4 月 日本とドイツ連邦共和国、国交樹立。
 7 月 ㈶日独協会再建。7月 22 日、日本商工会議所で発会式開催。

会長：武者小路公共、副会長：三井高陽、常務理事：小島秀雄。
小島秀雄氏が役員を務めていた北海道興発株式会社内に事務
所が置かれた。

 11 月 『日獨協会会報』創刊。11月 8日に記念すべき会報第 1号が発
行された。1955 年からは月刊となり途中「日独月報」に誌名
変更。内容は協会発会式における会長挨拶、駐日代理大使ノ
ルテ博士挨拶、ドイツ外務次官から寄せられたテレグラムによるメッセージなど。行事記録には「ビーヤアーベ
ント」、映画会、月例会食、キリンビール工場見学、木版画実演などがあり、東大講堂で開催された『双子のロッテ』
の映画会では、ドイツ文学者相良守峯教授とシンチンガー教授が講演され、参加者は 450 名に達した、とある。

 
 7 月 「第一回夏期独逸語講習会」開催。相良守峯理事が中心となり企画、これが協会のドイツ語講座のはじまりとなった。

会期：7月 13日から 26日まで。会場：上智大学（四谷）。講習会終了後の会報には、当初 200 名程度を見込んで
いたが、最終的に658名の参加者があり、「1組の人数が多すぎて気の毒であった。しかし講師陣が優秀であること、
その講義が熱心であること、時間が正確であること、の 3点は受講者諸君に満足を与え…」と報告されている。

 
 4 月 会長に高橋龍太郎が就任。
 5 月 「シラー 150 年祭」開催。シンチンガー教授らによる講演の他、国立音楽大

学管弦楽団と合唱団による「第 9」の演奏などがプログラムに残っている。
上演されたシラーの劇「たくらみと恋」の演出は故岩淵達治学習院大学教
授、配役には篠沢秀雄教授や俳優の故児玉清（本名、小玉清）氏の名も。

 
 7 月 「げるまにあ」発刊。ドイツ事情を掲載した季刊誌。創刊号の内容は「フリー

ドリヒ・リストとその交通政策論」「ドイツ経済についての質問－外貨蓄
積と社民党の経済政策」「ドイツ派遣労働者の実情」など。1966 年まで発行を続け、ドイツ事情がテレビや新聞
で入手しやすくなったことを機に廃刊。

 
 7 月 日独協会図書室開館。この年東京で開催された「ドイツ図書展」に際し、ハース大使からドイツの新刊図書や百

科事典が多数送られた。これらの書籍が活用できるよう、富士電機サービスセンター（港区田村町 1－ 3）の 2
階に図書室を開室。平日週 2回、午後 2時間の開館だった。

 
 9 月 夜学のドイツ語講習会開始。ミュンヘンのゲーテ・インスティトゥートから講師を

招き授業を開始。
 11 月 俳優トニー・ザイラーが例会に参加。このころ毎月例会を開催していたが、11 月 25

日から 30 日に東京で開催された「ドイツ映画週間」に合わせて、24 日の例会に、
来日した俳優や映画関係者が招待された。当時の会報にはスキー選手でもあり人気
俳優でもあったトニー・ザイラーが会員らと交流する様子が掲載されている。

  会場：東条会館　参加：210 名。
 
 3 月 アデナウアー首相歓迎会。3月 31日 11時～ 13時、光輪閣（高輪皇族邸）にて各地の日独協会と

の共催で開催。協会会員の他、東洋ドイツ文化協会の会員、在日ド
イツ人が招待され、参加者は 900 名となった。当日、高橋龍太郎会
長のドイツ語での挨拶に続き、アデナウアー首相が挨拶。庭園の桜は
見ごろで、首相も庭を歩き周り、多くの会員と語らった。なお、この
ころから要人の挨拶の日独通訳は、現在にいたるまで協会に多大なる
ご協力をいただいている黒川剛大使が、ほぼ全てを担当されていた。

1911年
（明治44年）

1927年
（昭和2年）

1945年
（昭和20年）

1952年
（昭和27年）

1953年
（昭和28年）

1955年
（昭和30年）

1957年
（昭和32年）

1958年
（昭和33年）

1959年
（昭和34年）

1960年
（昭和35年）

①明治 45（1912）年
の会員名簿

②当時の会則

④日独協会会報第 1号

⑥「たくらみと恋」配役 ⑦「たくらみと恋」

⑧例会で三井副会長、高橋会長と並
ぶトニー・ザイラー。

⑨首相の挨拶に聞き入る人々 ⑩挨拶する首相と
通訳する黒川剛氏

③日独文化協会発行冊子

1911-2021
第１回　1911-1963

日独協会のあゆみ

⑤ 1953 年 3 月号掲載「事務所求む」
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 5 月 日独修好百年記念ドイツ展開催。5月 2 日から 7日まで日本橋の三越本店で日独協会
と朝日新聞社主催の「ドイツ展」を開催。歴史的資料の展示のほか、ミュンヘン博物
館から多くの物が出展された。U-Bootの模型、ゲーテやベートーヴェンの像、鉄道模
型や、ボンにあるベートーヴェンハウスの一部がジオラマで再現された。ゴールデン
ウィーク中でもあり多くの観客が詰めかけた。

 
 5 月 会報誌が 100 号を迎える。これを記念し、会長によって書かれた題字「日独月報」が 5

月号から採用された。100 号に掲載された小島常務理事の原稿から抜粋：「創刊以来、
編集翻訳校正は殆ど常務理事である私一人でやってきた。多忙のため校正が粗漏になっ
たこともあり、会員からご注意を受けたこともあるが、ドイツ語を知らぬ植字工相手
の仕事であるので随分苦労している。幸に印刷を頼んでいる三和印刷の建部氏が協力
的で原稿を見て活字の指定から写真の割り付けまで引き受けてくれて、最後に補助原
稿を送るとそれで適当な冊子にしてくれるので大いに助かっている。」（現在も会報誌
の制作、印刷では三和印刷さんに大変お世話になっています。）

 
 8 月 事務所を新橋に移転。戦後の再建以来、事務所を構えていた丸の内仲 4号館の赤レン

ガの建物が改築されることに伴い、移転。当時の会報には「前の事務所より 6割以上
広くなりましたので、今迄富士電機の倉庫にお預けしていた書籍類を全部書棚に格納
することができました。（中略）会員諸氏の御利用をお待ちしています」とある。

 11 月 リュプケ大統領夫妻歓迎レセプション開催。11 月 8 日、日本工業クラブにて OAGと
共催にて開催。「大統領が車で到着すると、街を行く大勢の人が立ち止まって大統領に
歓迎の意を表した」。会場では両国国歌演奏に続き、高橋会長の挨拶に、大統領が鄭重
な挨拶で返された。大統領は多くの人と交流され、自席にはほとんど座ることがなく、
「少量のシャンペンとミネラルヴァッサーを飲まれただけで始終立ち続けて、人々の希
望に応じて握手を続けられ…」とある。

1961年
（昭和36年）

1962年
（昭和37年）

1963年
（昭和38年）

⑪開会式ではハース大使夫人が
テープカット

⑬ 1963 年の移転通知

⑫ 100 号から題字が高橋会長が
書いたものに変更された

ドイツ経済の動き　第 71 回

新たな会期を迎えた連邦議会
伊崎 捷治（当協会理事　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）

この記事が掲載される頃にはドイツの連邦議会選挙が終り、新政権樹立に向けた駆け引きが始まっていて、ドイツの政治の行方
がどのようになるか、目が離せない時期だろうと思います。今回はそこに至るまでのプロセスを概観します。

  選挙で選ばれる立候補者
連邦議会議員に就任することが決まった人たちは実は 2回の選挙を経て当選した人たちです、ドイツの選挙制度には日本と異な
る点が数多くありますが、議員が 2回の選挙で選ばれるというのもそのひとつで、徹底して民主主義を貫こうとするドイツの選挙
制度の特徴だと言えます。
ドイツの選挙法では、立候補者を立てようとする政党は 299 の選挙区ごとに、選挙管理委員会の厳しい監視のもとで党員による
自由な選挙を実施して党員の中から立候補者を選ばなければなりません。州単位の比例区の候補者リストおよびリストの順位も同
様です。立候補者は現職であれ新人であれ、こうした選挙区ないし州支部における選挙で代表として選ばれてはじめて一般の有権
者による選挙に立候補することができるのです。候補者として党（指導部）が意向に沿う人物を立てるのではなく、できるだけ国
民一般の声をくみ上げ、政治に反映させる仕組みだといえます。
したがって、ドイツには政党本部が立候補者を指名したり、公認・非公認にしたりする仕組みはありません。党首といえども自
党からの立候補者を決められません。

  議員は自らの良心にのみ従う
そうして選挙に当選した議員に対して受け皿となる派閥といったものは存在しません。基本法第 38 条では「ドイツ連邦議会の

議員は国民全体の代表であり、委託や指示に拘束されず、自己の良心にのみ従う」と明記されています。したがって、議員は党の
方針に拘束されませんから、政党としては常に優れた政策を提示し、議員もそのための役割を果たしていくことが求められます。
そうした中で議員の間の調整・とりまとめ役となるのがいわゆる会派長です。会派長の役割は日本の幹事長に近い存在ですが、

党派ごとに議員による選挙で選出されます。したがって、党首の意向も反映されるとは限りません。メルケル政権においては長年
フォルカー・カウダー氏が会派長を務め、首相を支えていましたが、2018 年の選挙で現在のラルフ・ブリンクハウス氏に敗れ、メ
ルケル首相には大きな痛手となりました。

 党の役員も選挙で
ドイツではそのほか、党首、党首を補佐する事務総長、出納長、執行部、理事会など各種役員はいずれも基本的に党大会におい

て党員や代議員による選挙で選ばれます。CDUの場合、国会議員も一般党員と同じ 1票で合計 1,001 名の代議員を選出します。
ドイツの政治家の履歴をみると 17 ～ 18 歳くらいの若さで党員となって、地方から少しずつ活動の場を広げ、支部長、州支部部

長などとして実績を積み、選挙の洗礼を受けながら地位を上げてきた人が多くを占めます。そうした世界では親の地盤を継ぐ二世
議員や中途で政界に飛び込み、高い地位に就くといった例はほとんどありません。

 日本よりも 5歳若い平均年齢
連邦議会の選挙では毎回約30％（今回であれば 200名あまり）の議員が入れ替わっており、前会期の議員で今回立候補を取りやめた

のは約140名といわれます。会期初めにおける議員の年齢はこれまでの例で 49.5 歳前後、日本の2017年衆議院選挙の際の54.7 歳と比
べてひとまわり若くなっています。

（2021 年 8 月末日）



6

１．ドイツとの出会い、ドイツに行かれた経緯
　私が大学に入学する頃は
ベルリンの壁が崩壊し、ド
イツが統一した時期で約
30 年前です。当時、発展
する大きな可能性を秘めて
いる国で、ドイツ語を勉強
しておくのは良いと思い、
第 2外国語でドイツ語を選
択し、またドイツ語研究会
のサークルや日独協会に属
しました。私は時々日独協
会のイベント、例えば、鎌
倉へドイツ人の方々と遠足
をするなどの交流に参加し
ておりました。大学 1年生
の時、学んだドイツ語を
使って軽井沢旅行でドイツ人の方とお話をして、意思疎通がで
きたことへの喜びは今でも覚えています。
　大学入学時は、「何か他の人に負けないものをつくろう」と思
い、英語はたくさんの方々が勉強していたので、ドイツ語を学
び始めました。その後 1か月オーストリアに留学、大学 3年の
頃に 1年間ドイツに留学してドイツ文化に触れました。その留
学時に飲んだ甘い白ワインがおいしく衝撃を受けました。留学
後、大学の先生に進路について相談し、例えば商社、旅行会社、
ドイツへ行って働く、教師、ドイツワインレストランをオープン
など将来やりたいことがたくさんありましたが、まずは親の力を
借りず自分で稼ごうと決めました。大学卒業後は約 3年間レス
トランで働きながら、渡独する夢を持ち続けていました。ある日、
ドイツワインセラーでの接客の求人を見て応募し面接で合格し
ましたので、1997 年 10月に渡独しワインセラーで働き始めまし
た。この時は、まさか当時の旧共産主義のドレスデンでお店を
オープンするとは、夢にも思っておりませんでした。

２．ドイツでのカルチャーショック、文化の違いについて
　それほど大きなショックはありませんが、小さなショックはた
くさんありました。まず大学 3年を終えて留学してすぐのこと、
宇宙のカプセルを見たことです。私は留学してすぐゲーテ・イ
ンスティトゥートの語学学校へ行きました。まだ私がドイツへ
行ってまもない頃、授業は午前中に終わり、ゲーテが提供して
いる屋根裏部屋に戻り、私物を地下へ取りに行った時のことで
す。地下への階段を下りて荷物を取りに行った際に、真っ暗で
したので灯をつけようとしたところ、地下においてある物置の右
側に大きな白い宇宙のカプセルがあり、そのカプセルの間から
青い光線が光っていました。私は鳥肌が立ち怖くなりましたが、
その瞬間「バン」と音がなり青い光線が消えました。5秒ぐらい
の出来事です。光線が消えたあと地下はほぼ真っ暗でしたが、
白い宇宙のカプセルがオープンしました。私は初めての光景に
驚き、宇宙人かと思ってしまうほどでしたが、真っ裸の年配の
大家さんで、私と大家さんの目があった瞬間とっさに「すいま
せん。」と言って階段を上がっていきました。後から知ったので
すが地下に宇宙のカプセルがあったのではなく、大家さんは地
下に日焼けサロンをもっていたとのことでした。ドイツの方々は
プライべートを大事にするので自分の好きな娯楽（サウナなど）
を設計したり、飾り付けなどをきれいにする習慣があります。
　他、カルチャーショックはタトゥーです。留学時代、私にはやさ
しい知り合いのドイツ人がおり、タトゥーをしていたことに最初は

驚きましたが、ドイツ人にとってタトゥーはおしゃれで、私の日本
でイメージしていたタトゥーの考え方と違ったことには驚きでした。
　又、私の留学時代、ドイツではスーパーが18時までしかオー
プンできず、留学前はコンビニに慣れていたので不自由さを感じ
ました。現在は営業時間が伸びましたが、今でも日曜日は一般
的に閉まっているのは、私にとって当たり前の日常になりました。
　それから、私のドイツ人の友人が自身の誕生日に自らたくさ
んの人達を招待したことです。私は日本にいる頃は自分の誕生
日を他人が祝ってくれることを期待して他の方にお祝いをして
もらう感覚でしたが、ドイツの友人が私を含め誕生日に招待し
て自ら料理をしていたことに不思議な感覚を覚えました。ドイ
ツでは誕生日を迎える当人が友人たちを招待してお祝いするこ
とが一般的なようです。そのほか、ここでは書ききれないです。

３．現在の仕事や活動、今後の展望について
　今年ドイツワインが無形文化財に登録されました。まだまだ日
本に輸入されていない、おいしいドイツワインがたくさんありま
す。日本へすばらしいドイツワインをさらに広めて、その魅力を
お伝えしていきたいと思っています。コロナ渦で大変ですが、負
けずに小さくても強い会社を目指していきたいと思います。個人
的には引き続きあきらめずワインやシュピリッツの難関の資格へ

の挑戦をして卒業
することと、来年
11月のドイツでの
ソムリエコンクール
で優勝することで
す。又、ワインのプ
ロの方々が日本酒に
も興味をもってお
り、おいしい日本酒、
日本のワイン、ウイ
スキーも逆にドイツ
人へ紹介していきた
いと思っています。

　
４．ドイツに暮らす良さ
　私が個人的に感じるドイツで暮らす良さは、ドイツワインが
とても好きなので直接ワイナリーの生産者と触れ合う機会にた
くさん恵まれたことです。その他、一般的には、ドイツ人はルー
ルに従って働き、決められたことをきちっと守ります。そのあ
たりは日本人にも共通していますが、ドイツは個人主義です。
これが、ドイツ人の働き方に反映されているようです。ドイツ
では常に個が優先され、組織もそれを理解しています。ドイツ
の職場では、みんな基本的に各自の裁量と判断で仕事をしてい
ます。ドイツ人は、仕事が終わればすぐに自宅へ帰ります。ド
イツの友人たちとお話しても、プライベートを大事にする彼ら
は、仕事よりも生活を優先させながら働いているのを感じます。

５ ．海外に長く暮らす中で気づいた日本の長所や良さ、逆に日
本がドイツから学べること
　ドイツで長く暮らす中で、日本に帰国する度に感じることは、
接客でのホスピタリティです。私のドイツの友人が日本へ行き、
レストランなどで受けたサービスが親切で感動しておりました。人
に対する気配り、おもてなしの心は日本は素晴らしいと思います。
　逆に日本がドイツから学べることは、ドイツは環境を大切に
していることです。環境保護への取り組みを行うことが明記さ
れている法律もあります。例えば温暖化に影響があるとされる

ドイツに生きる―ドイツで活動する日本人（3）

　本誌は今年度、日独交流 160 周年を記念し、ドイツの社会に溶け込み、地道に活動されながら、日独間の交流に貢献されている
日本人を紹介いたします。
　「私、この原稿が掲載される2021年 10月に 50歳の誕生日を迎え、ちょうど人生の半分、25年がドイツ滞在になりました。」とおっしゃ
る沼尻慎一さんに、この連載の第三回にご登場いただきました。沼尻さんは、ドイツ留学時代にドイツワインに魅せられ、1997 年に再
度渡独後、現在ではご自身のワインショップ DWG Handelをドレスデンで経営され、ドイツワインの魅力を発信し続けられています。

ソムリエコンクールの様子。
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既存エネルギーから、太陽光・
風力などの再生可能エネルギー
への移行を積極的に行っている
ことです。ラインヘッセン地方
のワイン畑を走るとプロベラ型
の風力発電などがたくさん見ら
れます。プラスチック製包装材
の削減・リサイクルのシステム
も構築されています。現在ドイ
ツの屋上緑化面積は年々増加し
ており、例えばワインの醸造所
でも屋根のソーラーのパネル化
をしているところも見られます。
　環境政策でもドイツはリサイ
クルの意識がとても高い国で、
デポジットの制度もあります。こ
れは容器入りの飲料を購入する
際、商品代とは別に保証金を支
払わなければならないという制
度です。飲み終わったら容器を
返却すればお金が返ってきます。
又、コンテナーシステムと呼ば
れる独自のリサイクルシステム
があります。ワインの瓶などは
色で分けてコンテナにいれます。
このように細かな環境政策が、
リサイクルの意識や環境問題へ
の意識をさらに強くしています。

６ ．今後の日独関係をより発展するために必要なこと、できる
こと。ドイツに関心を持つ若い世代へのアドバイス

　ドイツ人と日本人との身近な交流、例えば私の住んでいるドレス

デンに近いマイセンは佐賀県有田町と姉妹都市で、コロナ感染症の
流行前までは密接な交流が行われていました。こういった多くの日
本とドイツとの交流が、日独関係をより発展させる為には重要だと思
います。現在はコロナ禍なのでネットを通じてでも交流はできます。
　ぜひ若い世代の方々にはドイツに来てみることをおすすめし
ます。ドイツへ来ることにより
文化の違いなどを感じること
もでき視野も広がります。ドイ
ツ語を知っているかどうかで
ぜんぜん違うので、少しだけで
も、できるだけ語学を日本で学
んでくることをおすすめしま
す。現地にくれば肌で自ら色々
感じることができ、喜びも楽し
みも広がります。

2020 年ソムリエカップにて。優勝の
Wilmさんと沼尻。約 45 名のソムリエ
参加者で私は 5位。

ワインの瓶などは色で分けてコンテ
ナにいれる。沼尻宅近所のコンテナ。

フラウエン教会。天気が良い。
2021 年 8 月下旬。

沼尻さんのお店情報
デーヴェーゲーハンデル (DWG Handel)
住所：An der Frauenkirche 13      
　　　01067 Dresden 　Germany
Tel.: +49-351-2092931　Mail: info@dwgdresden.com
https://www.dwgdresden.com

当店はドレスデンの中心にあり、フラウエン教会の正面にあります。
ドイツで様々なワインの審査員を務める沼尻がお客様のご相談、
ご質問にお答えし、皆様にぴったりのワインをお選びいたします。
辛口から極甘口までバラエティーに富み、初心者からワイン通までも
虜にする魅力のドイツワイン。弊社では多種多様な高品質なドイツワ
インを取り揃えドイツでも入手超困難なワインも取り揃えております。
ドレスデンを訪れた際には是非お立ち寄りください。またドイツ
国内発送以外に日本への格安発送も承っております。ぜひコロナ
下ご自宅で弊社のワインをお楽しみください。メールにてお気軽
にお問い合わせください。

ドイツ×ボードゲーム=!? (3)
リモートで遊べそうなゲーム3選

伊吹 和真（三修社編集部）

なかなか集まって遊ぶことができない昨今、オンラインゲームもありますが、なんとかしてアナログゲームをオンラインで楽しめな
いか考えてみました。

■Stadt Land Fluss
まずはペンゲーム（紙とペンだけで遊べるゲーム）をご紹介。訳すと「町・国・川」という遊びです。まず、各自紙を用意して、横

軸に「町」「国」「川」など項目名を記入します。縦軸に「ABC…」（あるいは五十音）をとります。アルファベットごとに、（Aなら）
Aで始まる町・国・川…を考えていって、横一列のマスが完成した人が「ストップ！」と宣言、得点計算します。最初に完成した人は
25点獲得、一人だけほかの人と違う単語を見つけられたらさらに＋10点…などとボーナスポイントが加算されます。くわしくはオンラ
イン教室Ecomのユリアさんのブログがあるので「Stadt Land Fluss」で検索してみてください。

■ラビリンス
盤上のコマを動かすボードゲームですが、zoomなどの会議システムを使ってカメラ1台でボー

ドを映すことでリモートプレイできるのではないかと思います。中継する人がコマを動かさない
といけないので、リモートの人がプレーしやすいよう、将棋盤のように座標を打っておくといい
ですね。迷路の中での宝さがしですが、一手ごとに道が動くので状況が一変します。得手不得手
がありそうなゲームです。

■適当なカンケイ
フランス生まれの直感系ゲームです。場に並べられたばらばらの

モチーフを撮った写真を、適当な理屈をつけてペアにする、その結
果がどれだけほかの人とシンクロするかを競うというちょっと変
わったルールです。共通の場を見てプレーするので、リモートでも
遊びやすいかと思います。「フライパン」と「セミ」はどちらも黒い

からペア、「セミ」も「ロケット」も飛ぶからペア、のように11枚あるカードを次々こじつけでペアにして
いきます。ほかの人がどんな理屈でペアを作ったのかを、わいわい言いながら知るのも楽しい。「天ぷら」
も「凧」も「あげる」からペア、という発想が受け入れられるかは集まったプレーヤーの感性によりますね。

場から１枚めくって手札に加えたりするカードゲームは難しいですが、手札だけで完結するゲームなら、事
前にほかの参加者宅にそれぞれの手札を郵送しておく、というのも非日常感があって面白いかもしれませんね。
私の連載はこれでおしまいです。ゲームはやっぱり読むものではなく、遊ぶものですね。協会でのゲーム

イベントが再開される日を心待ちにしています。

「ラビリンス」：１列の右にパネル（道）を１枚
入れると、列全体が左に移動して左端のパネ
ルが押し出される。

「適当なカンケイ」：組み合わせの
例。「２」が余り。余りカードが他
の人と同じだと高得点を得られる。
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 「日本では 30 年、ドイツでは 76 年」
これは何の数字かご存知でしょうか。これは住宅を建ててから取り壊すまでの平均年数です。弊社代表がこの事実を知
ることになったきっかけは、旅行でヨーロッパを訪れたことでした。100 年も前に建てられた住宅に、人々が現代でも暮
らしていたからです。そして調べていくうちに、日本の住宅性能は実はあまり良くない上に、性能が長持ちしないことに
気づいたのです。

 
日本の住宅の寿命が短いのはまず、室内外の水蒸気の流れを遮断する家づくりが原因です。室内外の水蒸気の流れを止
めてしまうと、室内で結露が発生します。結露はカビやダニを発生させ、ハウスシック症候群などを引き起こします。ま
たドイツでは水蒸気を通す家のみ建てられることから、水蒸気を通すことがいかに大事であるかということがわかります。
もう 1つの原因は、化学材でできた建材を使用しているということです。化学材は劣化が早く、その上メンテナンスは
とても難しいです。さらに家が取り壊された後、化学材でできた建材は大量のゴミとなってしまいます。

 
このような問題に今の日本の技術では対処できないと気がつくまで、弊社は日本の多
くの住宅メーカーのように化学材で家を建てていましたが、問題を解決するため世界に
視野を広げた末に、ドイツ製の木製断熱材に出会いました。この断熱材は室内外の水蒸
気の流れを止めないことにより結露を発生させず、かつ木でできているため、建材とし
て役目を果たした後は地球に還ることができます。また仮に劣化したとしても、部分的
に補修できます。
このドイツ製木製断熱材は環境に優しく、またメンテナンスができるだけではありま
せん。一番重要である断熱性能がとても優れています。数値できちんと結果を出してい
るほか、弊社の展示場を訪れたお客様は、冷暖房費が一般的な一戸建てと比べて半分ほ
どなのに、夏はより涼しく、冬はより暖かいことにとても驚かれています。

 
弊社では以上のように、長持ちしない化学材を使わず、また環
境に負荷をかけたくないという観点から、木製断熱材の他にも、窓、
玄関ドア、雨樋、室内塗料なども自然素材を使ったドイツ製の製
品を取り扱っております。ご存知の通りドイツは自然に対する意
識が高く、また職人文化がある国ですので、どの製品も品質と環
境への配慮の双方に大変優れております。

 
弊社がドイツ製木製断熱材と目指していることは、以下の通り
です。
1つ目は、夏は涼しく、冬は暖かい住宅で快適な生活をより多く
の人に実現させることです。私たちが手がけている家づくりでは、
木製断熱材で家を丸ごと遮熱するため各部屋の温度に差がなく、
ヒートショックなどの健康問題も減らすことができます。
2つ目は、建材のせいでシックハウス症候群などの病気になる人
を救うということです。安らぐための場所であるはずの家が、化
学材で建てられたことによって住人を病気にさせてしまうのは、
あまりにも残念な事実です。
3つ目は、木からできたものを使うことで、地球に負担を残さな
いということです。化学材でできたものは、残念ながら将来は大
量のゴミとなるほかありません。

 
最近では SDGsが盛んに取り上げられているせいか、日本人の環
境への意識も変わりつつあると実感しております。ドイツを筆頭
とした西洋の意識の高さにはまだ及ばないものの、良い動きであ
ることは確かです。日本にはまだ環境に配慮された製品が少ない
ので、弊社はそんな数少ない選択肢の１つになれればと思います。

 これからもドイツの力をお借りして、住宅についてお困りの方
や、危機に直面している環境を救う商社として、精進して参りた
いと思っております。

日本とドイツ ビジネスが架ける橋 Firma 15

GERMAN HOUSE 株式会社

GERMAN HOUSE株式会社
〒333-0802　埼玉県川口市戸塚東3-2-28
https://www.germanhouse.co.jp
TEL：048-291-0666　Fax：048-291-0633
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家族にとっての第 2 の故郷、ドイツ
恵谷 英雄（日独協会副会長）

私のドイツとの最初の出会いはドイツ音楽である。中3頃からクラシック音楽にのめり込み、
その中心であるドイツ音楽からドイツを知り、ドイツ語を第 2 外国語とし大学院受験のため
もあり Max Weber の『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を原書で読むなど
よく学んだ。日銀就職後そうした勉強の甲斐もありドイツ留学の機会を得、フライブルクで
の語学研修後ザールブリュッケンで経済学を学んだ（82 〜 84 年）。

留学中に知り合った、ドイツ政府給費留学生（DAAD）としてフライブルク音大で研鑽を
積んでいた音楽家（ヴィオラ奏者）である家内と結婚直後に、フランクフルト事務所勤務となっ
た（86 〜 89 年）。最初の勤務では、美術館に近い Rubensstraße のアパートに住み、毎日
オフィスを出るのが日が変わってからという過酷な生活を続けていたが、そうした危機感か
らか（？）赴任 3 年目に Sachsenhausen 病院で長男が誕生した。

2 回目の勤務は所長としての赴任であった（96 〜 98 年）。中央銀行の合併という日銀から
すると考えられない壮大なプロジェクトのフォローが最大の任務となり、ECB（欧州中銀）
の前身の EMI（European Monetary Institute）やドイツ連銀（Bundesbank）へのヒアリ
ングに忙しかったが、知的好奇心が満たされる充実した時期だった。日本で生まれた娘も含
めて 2 人の子供は田口先輩（日独協会元監事、理事）のお子さんも通った Anna-Schmidt-
Schule という現地の私立学校に通わせることとした。家内ともども一応ドイツ語でのコミュ
ニケーションができることとインターは学費が高く日銀が全額負担してくれないためであった。もちろんドイツ語が全く分からな
い子供たちであったが、長男はスポーツ、特にサッカーができたので受け入れられた。一方、娘は言葉がしゃべれないストレスか
ら口内炎ができ、2 カ月後くらいに「学校に行きたくない」と泣き叫んだため、一時は娘だけ日本人学校に転校させることも覚悟
したが、その後友人もでき結局何とか最後まで通い続けられた。特に息子はドイツ生活を満喫し、帰国にあたっては「日本に帰り
たくない」とまで言われ困ったが、その後学生時代にドイツ語検定 1 級にも合格するなど、ドイツは今でも好きらしい。ついでに
一つ、6 歳だった娘は native の発音になったのに対して 8 歳の息子は日本人の発音が残ったのは驚いた。言葉の形成がこの辺り
でできることを認識した次第。いずれにせよ 2 人ともその後米国、カナダに交換留学し、娘は外資系金融機関に就職するなど、父
が望んでいた「コスモポリタン」になってくれたということが嬉しい。

ここからはドイツ人との交流について若干触れたい。職務上自宅に関係者を招いたパーティーも時々催した。家内にはかなり多
くの負担を強いたが、どこかの貴族のお嬢様が来たこともあった。とにかくドイツ人は体力があるので、招かれた時もベビーシッ
ターに預けていた子供がいることもあって一番先に帰ることも少なくなかったが、それでも午前様。背丈は 176㎝だったので大き
く見劣りはしなかったが、胸板は半分くらいしかなくそこが体力の違いに現れた気がした。彼らは平気で徹夜をして翌朝仕事に向
かっていたのには驚いた。

不思議なつながりもあった。事務所の秘書 Kröck 女史は 19 歳から
日銀事務所に勤務をしていて誰よりも日銀を知っているし、とにかく
ドイツ連銀にも知り合いが多かった。ある時は、所長室に近い秘書の
話しぶりから私が待っていたドイツ連銀の局長からの電話がきたと分
かり、繋がれるのをいまかいまかと待っていたが、いつまでたっても
2 人で話をしていて挙句の果てに先方に用ができ繋がれずに切られた
ことまであった。この交友範囲の広い Kröck 女史が部屋を貸していた
友人の指揮者David Shallonを紹介されたのは日銀の事務所であった。
その後まもなくして彼と結婚したのが、家内の親友にして世界的なヴィ
オラ奏者の Tabea Zimmermann。何たる偶然。そしてその David は
東京都交響楽団に客演した 2001 年、喘息の発作で客死した。比類な
き才能を神から与えられた Tabea は試練をも与えられてしまったの
だ！さすがにその後しばらく彼女は日本から遠ざかっていたが、家族
ぐるみでの付き合いは今でも続いている。彼女の室内楽の仲間で今年
も 9 月に来日予定だったドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団

のコンサートマスターである Daniel Sepec は、息子と同じフランクフルトの Sachsenhausen 病院で生を受けていたことが分か
り、その偶然に改めてびっくり。同じドクターが取り上げたか尋ねたが、もちろん取り上げられた当時赤ん坊の本人が知る由もない。

かくして、私にとっても、また家内にとっても、そして子供たちにとってもドイツは第 2 の故郷となった。

「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

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。File19

シリーズシリーズ

著者プロフィール：当協会会員。1955年東京生まれ。78年日銀入行。日銀時代、留学（ザールブリュッケン）、フランクフルト事務所での
2度の勤務など、合計7年弱ドイツに滞在。その後みずほ証券役員を経て現在公益財団法人 国際金融情報センター常務理事として勤務（結
果的に2つの公益財団法人の役員を兼務）。コロナ前の十数年は毎年必ずドイツを含む欧州を訪問。その再開を楽しみにしている。

筆者（欧州中銀にて）2019 年 12 月

左から Tabea Zimmermann、Yuval（長男）、故 David Shallon、
筆者長女、筆者、筆者長男　1998 年
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その21： デッサウ・ヴェルリッツの庭園王国へは鉄道にゆられて③
久保 健（鉄道史学会会員　日独協会会員）

デッサウ中央駅(Dessau Hauptbahnhof)から、デッサウ・ヴェルリッツの庭園王国（Dessau-Wörlitzer Gartenreich）の最寄駅
ヴェルリッツ(Wörlitz)駅を結ぶ、デッサウ・ヴェルリッツ鉄道(Dessau-Wörlitzer Eisenbahn)について、これまで2回にわたり紹介
してきました。最後となる3回目は、この路線の駅を巡ってみたく思います。

■復元されたデッサウ・ヴェルリッツ駅（写真1）
デッサウ・ヴェルリッツ鉄道は、今でこそデッサウ中央駅から発着していますが、

2001年までは中央駅から400mほど離れた、頭端式の専用駅デッサウ・ヴェルリッツ駅
(Dessau Wörlitzer Bahnhof)を基点としていました。1894年の開業時に建設された
駅舎は、ネオゴチック調のレンガ造り3階建てになり、中に入ると、左側は切符を売る窓
口、事務室、右側は手前が2等客、奥が3等客用の待合室になります。駅舎の左部分は1
階建てになっており、出入口にはデッサウ市の紋章が掲げられ、アンハルト公国の君主
が庭園王国へ向かう際に使用した貴賓室となっていました。1968年5月25日の旅客列車
廃止後、1階は代替バスの待合室や事務室になり、2階、3階は住居に転用されています。
季節限定で観光列車の運行が再開された1982年頃の駅舎は、貴賓室跡は2階部分が不
格好に増築され、窓に観葉植物が置かれ、カーテンがかかり、屋根にテレビアンテナが
設置されるなど、生活感あふれる様子が見て取れます。2002年、中央駅に起点が移さ
れたのを機に文化財として開業時の姿に復元されることになり、紋章や建物上部への時
計の再設置、増築部分の撤去などが行われ、現在はホーム跡とともに保存されています。

■カーペン駅は秘境駅（写真2）
中央駅を出発して市街地を抜け、ムルデ(Mulde)川を渡ると景色が開け、農園の

中をのんびりと進みます。ベルリンへと向かうアウトバーンをくぐると、森の中の
直線区間へ入り、ユネスコの自然保護区域に位置する、カーペン生物保護区域
(Biosphärenreservat　Kapen)駅、通称カーペン駅に到着します。この駅、駅
舎や屋根の無いホーム1面の簡素なつくりで、乗降客がいる時のみ停車する、木々
に囲まれた小さな停留所になりますが、かつては、カーペン陸軍弾薬研究所
(Heeresmunitionsanstalt Kapen)や人民公社カーペン化学(VEB Chemiewerk 
Kapen)のプラントが近くにあり、第二次世界大戦中、また東ドイツ時代には通勤
客で大いに賑わったそうです。しかし1992年にプラントは閉鎖され廃墟となり、
戦後ソ連駐留軍の施設となった弾薬研究所は工業団地やソーラーパークになってい
ます。駅から工業団地へは距離があり、カーペン駅の周囲は取り残されたように何
もなく、なんとも寂しい限り。秘境駅と言って良いかと思います。2021年のダイ

ヤでは、カーペン駅の終電はデッサウ中央駅行き20時37分発になり、11月7日が運行最終日です。秋の寒空の下、森の中の真っ暗なカー
ペン駅ホームに立ち、この列車を待つ気分はどのようなものでしょうか。停留所のため、杞憂とは思いつつ、運転士に気付かれず通過
されたらどうしよう、などとも頭をかすめ、かなりの度胸が要るようです。

■オラニエンバウム駅は売り出し中（写真3）
この路線の途中駅で最も大きいオラニエンバウム(Oranienbaum)駅は、炭鉱や

火力発電所に向かう専用線の分岐駅であり、沿線で収穫された農産物や木製の台所
家具の製造を行っていた人民公社の出荷拠点にもなっていたため、構内には多くの
側線が広がっていました。東西ドイツ統一後はいずれも閉鎖されたため、現在は草
生した跡地が広がり、開業時に建設された駅舎のみが残されています。3階建てレ
ンガ造りで、貨物列車の運行管理棟に使用されていましたが、現在はレンガも落ち、
屋根の曲がった廃屋になっています。オラニエンバウム・ヴェルリッツ市で管理さ
れており、中部ドイツ新聞(Mitteldeutsche Zeitung)2019年12月7日付には、
当駅舎が同年12月12日より、ベルリンで9,000ユーロからオークションにかけら
れたとの記事も見られます。市長のコメントでは、コミュニケーション施設への転
用が望まれていますが、続報は無く、現在も空き家の状態が続いているようです。
オラニエンバウム駅を出ると、森が途切れ、再び農村地帯を進みます。遠くに教

会の塔が見え、近づいてくると、終点ヴェルリッツ駅に到着です。このヴェルリッ
ツ駅舎も開業以来のレンガ造り3階建てになり、1階は事務所や待合室、2階、3階は後年、住居に転用されていましたが、現在は廃屋に
なっています。デッサウ・ヴェルリッツ鉄道を運営するデッサウ交通局(Dessauer Verkehrs GmbH)の所有になっていましたが、
2020年に買い手が付き、2021年には改装工事が行われるそうです。なかなか再訪も難しいご時世ですが、いつかまた、庭園王国への
玄関口として美しく整備されたヴェルリッツ駅も、ご紹介させていただきたく思います。

さてデッサウ・ヴェルリッツ鉄道の旅、いかがだったでしょうか。引き続き、皆様からのご連絡お待ちしております。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、よろしくお願いいたします。

イ ツ の 鉄ド
シリーズ

道

写真 1：修復されたデッサウ・ヴェルリッツ駅舎。
左側 1 階の建物が貴賓室。 　　  

写真 2：森の中、周囲に何もないカーペン駅。

写真 3： 廃屋のオラニエンバウム駅には買い手がつくことを祈
るばかり。
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　半年ぶりに戻った Berlin。コロナ禍の間隙を縫ってドイツの若手建築家と共に展
覧会を開催した。
　昨年ハンブルクで行った和室模型展のアップデート版をしたくて、彼らに打診した
のは帰国直前の 2020 年年末。帰国後も連絡を取り合って内容を検討し毎年 6 月末
に開催される「Tag der Architektur」（建築の日）に合わせて NOKU 事務所を借
り開催することとなった。2 日間の企画にしては盛りだくさんな内容で若干過密なタ
イムテーブルとなった。1 時間刻みに小さな和室講座やワークショップを開催し沢山
の人に関心を持ってもらうことが出来た。

　1 つ目は和室模型展示と和室講座。
コンセプトやデザインの違う8種類の和室模型を展示し好きか嫌いかを赤青シールでジャッ
ジしてもらう。意外にも主旨説明をしっかり読み、模型をじっくり観察して、沢山の人が和
室リサーチに参加してくれた。異国の人たちの和室趣向がある意味よくわかり興味深い。
　和室講座は 4 つのテーマに絞り 1 時間毎に開催。
私のたどたどしいドイツ語にもかかわらず、真剣に和室について知ろうと耳を傾ける
来場者。2 年間のベルリン滞在で知り合った方や紹介していただいた独日協会の方な
ども来られる中、緊張の講師体験。質問や意見も飛び交い 15 分のコースはいつの間
にか 1 時間コースへ。日本や和室への関心の深さに驚きつつも、まだまだ情報を得る
機会が少ないことを実感。いろいろな可能性を感じる機会にもなった。和室講座は今
後も続けていきたいプログラムだ。

　2 つ目は職人ワークショップとして、日独の木工職人が講師となり、来場者が日本
の鋸を使って木の薄切り対決をするというもの。日本とベルリンの会場を Zoom で繋
ぎ“引いて切る”日本の鋸の使い方をレクチャー。初めて触る日本の鋸でコンマ数ミ
リを競い、優勝者には表彰状が授与された。今回は日本の手道具、特に鋸の産地であ
る兵庫県三木市のメーカー 2 社の上質手仕上げ鋸を数種とドイツのホームセンターな
どでも流通し始めている使い捨て刃鋸の数種を持参しワークショップに使った。展覧
会後、これらの鋸は昨年出会ったベルリンでも指折りの木工職人さんに預けに伺った。
すると今度は彼から長い間使ってきた日本の鋸の目立て（刃を研ぎ直すこと）をして
きてほしいと頼まれた。これは「欧州チャレンジ」のテーマの一つ“日独職人
Meets”実施の一歩となるかも。道具を介した日独ネットワークがこんなに早く実
現するとは。兎に角三木の鍛冶屋さんと連絡を取り、この鋸を日本に持ち帰った。
　職人ワークショップとしてはこの他にも、日独職人道具箱拝見として、互いの手仕
事道具をお披露目。繊細さとダイナミックさの差が印象的な日独相互の道具。珍しい
アンティーク道具などもあり職人同士の興味も深まった。こうした小さなことが人や
技術を繋ぎ拡がっていくきっかけとなることを願う。

　そして、3 つ目は一番の難関。
UTSUWA（組み立て式和室）プロジェクトのお披露目。これは 2 年間のドイツ滞在で 1
番奮闘したプロジェクトの絶好の発表の場になる。メンバーの結成からプロトタイプ制作
までの 6 ヵ月間の成果をやっと半年越しにリアルでお披露目することが出来る喜びの企画
でもあった。不思議とNOKUの2人はこのUTSUWAを会場に設置することを強く望んだ。
ありがたい提案だが個人的にはかなりのプレッシャーがあった。理由は、離れた日本から
この Berlin 生まれの小さな和室を解体運搬設営するメンバーが平日ピンポイントのタイミ
ングで招集するのは困難だから。しかも要領がわかっていないと時間内の設営は難しい…
　案の定プロジェクトメンバーは仕事や休暇で Berlin を離れていて、集まったのは
私を含め 3 人。にもかかわらず、制作リーダーの職人 Justus がいたため 3 人で解
体に要した時間は 30 分。搬出運搬も重機は不要。NOKU の 2 人も加わり 5 人で工
具も使わず 1 時間足らずで設営できてしまった。前日までの大心配は何だったんだと
思える組み立ての容易さに、計画者が改めて感心するのもおかしいか。

　半年ぶりにコロナ規制が緩和されやっと日の目を見た私たちの UTSUWA。関わる
メンバーや見聞きする人はもうこの箱を「UTSUWA」と抵抗なく呼び始めている。
プロジェクト結成から 1 年。この先の発展が楽しみだ。
　この UTSUWA01 プロトタイプの仕口モックアップを見てふと、仕口（ドイツ語
で Verbindung ＝接続、連結、連携などの意味がある）は UTSUWA メンバーや日
独職人交流の象徴で、まさに大切な“継ぎ手”だと感じた。

　現在は日本に戻り、器（UTSUWA）プロジェクト実行委員会を立ち上げ今後の活
動に向けて準備を進めている。日独交友 160 周年の今年中にキックオフを目指し新
たな挑戦が始まる。

著者プロフィール：建築設計室 Morizo-
　　　　　　　　　大阪市内で設計事務所を主宰。木や天然素材や職人さんが大好き。
　　　　　　　　　残したくなるものをデザインすることを目指して日々邁進中。

内田利惠子（建築設計室Morizo-ベルリン事務所）

「和室展覧会 in ベルリン」
〜 UTSUWA（器）プロジェクト＠ Berlin 〜

ベルリン、ものづくりの現場から

和室模型展示と和室解説ポスター

和室講座を熱心に聞く来場者の皆さん

日本鉋の使い方をドイツ職人さんが来場者に教える

日本から持参した様々な種類の日本の手鋸

UTSUWA01 プロトタイプの仕口モックアップ
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日独交流・文化の架け橋　～旧日向家熱海別邸～
矢崎英夫（熱海ブルーノ・タウト連盟　会長）

　2021 年はブルーノ・タウト生誕
140周年、日独交流160周年という
記念的な年でもあります。ドイツ人
建築家ブルーノ・タウトが設計した
日本唯一の現存施設である「旧日向
家熱海別邸（日向別邸）」が、3億
円の改修費と工事期間3年をかけて
今年完成し来年 4月に再公開されま
す。この機会を捉えて「熱海ブルー
ノ・タウト連盟」では日向別邸を！
熱海を！そしてブルーノ・タウトを！
全国にアピールするチャンスとして
「タウト塾@熱海」を開催し10月「ブ
ルーノ・タウトの軌跡」展を行います。

　1880 年ブルーノ・タウトは哲学者カントを生んだ東プロイ
センのケーニヒスベルクで誕生しました。生地の建築学校を卒
業し修業後、ベルリンに設計事務所を開設しました。 35 歳に
国際建築博覧会で「鉄の記念塔」、36 歳にはケルンのドイツ工
作連盟展で「ガラスの家」を発表し一躍有名となり表現主義の
代表となりました。色彩をもっと意識し活用すべきと「色彩宣
言」をおこない都市を華やかにもしました。 46 歳には 1 万 
2000 戸にのぼる集合住宅であるジードルングを設計し 2008 年
には 4つ施設がユネスコの世界文化遺産に登録されました。

　1933 年ナチスを逃れるようにエリカを伴い「日本インター
ナショナル建築会」の招待に応じ来日し、鋭い審美眼で日本の
建築と美術を理解し、仙台，高崎で工芸を指導、タウト唯一の
弟子の水原徳言氏と共に地元の工芸技術を振興しました。製作
されたタウトの工芸品、照明器具は銀座「ミラテス」で販売さ
れ、そこで行燈照明を購入した日向利兵衛と縁をもち、熱海に
旧日向別邸地下室を完成させました。滞日中は、ほとんど建築
の仕事につけず「建築家の休日」と称し、もっぱら工芸のデザ
イン、指導、日本文化の探求を行い、日本文化の素晴らしさ、
美しさを本にして全世界へ紹介しました。『日本美の再発見』
は世代、日本を超え世界でも読まれています。ここで掲載の「白
川郷」は、地域、その生活に順応した建築・合掌造り、生活の
姿が評価され 1995 年世界文化遺産として登録されました。日
本での生活を綴った『ニッポン・タウトの日記』では来日した
翌日の 5月 4日タウト 54 歳の誕生日、桂離宮を案内され「泣
きたくなるほど美しい印象だ」と讃え、翌年に再度訪れ『画帳
桂離宮』を著すほどでした。

　ブルーノ・タウトが敦賀に入港した昭和初期の熱海は激動の
時代でした。徳川家康のお気に入りの温泉地であった熱海は、
全国温泉番付で行司役の由緒ある地、江戸の将軍へ温泉桶を運
び献上する「湯汲道中」が行われるなど人気の地でした。しか
し交通の便が悪く苦労の連続でした。1888 年大正天皇の熱海
御用邸ができ、政財界、文人墨客など多く訪れて「人車鉄道」
や「軽便鉄道」が導入されましたが、1923 年 9 月 1 日の関東
大震災により交通は遮断され、1925 年の熱海駅開業を待たざ
るを得ませんでした。そんな中、1934 年鉄道史上最難工事と
いわれた丹那トンネルが開通し、熱海は東西からの来客でごっ
た返しました。日向別邸は丁度その時期、1933 年から 1936 年
にかけて完成しました。

　日向利兵衛は木造二階建ての上屋を銀座和幸の設計者である
渡辺仁に、屋上庭園を造るための土留めを兼ねた地下室を清水
組に依頼、1936 年 4 月、ブルーノ・タウトはその地下室の内
装設計を行い完成させました。それは当時の日本の建築界が望

むモノとはかなり掛
け離れた和洋折衷の
「得も言われぬ摩訶
不思議な幻の地下
室」でした。
　1936 年 9 月 20 日
完成確認に別邸を訪
れ「いま私の仕事が、
細部にいたるまで成
功しているのを見
て、非常に満足した。
［中略］全体として
明快厳密で、ピンポ
ン室 ( 或いは舞踏
室 )、洋風のモダン
な居間、日本座敷お
よび日本風のヴェラ
ンダを、一列に並べ
た配置は、すぐれた
階調を示している。
いささか古めかしい

言い方をすれば、ベー
トーヴェン、モーツァ
ルト、バッハだ。私は
この建築を、釣合につ
いてはもとより、細部、
材料及び色彩にいたる
まで、成功したと信じ
ている。（…）」と自分
の手になる三部屋をド
イツ音楽を代表する三
巨匠に例えています。
また同時に「私のこの
建築は後 50年から 100
年後理解されるだろ
う」と述べています。
折しも勃発した 2.26 事
件は不穏な空気で日本
を覆いました。「雪は
降り積んだままである、少林山の雪景は白と黒の二色だ。とこ
ろが東京ではこれに赤が加わって、黒、白、赤の三色となった」
と日記に記したまま 4月 1日まで書かれませんでした。
　9月 11日トルコより招聘の来信があり、タウトは日本の「重
苦しい空気はやりきれない」と離日を決意し、日向別邸の完成
後間もなくの 10月 15日にトルコへと旅立ちました。その 2年
後の1938年 12月24日にトルコにて58歳で逝去したのでした。

　日向利兵衛亡き後、別邸は 3つの「奇跡」とも思われる経過
から維持保存されてきました。第一は、日本カーバイド工業が保
養所として52年間極めて良好に保存されたこと。第二は、2001
年売却寸前に、東京在住篤志家の資金提供で 2004 年に熱海市
の所有となったこと。2006 年に重要文化財の指定をうけ公開さ
れました。第三は、漏水、耐震などから2019 年 5月～ 2021 年
9月にかけ3億円の改修工事が行われ蘇り再公開されることです。

　歴史の維持保存は多く労力と強い情熱が必要です。日向別邸
も多くの人々の思いが集積し現在に至っています。その意思を
受け継ぐと共に、広げていくことが必須です。その為には関係
する人、都市、国が交流・連携し活用維持していく必要性を感
じています。タウト唯一の現存施設「日向別邸」を預かる熱海
市としましては、その発信をする責務があるのではとの思いで
す。再公開を記念し 10 月１日から 4日まで「ブルーノ・タウ
トの軌跡」展を開催します。願わくはこの機会がブルーノ・タ
ウトを核とし世界の「架け橋」とならんことを願うものです。

ブルーノ・タウト

A 旧日向別邸地下室　奥より入り口をみる

B 旧日向別邸地下室　入り口より奥をみる
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Die kleine Wiedervereinigung
Marvin Albert (Praktikant der JDG)

Der Deutsche Nationalfeiertag, der Tag der Deutschen Einheit, beruft sich auf die 
friedliche Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) im Westen und der 
' HX WVFKHQ � ' HP RNUDWLVFKHQ � 5HSX EOLN� � ' ' 5 � � LP � 2 VWHQ � � Z HOFKH� DX FK� DOV� { 0 DX HUIDOOn�
bekannt ist und 1989 begann.

Die BRD hatte allerdings zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der 
Wiedervereinigung auch zeitweise eine andere Form und eine weitere Wiedervereinigung. 

Nach Ende des ersten Weltkrieges forderte Frankreich Zahlungen aller Art als 
Wiedergutmachung der Kriegsschäden des damaligen Deutschen Reiches. Es fand eben 
jene in den reichen Kohlegruben des Saargebietes und etablierte unter dem Versailler 
Vertrag volle finanzielle Kontrolle von 1920 bis 1935, welche das Saargebiet als 
Mandatsgebiet unter französischer Aufsicht verblieben lies.

Als das Dritte Reich im Jahre 1935 seine Arme nach weiteren Gebieten ausstreckte war das 
Saargebiet nicht weit entfernt und es kam zu einer Volksabstimmung, welche den 
Bewohnern drei Auswahlmöglichkeiten bot: die „Beibehaltung der gegenwärtigen Rechtsordnung 
� 6WDWX V� TX R� n� � GLH� { 9HUHLQ LJ X Q J � P LW� )UDQ NUHLFKn� X Q G� GLH� { 9HUHLQ LJ X Q J � P LW� ' HX WVFKODQ Gn�

Eine Mischung aus einer einerseits immer noch geltenden deutschen, kulturellen Identität, 
trotz der Gegenversuche der Französischen Administration und anderseits Propaganda aus 
Deutschland, welche in den Wählern eine Bewunderung der wirtschaftlichen Stärke und eine 
unterschwellige Angst vor einer gewaltsamen Annektierung bereitete, führte dazu, dass die 
Wahl zu 90% für die Vereinigung mit Deutschland entschieden wurde. 

1946 wurde das Saarland Flächendeckend von den Amerikanern eingenommen und galt 
daraufhin ab 1947 wieder als autonomes Gebiet unter französischer Kontrolle, erneut mit 
neuer Flagge, neuem Wappen und eigener neuer Nationalhymne. In dieser Zeit fand die 
Fußball Weltmeisterschaft 1954 statt, bei welcher Deutschland nicht nur gewann, sondern auch in der Gruppenphase gegen 
das Saarland spielte. Unter den sich bessernden Beziehung zwischen der Bundesrepublik und Frankreich, teils Dank der 
Westeuropäischen Union, welche später die Europäische Union wurde, einigten sich die beiden Länder 1956 auf den 
{ 9HUWUDJ � Y RQ � / X [ HP EX UJn� � Z HOFKHU� GLH� 5Ý FNDQ JOLHGHUX Q J � GHV� 6DDUODQ GHV� DQ � ' HX WVFKODQ G� LQ � � � � � � HUODX EWH� � ( EHQ � MHQ H� LVW� ELV�
KHX WH� DOV� { NOHLQ H� : LHGHUY HUHLQ LJ X Q J n� EHNDQ Q W� X Q G� P DFKW� GDV� 6DDUODQ G� GDV� MÝ Q J VWH� GHU� DOWHQ � %X Q GHVOÇ Q GHU�

Heutzutage spielen die ehemaligen Beziehungen mit Frankreich im Saarland noch immer eine große Rolle. Touristenhilfen 
wie Wegweiser und Straßenbahndurchsagen sind nicht nur auf Deutsch und manchmal auf Englisch, sondern auch immer 
auf Französisch. Außerdem ist der Fremdsprachenunterricht an den meisten saarländischen Schulen von der Grundschule 
bis zur Unterstufe (Klasse 1 bis 6) Französisch anstatt Englisch, im Gegensatz zu fast allen anderen deutschen Schulen, wie 
dies auch bei mir der Fall war.

ドイツの「小さな」再統一
マヴィン・アルバト（日独協会研修生）

ドイツ国民の祝日であるドイツ統一の日は、西のドイツ連邦共和国（BRD）と東のドイツ民主共和国（DDR）の平和的な再統一を記
念するもので、これは「ベルリンの壁崩壊」として知られており、1989 年に始まりました。しかし、第二次世界大戦の終わりから再統
一までの間に、BRD は異なった国の形、もう一つの再統一を経ています。

第一次世界大戦の終結後、フランスは当時のドイツ帝国から受けた戦争被害への賠償としてあらゆる種類の支払いを要求しました。
彼らはザール地域の豊かな鉱山に目を付け、ヴェルサイユ条約により 1920 年から 1935 年まで完全に財政を管理し、ザール地域は委
任統治領としてフランスの監視下におかれました。

1935 年に第三帝国が領土拡大をくわだてた時、ザール地方はそう遠く離れていなかったため住民投票が行われ、「現在の法制度の維
持（現状）」、「フランスとの統一」、「ドイツとの統一」の 3 つの選択肢が住民に提示されました。

フランス政府が対抗しようと試みたにも関わらず、当時も有効であったドイツの文化的アイデンティティと、強い経済力への憧れと
武力による併合への不安を有権者に抱かせることに成功したドイツからのプロパガンダによって、選挙は 90％がドイツとの統一を支持
する結果となりました。

1946 年にザールラント州はアメリカに占領され、1947 年から再びフランスの支配下にある自治領とされ、新しい旗、新しい紋章、独
自の国歌を持つようになりました。 この間、1954 年にサッカーワールドカップが開催され、ドイツが優勝したのですが、グループリーグ
ではザールラントと対戦することになりました。西ドイツとフランスの関係が改善されると、後に EU（欧州連合）となった西ヨーロッパ
連合のおかげもあり、両国は 1956 年に、「ルクセンブルク条約」について合意し、ザールラント州が 1957 年にドイツに再編入されるこ
とになりました。このことは今日も「小さな再統一」として知られており、ザールラント州は、旧連邦州の中で一番新しい州となりました。

現在でも、フランスとのかつての関係はザールラント州で大きな役割を果たしています。道路標示や路面電車のアナウンスなどの観光案
内は、ドイツ語、場合によっては英語だけでなく、常にフランス語でもあります。他のほとんどすべてのドイツの学校とは対照的に、ザール
ラント州のほとんどの小学校（1 年から 6 年まで）での外国語教育は英語ではなくフランス語で、僕もご多分にもれず、でした。

ドイツ国内におけるザールラント州の位置
（出典：Wikipedia）

1947–1956 年のザールラント自治領の旗
白抜きの十字の左側は濃紺、右側は赤色
（出典：Wikipedia）
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7 月 8 月の活動報告

ドイツ語講習会
2021 年度上半期コース
火～日曜日
Deutschkurse in der JDG 
April 2021 - September 2021
jeden Di.-So.

Hör mal zu! 第 2 弾
コロナ禍の中のドイツ
7/4 ㈰　17:00 ～ 19:00
Hör mal zu! (2) 
Datum: So., 4. 7. 21, 17.00-19.00
このイベントの詳細なレポートは次ペー
ジに掲載しています。

おしゃべり会　ベルリン便り
7/10 ㈯　19:00 ～ 20:30
Sprechen mit Ako in Berlin!
Datum: Sa., 10. 7. 21, 19.00-20.30
　参加者 19 名。協会の元研修生でベル
リン在住のヴィラートあこさんとオンラ
インでつないでのイベントでした。まず
は、コロナ禍の生活について。街のあち
こちにコロナの「クイックテストセン
ター」ができて、その数がイベント当時
でなんと約 1200 か所！ここでテストを
受けて陰性であれば、飲食店などに問題
なく入れるそうです。ただし、クイック
テストセンターは医療専門家ではなくて
も働けるそうなのと、テスト数によって
報酬が決まるそうですが、その申告に不
正が生じるなどの問題があるそうです。
　コロナ太りは世界の様々な国の問題に
なったそうですが、「肥満」の基準がド
イツと日本で違う、というのも面白く感
じました。ドイツでは BMI30 以上が肥
満、日本だと 25 以上だそうです。肥満
の方はワクチン接種が優先的に受けられ
るので、ドイツで BMI27 くらいの人は
日本に来たら早く接種できますね、なん
て笑い話もありました。
　「今のドイツ」について現地の情報を
お話しいただき、皆さんからも気軽にコ
メントや体験談を聞かせていただけて、
終始和やかな会となりました。

ドイツ時事問題研究会
7/17 ㈯　15:00 ～ 17:00
Studiengruppe "Deutschland aktuell"
Datum: Sa., 17. 7. 21, 15.00-17.00
　当月の主なトピックスとしては①自然
保護法の改正法が成立：ビオトープ並み
に保護する土地の拡大、農薬グリフォ
サートの原則的使用禁止など② EUにお
ける使い捨てプラスチック製品の使用禁
止に③ディーゼル用 AdBlueカルテルで
VW、BMW、ダイムラーに多額の罰金
④連邦選挙管理委員会が 53 政党に秋の
連邦議会選挙への候補者擁立を認定⑤メ
ルケル首相の米国訪問⑥ラインラント・
プァルツ州などで起きた大規模な水害な
どを採り上げ、背景要因を含めて報告。
新井さんからは連邦議会選挙の動向につ
いて報告いただいた。
　個別テーマでは SDGsの第 4項「教育」
について佐藤さんからドイツと日本の取
り組みについて報告いただいた。また、
2045 年までに CO2 ニュートラルを達成

することとした気候保護法の改正と意義
について伊崎から説明、質疑・意見交換
を行った。（伊崎 捷治）

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会）
7/17 ㈯　19:00 ～ 20:20
Sprachtreff
Datum: Sa., 17. 7. 21, 19.00-20.20
　参加者 30 名。今回は参加者の坂本望
さんに感想をお寄せいただきました。

　私はドイツ語を学び始めてもうすぐ 2
年になります。まだまだ片言のドイツ語で
すが、シュプラッハトレッフはとてもよい
刺激になります。毎週受講しているドイ
ツ語講座を担当してくださる先生は発音
や文法、時制が間違えていても、ある程
度意味をくみ取ってくださいます。しかし
先生ではない一般のドイツ人と会話をす
ると私のドイツ語発音ではなかなか通じ
ないことがわかります。Wurst、schwarz 
なども聴きとってもらえない時はがっかり
しますが、もっとドイツ人に近い自然な発
音ができるように頑張ろうと思えます。
　また、初級のグループでは食べ物の話
になることが多く、ビーガンやベジタリ
アンの話題にまでよく発展します。その
ような時に、一つのテーマから自身の見
解を掘り下げてドイツ語で表現できるま
でにはかなり時間がかかりそうですが、
会話を楽しみながら続けていこうと思っ
ています。オンラインで気軽に参加でき
ますので、お時間が合う方は是非ご一緒
しましょう！（坂本 望）

独逸塾
7/19 ㈪　19:00 ～ 21:00
Gesprächkreis: Neuigkeiten aus 
Deutschland
Datum: Mo.,19. 7. 2021, 19.00-21.00
　参加者 24 名（おためし参加 2名）。今
回のテキストは、香港の親民主主義的な
新聞社（英名：Apple-Daily、日本語訳：
りんご日報）の廃刊事件についての 2つ
の記事。まずテキスト①は、Zeit-online
（23.07）の記事。廃刊の経緯の説明。こ
こ数年来、香港で目立ってきた北京政府
への反抗デモを抑えるために、昨年春、
香港特別区に特化した国家安全維持法が
施行され、親民主派の政治家・言論人の
逮捕が相次いでいる。りんご日報社でも、
社のトップが、次々に逮捕され、6月 24
日廃刊に追い込まれた。次のテキスト②
Welt（27.07）は、このりんご日報社の
廃刊事件を引用して、若手民主派の一人
の香港女性が、欧米メディアに対して、
香港の民主化運動への支援を嘆願する、
というルポ記事。彼女（25 歳・現在ド
イツ在住）は、このりんご日報創刊以来
の愛読者の一人であった由。但し、りん
ご日報は、記事の特徴として、カラー写
真・ルポ記事・スキャンダル記事などが
多く、彼女も、この新聞の記事すべてを
評価している訳ではない様だ。おそらく、
1995 年の創刊以来、同社は、新規メディ
アとして、日刊新聞だけでなく、インター
ネット版も発行しており、香港における
第 2位のメディアの地位を守る事、新規

に若い読者を獲得するために、流行の先
端メディアである必要もあったらしい。
　8人の方に翻訳読解を担当願い、各担
当者の説明の後、段落ごとに、ドイツ語
単語の意味、文章の文法的構成、筆者の
真意、などについて、種々活発なご議論
を頂いた。（則滿 洋祐）

オンライン読書会 " ドイツ " を読もう！
語ろう！ Lesen und Reden
7/24 ㈯　16:30 ～ 18:30
Lesen und Reden
Datum: Sa., 24. 7. 21, 16.30-18.30
次号以降にレポートを掲載予定です。

オンライン読書会 " ドイツ " を読もう！
語ろう！夏期講習会スペシャル
フェルディナント・フォン・シーラッハ

『テロ』を読む
7/31 ㈯　16:30 ～ 18:30
Lesen und Reden
Ferdinand von Schirach „Terror“
Datum: Sa., 31. 7. 21, 16.30-18.30
　参加者 12名。今回の戯曲小説『テロ』
の物語の中で、テロリストが164人が乗っ
た旅客機をハイジャックし、7万人を収容
しているサッカースタジアムに墜落させ観
客たちも殺そうとしています。この作品は
法律や命令に背いてこの旅客機を撃墜し
たパイロットの裁判劇となっており、有罪
と無罪、両方の結末が用意されています。
　講師の久保田隆先生は、国際法と刑法
を専門としており、まずは先生から法律
的観点から裁判では何が争われているの
か、テロに対してどのような対策がとれ
るのか、といったお話を伺ってから、皆
さんとの意見交換となりました。
　皆さん作品を読み込んでおり、「法律
的には無罪にすることはできないが、有
罪にしたうえで、実刑を軽くするなどの
方法があるだろう」、「こういった重大な
決断を正義感の強い一人の人間が下さな
ければならない状況に追い詰める社会シ
ステムに欠陥があるのではないか」、「危
機が迫っていることを知って、観客を避
難させなかった担当責任者の非は咎めら
れないのか」、と様々な考察がありました。
　日常生活の中でも「何に従うべきか」
の判断が難しい事例は多く、そういった
場合、私たちは何を基準に決断を下せば
よいのだろうかと考えさせられました。

「ドイツの今」を実況中継　ドイチュラ
ント・イェッツト 5
8/7 ㈯　19:00 ～ 21:00
Deutschland jetzt, 5
Datum: Sa., 7. 8. 21, 19.00-21.00
　今回もミュンヘンの柳原伸洋先生に、採
りたての「ドイツの今」をお伝えいただき
ました。参加者約40名。テーマは「ミュン
ヘンからの日帰り旅行と“南独のグルメ”」。
　先生が最近訪れたギルヒングという街に
ある記念碑のお話が印象的でした。記念碑
は警告碑と表裏一体になっており、パーツ
を回転させることによって、戦争における
「被害と加害」の両方の記憶を喚起するも
のとなっていたそうです。歴史を多角的に
考察し続けようという意識を感じました。
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レポート
Hör mal zu ! 第 2弾「コロナ禍の中のドイツ」
7 月 4 日㈰　17:00 ～ 19:00　
講師：デュッセルドルフ・ジェトロセンター　植田 大所長

生田 真美子（日独協会会員）

　今回は植田大様（デュッセルドルフ JETRO所長）より、現時点
での在独日系企業の現状についてお話を頂きました。今回は予定
していた参加数よりも大幅に多くの参加者があったとのことです。
　まずコロナの感染状況について、ドイツは日本よりも少ない
傾向でワクチン接種者も約半数が完了と非常に進んでいるとの
ことでした。外出制限も無く、商店やレストラン等も通常通り営
業されており、学校も対面授業あり等でコロナ禍以前の日常に
戻りつつあるようです。第一波、そして第二波と第三波の大き
な感染拡大の中で厳格なロックダウンと迅速なワクチンの普及
がこの様な回復に繋げることができたのではないかと思います。
　2020 年 3 月頃に実施された第一波発生時の制限措置では、イ
ベントの制限や施設、学校等の閉鎖、マスク着用の義務そして
1.5mの距離を保つ接触制限を実施、第二波からは一週間の 10
万人あたりの感染者数の状況により飲食店の時刻規制等変化を
設定する等、臨機応変な政策がなされていました。集まる際の
人数にも感染状況によっても人数制限もされていましたので、
かなり徹底されたイメージを持ちました。しかしその様な制限
もある中で、国民の不安やストレスもかなり大きいと思いますが、
支援金も支給される等で様々な方向から考慮された対策がされて
いたそうで、これには感銘を受けました。
　国民が自宅以外でお酒を飲まないようにと配慮された“ロッ
クダウン”というお酒の「公共の場では飲まないことをおすす
めします」という注意書きも、国民に注意を促しながらもユー
モアの要素も含んでいるところは「皆で明るく頑張ろう」とい

う協調の想いも汲み取れました。現在では公共の場では指定の
マスク着用が義務化されているそうです。
　ちなみに、コロナ禍初期の頃は日本でもトイレットペーパー等
が不足する事態が発生しましたが、ドイツでも発生したそうです。
このようなことを Hamsterkäufe（ハムスターが口の中に目一杯詰
め込むように買う）というそうですが、まさにそのイメージですね。
　支援策、また景気対策においても様々な方面を考慮されていたよ
うで、企業への給付金や労働時間短縮にかかる手当の支給、景気
においては一時
的に軽減税率制
度を導入するな
どをされていた
そうです。日本
では企業や店舗
の経営が危ぶま
れておりますが、
ドイツ内の企業
は現時点では減
少傾向では無い
とのことです。
　また、ドイツでは環境政策についても広く実施されています
が、コロナ禍という大変な状況であれど日系企業においても環
境についてもしっかりと着目しており、自動車産業の低排出ガ
ス車の普及やエネルギー産業、製造業においても年々対策が進
んでいるそうです。ドイツでは早急な対応等により状況が回復
しつつあることが見受けられ、今後の経営策についてもしっか
りと考慮されているのではないでしょうか。
　ワクチン普及により少しずつ今後の状況回復への光が見えて
参りましたが、同時に変異株の発生もありもどかしさが続く油
断ならない状況でもあります。一刻も早く世界中がまた平穏な
日々を迎えられることを心から願っております。

　また、かつてミュンヘン一揆の後にヒ
トラーが収容された刑務所があるランツ
ベルク市は、かつて「ヒトラーの聖地」
として観光地化し今もその印象が持たれ
ていますが、それだけの街として捉える
のではなく、中世の塩の交易や豊かな自
然、美しい街並みなど、様々な側面を頭
に入れて街を歩いてほしい、何倍も味わ
い深い旅ができるはずとの言葉に歴史研
究者ならではの重みを感じました。
　後半は現地の人々の「バイエルン愛」
や食文化についてでした。最後に老舗醸
造所が作る「エロティック・ビール」を
先生が実際に試飲しましたが、普通に美
味しいビールだったようです。エロスの
効果は…よくわかりませんでした。

おしゃべり会　ベルリン便り⑵
8/8 ㈰　16:00 ～ 17:30
Sprechen mit Ako in Berlin! (2)
Datum: So., 8. 8. 21, 16.00-17.30
　今回もベルリンのあこさんとオンライ
ンでおしゃべりしました。まずはあこさ
んとご主人、生粋のベルリンっ子ティム
さんによる、知っていると得する（かも
しれない）ベルリン語講座。
　ｇの音が jになったり、eiが ee、auが
ooとなったりと、いくつかの規則性があ
りますが、それがいつも当てはまるわけで
はないので、慣れが必要そうです。例え

ば meine Augenは meene Oojenのように
聞こえます。うまく使えると地元の人に喜
ばれるそうなので、ぜひ将来“ik ooch“（ich 
auch）などのように使ってみたいものです。
　2つめの話題は、ベルリンで美味しいア
イス屋さん。ドイツでも「もちアイス」がブー
ムになっているというのには驚きました。
　最後は、ドイツの YouTubeチャンネル
をいくつか紹介してもらいました。ドイ
ツ語でエクササイズや料理をしたら、語
学の勉強にもなって一石二鳥ですね。
　今回も遠いベルリンの空気を感じられ
てとても楽しいひと時でした。

AI の「無事着」
第 1回　8/ 5 ㈭ 19:15 ～ 21:15
第 2 回　8/12 ㈭ 19:15 ～ 21:15
Die sichere „Landung“ von AI
Datum: Do., 5. 8. 21, 19.15-21.15 Teil 1
Do., 12. 8. 21, 19.15-21.15 Teil 2
　今回の講座では、AI翻訳ツールをい
かに使い、どのように学習に役立てるこ
とができるかを考えました。ちなみに
「AIの無事着」は、昨年ブームとなった
ドラマ「愛の不時着」にかけています。「無
事に翻訳を着地させるには？」という意
味もかねて…です。
　1 回目で、AI翻訳の利便性、その特
徴と使用の際に注意点について考え、
google翻訳と DeepLで訳した記事を見

比べ、各ソフトの特徴を見てみました。
　2回目は実践編。あらかじめ参加者か
ら寄せられた日本語からドイツ語にしに
くい文章や、検証してみたい記事を AI翻
訳にかけて、ドイツ人ゲストのマリアさん
に母語話者の視点から、それらがどれだ
けナチュラルかを確認してもらいました。
　最後には、「独→日は少々意味が荒く
ても、日本語ネイティブの私たちは意味
を脳内補完できるので使えるが、日→独
は、ドイツ語の知識が全くない状態で使
うのは難しい」、「日→独の場合には、主
語を補完して入れるなど翻訳機が訳しや
すい日本語にしてから入力する必要があ
り、日本語と他言語の相違について知っ
ていることが求められる」などの意見を
いただき非常に興味深かったです。
　今後「翻訳」がどのように進化し、言
葉だけでなく「文化」も翻訳できるよう
になるのか考えさせられました。

オンライン読書会 " ドイツ " を読もう！
語ろう！ Lesen und Reden
8/14 ㈯　16:30 ～ 18:30
Lesen und Reden
Datum: Sa., 14. 8. 21, 16.30-18.30
次号以降にレポートを掲載予定です。

※上記イベントは全てオンライン開催。
記載時刻は日本時間。

7 月 8 月の活動報告
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■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

います。ドイツ語講座に関するお問い合わせに関しては、事務所の
電話番号以外に、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。
なお、10 月からは感染症の状況も見つつ、一部の対面ドイ

ツ語講座を再開予定です。
■新着図書
『通訳ガイドの醍醐味、訪日観光客を案内して』
著者：高橋文子（日独協会会員）
発行：㈱展望社　定価：1,700 円＋税）
当協会の会員、高橋文子氏の新刊。氏はポーランド大使館勤
務を経て、1967 年パンアメリカン航空に入社。アメリカ在住
中に、コロンビア大学大学院を卒業。その体験を、『スチュワー

デス・ダイアリー』として刊行。1987年に日本に帰国後、1996 年
に刊行された『消滅ー空の帝国パンナムの興亡』では、第 22
回交通図書賞を受賞。12 冊目の単行本で初小説『賞味期限』
が日本図書館協会の選定図書となりました。2012 年、初の英語
本『I was a Pan Am Princess of the sky』
を出版。現在、通訳案内士として外
国人の観光ガイドをする傍ら、執筆
活動を続けていらっしゃいます。
今回はガイドの回想録をまとめ、新

聞、雑誌への投稿記事などを新たに加
筆、現在のコロナ禍の社会では体験で
きない、旅のガイドを通じた、国を超
えた人々との出会いや交流によって感
じた喜びや驚きが随所に見られます。
外国の方に日本を紹介する場合の

ヒントになるのではないでしょうか。
 （柚岡 一明）

クレーメンス・フォン・ゲッツェ
（Dr.Clemens von Goetze） 次期駐日
ドイツ連邦共和国大使の日本着任

フォン・ゲッツェ大使は 9 月 8
日に日本に着任され、次期大使と
して任務に就かれておられます。
直近は在中国大使（2018 年～
2021 年）その前は在イスラエル大
使（2015 年～ 2018 年）と主要国
の大使、また外務省内では大臣秘
書官、アフリカ・アジア・中南米・
中東担当政務局長といった主要ポ
ストを歴任され、外交官として豊
富な経験を積まれております。日本においても、更なるご活
躍と日独交流へのご尽力を頂けますことを期待しております。
古森会長からは次期大使に対して就任のお祝いの手紙をお

送りし、日独協会の活動への一層のご理解とご協力をお願い
しております。
さらに、9月 29 日には中根大使（当協会副会長）と柚岡が

公邸を訪問し、これまでの両国間の文化・人的交流の分野で
の日独協会の役割の重要性について説明させて頂きました。
具体的な内容につきましては、次回 12 月号にて報告させて頂
きます。
中根大使はベルリン在任中にはフォン・ゲッツェ次期大使と

は何度もお会いされており、日独協会の会員の皆様との交流の
機会を設定する上で、友好的で建設的なお話が出来ました。

柚岡 一明（常務理事）

役員人事

2021 年度 (公財 )日独協会の新しい人事体制を会報誌 8月
号にてお知らせ致しました。
理事会では出原悠副会長が辞任され、新しく恵谷英雄理事が

副会長に新任され、就任いたしました。また織田正雄理事が辞任
されました。出原様は2008年より協会理事、常務理事、副会長
と歴任され協会運営に専念され、この間に事務所移転、（公財）
日独協会への連合会事務局設置、ドイツ人スタッフの採用、日独
ユースネットワーク設立など、協会発展にご尽力頂きました。
織田様は 1999 年に常務理事に就任され今日まで長年に渡

り多方面にて日独交流に貢献頂きました。またドイツ大使館
や他の日独協会との関係強化に努めて頂きました。
評議員会では中川巌評議員会議長が辞任され、平松龍文副
議長が同議長に、柴田明評議員が副議長にそれぞれ新任され、
就任いたしました。
中川様は公益財団法人となった日独協会の初代評議員会議
長として 10 年以上、重責を担われ今回辞職されましたが、評
議員の任期はあと1年ございますので、この間評議員に留まり、
引き続き新体制をサポート頂くことをお願いしております。
また、長らく評議員として協会運営等にご尽力頂きました茂木
孝一様は評議員の任期を満了し退任されました。特に2010年に
協会が公益財団法人に移行する際、監督官庁、関係機関との煩
雑な交渉・調整、さらには定款改定等にご尽力頂きました。
今回、退任・辞任された皆様には改めて心より感謝申し上げます。
つきましては、新体制のもと協会運営に努めますので、会員

の皆様にはご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
柚岡 一明（常務理事）

日独協会への寄付金報告（2021 年度分第一次） Bericht über Spenden an die JDG （1）
今年度、下記の方々よりご寄付をいただきました。ご芳志ありがたく厚く御礼申し上げます。当協会の事業運営に善用させていた
だきます。（2021 年 9 月 1日現在）
100,000 円
宮地　剛

66,000 円
出原　悠

30,000 円
花井陽子

23,000 円
田中正昭
石田陽子

20,000 円
佐藤浩通

13,000 円
平松龍文
金谷誠一郎

北村　馨
西山忠壬
近藤貴子

10,000 円
由良玄太郎
木田宏海

6,000 円
村主　登

5,000 円
大島陽一
亘理康之
木村敬三
柴田　明

4,000 円
日南田美幸

3,000 円
福島ゆき
畑　典彦
羽山誠司
早瀬　勇
林　龍代
堀口靖之
堀田博司
井上壽博
磯田　昇
神谷善弘
鹿村洋人
金子正幸
金子三千子
川田　篤
北川静緒
北村侑三郎
古池　好
駒井隆富

今田誠司
小谷津博一
黒川　剛
黒澤　之
前野正子
増澤俊彦
松田奉博
三代道義
宮内大輔
中川　巌
根木大助
西浦啓子
岡田　裕
岡島偉子
大久保明
齋藤光政
笹木　薫
佐藤勝彦
島﨑一彦

真木正昭
鈴木一江
鈴木庸夫
髙石昭吾
瀧沢敬三
田辺　晃
田中章子
丹治　誠
若林吉彦
山﨑加津子
山﨑悦宏
梁池孝子
中西　泉
千澤忠彦
岩越則夫
則満洋祐
清水佳代子
高橋忠夫
小西敏夫

新井俊三
酒井るみ子
大西昭宏
内藤隆雅
上野弥生
賀久哲郎
中路正浩
染谷孝幸
有賀加乃
岡田健史
菊池恒夫
吉田香代子
辻　裕光
相川美子
庵　美香
竹口博文
前古みね子
山根洋平
井上雅之

柚岡一明
沼澤康之
田部井欣司
坂口尚史
歌田浩子
坂戸　勝
田丸忠男
西富充代
曽根智義
久保田隆
余田拓矢
平井東幸
米田美紀
芹澤　洋
村松紀民夫
茂木孝一

2,000 円
椎名　猛

須賀恒夫
藤田　明
石川泰三
山本敬子
小守林靖一
芦野淳子

1,000 円
藤本　悟
小西紀子
河野雅子
梁井秀雄
槁本行枝
飯島里美
川西太郎
黒岩白雪
坂本　望
小林さと子
北見幸子
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ドイツに引っ越してから一年以上がたちました。 そろそろ日本が恋しくなってきましたが、 国籍が日本ではない私にとって、 また日本に入

国できる日がいつ来るだろうと考えながら日々を過ごしています。

「いったい何が一番恋しい？」 と聞かれたら、 それはもちろん 「日本にいる皆さん」 に決まっているでしょう。 でもその次は 「日本のサービ

ス」 です。 実をいうと、 日本のテレビ番組の 「外国人が日本のサービスの良さに驚いた」 パターンにはうんざりしていました。 でも帰国して

から 「ごめんなさい、やっぱり日本のサービスが一番」 と謝りたいです。 少なくとも配達に関して日本がドイツよりずーーーーっと優れています。

パンデミックになってから、 インターネットで商品を注文する人がさらに多くなりました。 日本でもドライバー不足が深刻な問題となってきた

と思いますが、 ドイツも同じです。 一日に配達しないといけない量が、 一日で配達できる量をはるかに超えています。 その問題を解決 （？）

するために、 日本では配達員の皆さんが一所懸命走る姿をよく見かけました。 しかし、 ドイツの配送会社は違うアプローチをします。

① 再配達のシステムが事実上ありません。 最初からそういうサービスを提供しない配送会社もありますが、 「あります！」 と主張する会社

でも実はありません。 試してみました。 二回も再配達をお願いしましたが、二回とも来ませんでした。 電話して理由を聞いたら 「忙しかっ

たから、 手が回らなかった」 とのことでした。 一週間の期限を過ぎてしまうと、 荷物が送り返されますので、 三回目の再配達を頼めず、

結局配送センター取りに行きました。 はぁ〜。

② 「来る来る」 詐欺。 自営業で自宅で働く私はとても恵まれている状況です。 ①を防ぐ

ために、 配達が来る時間帯さえ知っていれば問題が発生しません。 そのため、 すべて

の配送会社に自分の個人情報を投げて、各ホームページに登録しています。 そうすると、

「16時と 17 時の間に来ます」 のような親切なメールが飛んできて楽です。 ただ、 実際に

来るとは限らないです。 一日家にいても、 結局夕方になって 「まいりましたが、 残念な

がらお会いできませんでした。 荷物は配送センターへ取りに来てください」 というメールが

来ます。 おいおい、 家のどこでもチャイムが聞こえますよー！誰も来なかったよーーー！

③ 指定の場所が見つからない。 毎回毎回どこかへ取りに行くはめになるイライラしたお客さ

んが多かったためか、 指定の場所に置く許可を出す事ができる配送会社が増えていま

す。 チャイムを鳴らして実際に荷物を渡す手間がはぶけるので、時間節約に繋がります。

それなら、 配達員が来てくれるのでしょうか？インターネット上で 「ガレージに置きなさい」

などの指示を書けば、 自己責任になりますが、 配達員がそこに置いてくれるはずです。

ただ、 そこも 「場所が見つかりませんでしたので、 荷物を持って帰りました」 のようなメー

ルをもらうことが多いです。 もうーーーー (# ﾟДﾟ ) 

この配達カオスから抜け出す唯一の救いとなるのは、 荷物をお隣さんに預ける習慣です。 ドイツでは、 留守しているひとのため、 同じア

パートに住んでいる人が代わりに荷物を預かってくれるのが常識です。日本ではありえないのですが、奇跡的に配達がきたら必ず「それじゃ

あ、 〇〇さんの荷物も預かってくれる？」 と聞かれます。 つまり、 配達員がアパートまでたどり着いたら、 もう安心です。 必ず誰かが預かっ

てくれます。 配達員がすべてのところのチャイムをならす時間がないから、 だいたい一人が全住民のための荷物を預かります。 まぁ、 同じ

アパートに住む人と仲良くなるためのいいきっかけとなるでしょう。 おかげさまで、 こちらに引っ越してからすぐ、 同じアパートに住んでいる 10

家族と知り合うことができました。
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架け橋

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。

■エルドアン大統領を侮辱したとして、ドイツとトルコの外交問
題にも発展したことのある風刺作家ヤン・ベーマーマン（Jan 
Böhmermann）の「我々は配送兵士（Wir sind Versandsoldaten）」
という風刺動画がある（YouTubeでも公開されている：https://
www.youtube.com/watch?v=pQsS0VqM4aA）。今回の「驚いてン
Sie!?」が取り上げている配達の問題は確かにそのとおりで、実際
に留学中、長期滞在中は誤配、遅配に悩まされる。ただ上の動画、
そこで描かれている配達員の悲哀と待遇の問題を思い出すと「配
達する側は配達する側で大変だものな」とも思う。ベーマーマン
の作品のような辛辣な風刺も、本来珍しいことに、時に寛容な心
を呼び起こし、苛立ちを鎮めることもあると気づかされた。（小）

■雨続きのパッとしない天気が終わったものの、秋晴れというには
やや気温が高すぎる9月下旬の某日、この編集後記を綴っています。
「過ぎゆく夏」、いわゆる晩夏の意の Spätsommerに対し、「日独協
会のあゆみ」にも登場した相良守峯氏によれば、こうした「夏の
戻り」の日は Nachsommerと言うそうな。そして思い出したのが、
アリ・アスター監督の『ミッドサマー』（Midsommar, 2019）。ディレ
クターズカット版が Netflixで配信中です。脈絡がないように思わ
れるかもしれませんが、同作にはトーマス・マン原作、ヴィスコンティ
の『ベニスに死す』で世界を虜にしたビョルン・アンドレセンが出演。
あの美少年タッジオは今…ということで、R-15指定ではありますが、
ホラー好きの方は過ぎ去った夏に想いを馳せつつ、ぜひ。（田）
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やっと届いた荷物は、このありさまでした。
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