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表紙の言葉

お濠を隔てた皇居の緑に映える白亜の

「日獨会館」。

昭和 15（1940）年 6 月の地鎮祭から

足掛け三年をかけて完成した、地上三階・

地下一階の「日獨会館」は、当時の日独

両国政府及び関係者の多大な協力の下、

現在の千代田区三番町に建設されまし

た。三井高陽氏（当時「日獨文化協会」

常務理事、後に日独協会会長）が提供さ

れた敷地に、三井家が愛した庭園を配し、

日独交流の中心としてその将来が大いに

期待されました。5万冊を超える蔵書を

誇る図書室、閲覧室、200 名収容の講堂、

食堂、会議室等を備え、豪華な内装と共

に注目を浴び、各種講演・音楽会等が催

されましたが、太平洋戦争末期に惜しく

も戦災で焼失しました。詳細は P1 の記

事をご覧ください。

写真提供『日獨会館』新建築社、『シャ

ルンホルスト』光人社 NF文庫 大内健二

柴田 明（日独協会 評議員会副議長）

Zum Titelbild

Das in weißer Kreide verfasste „Japanisch-Deutsches Haus“ bildet einen 

deutlichen Kontrast zum Grün des Kaiserpalastes, der durch einen Graben 

abgetrennt ist.

Von der Grundsteinlegung im Juni 1940 (Showa Jahr 15) dauerte es 3 Jahre 

bis zur Fertigstellung des Gebäudes, das sich über drei oberirdische und ein 

Kellergeschoss erstreckt. Das Japanisch-Deutsche Haus ist damals durch die 

gewaltige Zusammenarbeit der japanischen und deutschen Regierung sowie 

anderer Beteiligter im dritten Block des heutigen Chiyoda-Bezirks errichtet. 

Auf dem von Familie Takaharu Mitsui (damals geschäftsführender Direktor 

des „Japanisch-Deutschen Kulturinstitutes“, später Präsident der Japanisch-

Deutschen Gesellschaft) gestifteten Grundstück wurde ein Park angelegt, 

der Herrn Mitsui unwahrscheinlich am Herzen lag und von dem man sich 

eine große Zukunft hinsichtlich des Japanisch-Deutschen Austausches ver-

sprach. Mit einer Bibliothek, die aus mehr als 50.000 Büchern bestand, ei-

nem Lesesaal, einem mit 200 Plätzen ausgestattetem Auditorium, einem 

Speisesaal, einem Konferenzraum und zahlreichen weiteren Räumen zog 

das Gebäude mit seiner luxuriösen Ausstattung die Aufmerksamkeit auf 

sich. Im Gebäude des Japanisch-Deutschen Hauses fanden ebenso verschie-

dene Vorträge und Musikkonzerte statt, bedauerlicherweise jedoch wurde es 

gegen Ende des Pazifikkrieges durch den Kriegbrand zerstört. Weitere Ein-

zelheiten können Sie meinem Beitrag in der Brücke entnehmen.

Photo: 

1.„Japanisch-Deutsches Haus“ Mit freundlicher Genehmigung des „Shin-

Kenchiku“ (Magazin für neue Architektur)

2.„Scharnhorst“ von Herrn Kenji Ouchi mit freundlicher Genehmigung des 

Kojinsha NF Bunko Verlages

Akira Shibata

 (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der JDG) 
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日獨文化協会・日獨会館・ドイツの客船

柴田　明（日独協会評議員会副議長）

昨年「私とドイツ」に投稿した際に「日独協会」

の歴史をまとめたい、と書きましたところ、応援の

声を頂き勇気百倍、活動を開始しました（戦前の団

体は旧字の「獨」を使いました）。

日独協会の前身、初代「日獨協会」と「日獨文化

協会」は、第二次世界大戦終結時に解散しましたが

「日独協会」の前史として残したく、比較的資料の

多い「日獨文化協会」を中心に編纂中ですが、概要

と興味を抱いた関連事項を紹介させて頂きます。

日獨文化協会

明治維新以降、日本は欧米、特にドイツからその

範を得るべく、多くの団体が夫々活動し、初代「日

獨協会」も明治 44（1911）年に設立されましたが、

皇族を総裁に戴く社交団体としての性格が強く、文

化交流を目的とする別の組織が求められていました。

大正 14（1925）年に、ドイツに於いて日本研究の

機関「Japan Institut日本学協会」（「ベルリン日本協会・

日本学会」とも訳されました）が設立され、ドイツ

側から日本に対して同種団体の設立を求められたこ

とを契機に、その設立が具体化しました。（「日獨文

化協会寄附行為並発会式報告」より）。それにより、

民間からの募金を基本財産とし、日本政府から毎年

補助金を受ける財団法人として「日獨文化協会」が

昭和 2（1927）年 6 月に設立されました（発会式は

日本工業倶楽部で行い、再建後の「日独協会」は、

永らくここで例会等を開催しました。）。

初代会長は後藤新平で、理事・役員には各界の主

要人物を配し、日独両国の文化・芸術・経済・政治

等の交流推進を目的に、「Japan Institut」と連携して人

物交流、出版、美術展覧会や音楽会・講演会等を積

極的に開催し、日独交流の中心となりました。季刊誌

「日獨文化」も昭和 15（1940）年から終戦の年まで発

行され、今回これから多くの情報が得られました。

日獨会館の中身はドイツの豪華客船？

この「日獨文化」第四巻第一号（昭和 18（1943）

年 7月発行）は「日獨会館落成記念号」とされ、「日

獨会館」設立経緯等が掲載されていますが、発行時

点ではまだ落成していません。「日獨会館」は第一

次世界大戦終結直後から構想され、日獨文化協会で

も論議を重ねる中、当時、日獨文化協会常務理事の

三井高陽氏（第三代日独協会会長）が、麴町区（現

千代田区）三番町 4の自宅の土地提供を表明して具

体化し、各界の寄付を受けて昭和 15（1940）年 6

月に地鎮祭、同 11 月に定礎式を行いましたが、戦

時下の物資統制・労働力不足等で建設は遅れ、建物

は昭和 17（1942）年 12 月 3 日に竣工しました。し

かし内装・調度等が整わず、開館（落成）は昭和 18

（1943）年 10 月 14 日になりました。

三井高陽氏寄贈の土地は敷地面積 699 坪（2277㎡）、

会館の建坪 476 坪（1571㎡）、地上三階、地下一階、

木造・一部鉄筋コンクリート造で、貴賓室には横山

大観が寄贈した霊峰富士を描いた「輝八紘（はっこ

うにかがやく）」が掲げられました。

竣工式にはオット（Eugen Ott）・ドイツ大使が、

翌年の開館（落成）式には 伏見宮博恭 日獨協会総裁、

（オット大使の後任）スターマー・ドイツ大使、重

光外相、岡部文相、その他政界・財界・学界等から

多数が参列し、盛大に挙行されました。

会館正面は東向きで、お堀を隔てて皇居に面し、

裏は三井家の父祖伝来の名庭園でした。

この「日獨会館」

の内装や家具・調度

等一切はドイツ側が

請け負いましたが、こ

れに関して判明した

ことは、この内装・調

度は、欧州大戦勃発

で帰国できず、神戸

に係留されていたドイ

ツの豪華客船「シャ

ルンホルスト」（注）

から降したものが提

供されたことでした。

会館竣工式 左からオット (前 )大使、大久保利武会長、三井
常務理事、一人おいてスターマー新大使

広間　Empfangsraum
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日獨会館の会議室や図書閲覧室とシャルンホルス

トの一等公室の写真を比べますと、同型の椅子が認

められます。シャルンホルストの内装に関しては、

「一等公室の内部はドイツの貴族の館を模した重厚

な仕上がりとなっており、広い窓とそれを覆う厚み

のあるカーテンが印象的であった」との記事があり

ます（光人社 NF文庫『WW2 商船改造艦艇』）。

この様に豪華客船の家具・調度品を転用した日獨

会館の内装は、三井高陽氏に「一度館内に入れば、

身独逸にあるが如く（三井高陽年譜）」と言わしめ

る程、豪華なものでした。

日獨文化協会及び日獨協会は開館を機に、共に入

居していた日比谷公園内の市政会館（現存）から「日

獨会館」に転居しました。以前から両協会は協力し

ていましたが、この時点で日獨文化協会が日獨協会

の事業を行うこととなりました。また、この年、日

獨文化協会の支部が近畿・宮城・新潟・富山・金沢・

広島・熊本に設立されました。

これら、注目を浴びた会館でしたが、終戦直前に

空襲で焼失し、土地は当時の理事会が売却してしま

いました（『日独協会 100 年史』小島秀雄副会長「初

代日独協会と日独文化協会」）。

また開館を記念して「独逸版画展覧会」が「日獨

文化協会」「日獨協会」共催で開催され、その記念

の絵はがき (デューラー、クラナッハ他の版画 12 枚

セット )が確認されています。こちらは、来年が開

館 80 周年にあたりますので、改めてご紹介したい

と思います。

（注）シャルンホルストは昭和 10（1935）年に完成し

たドイツの高速豪華客船（18,000t.全長 198m全幅 23m）

で極東航路に就役しました（同名の軍艦もあります）。

昭和 11（1936）年のベルリンオリンピックに出場する

日本選手団は、水泳プールやスポーツデッキを備えた本

船でドイツに向いました。

欧州大戦勃発直前、神戸から出港しましたが引き返し、

昭和 14（1939）年 9 月以来、神戸港沖に係留され、昭

和 17（1942）年 7 月、日本海軍が買収し（戦後に船価

の二倍を支払う、という条件でした）、建造中止となった

大和型戦艦四番艦に使われる予定であった資材を使用し

て改造され、昭和 19（1944）年 6月に空母「神鷹」とし

て就役しましたが同年 11 月撃沈されました。この譲渡

の際に、内装・調度を降し、日獨会館に充当したのです。

「シャルンホルスト」は、当時としては最新技術が駆

使された船でした。

特に主機関は日本では操作未経験のワグナー式高温高

圧ボイラーを装備していた為、航空母艦に改造の際に日

本式ボイラー（艦本式）に換装した経緯があり、速力が

低下しました。

日獨会館とシャルンホルストの全景と内部は表紙にも掲

載しています。

写真提供：　

「日獨会館」新建築社 

「シャルンホルスト」光文社 NF文庫『WWⅡ商船改造空母』

大内 健二

月刊音声教材（無料）

講堂　Vortragsraum
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7 月 8 月の活動報告

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.

 

ドイツ時事問題研究会 第 79 回

7/16 ㈯　15:00 ～ 17:00

Studiengruppe „Deutschland aktuell“ (79)

Datum: Sa., 16. 7. 22, 15.00-17.00

　当月のトピックスは

①懸念されるロシアからの天然ガスの供給停止に備

えて本格化した緊急対策の検討

②残る原発3基の稼働延長の可否をめぐる与野党間の論争

③シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州およびノルト

ライン・ヴェストファーレン州で成立したキリスト

教民主同盟と緑の党の連立政権が他の州や連邦のモ

デルとなる可能性

④エネルギー価格を中心とする物価の急上昇と産業

ごとに相違した賃上げ交渉の結果

⑤ドイツメディアには意外だった日独外相会談の結果

などについて報告し、質疑応答を行った。

　今月のテーマについてまず二片さんから「ドイツ

の労働組合組織と事業所委員会の役割」をテーマに

報告し、ドイツの労使関係の特徴と日本との相違点

などについて意見を交わした。

　新井さんからは前回からの継続テーマ「数字で見

る世界の中のドイツと日本」の一環で日本でも高ま

る少子化問題について、世界の情勢やドイツと日本

の現状を報告し、参考となる対策などについて質疑

応答を行った。 （伊崎 捷治）

 

独逸塾

7/18 ㈪　19:00 ～ 21:00

Gesprächskreis: Neuigkeiten aus Deutschland

Datum: Mo., 18. 7. 22, 19.00-21.00

参加者 22 名。テキストは 5月 28 日シュピーゲル誌

のウイグル公安ファイル公表記事「拷問国家中国　

恐ろしいドイツのパートナー」の一部。

1．社説„Stärke zeigen“（強さを誇示せよ）

1）ウイグル公安ファイルがハッキングされ、世界

の著名なジャーナリズムに配布され公表されたこと

で中国に動かぬ証拠を突き付けた。今後はできる限

り中国にやり返す時が来ている。

2）ドイツ経済は中国に依存し利益も得てきた。

3）多くの西洋の国々は中国に屈してきた。その中

国はあまりにも残酷な扱いをウイグル人に行ってい

るため、カナダ議会、フランス議会、オランダ議会

及び米国政府がジェノサイドと認定した。

4）今後ヨーロッパが重要な戦略分野の技術を中国

に渡さないことが重要である。このことが中国から

独立するだけでなく自らを強靭化することになる。

5）フォルクスワーゲン社（以後 VW）は中国の人権

問題にあいまいな態度をとっているが、ウイグルで

の生産停止をも含めた強さを誇示すべきである。

6）サムスンは生産拠点を中国からベトナム、イン

ドに移している。

2．Gefangene in Uruemqi（ウルムチの囚人）

1）VWはウイグルで工場を運営しているが人権問題

の高まりでリスクを負っている。

2）ドイツ政府は中国のウイグル地区でのドイツ企

業の投資保険の適用を却下した。VWはリスクを自

分で負うこととなった、

ドイツ語の解釈、投資保険等で活発な議論があった。

 （森永 成一郎）

 

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会）

7/30 ㈯　19:00 ～ 20:40

Sprachtreff

Datum: Sa., 30. 7. 22, 19.00-20.40

　7月30日に今年7回目のシュプラッハトレッフを、

日独合わせて 30名以上の参加者を迎えて開催しまし

た。最近になって参加者が予想外に増えてきて、毎

回参加者の顔ぶれも変わりますが、だからこそシュ

プラッハトレッフが非常に盛り上がっています。

　今回も参加者がさらに増え、語学レベルも様々

だったので、モデレーターを集めるのがなかなか難

しかったですが、モデレーターを引き受けて下さっ

ているボランティアの方々の協力で 7月も無事に迎

えることが出来ました。みなさんの温かいご支援に

心から感謝いたします。

　前回から初心者にも参加していただけるようにな

り、モデレーターとして、彼らの会話へ第一歩に付

き添う努力をしています。今回の A1レベルのグルー

プでも、やはり「日本語での会話に自信があまりなく

不安なので、モデレーターに助けてもらえるこの語

学交換会に参加してみた」といった声がありました。

　もし、会員の中で「モデレーターの役割を担って

みたい」と考えていらっしゃる方々がいれば、是非

遠慮なく日独協会のスタッフにお声掛け下さい。

（マリア・クラーセン）

 

セミナー「ドイツ語とキャリア形成」

8/6 ㈫　17:00 ～ 19:15

Deutsche Sprache und Karriereentwicklung

Datum: Mo., 6. 8. 22, 17.00-19.15

　参加者 46 名。このセミナーは、告知後すぐに満

席となり、その後コロナ再拡大により開催形式を対

面からオンラインに変更した際に定員を大幅に増や

したものの、すぐに満席となるなどテーマへの関心

の高さがうかがわれました。講師は、会員の樋上雅

之さんで、ご自身も働きながらドイツ語力を磨き、

外資系企業や海外でのビジネス経験を積まれました。
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7 月 8 月の活動報告

　最初に、樋上さんの自己紹介も兼ねて、これまで

の職歴と、それぞれのお仕事への転職理由や、求め

られたスキルなどについて具体的にお話しいただき

ました。ドイツ語学習に関しては、NHKのラジオ講

座を活用したり、日独協会のイベントでドイツ人留

学生と話すことで会話力を磨かれたそうです。日本

人がドイツでビジネスをするには、駐在員か、現地

採用の専門職かアシスタント職か、現地企業への就

職かなどいくつかの道がありますが、それぞれ求め

られるスキル、英語とドイツ語の比重、待遇や労働

条件が異なることなども具体的に話されました。最

後に実際の求人サイトを見ながら、それぞれの職種

で求められるスキルを具体的に見ていきました。

　参加者からは多くの質問が寄せられ、継続を望む

声も多くいただきましたので、今後、第 2弾、第 3

弾の開催を考えています。

 

ドイツ語圏文化セミナー 151

ドイツの今（ドイチュラント・イェッツト） 第 8 弾

9 ユーロ・チケット「ぶらドイツ」の旅と、

「ドイツの今」あれこれ

8/13 ㈯　18:00 ～ 21:00

Kulturseminar 151 Deutschland jetzt (8)

9-Euro-Ticket und Reise in Deutschland

Datum: 13. August 22, 18.00-21.00

　ドイツに気軽に行くことが難しくなった今、少し

でもドイツの空気や「今」を感じていただこうとは

じまったこのセミナーも第 8回。講師は、年の約 4

分の1をドイツで過ごされている柳原伸洋先生です。

テーマは今年の夏ドイツで話題となった「9ユーロ

チケット」で、なんと 1か月 9ユーロでドイツ鉄道

のみならず、公共交通機関であるバスやトラムも乗

り放題になるというお得なチケットです。その実態

を現地からレポートしていただきました。

　このチケットは ICE（高速列車）には使うことが

できないそうですが、調べによると、普段 ICEに乗っ

ている人の多くはその後も ICEを利用し、普段電車

に乗らない人が 9ユーロチケットを購入、普段車に

乗っている人はそれほど電車に流れなかったという

結果が出ているそうです。

　また、多くの人がこのチケットを購入し移動した

結果、人気路線や観光地では電車が混みすぎて、乗

客を収容しきれなかったり（乗れないケースも多く

あったそうです）、臨時運行が行われたりしました。

こういった混乱もあったようですがチケットの恩恵

を受けた人は多く、経済効果も大きかったそうです。

現在、これの後続サービスをどうするか、という議

論が起きているそうでした。

　他にもドイツにおけるウクライナでの戦争の影響

や、「ヤバいエルン」トピック、先生が訪れた街な

ど様々な「ドイツの今」をお話しいただき、参加者

からの質問も多く出て楽しい 2時間となりました。

　レポート　 2022 年度ドイツ語夏期講習会
（第 70 回）

　7月 26 日から 8月 13 日まで、夏期講習会を開催

しました。協会の夏期講習会の歴史は長く、今年で

70 回目となります。当初は夏休みの間、大学のキャ

ンパスを借りて開催していましたが、時代の変化と

ともに、開催形態も変わり、現在はほとんどがオン

ライン開催となりました。

　協会の短期講座の特徴は、短期で効率よくポイン

トを整理したり、普段の学習に活かせるような効果

的な学習法に触れること、ユニークな講座を開催す

ることです。合計 13 の講座が開催され、熱い講義

が繰り広げられました。下記アンケートでいただい

たご意見を紹介いたします。

・ドイツ語を読み丁寧に弱点を指摘して頂きまし

た。まったくの初心者の方が一日授業を受けてみ

ちがえるように良くなったのは驚きでした。

・短期間だったが他の受講生からも刺激を受けた。

・2日では足りないと感じたので、あと 1日あれば

よかったと思う。

・先生方のドイツ語への愛が伝わり、楽しみながら

取り組むことの大切さを感じました。

・適度な緊張感があって、独りで勉強するよりも断

然身についた感がありました。

・全ての単語が思い浮かばなくても、わかるところ

から口に出していき、クラスのみんなで、お互い

に、修正案を出していくというやり方は、表現の

仕方を考えるのによいステップになった。

　いただいたご意見を参考に、今後も役立つ講座を

開催していきたいと思います。
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森の時計のはじまり

芹澤 庸介（鳩時計専門店「森の時計」代表）

すべての始まりは 20歳のヨーロッパへのひとり旅

今から20年前のこと。当時まだ大学生だった私は、

大学で法律の勉強をしていました。専攻とは異なり

ますが、ヨーロッパの歴史や建築、美術に興味を持っ

ており、大学の休みにフランス・イタリアへひとり

旅に出かけました。フランスではモナリザやゴッホ

のひまわりなどを鑑賞し、凱旋門やエッフェル塔を

見て回りました。イタリアに着いてからはミラノの

ドゥオーモを訪れたり、「最後の晩餐」を鑑賞し、

とにかく時間が許す限り美術品に触れてきました。

旅の帰り道、私が購入できた一番安価な航空券は

ドイツのフランクフルト空港を経由する旅程で、乗

り換え時間に余裕があったためフランクフルト空港

内を見て回りました。その暇つぶしの時間の中で立

ち寄った土産物屋に鳩時計が飾られていました。私

はそれまで「鳩時計」という名称は知っていたもの

の、実物を見たことがありませんでした。店主が時

計を眺めていた私に気づき、時計の針をちょうどの

時間に合わせてくれると、窓から可愛らしいサイズ

の鳥が飛び出し時報を鳴き始めました。そして音楽

と共に水車や人形たちが動き出す、まるで「魔法の

時計」だと感じました。

「こんなに可愛らしい時計をなぜ今まで知らな

かったのだろう。欲しい！」と思いましたが、それ

までの旅で既に資金は使い切り、また学生の私が簡

単に購入できる価格帯では無かったため「よし、い

つか自分の家を建てたら鳩時計を飾ろう！」という

目標を持ちました。

帰国する飛行機の中でも最後に観た鳩時計の可愛

らしさが頭に残り、それまでに観てきた美術品より

も、頭の中は鳩時計への興味でいっぱいになってい

ました。当時、インターネットは現在の様な常時接

続の時代ではなく、アクセスするには図書室の一角

にある端末からしか接続ができませんでした。鳩時

計についてもっと知りたいと思っていた私は授業の

合間に図書室へ向かい、Cuckoo Clock（＝鳩時計）

などと検索を行い、検索にヒットした海外のページ

から鳩時計の歴史を学び始めました。アメリカの時

計店のサイトから、鳩時計が作られている地域、工

房の名前などが分かり、少しずつ鳩時計に関する情

報を蓄積していきました。

調べるにつれ、次第にドイツの時計工房へ行って

みたいという気持ちが強くなっていきました。

ある日、時計工房にコンタクトができる Eメール

アドレスが分かり、学生の私が訪問が可能であるか

問い合わせてみました。しばらく返信はなかったと

思いますが、数週間後に私のメールに返信を頂き、

訪問することを了承して頂きました。そして、私は

もう一度ヨーロッパへ。今度はドイツのシュヴァル

ツヴァルトへ旅立つことを決めました。

時計工房の会長の勘違い？で思わぬスタートを

切ることに

ドイツのシュヴァルツヴァルトへの行き方はすで

に調べており、時計工房を訪問することが出来まし

た。そこでは同年代の若い職人さんから、ご年配の

方まで、男性も女性も働いていました。工房の職人

さんが親切にしてくださり、工房内のツアーをして

くれました。1週間ほどの滞在予定でしたが、工房

の会長の心意気でホームステイをさせて頂きまし

た。毎日工房で時間を過ごし、憧れの鳩時計職人と

過ごす時間の中で気持ちが高ぶりました。

旅の最終日に、「いつか

私は鳩時計を日本で紹介

したい。その時には協力

してもらえませんか？」

と英語で伝えました。そ

の当時、私は大学を卒業

したら一般企業に就職し、

いつか趣味の範囲で鳩時

計の歴史や可愛らしさを

紹介できたら良いなと考

えていました。会長も快

く「ＯＫ！」と言って下

さり、本当に来てよかっ

たと安心したところ、私の目の前に鳩時計のカタログ

が出てきて「どれにするんだい？」と聞かれました。

私は、「いつか＝ someday」と伝えたはずだったの

ですが、実は会長は英語が苦手で “someday”が伝わっ

ていなかったのです。熱意だけは伝わってしまい、

私の事を「日本で鳩時計店を開くために訪れた若者」

と勘違いされてしまいました。ホームステイまでさせ

て頂いた手前、引く事も出来ず。ぼんやりとしてい

た私の“someday”の誓いが、まさに“right now”になっ

❶

黒い森時計協会 会長との記念撮影

鳩時計のムーヴメント
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た瞬間でした。そして、真剣にカタログを見て、大

中小の 3台の時計を注文して帰ることになりました。

「1か月で届けるよ」と言われた通り、ちょうど 1

か月後に注文した通りの鳩時計とクレジットカード

の明細書が届きました。仕入れたからには販売しな

くてはいけない。でも店を開く資金もなければ、商

品もこの 3台しかないという状況。その状況で最初

に頭に浮かんだのは、情報収集していた時に見てい

たアメリカの時計店のホームページでした。「そうか、

インターネット上でなら私でも店を開いて商品を紹

介することは出来る。歴史も伝えられる。」当時はま

だオンラインストアなどがほとんど無かった時代。

そんな時代でしたが、学生の私が唯一実現可能な方

法としてインターネット上で鳩時計を紹介する事を

始めました。

「森の時計」というネーミングは、ドイツの黒い

森地方、シュヴァルツヴァルトの森のぬくもりを現

地で感じ、そのイメージを持って屋号にしました。

　店をスタートしてから、山あり谷ありの道中があ

り現在に至りますが、また機会があればどこかでご

紹介できればと思います。

鳩時計専門店「森の時計」

住所：　東京都中央区日本橋横山町 8-5

email：　info-002@morinotokei.com

TEL：　03-3249-8772

ウェブサイト：　https://www.morinotokei.com

※　現在お店の訪問は予約制となっています。

イベントレポート 　

夕涼み散歩 Abendspaziergang
� 2022 年 7 月 8 日㈮ 18:00 〜 20:00 / Fr., 8. 7. 22, 18.00-20.00

7 月頭に「夕涼み散歩」を開催しました！当日

はお天気も良く、開始時間の 18 時ごろは気持ち

良いそよ風が吹いていました。申込不要のイベ

ントでしたので、どのくらいの人数が集まるか、

ドイツ人の参加者も来てくれるか、と心配して

いましたが、開始時間には約 20 名が集合。な

んと日本人より多くのドイツ人にご参加いただき

ました。ドイツ人参加者の多くは今年 4 月以降

に日本に入国した留学生や研究者の方々でした。

中目黒駅を出て、目黒川沿いを北上。途中、

日本初上陸の「その場で絞ってくれるオレンジ

Anfang Juli haben wir unseren „Abendspaziergang“ 

unternommen! Das Wetter war gut und gegen Anfang des 

Events um 18 Uhr wehte eine angenehme kühle Brise. Wir 

haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie viele 

Leute wohl an unserer Veranstaltung teilnehmen würden 

und ob wohl auch deutsche Teilnehmer da sein würden, 

denn man musste sich für die Veranstaltung nicht 

anmelden und konnte spontan erscheinen, aber zum Start 

des Events waren beinahe zwanzig Teilnehmer versammelt. 

Und es waren sogar mehr deutsche Teilnehmer als 

japanische anwesend! Viele der Deutschen waren 

Austauschstudenten oder Forscher, die diesen April erst 

nach Japan gekommen sind.

Wir haben unseren Spaziergang am Bahnhof 

Nakameguro begonnen und sind von dort aus dem Fluss 

Meguro nach Norden gefolgt. Auf unserem Weg haben wir 

an einem Verkaufsautomaten für frisch gepressten 

Orangensaft Halt gemacht. Dabei handelte es sich nicht 

nur um irgendeinen Automaten, sondern den allerersten 

seiner Art in Japan! Auch haben wir es uns nicht nehmen 

lassen, an der sich über vier Etagen erstreckenden 

Starbucks Reserve Roastery einen kurzen Zwischenstopp 

zu machen und die riesige Röstanlage zu bestaunen, bevor 

es weiter zum Tenkū Kōen ging. Der Tenkū Kōen – 

übersetzt „Garten des Himmels“ ist ein „O“-förmiger 

時計の最終調整を行っているところ
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ジュース」の自動販売機を試したり、4 階まで

達する巨大な焙煎機が備えられたスターバック

スに立ち寄りながら、天空公園まで歩きました。

天空公園は目黒ジャンクションの屋根の上に作

られた、アルファベットの O の形の公園です。

外から見ると巨大なコンクリートの円形建造物

で、威圧感がありますが、35 ｍの高さにある公

園に上がると、たくさんの植物やお花が植えら

れ、地上の喧騒を忘れられる、都会に浮かんだ「ラ

ピュタ」のような雰囲気です。到着した時は、ちょ

うど日が暮れたところで、心地よい涼しさの中、

公園から東京の夜景を楽しむことができました。

広い公園に到着後は、自由に散策したり、

ベンチに座って涼みながらおしゃべりしたり

それぞれ自由に過ごし解散しました。すっか

り打ち解けた若い方々はその後、一緒にご飯

を食べに行ったそうです。危険な暑さを避け

るために、はじめて夕方からの散歩を開催し

ましたが、皆さん楽しんでいただいたようで、

うれしく思いました。またこのような気軽な

交流イベントを計画できればと思います。

Stadtpark, der auf den Dächern der Autobahnkreuzung 

Nakameguro errichtet worden ist. Von außen betrachtet 

sieht er aus wie ein kreisförmiger Betonriese und man 

fühlt sich etwas erdrückt, aber wenn man die 35m bis zu 

seiner Spitze erklimmt, erreicht man eine Oase der Ruhe. 

Überall sind wachsen verschiedenste Pflanzen und Blumen 

und man vergisst alle Sorgen und die Hektik der Stadt. Der 

Garten erinnert an Miyazakis berühmtes Schloss im Himmel 

„Laputa“. Als wir dort ankamen, begann gerade die 

Abenddämmerung und wir konnten den Sonnenuntergang 

und den anschließenden Anblick Tokyos bei Nacht 

gemeinsam genießen.

Im Park haben sich alle je nach Belieben mit anderen 

auf den Bänken unterhalten oder sind gemeinsam 

spazieren gegangen.  Nach der Auflösung der 

Veranstaltung sind die jüngeren Teilnehmer, die sich 

miteinander angefreundet haben, noch zusammen etwas 

essen gegangen. Wir haben zum allerersten Mal einen 

solchen abendlichen Spaziergang unternommen, um der 

gefährlichen Hitze zu entfliehen, deshalb haben wir uns 

außerordentlich gefreut, dass er den Teilnehmern 

anscheinend sehr gut gefallen hat! Wir hoffen sehr, bald 

nochmal so ein ungezwungenes Austauschtreffen 

veranstalten zu können.

Bericht von dem Teilnehmer

Am 8. Juli 2022 veranstaltete die JDG einen Abendspaziergang 

entlang des Meguro Flusses mit dem Ziel des „Tenkuu Kooen“. 

Wir starteten am Bahnhof Nakameguro und konnten uns 

während des gesamten Spaziergags in netter Runde über die 

japanische und deutsche Kultur und Sprache austauschen. 

Es war toll, in direkten Kontakt zu kommen und sich über 

Gemeinsamkeiten zu unterhalten. Als weiteren Stopp auf 

dem Ausflug haben wir die Starbucks Rösterei besucht und 

hatten dort die Möglichkeit, die eindrucksvolle Umgebung 

anzuschauen. Angekommen im „Garten des Himmels“ 

„Tenkuu Kooen“ haben wir den tollen Ausblick auf Tokio 

genossen. Gerade abends funkelt und glitzern die Lichter 

sehr eindrucksvoll und es war ein schönes Erlebnis, dies von 

dort oben betrachten zu können. Abgerundet wurde der 

Abend mit einer Runde Karaoke mit einigen Teilnehmer* 

innen des Spaziergangs. Es war ein tolles Erlebnis bei dem 

Abendspaziergang dabei gewesen zu sein und ich freue 

mich, solch nette Menschen kennengelernt zu haben.

Merle Lau

参加者の声　

2022 年 7 月 8 日に日独協会が、目黒川沿い

を天空公園まで歩く夕涼み散歩を開催しまし

た。中目黒駅を出発し、和気あいあいと日独の

文化や言語について話しながらの散歩となりま

した。直接会って、共通の話題について話せる

のは素晴らしいことでした。スターバックス・

ロースタリーに立ち寄って、興味深い施設を見

学することもできました。天空公園からは東京

のきれいな夜景を楽しみました。ちょうど夕刻

で、街の光がキラキラと美しくまたたき、それ

を高い場所にある公園から眺めるのは素敵な体

験となりました。他の参加者の方々とカラオケ

に行き、その夜を締めくくりました。素敵な散

歩に参加し、フレンドリーな人々と知り合うこ

とができてうれしく思いました。

メーレ・ラウ
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　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、4月 21

日に予定していた 2022 年度全国日独協会連合会年

次総会の開催を断念し、2022 年度中に承認頂く必要

がある決議事項の下記の議題について書面決裁した。

　その結果、全国日独協会連合会規約の連合会総会

第 10 条 3 項に準拠し、当該提案事項は会員協会の

過半数の賛成を得て決議された。

　なお、総会決議事項を除き、併催の講演会（於：

OAG）とドイツ大使主催のレセプション（於：ドイ

ツ大使公邸）につては 9月 19 日に実施した。

1．連合会総会の決議があったものとみなされた日

2022 年 7 月 22 日

2．連合会総会の決議があったものとみなされた提案

事項

決議事項 1　東原敏昭新会長の選任

決議事項 2　中根猛会長代行の再任

決議事項 3　2021 度決算案の承認

決議事項 4　2022 年度予算案の承認

決議事項 5　2021 度の連合会会員の退会の承認

いわき日独協会と長野日独協会の退会 /解散

報告事項1　副会長再任・選任（新任）

　北海道日独協会　鈴木重統（再任）

　仙台日独協会　　藤田宙靖（再任）

　とちぎ日独協会　橋本　孝（再任）

　ぐんま日独協会　鈴木克彬（再任）

　横浜日独協会　　早瀬　勇（退任）

　横浜日独協会　　成川哲夫（新任）

　豊橋日独協会　　神野吾郎（再任）

　名古屋日独協会　金武直幸（再任）

　大阪日独協会　　大社啓示（再任）

　神戸日独協会　　枡田義一（再任）

　西日本日独協会　岡嶋泰一郎（再任）

2022 年度　全国日独協会連合会年次総会

資料② 2022 年度予算案
【収入】

前期繰越運転資金 847,175 

令和 4年度会費見込み 760,000 

　40協会

【支出】

公財）日独協会 令和4年度分事務委託料  500,000 

2022年連合会記念事業積立金  50,000 

2022年度独日協会総会 参加旅費補助 100,000 

その他（慶弔電報等）  50,000 

交通費補助  50,000 

次期繰越運転資金  857,175 

  1,607,175  1,607,175  

資料① 2021 年度決算案
2021 年 4 月 1 日～ 2022 年 3 月 31 日

前期繰越運転資金 638,819 

2021年度会費納入額 760,000 

　40協会

普通預金利息 6

収入計  1,398,825 

公財）日独協会令和3年度分事務委託料 500,000 

2021年度独日協会総会 参加旅費補助  0 

2021年度日独ユースネットワークへの支援  0 

2021年度連合会記念事業積立金 50,000 

その他（慶弔電報等）  1,650 

交通費補助  0 

次期繰越運転資金  847,175 

支出計  1,398,825 

日独協会への寄付金報告（2022年度第一次 2022年8月31日現在） 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。（敬称略・順不同）

100,000 円

宮地　剛

30,000 円

花井　陽子

23,000 円

出原　悠

田中　正昭

石田　陽子

20,000 円

佐藤　浩通

13,000 円

金谷 誠一郎

川田　篤

北村　馨

中谷　信嗣

近藤　貴子

10,000 円

庵　　美香

木田　宏海

匿名

7,000 円

石川　泰三

5,000 円

大島　陽一

亘理　康之

4,000 円

村主　登

3,000 円

明石　真和

畑　典彦

羽山　誠司

早瀬　勇

林　龍代

平松　龍文

堀口　靖之

堀田　博司

井上　壽博

磯田　昇

金子 三千子

木村　恭子

北村 侑三郎

古池　好

駒井　隆富

今田　誠司

黒川　剛

前野　正子

増澤　俊彦

松田　奉博

三代　道義

宮内　大輔

茂木　孝一

中川　巌

中村　恭一

根木　大助

西浦　啓子

野田　浩資

岡田　裕

岡島　偉子

大久保　明

笹木　薫

佐藤　勝彦

島﨑　一彦

鈴木　庸夫

瀧沢　敬三

田中　章子

丹治　誠

若林　吉彦

山﨑加津子

山﨑　悦宏

梁池　孝子

千澤　忠彦

岩越　則夫

則満　洋祐

清水 佳代子

高橋　忠夫

新井　俊三

酒井 るみ子

大西　昭宏

内藤　隆雅

大町　明

上野　弥生

賀久　哲郎

中路　正浩

染谷　孝幸

齋藤　勝義

岡田　健史

吉田 香代子

鈴木 真喜子

辻　裕光

相川　美子

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

川西　太郎

中村 由加利

田丸　忠男

曽根　智義

佐藤　正史

仲村 なつ美

宮﨑　眞理

2,000 円

小西　紀子

椎名　猛

須賀　恒夫

菅原　浩平

増永　純

三浦　紘子

芹澤　洋

1,000 円

日南田 美幸

河野　雅子

槁本　行枝

野澤　勉

飯島　里美

西山　亜紀

松井　毅彦

500 円

米田　美紀
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ベルツ博士とベルツ賞

古来 啓蔵（ベルツ賞事務局特別顧問、日独協会会員）

ベルツ博士をご存知でしょうか。明治時代の日本

で活躍され、深く日本を理解し、愛された真の国際

人、ベルツ博士をご紹介します。

ドイツ人医師、エルヴィン・フォン・ベルツ博士は、

明治 9年、維新後の動乱がまだ続く中、27 歳の若さ

で来日されました。当時のいわゆる御雇外国人とし

て、東京大学医学部で 26 年間教鞭をとられ、数多

くの優れた日本人医師を育てると共に、公衆衛生面

で日本の防疫事業の基礎を築くため尽力されました。

ベルツ博士は、近代日本の黎明期に西洋医学を導

入されたので、「西洋医学の父」とも言われています。

東京大学医学部付属病院近くに建つベルツ博士の胸

像はその証です。

一方、ベルツ博士は、

ご自身が残された学術的

研究成果や論文は勿論で

すが、「ベルツの日記」

を残されました。貴重な

当時の日本社会への観察

や幅広い交流の足跡が見

られます。例えば、明治

時代の急激な文化の発展

を「文化革命」「大跳躍」

と言う言葉で表現されています。更に、西南戦争、日

清戦争、日露戦争を通じ、日本社会の立会人として

色々な人々と交流されています。伊藤博文や河
かわ

鍋
なべ

暁
きょ

斎
うさ

と
い

の交流記録もその一例です。特筆すべきは、皇

室の侍医も務められ、その功績が認められ、勲一等

旭日大綬章を授与されました。当時の日本社会で、ベ

ルツ博士が如何に特別な人であったかがわかります。

ベルツ博士に関するエピソードは数多く残ってい

ますが、1901 年のベルツ博士在職 25 年記念祝賀会

での講演内容を少し紹介します。ベルツ博士は「Der 

Baum der Wissenschaft」の言葉を使い、日本の学問に

警鐘を鳴らされました。特に、当時の高等教育では、

西洋科学の果実のみを受け取って満足し、本来の

Wissenschaft（学問の精神）を学んでいないと指摘さ

れました。それから 100 年以上が経ちますが、現代

の高等教育は、あの時代から何も変っていないと言

われる医学研究者が今もおられます。読者の皆様の

ご意見はいかがでしょうか。

次に、ベルツ賞についてご紹介します。1964 年、

ドイツの製薬会社ベーリンガーインゲルハイム社に

よって、日本に医学賞が創設されました。この賞は、

「日独両国間の歴史的な医学関係を回顧するととも

に、両国の医学面における親善関係を更に深める」

を目的としました。この目的から連想される人はベ

ルツ博士でした。また、この会社のオーナーの出身

地が、ベルツ博士の出身地に近いというご縁もあり、

この賞の名前を会社名ではなく、「ベルツ賞」に決

定したそうです。

では、ベルツ賞とはどのような賞でしょうか。ベル

ツ賞は、日本人医師を対象にした、論文応募方式の

医学賞です。医師自らが新たな論文を提出し、その

論文の評価によって受賞が決まります。そのため、

1964年の第1回ベルツ賞では、1等賞の該当者がなく、

2等賞の受賞者だけでした。また、過去には受賞該当

者なしの年もありました。これは、ベルツ賞が厳正な

論文審査と高い価値観を維持している証拠だと思わ

れます。また、2003 年第 40 回ベルツ賞以降、この

賞の贈呈式は駐日ドイツ連邦共和国大使公邸で毎年

執り行われています。この事もベルツ賞に特別な価

値をもたらしています。

このベルツ賞は、来年

60 回目を迎えます。ド

イツ大使館を含め、関係

各位の皆様の今までのご

支援に心から感謝申し上

げます。今後もベルツ博

士の功績が語り継がれ、

ベルツ賞が輝き続ける事

を心から願います。最後

に、今回はベルツ賞の

テーマや受賞者等に関す

る詳細情報は割愛しまし

たが、以下の webに掲載

しております。読者の方

は、一度アクセスいただ

けると幸いです。

https://www.boehringer-

ingelheim.jp/belz-prize　

（2022 年 8 月）

東京大学構内の博士の胸像

第 1回ベルツ賞賞状

❷

第 1回ベルツ賞メダル
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アウグスト・ザンダーとパレルモ

「ルートヴィヒ美術館展 20世紀美術の軌跡

 ―市民が創った珠玉のコレクション」を見て

大城 夏紀

　先日、岡山県の美作三

湯芸術温度に参加するた

め、県北に数日滞在した。

もう何度目かの滞在だけ

れども、見る度に山々の

緑の表情が豊かで圧倒さ

れる。繊細な緑の色調が、

風でわずかに揺らぐ。そ

んな風景に暮らす人々に

見える世界は、私のよう

な都会に住む者とは少し

違うのではと思うほど、山

の曲線と緑は美しかった。

　

　さて、岡山から東京へ戻ってきたその日に、六本

木の国立新美術館で開催中の「ルートヴィヒ美術館

展」を観に行った。ルートヴィヒ美術館は、ドイツ

の市民コレクターであるルートヴィヒ夫妻が、1976

年にかなりの量の作品をケルン市に寄贈したことを

きっかけに成立した。ルートヴィヒ氏いわく、まだ

市場価値の定まらない作品も収集できるのは個人コ

レクターの強みとのこと。質・量ともに優れたコレ

クションで高く評価されている。ドイツ表現主義や

新即物主義、ロシア・アヴァンギャルド、ポップ・アー

ト、写真を中心に、近現代の作品が展示されていた。

　

　その日一番気になったのは、アウグスト・ザンダー

による「Menschen des 20. Jahrhunderts」シリーズの1点、

菓子職人の肖像写真「Konditor」（1929 年）と、ブリ

ンキー・パレルモによる金属版に色面を描くシリーズ

の 4枚組の絵画「Himmelsrichtungen I」（1976 年）だ。

　アウグスト・ザンダーの写真は、様々な階級の人々

を「農民」「職人」など 7グループに分類し、冷静

な視点で即物的に撮影したシリーズの一枚。どっし

りした体形の男性が、パティシエの服装で料理道具

を持ちながら、こちらを見る。足の先まで写した物

撮り写真のような距離感のせいか、それとも光のコ

ントラストがわずかに弱いせいか、写真にドラマ

チックさはない。職人が立つ周りの環境も含めた、

職人としての人物の存在を切り取った写真。モノク

ロの黒も白もそこまで強くない。物語性／中心性が

ないので視点が写真全体をさまよい続け、ざらりと

した「存在の質感」と対峙するようだった。私の頭

には、アウグスト・ザンダーに影響を受けたという

ベッヒャー夫妻の写真、給水塔シリーズが浮かんだ。

　そして、私はこの光景を見たことがある。12 月に

旅行でベルリンに訪れた時、私は似た光景をたくさ

ん見た。毎日どんよりとした曇り空で、「天気がと

ても悪い日の夕方」が朝から日没まで続き、楽しい

のに気が滅入った。しかし、弱い光が均質に届き、

ものの質感が細部まで、きめ細やかに粒立って見え

た。自転車が壁に寄りかかる姿さえ、緊張した存在

感があった。日本やアメリカ、パリとは全く違う質

の光がそこにはあった。

　

　画家パレルモの出品作は、パレルモがドイツから

ニューヨークに憧れて渡米し、2年ほど制作をして

いた頃の作品だ。A4 サイズ程度の金属板に色面を塗

り、帯状に上下にもう 1色が塗られた、4枚組。イ

エロー×ホワイトの組み合わせと、ブラック×レッ

ドの組み合わせ。2色のシンプルな平面が、組み合

わせを反転しながら 4枚並ぶ。そっけない画面には

中心性がなく、視点をずらされ続けながら、関係性

や作品全体が目に入ってくる。色面はのっぺりと厚

塗りのタッチが残り、エッジには絵具が盛り上がる。

サラリと色が塗られるアメリカのミニマルな抽象と

も違うし、アクションペインティングのような勢い

もない。そこには、《即物的な詩情》《距離をおいた

詩情》のような、存在の質感のようなものがあって、

すっかり魅入ってしまった。あの、ベルリンで見た

自転車の存在の仕方によく似ている気がした。

　アウグスト・ザンダーとパレルモの作品が持つ冷

静さと独特の感性。ドイツに暮らす人々が見る風景

のうちのひとつが、彼らの作品の向こうに一瞬揺ら

いで見えた。それが実際にどんな風景かは、まだはっ

きりとつかめていないけれども。

Die Kulturkiste
＝文化の玉手箱＝

著者プロフィール：大城夏紀　http://oshironatsuki.com　Instagram＠ natsuki_oshiro

美術作家。早稲田大学第二文学部卒業。東京造形大学大学院修了。日本庭園の見立ての手法に着目し、和歌や庭園

などの風景を、模様と抽象を通して再構築する。シェル美術賞レジデンス支援プログラムにてパリに短期滞在。

美術展レポート
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Viel Spaß auf der Anime Messe Babelsberg 2022 
Kirsten Hoheisel  Vorstandsmitglied der DJG Berlin

Im Jahr 2019 entdeckte meine Familie die Anime Messe im Filmpark Babelsberg in Potsdam. Wir waren 
begeistert. Japanische Popkultur und pure Ausgelassenheit unzähliger junger Cosplayer begegneten uns dort. 
Dazu ein spannendes Programm rund um das Thema Manga und Anime sowie ein Konzert bescherten uns einen 
wunderschönen Tag. Begeistert nahmen wir uns vor, unbedingt die nächste Anime Messe zu besuchen. Darauf 
mussten wir bis zum Jahr 2022 warten.

Vor einigen Monaten erreichte unsere Gesellschaft eine Anfrage des Teams der Anime Messe Babelsberg. Dort 
plante man, traditionelle japanische Kulturangebote in das Programm zu integrieren. Als Vorstandsmitglied freute 
ich mich sehr über diese Idee und wir tauschten sofort verschiedene Ideen aus, sprachen Mitglieder unserer 
Gesellschaft an und koordinierten mögliche Programmangebote. 
Als Ergebnis spielte unser Mitglied Frau Ritsuko Takeyama zur Eröffnungsfeier mit YAMATO bezaubernde 
Klänge auf der Koto. Darüber hinaus gab sie für Interessierte während eines Workshops Einblicke in die Kunst 
des Kotospiels. Des Weiteren gab unser Chor ein kleines Konzert mit Animesongs, bei dem natürlich das Lied 
„Tonari no Totoro“ nicht fehlen durfte.

Darüber hinaus erkundete ich mit meiner Familie die Anime Messe. Viele 
junge Cosplayer strömten mit uns zum Haupteingang. Wir sahen unzählige 
aufwändige Kostüme mit hohem Wiederkennungswert in Bezug auf beliebte 
Anime Charaktere. So trafen wir mehrere Tanjiro mit Schwesterchen Nezuko 
aus der erfolgreichen Serie „Demon Slayer“. Auch Charaktere aus dem 
Anime „Naruto“ tummelten sich auf der Messe. In der Händlerhalle am 
Haupteingang konnte man beim Stöbern die Zeit vergessen. Wer japanische 
Rockmusik mag, wurde abends auf der Hauptbühne durch die Konzerte von 
Centimillimental mit Band und Madaseka mitgerissen. 

 Für uns war es ein ausgesprochen fröhliches Familienevent in guter 
Gesellschaft mit vielen anderen Familien, Jugendlichen und jung gebliebenen Freunden der japanischen Popkultur. 

「アニメメッセ・バーベルスベルク 2022」へようこそ
キルステン・ホーアイゼル（ベルリン独日協会理事）

　ポツダムのフィルムパーク・バーベルスベルクで開催されるアニメメッセの存在を知り、家族と訪れたのは
2019 年のことでした。当時、大変感動したのです。なぜかというと、日本のポップカルチャーや、あまたの若

いコスプレイヤーたちの純粋な熱気に触れたり、漫画とアニメ関連の刺激的なプログラムやコンサートによって
素晴らしい一日を過ごすことができたからです。それで、是が非でも次のアニメメッセにも行こうと決心してい
ました。しかし、やむを得ず 2022 年まで待たなければなりませんでした。

　数か月前、当協会にそのアニメメッセ・バーベルスベルクのスタッフか
ら、日本の伝統的な文化をプログラムに組み込みたいのでサポートしてほ
しいという依頼が舞い込みました。その依頼を受けた私は、協会の理事と
して非常に感激し、直ちに他の理事と意見を交換し、会員に相談したりし
て、取り入れられそうなプログラムをアレンジしました。

　その甲斐もあって開会式では、会員の竹山りつこ氏が楽曲「YAMATO」
を披露し、さらに、希望者にはワークショップを通じて琴の魅力を伝えま
した。協会の合唱団もミニコンサートを行い、もちろんこういった場に不
可欠な「となりのトトロ」を歌いました。

　私も家族と一緒にアニメメッセを探検しようと、若いコスプレイヤーた
ちの群れと共に正面入り口になだれ込みました。人気アニメ関連の手の込

んだ衣装が多く、「鬼滅の刃」の人気キャラクター「炭治郎」や「禰豆子」に上手に変装しているコスプレイヤー
や、昔からファンに愛されている「NARUTO-ナルト -」のキャラクターもあちこちでたくさん見かけました。
正面入り口のすぐそばのショップエリアで、時を忘れてグッズをあさったり、日本のロックが好きな人は、夜の
メインステージで「センチミリメンタル」と「マダセカ」のコンサートを存分に楽しめることができたでしょう。
私たちにとって今年のアニメメッセは、日本のポップカルチャーを愛する多くの家族、若者、気心の知れた仲
間と一緒に楽しめる、幸せなファミリーイベントとなりました。

Anime Messe Babelsberg 2022 公式サイト http://www.animemesseberlin.de/en/

Berliner Luft

Fernsehturm

Bier

Sieg
essäu

le



12

研修生のコラム

マリアの
日記

逃がした魚は大きかった

マリア・クラーセン（日独協会研修生）

　8 月の終わりごろ AREA 8.5（東海道五十三次の 8

番目「大磯」と 9 番目「小田原」のあいだのエリア）

ニ宮に夏を見送りに行ってまいりました。二宮駅から

歩いて僅か７分しか離れていない袖ヶ浦海岸で地引網

を体験させていただいたのです。

　地引網は、漁業の一つの手法で、普通、次のように

行っています。まず、網の両端についたロープの一方

を海岸で固定して、次にもう一方のロープと網を船に

積んで沖合に向かって船を走らせます。そして、走り

ながら網を海岸に平行に入れて、残ったもう一方の

ロープを海岸に持って帰ります。最後に、その両方の

ロープを海岸で引きます。

　私たちも、午前 8 時半ぐらいに集まって、皆さんと

一緒にバーベキューの支度をしながら、船の帰りを待っ

ていました。それで、9 時半ごろ浜辺で二列に並んで

船を出迎えると、一緒にロープを勢いよく引っ張り始

めたのです。綱引きの要領は、大体ロープを引くだけ

なので、子供も大人も同じように楽しむことができます。

　季節によっていろいろな魚が獲れるそうですが、当

日は網で魚があまり獲れなくて、イワシやシラスしか

捕獲できなかったです。しかし、実は、網に魚がたっ

ぷり入っていたにもかかわらず、それを釣り上げる直

前に全部人の目を盗んで逃げてしまったのです。それ

に気づいたのは、写真に写っている二人の漁師と私だ

けだったのです。よく見れば、波の上に踊っている魚

がおぼろけに見えます。

　美味しい魚が食べられなくなってしまったのは、非

常に残念だったのですが、魚さんがもう少し生き延び

られて良かったなぁと私は密かに思いました（笑）

Dem Fangnetz entkommen!

Maria Claßen (Praktikantin der JDG)

Gegen Ende August bin ich in die AREA 8.5 

nach Ninomiya gefahren, um den Sommer zu 

verabschieden. Fußläufig nicht einmal 7 

Minuten entfernt vom Ninomiya Bahnhof liegt 

die Sodegaura Küste, an der ich an einem 

Event teilgenommen habe, bei dem wir mit 

Wadennetz Fische geangelt haben.

Das Angeln mit Wadennetz ist eine Art der 

Fischerei und funktioniert im Allgemeinen wie 

folgt. Zuerst befestigt man eines der beiden 

Seile, die an beiden Seiten des Wadennetzes 

angebracht sind, an der Küste. Danach 

verstaut man das Netz mitsamt dem zweiten 

Seil, das zum Netz gehört, auf dem Boot und 

fährt auf das offene Meer hinaus. Auf der 

o f f e n e n  S e e  b r e i t e t  m a n  d a s  N e t z 

anschließend in paralleler Ausrichtung zur 

Küste aus und fährt mit dem zweiten Seil 

wieder zurück zum Strand. Zuletzt greift 

man beide Enden der Seile und zieht das Netz 

zurück zur Küste.

So haben wir uns auch morgens gegen 8.30 

Uhr versammelt und auf die Rückkehr des 

Bootes gewartet, während wir das Grillen 

vorbereitet haben. Gegen 9.30 Uhr haben wir 

uns am Strand in zwei Reihen aufgestellt und 

mit Rückkehr des Bootes angefangen, kräftig 

an den Seilen zu ziehen. Im Prinzip muss man 

beim Wadennetzangeln nur an den Seilen 

ziehen,  deshalb können es Kinder und 

Erwachsene gleichermaßen genießen.

Je nach Jahreszeit kann man wohl viele 

unterschiedliche Fischarten fischen, wir 

konnten jedoch am besagten Tag leider außer 

Iwashi und Shirasu nicht so viele Fische in 

unserem Netz verbuchen. Ehrlicherweise 

muss man sagen, dass unser Netz eigentlich 

voller Fische war. Nur kurz vor dem an Land 

Holen sind sie leider alle klammheimlich 

entflohen. Gemerkt hat das aber außer den 

zwei Fischern auf dem Photo und mir niemand. 

Wenn  man  genau  h ins ieht ,  kann  man 

verschwommen die Silhouetten der Fische auf 

den Wellen tanzen sehen.

Dass wir die leckeren Fische nicht mehr essen 

konnten, war natürlich wirklich schade, aber 

insgeheim war ich froh, dass die Fische doch 

noch ein bisschen länger überleben können.
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ドイツは対ロシア・エネルギー依存を脱却できるか？

伊崎 捷治（当協会理事　元ベルリン日独協会副会長　当協会ドイツ時事問題研究会世話人）

  停止したパイプライン

　ドイツはこれまでエネルギーの多くをロシアに依存し、とくに天然ガスについては国内で消費する量の半分

あまりをロシアからの輸入でまかなっていました。しかし、ロシアがウクライナに侵攻したのを契機に、ドイ

ツはロシアのエネルギーに対する依存から完全に脱却する覚悟を決め、消費の削減や備蓄の拡大、新たな輸入

先の発掘などに国を挙げて取り組んできました。そのさなかの 9月初め、ロシアは残された唯一のルートとも

いえるノルトストリーム 1経由の供給を設備の不調を理由に無期限に停止すると発表しました。しかし、ドイ

ツ政府は「ガスの需給はひっ迫しているが、供給は確保されている」として、次の段階の警報を発する気配も

全く見せませんでした。今回はそのあたりの事情を探ってみたいと思います。

  順調に拡大してきた備蓄

　まず備蓄について、ドイツのガス貯蔵能力はヨーロッパ最大で、満杯になれば冬の供給を 2～ 3か月間維持

できるといわれます。しかし、今年 1月の貯蔵量は異例の低水準で、能力の 60％にまで落ち込んでいました。

このため、政府は 4月末に「ガス貯蔵法」を施行し、ガス供給企業に対して需要の拡大期に入る 11 月 1日まで

に例年と同水準の 95％に引き上げるよう義務付けました。折しも、ドイツでは今年冬から春にかけて気候が穏

やかだったことやガス料金が大幅に上昇していたこともあって、一般家庭や産業界が消費を大幅に削減しまし

た。そうした要因もあって貯蔵量は順調に拡大し、9月 1日時点ではほぼ 85％となり、10 月 1日の目標をほぼ

達成してしまいました。このため、政府は引き続き節約と世界市場での調達に努めることでこの冬は何とかし

のげるとみていますが、来年はロシアからの供給が全くないとなると、厳しい冬になる可能性があります。

  整備が進む LNG受け入れ態勢

　ドイツの天然ガスの調達先は約 55％がロシア、40％あまりがノルウェーとオランダ、3％あまりが国産となっ

ていました。いずれもパイプラインで運ばれていましたが、それ以外の国から輸入するために不可欠な LNG（液

化天然ガス）ターミナルが全くありませんでした。このためドイツは応急手段として、LNG輸送船を 4隻借り

上げ、北海沿岸の 2つの港に分けて停泊させ、浮かぶ LNGターミナルとすることにしています。国の資金援助

で年内には陸上への接続設備も完成して、将来的には水素にも転用できるように設計されています。同様の計

画はロシアのガスの受け入れ拠点のあるバルト海沿岸のループミンでも始まっています。そのほか、ハンブル

ク近郊のシュターデおよびループミンでは民間企業による陸上の LNGセンターの建設が行われています。

  ガス供給企業が進める調達先の多角化

　これに合わせて、ドイツ政府はこれまでカタール、カナダなどと LNGの供給交渉を行ってきましたが、いず

れも不成功に終わっています。一方で、Eon、Uniperなどのガス輸入企業は通常よりも多くのガスを調達できて

いるとしており、ガスの備蓄量がこれまで順調に拡大してきたのはそのためでもあるようです。ベルギーやオ

ランダの LNGセンター経由でヨーロッパに張り巡らされたパイプラインで運ばれており、輸入企業はドイツで

も年末に LNGターミナルが完成すればすぐにでもフル稼働させることができるとしています。供給源としては

米国ほか世界の様々な国や地域が挙げられており、その中には可能性として日本も挙げています。いずれにし

ても、問題は価格としており、世界のガス価格に影響を及ぼすかもしれません。

  進むか、グリーン水素への転換

　ドイツがこれから進む方向として注目されるのはグリーン水素への転換です。国内でも技術開発を急いでい

ますが、8月にはショルツ首相がハーベック経済相のほか産業界代表を伴ってカナダを訪問し、グリーン水素

の製造に関する協力とドイツへの輸出に関する協定を締結しました。ドイツはこの協定に基づいてニューファ

ウンドランドに建設される風力発電パークで生産されるグリーン水素を 2025 年から毎年 50 万トンの規模でド

イツに輸出し、Eonと Uniperがドイツおよびヨーロッパで各種産業向けに供給することになっています。

　また、今年 3月には Uniperがオーストラリアの FFIとの間で 2024 年から年間 20 万トンのグリーン水素をド

イツないしヨーロッパに供給し、2030 年までにこれを 500 万トンに拡大する覚書を締結しました。これはこれ

までロシアから輸入していた天然ガスの 3分の 1に相当するといわれます。

　グリーン水素の製造には再生可能エネルギーによる大量の電力が必要で、ドイツでは可能性が限られますが、

こうした形も加えながらガスの供給危機を乗り越え、それをむしろエネルギー転換の加速へと変えていけるか

どうか注目されるところです。

（2022 年 9 月 13 日）



Die Kulturkiste
＝文化の玉手箱＝

■表紙で紹介した戦前の日獨会館。当時の建築雑誌に
この会館が特集されていたのが発見され、その実際の
姿を今回はじめて見ることができた。この立派な3階建
ての建物の高級ホテルのような内装を見て「この建物
が残っていたら、今頃左うちわだったのに～！」と思わ
ず呻いてしまったのだが、果たして他のスタッフ、理事
も上記と一言一句全く同じセリフを漏らしていた。そし
て事務局内で、「食堂でシュタムティッシュや各種の研
究会と交流会、講堂でクリスマス会やトークイベントを
やって、研修生は上のお部屋に住んでいただきましょう。
テナントも入れちゃいますか！」などと虚しい空想でひ

としきり盛り上がったのちに現実に戻り、それぞれの持
ち場に戻って無言で仕事を続けたのでありました（菊）。
■今年は当協会設立 111 周年記念年です。昨年の日独
交流 160 周年には過去の機関紙 Die Brückeを紐解き、
年代ごとの活動を報告いたしました。会員から大変好
評でした。日独協会はその時代の世界情勢、日独関係
の変化に応じてしたたかに発展してきました。10 月
25日にはフォン・ゲッツェ駐日ドイツ大使をお招きし、
在住 1年を過ぎ日本の生活や文化への印象から、今後
の日独交流のあり方まで幅広くお話いただく予定です。
HP、ニューズレターにて告知します。乞うご期待！（柚）
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ルプレヒト・フォンドラン『日独友好の橋を
架けたドイツ人たち』の刊行に寄せて：「日独
友好の橋を維持する」とは何を意味するか？

小野 竜史
（Die Brücke編集員・神奈川大学非常勤講師）

　長らく独日協会連合会の会長を務めるなど、日本と

ドイツの交流に多大な功績のあったルプレヒト・フォ

ンドラン博士の著書が、このたび日本語で出版された。

翻訳に関わったご縁もあり、簡潔に内容を紹介し、本

書を貫くテーマである「日独友好の橋」について、原

稿を読み返す中で私なりに感じたことを述べたい。

　本書は 20人のドイツ語圏出身者の評伝である。江

戸時代に来日したケンペルから現代のドリス・デリエ

まで、シーボルトのような著名人から、ジークフリー

ト・ビングのような知られざる人物まで、医師、政治

家、学者、芸術家といった、活躍した時代も分野も様々

な人々の日本との関わりを知ることができる。そして

本書からは、「そのようにして築かれた「日独友好の橋」

を今後も維持していかねばならない」というフォンド

ラン氏の並々ならぬ思いがひしひしと伝わってくる。

　少なくとも日本において、おおむね幕末に始まる日

独交流の中心的な担い手は、経済発展と輸送、情報

通信手段の制限もあり、長らく社会的に高い地位に

ある人物であり、交流の程度は深く、そこから得られ

る知見や経験は「特別に価値のあるもの」と見なさ

れていたように思う。それに対して現代では、ドイツ

との交流は多くの人々に

とってより気軽なものとな

り、単純なヒト、モノ、情

報の往来としての日独交

流は拡大している。しかし、

そのような日独交流の「大

衆化」と量的拡大は、交

流がかつて持っていた深

さと「特別に価値のあるも

の」という質を失わせたよ

うにも思う。

　フォンドラン氏もまた、

そのような特別な質－互いへの敬意や愛着、強い興

味と深い理解－をともなう交流を「日独友好の橋」

と考えているように思われる。そうであるとすれば、

その橋の維持という課題は、日本とドイツの間の交

流が―例えば Twitterや Zoomを介して―かつてなく

容易となり、恐らく量的にも拡大しているなかで、

そのような状況の持つ可能性を肯定的に評価しつ

つ、そこからどのように―互いへの尊敬や愛着、興

味や理解をともなう―深い交流を生み出せるかとい

うことになるだろう。

訂正

8 月号 P６掲載の北村馨さまのお名前の読み方が誤っておりました。正しくは「Kei Kitamura」となります。

お詫びして訂正いたします。

「日独友好の橋を架けたドイツ人たち」
著者：ルプレヒト・フォンドラン

発行：ユニオンプレス　（2022 年 6 月 20 日）

ISBN：978-4-909848-14-7

お知らせ
Mitteilungen

マリアさん マヴィンさん

研修生交代

4月からの研修生マリア・クラーセンさんの研修期間が9月末で終了しました。10

月からの研修生はマヴィン・アルバトさんです。マヴィンさんはドイツの日本食レ

ストランでアルバイトされたこともあり、お料理に興味があるようです。イベント

などで皆さんと交流する機会もあると思います。どうぞよろしくお願いいたします。


