
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日独協会からのお知らせ 
 

✽ 新研修生 

 マリア・クラーセンさんの研修が 9月末で終了し、10月からはマヴィン・アルバトさんが研修をしています。マヴィン

さんは、シュプラッハトレッフ（オンライン日独言語交換会）とシュプラッハ・カフェ（ドイツ語で話す会）を担当し、 

「クリスマスの集い」などのイベントもお手伝いいただく予定です。本誌にインタビューを掲載しています。 
 

✽ 2022年下半期ドイツ語講習会開講中  

オンラインクラスと通学クラスがあります。満席になっていないクラスに関しては途中からの参加も可能です。 

体験も受付していますので、ご希望の方は事務局までお問い合わせください。 

  「学問のための基礎ドイツ語」クラスでは、11月は大学院の入試問題を扱う予定です。この講座は月ごとの受講

が可能ですので、関心のある方はぜひお申込みください。 講習会詳細→http://www.jdg.or.jp/course 
 
✽ イベント 

 日独協会設立 111周年記念イベントの一環として、「柳秀直 ドイツ駐箚特命全権大使講演会」を 11月 18日（金）

に開催します。また、2 年ぶりの「クリスマスの集い」は 12 月 2 日（金）に開催いたします。詳細は同封のイベント案

内をご覧ください。 
 

✽ Die Brücke 12月号は、12月 2週目に発行予定です。 

 
 

中根猛副会長逝去のお知らせ 

当協会の副会長であり全国日独協会連合会の会長代行であります中根猛大使は２０２２

年１０月１２日、不慮の事故がもとで逝去されました（享年７３）。ここに哀悼の意を表すととも

に、謹んでお知らせ申し上げます。 

中根副会長は２０１２年から２０１６年までドイツの日本国大使を務め、その後は外務省参

与として科学技術協力担当大使を務めました。（公財）日独協会の副会長には２０１年５月に

就任し、当協会の運営、またドイツ大使館、独日協会連合会など対外的なネットワークの強

化に向けてご尽力いただきました。今年５月には全国日独協会連合会の会長代行として、フ

ランクフルトで開催された独日協会連盟の年次総会にも出席されました。 

常に適切なアドバイスやご指導、ご支援を頂き、ともにご一緒できましたことを感謝しております。 

中根副会長は欧州事情に精通され、ドイツにもたくさんの友人がおられ、日独交流関係のために尽力されました。 

惜別の念を禁じ得ません。心からご冥福を祈っております。 

常務理事 柚岡 一明 

※Der Brückenpfeiler は「橋脚」という意味のドイツ語です 
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レポート 

日独協会連合会講演会 

9/19（月）15:00～18:30 

Vortrag des Verbandes der Japanisch-Deutschen 

Gesellschaften  

Datum: Mo., 19. 9. 22, 15.00-18.30 

全国日独協会連合会主催の講演会は新型コロナの

感染拡大により 3年ぶりの開催となった。全国各地

域の日独協会が長い間待ち望んだものだった。台風

の接近による空路・陸路の交通機関の運休等によ

り、いくつかの協会は欠席せざるを得なかったが 20

余りの協会が参加し盛況であった。 

開催の冒頭、長きに亘り日独交流と日独協会の発

展に多大な貢献をされた故木村敬三氏（元駐独大

使・協会副会長）のご冥福を祈り、参加者全員によ

る黙祷が捧げられた。中根猛連合会会長代行の主催

者挨拶の後、まず前駐独日本国大使の八木毅様から

「ウクライナ情勢へのドイツの対応と日独関係」と

いうテーマで講演を賜った。これまでロシアとの対

話を重視してきたドイツが、ロシアのウクライナ侵

攻により対ロシア政策を大きく転換した経過と背景

について非常に分かり易くご説明頂いた。特にロシ

アへのエネルギー依存度が高かったドイツの脱ロシ

ア化と調達先多角化そして今冬予想される電力不足

への迅速な対応は、エネルギー海外依存度の高い日

本への示唆に富むお話であった。 

また、日独関係については、国際的な様々な課題

に取り組むパートナーとして政治・安全保障分野に

おける連携強化の他、両国間の経済分野や人的交流 

における着実な発展についてもお聞かせ頂いた。日

独関係の発展のため外交の最前線で尽力して来られ

た八木様のお話は、私達にも緊張感をもって伝わっ

てきた。 
 
続いて石川県日独協会名誉会長である楠根重一様

から「地理学者ヨハネス・ラインの再評価と日記の

出版」についてお話しいただいた。ライン博士は明

治初期の傑出した日本学者であるにも関わらず全国

レベルではほとんど知られていない（日独交流に携

わる者として私自身の知識不足を恥じる）。その日本

における研究の足跡と成果を辿り、石川県白山市に

おけるライン博士顕彰会とドイツのラオンハイムと

の交流に長年尽力されて来られた楠根様の研究と活

動は非常に専門的であり、かつ楠根様のお人柄とお

話しぶりとも相俟ってとてもユニークなものとして

感じられた。そして私たちがドイツとの交流深化を

進める上で忘れてはならない学術交流におけるアプ

ローチについて貴重な先例を示された。 
 
八木様と楠根様の講演を拝聴する機会を賜ったこ

とは、私達にとってはとても貴重なものであり、数

多くの質問が出されたことからもそれぞれのテーマ

への関心の高さが窺われた。講演後に開かれた懇親

会では、ソフトドリンクと軽食を頂きながら、日独

協会関係者の他、日独交流に関心を持つ若手の参加

者も交え、しばし歓談に花を咲かせた。短い時間で

の交流ではあったが、各参加者の来年度開催に向け

ての期待感を感じる良い機会となった。 

樋上 雅史（日独協会会員・運営委員）

ドイツ語講習会 

2022年度上半期コース 

火～土曜日 

Deutschkurse in der JDG  

April 2022 - September 2022 

jeden Di.-Sa. 

 

会員懇談会サロン 

「今こそこれからの日独交流を語ろう」 

9/12（月）18:00～20:00 

Mitgliederstammtisch 

Datum: Mo., 12. 9. 22, 18.00-20.00 

参加者 35名。登壇者：相澤啓一氏（ケルン日本文化

会館館長）、マイト・ピア智子氏（アムニーダーライ

ン独日協会事務局長）、木戸裕氏（千葉県日独協会副

会長）、佐藤勝彦氏（（公財）日独協会理事） 
 
今回は講演者・コメンテーター・参加者全員が自

由に発言する談論風発的な会を目指した。当日は、

多数の参加者から積極的な発言があり、活発な議論

が展開され大変好評であったようだ。懇談会で以下

のことが見えてきた。 

１．長年ドイツとの交流に関わってきた我々から見

ると、これからは今まで以上に積極的に若者の活動

協会活動                                                         9月の活動報告 

八木毅大使 



を支援をすることが将来の日独交流のため、引いて

は日独・独日協会の発展のために必要である。 

２，若者が期待する支援の実現に向かって橋渡しす

る体制を構築することが必須であり、まさに我々や

日独・独日協会の役割ではなかろうか。プラットフ

ォーム的なものを構築し、いつでも彼らをサポート

できるような場を提供することが期待されているよ

うに思われる。 

３．若者への支援として具体的に考えられること 

・留学実現への支援 

・インターン先の紹介・仲介（アドバイス） 

・ワーキングホリデイ実現への支援 

４．当面の課題として、さらに検討すべきこと。 

・マンガ・アニメ・コスプレなどのファンを如何に

日本へ引き込むか。 

・両国の共通課題（少子高齢化、環境問題など）の

研究の場の確保。 

・その他、定型化出来ない若者の希望への相談・対

応など。（佐藤 勝彦） 

 

ドイツ時事問題研究会 

9/17（土）15:00～17:00 

Studiengruppe "Deutschland aktuell"  

Datum: Sa., 17. 9. 22, 15.00-17.00 

当月のトピックスはインフレが進行するドイツ

の経済情勢と賃上げの動向、空中給油を繰り返し

ながらジェット戦闘機 6機を派遣してアジア・太

平洋諸国との連帯に強い意思を示したドイツ国防

軍、国家機関の儀式として実施されるドイツの国

葬と追悼式の考え方、ドイツにおける統一教会の

現状と自由。民主主義の基本秩序に沿って行われ

る憲法擁護庁による監視のケースなどについて、

図表や写真を示しながら報告し、質疑応答を行っ

た。 

今月のテーマとしてはまず新井さんから「ドイ

ツ対ロ外交とエネルギー依存」と題して、ドイツ

が天然ガスや石油でロシア依存を高めた歴史的背

景や経緯を報告し、ロシアのウクライナ侵攻との

かかわりなどについて議論を交わした。 

最後に伊崎からロシアによるガス供給の停止に

かかわらず拡大する備蓄、ガス調達先の変化と経

路、将来に備えた水素調達の進展などについて報

告し、懇親会に移って議論を継続した。 

（伊﨑 捷治） 

 

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会） 

9/17（土）19:00～20:30 

Sprachtreff 

Datum: Sa., 17. 9.22, 19.00-20.30 

日独合わせて約 40名（モデレータースタッフ含

む）にご参加いただきました。この会では参加者が

オンラインで集まった後、レベル別の少人数グルー

プにわかれます。上級グループ以外は各グループに

モデレーターが付いて、うまく伝わらない時の橋渡

しやサポートをしています。参加者の中には独学で

言語を学んでいる方が多く、シュプラッハトレッフ

ではサポートが付くため安心して参加でき、学んだ

知識を実践する良い機会となっているようです。 

回数を経て、レベルによっては日本語の時間とド

イツ語の時間をはっきり分けることが難しいことが

わかり、その場合はモデレーターがうまく会話を繋

いでいっているようです。上級のグループ以外は事

前にテーマを伝えて、参加者が少し準備できるよう

にしたのも好評でした。 

今回は、担当者の手違いで、数名のドイツ人参加

者に送った ZOOMリンクが翌月のものと間違ってお

り、会が始まってもすぐに入ってこられない方がい

て、その対応に追われましたが、今後はこういった

ことがないようにしていきたいと思います。 

 

独逸塾 

9/19（月）19:00～21:00 

Gesprächskreis: Neuigkeiten aus Deutschland 

Datum: Mo., 19. 9. 22, 19.00-21.00 

参加者 28名。シュピーゲル誌（5月 28日）の拷問

国家中国のウイグル地区で工場を展開するフォルク

スワーゲン社（以下 VW）に対する批判記事を読

む。 

1. 人権活動家はウイグル人の人権が抑圧されている

新疆での VWの工場進出を強く抗議してきた。 

2．VWはナチス時代に約 2万人の強制労働により軍

用車や地雷を作らせた実績があり今回ウイグルで強

制労働を行うのは恥の上塗りである（世界ウイグル

協会会長談）。 

3. 強制労働は VWの会社の行動規範に反している。 

4．VWの反論：VWは自動車生産により未開発の地

域の発展に貢献している。人事政策については中国

との合弁会社に 75％の支配権があるので直接コント

ロールできない。工場閉鎖はマイナス効果しか生ま

ない。当面ガソリン車に限り事業を続ける。 

２つめのテーマは EUチップ法（2022年 2月 8日

の ZEIT ONLINE）および Intel社がザクセン州に

チップ工場を建設（2022年 3月 15日 DieWelt）し

たことに関する記事 

1. EU委員会はヨーロッパでの半導体生産強化のた

め 430億ユーロの助成金拠出を決定。2030年までに

現在の倍の 20％の生産シェアを目指す。 

2. Intelはこのチップ法を活用してザクセン州の

Magdeburgチップ工場建設を決定した。投資総額

170億ユーロ。同時に Intelは米国のオハイオで 200

億ドルのチップ工場の建設を決めている、今後 Intel

の世界戦略が注目される。 

ドイツ語の語句の解釈及び専門用語をめぐり活発

に議論が交わされた。（森永 成一郎）



新研修生マヴィン・アルバト（Marvin Albert）

さんインタビュー 

10月からマヴィンさんの研修がはじまりまし

た。来年 3月末まで協会の様々な活動に関わっ

ていただきます。 

 

出身地 

ザールラント州のザールブリュッケン市で生まれ

て、大学入学まで住んでいました。 

名物は“Schwenker (シュヴェンカー)”です。この言
葉には 3つの意味があります。まずは、三脚で吊る

した焼き網、焼いている豚肉、そしてそれを焼く人

です。３つも意味がある

と混乱しそうですが、住

民はうまく使い分けてい

ます。ドイツでは僕も車

のトランクにいつも

Schwenkerを積んでい

て、1か月に少なくとも

1回は Schwenken

（Schwenkerを使った

BBQ)をしていました。 

ザールブリュッケンの方言もユニークです。 

“ei dun ma am Samschdach schwenke gehn？” 
は、「さあ、土曜日に BBQせえへん？」といった意

味になります。ei は「さあ」、dunは tun（ドイツ

語の「する」という動詞）、maは wir（ドイツ語の

「私たち」）、後半はドイツ語の「am Samstag 

schwenken gehen」です。文法も発音も標準ドイツ

語とだいぶ違います。 
 
日本に関心を持った理由、研修のきっかけ 

高校の頃にもう一つ言語を学びたくなって、色々

な言語をかじってみましたが、日本語が一番好きで

した。大学生になって、日本語の先生から日独協会

の研修について教えてもらい応募しました。ちょう

どコロナ禍が始まってしまい、2年近く研修ができ

ませんでしたが、今回ついに日本に来ることができ

ました。研修中はドイツ語の授業のサポートなど、

ドイツ語学習者のお手伝いをしたいです。 
 
趣味・特技 

前の研修生マリアさんと同じで、カラオケが好き

です。今回日本に着いた後、友達と一緒に 3夜続け

てカラオケをしました。音楽は聴くのも弾くのも好

きで、ベースやドラム、ヴァイオリンを弾きます。

アニソンや J-POPの曲を演奏するのも好きで、例

えばアニメ『けいおん！』や日本のバンド「ONE 

OK ROCK」の曲を演奏します。 

スポーツも好きです。中学校から高校までアメフ

トをやり、所属していたチームがドイツの青少年競

技会（U-19）で優勝しました。僕のポジションはハ

ーフバック（HB）です。色々な武術も学びまし

た。小学校で柔道、中学でクラブマガ（イスラエル

の護身術）、高校で詠春拳（えいしゅんけん：中国

武術）をやりました。   
 
日本語学習法 

漢字にフリガナがついている日本語の本や漫画を

読みます。読み方がわからない漢字は、文字を手書

きして検索できる辞書サイトで調べています。日本

語学習で最初に大変だと思ったのは「手書き」。文

字や漢字を覚えるためにはたくさん手で書かなくて

はいけません。 

また、なるべく日本語で会話をすることにしてい

ます。最初は日本語の音の「さ」と「ざ」の聞き分

けが難しかったですがもう慣れました。日本人にと

っての Lと Rみたいなものでしょうか？ 

日本語で好きな表現は「しかたない」。若者言葉

の「あざす！」（ありがとうございます）も便利で

すね。 
 
好きな食べ物 

みそラーメンです！今まで食べて一番おいしかっ

たのは、ラーメン屋「太麺 太郎」のもの（笑）。僕

はトリアの日本食レストランでアルバイトをして、

様々なメニューを作っていました。そのバイトで日

本の食文化についてドイツ人のお客さんに教えてあ

げられるのがうれしかったです。「旨味」につい

て、箸の使い方、日本の定食の組み合わせなどにつ

いてもよく聞かれました。ドイツのお客さんは味噌

汁を飲むときにスプーンを欲しがる人が多いんです

よ。 
 
日本にいる間にやってみたいこと 

雪の白川郷を訪れてみたいです。ドリフト走行や

野球もやってみたいですね。野球はドイツでは人気

がないので、いつも友達３人でピッチャー、バッタ

ー、キャッチャーだけの野球をやっていました。 
 
会員へメッセ―ジ 

たくさんの人とお話しできるのを楽しみにしてい

ます。イベントで会ったら声をかけてくださいね。  

Schwenker （写真：Wikipedia） 



 

（公財）日独協会が開催する催物のご案内です。申込方法は次の通りです。 

①  E-Mail、オンラインフォームもしくは FAXにて、会員の方は会員番号（ブリュッケ送付の封筒に記載されて
います）を、会員以外の方は氏名と連絡先（電話・メールアドレス）を記載の上、ご送付下さい。（E-Mail
の場合は件名に必ず「●●●●（催し物名）の申込」とお書きください。） 

※頂いた個人情報は、当協会のイベント開催以外に利用することはありません。 

② 会場を明記していない催物はミーティングシステム ZOOMを使ったオンライン開催となります。 

③ 特に記載のないものは事前申込制・先着順の受付となります。 

日独協会の概要及び催物最新情報はホームページでもご覧頂けます。 ☛ http://www.jdg.or.jp   

E-mail：jdg@jdg.or.jp  Tel. : 03-5368-2326（受付時間 月～金 14:00～17:00） Fax. : 03-5368-2065 
   

◇シュプラッハカフェ （ドイツ語で話す会）◇             担当：マヴィン・アルバトさん 

日程：2022年 11月 10日（木）15:00～16:30 会場：日独協会セミナールーム 

会費：（公財）日独協会 500円 / 一般 1,500円 （お茶とお菓子がつきます） 定員：12名程度 

対象：ある程度、自分の気持ちや考えをドイツ語で表現できる方 
 

シュプラッハカフェは、日独協会のドイツ人研修生と、ドイツ語でお話しする会です。今回のテーマは「Leben 
an der Grenze」。研修生マヴィンさんが故郷のザールラント州を紹介します。久々に対面での開催となります。 

 

◇日独協会設立 111周年記念  

柳秀直 駐ドイツ連邦共和国特命全権大使講演会：「日独 160年の歴史と現状」◇  

日時：2022年 11月 18日（金）18:00～19:30  共催：獨協中学校・高等学校                  

会場：獨協中学校・高等学校 小講堂（東京都文京区関口 3-8-1） 

会費：（公財）日独協会会員・各地日独協会会員：無料  

申込期限：2022年 11月 15日（火）または定員（60名）に達し次第受付終了いたします。 

申込み：ウェブサイトのオンラインフォームもしくはメールにてお申込みください。メールでのお申込みの場

合は、お名前、会員区分（会員か非会員か、法人会員の場合は法人名を、各地日独協会の会員の場合は所属協会

名を記載ください）、連絡が確実に取れるお電話番号、メールアドレスを必ず記載し、件名を「11月 18日講演
会」として、jdg@jdg.or.jpまでお申込みください。 

 

◇ドイツ時事問題研究会◇                                  世話人：伊崎捷治 理事、新井修三 氏 

日時：2022年 11月 19日（土）15:00～17:00 申込期限：11月 17日（木）18:00  会費：無料 

テーマ：毎回参加者の提案をもとに次回のテーマ（複数可）を決定  定員：20名 

申込：事前にメールで参加申し込みをいただいた方に世話人から「招待」メールをお送りします。 
 

参加者がドイツの政治、経済、社会などの分野で関心を抱いた事柄や テーマを持ち寄り、相互の情報交換

やディスカッションを通じて経緯や背景を探り、日本との比較も踏まえながら、ドイツの現状や動向について

理解を深めます。 これまでに難民問題、エネルギー問題、日独の生産性の違いなどについて討論しましたが、
これからもコロナ危機の克服、経済再活性化、ドイツが EUの強化や持続可能な発展などに果たす役割など、ホ
ットなトピックスを採りあげていきます。 

◎ 本イベントは世話人の伊崎捷治氏に直接お問合せ、お申込下さい。  

Tel.：080-1137-5111 E-mail：isakis(a)snow.ocn.ne.jp ※ (a)は＠に書き換えてください。 

 

◇ドイツ語圏文化セミナー152：「Neuer Wein, alte Tradition -Federweißer stürmt Tokyo- 
 ドイツ・オーストリアの秋の味覚、フェーダーヴァイサー/シュトルムを味わおう」◇ 

日時：2022年 11月 20日（日）15:00～16:30  

会場：レストラン マールツァイト（東京都港区赤坂 7-5-56 ドイツ文化会館 1F） 

会費：（公財）日独協会会員：2,800円／ 一般：3,500 円 

申込：11月 15日（火）までにオンラインフォームよりお申込みおよび指定の方法で会費をお振込みください。 
 

フェーダーヴァイサー（オーストリアではシュトゥルム）はワインになる手前の発酵途中のお酒です。季節

限定の上、長期保存や長距離輸送ができないため、ドイツ国内でも知る人ぞ知る秋の味覚をマールツァイトさ

んのおつまみと一緒に味わいましょう。イベントの詳細は協会ウェブサイトをご覧ください。 

http://www.jdg.or.jp/event/03seminar/seminar_152/20221120j.html 

〒160-0016東京都新宿区信濃町 18 マヤ信濃町２番館  
電話 03-5368-2258（イベント）03-5368-2326（代表） FAX 03-5368-2065  
Website : http://www.jdg.or.jp E-Mail : jdg@jdg.or.jp 

公益財団法人日独協会 

Japanisch-Deutsche Gesellschaft 



◇独逸塾：「ドイツのニュースを楽しむ会」◇                  世話役：森永成一郎 氏 

日時：2022年 11月 21日（月）19:00～21:00 （18:30からオンライン上で開場） 申込期限：11月 18日（金）  
 

ドイツのニュースを取り上げ、読むだけでなく、背景となるドイツ事情を学ぶ独逸塾。ドイツ語初級文法を

一通り終えた方向けで（新聞記事には間接話法が多用されるため、接続法も習得されているとなお良いでしょ

う）、「お試し参加」、聴講のみも可能です。新しく参加希望の方は、協会（ jdg@jdg.or.jp ）から世話人配布の
資料をメールで送ってもらってください。会費：無料 

 

◇Sprachtreff◇                    担当：マヴィン・アルバトさん、芦野淳子さん 

日時：2022年 11月 26日（土）日本時間 19:00～20:40 ドイツ時間 11:00～12:40  定員：30名程度 

会費：（公財）日独協会会員：無料 ／ 一般：2,000円 

申込み：協会ウェブサイトのオンラインフォームからお申込みください。 
 

Sprachtreffはオンラインで開催している語学交換会です。レベルごとに少人数のグループに分かれて 40分程
度ずつおしゃべりをします。（上級はテーマと言語の時間指定はありません）。また、B1レベルまでのグループ
にはコーディネーターが付き、会話のアシストをします。 

参加条件：語学交換を積極的に楽しみたい方（目安レベル：A1.2以上） 

 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unseren kommenden Veranstaltungen ein und bitten Sie, sich wie folgt 
anzumelden:  

1. Bei einer Anmeldung per Fax (03-5368-2065), E-Mail (jdg@jdg.or.jp) oder Online-Formular geben Sie bitte 
Ihren Vor- und Nachnamen, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse an. (Schreiben Sie bitte bei einer E-Mail 
in die Betreffzeile „Anmeldung für XXX“) 

3. Wenn kein Veranstaltungsort erwähnt ist, findet die Veranstaltung online statt.  

Falls Sie nach der Anmeldung nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, bitten wir Sie, die JDG möglichst 
frühzeitig darüber zu informieren, da ansonsten eventuelle Stornokosten anfallen. 
Informationen zu den aktuellen Aktivitäten der JDG finden Sie jederzeit auf unserer Internetseite 
(http://www.jdg.or.jp). 
E-Mail: jdg@jdg.or.jp  Tel.: 03-5368-2326（Mo.-Fr. 14.00～17.00 Uhr） Fax.: 03-5368-2065 

 

Jubiläumsfeier anlässlich des 111-jährigen Bestehens der Japanisch-Deutschen Gesellschaft 
Rede von Herr Botschafter Hidenao Yanai „160 Jahre japanisch-deutsche Geschichte und aktueller Stand“ 

Uhrzeit:  Freitag, der 18. November 2022, 18.00-19.30 Uhr 
Ort:  Kleinehalle der Dokkyo Junior- und Senior Highschool (Sekiguchi3-8-1, Bunkyo-ku, Tokyo) 
Kosten:  Mitglieder der JDG Tokyo bzw. der landesweiten JDG: kostenlos  

Anmeldefrist: Dienstag, der 15. November 2022. Die Veranstaltung ist begrenzt auf 60 Teilnehmer. 
Anmeldung: Sie können sich über das Online-Formular auf unserer Website oder per E-Mail für die Veranstaltung 
anmelden. Falls Sie sich per E-Mail anmelden möchten, lassen Sie uns bitte Ihren Namen und Mitgliedsstatus 
(Mitglied/Nicht Mitglied einer JDG) und gegebenenfalls den Namen der JDG, deren Mitglied Sie sind, zukommen. 
Tragen Sie als Fördermitglied bitte Ihren Fördermitgliedsnamen ein. Damit wir Sie kontaktieren können, bitten wir 
Sie ebenso eine aktuelle Telephonnummer sowie E-Mailadresse zu hinterlassen. Ihre E-Mail können Sie mit dem 
Betreff „18. November - Jubiläumsfeier“ an die E-Mailadresse der JDG (jdg＠jdg.or.jp) schicken. 
 

Sprachtreff 
Uhrzeit:  Samstag, 26. November 2022, 11.00-12.40 Uhr deutscher Zeit (19.00-20.40 Uhr japanischer Zeit) 
Beitrag:  Deutschsprachige Teilnehmer・Mitglieder der JDG Tokyo: kostenlos 

          Alle anderen: 2,000¥  

Anmeldung: Über das Online-Formular auf unserer Website 

Der Sprachtreff schafft eine einmalige Plattform für sprachinteressierte Leute jeden Alters, die Deutsch bzw. 
Japanisch lernen und sich über unterschiedliche Themen unterhalten möchten. Es werden maximal 30TN 
zugelassen, um die Gruppen klein zu halten. Wir bitten darum, sich zum Sprachtreff anzumelden, wenn ihr bereits 
in der Lage seid, euch aktiv an Gesprächen zu beteiligen, also etwa die Stufe A1.2 erreicht habt. Die Japanisch-
Deutsche Gesellschaft freut sich auf eure Teilnahme!  


