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表紙の言葉

ヘラーウとアラーフ
　ラインラント地方のカーニバルのお祭りは、いわゆる
「ヴァイバーファストナハト（女性のカーニバル）」の木曜
日 11 時 11 分に始まります。この日、女性は男性のネク
タイを切り取ります。これは、社会的な力関係の逆転を象
徴する習慣の 1つだと言われ、こういった習慣はかつて
カーニバルでよく見られました。この日から、「ローゼン
モンターク（バラの月曜日）」まで 5日間にわたり祭が行
われます。ケルンやデュッセルドルフのようなカーニバル
のメッカでは多くの会社は、木曜日にはもう社員を仕事か
ら解放するか、あるいは自分たちでパーティーを開きます。
実際、こんな時には仮装していないと周りから浮いてしま
うんです ! 動物、ピエロ、海賊、カウボーイ、お姫様、天
使、バナナたちが、カーニバル音楽の流れるビールのテン
トや居酒屋でわいわい騒ぎ、笑ったり歌ったり踊ったりし
ながら通りを歩きます。子供たちにとってカーニバルのハ
イライトは月曜日に行われる「バラの月曜日の行列」です。
色とりどりの山車、音楽隊と仮装した人々が列をなして街
中を練り歩き、地域によって「アラーフ」（ケルン）ある
いは「ヘラーウ」（デュッセルドルフ）と叫ぶ人々の群へ
とお菓子や花、その他たくさんの物を山のように撒きます。
　私が大学に進学し、ルールポット（ルールのるつぼ、ルー
ル工業地帯の愛称）からデュッセルドルフへと引っ越した
とき、ドイツの他の地域から集まってきた同級生たち同様，
ライン地方のカーニバルのすごさを知りませんでした。ご
く当たり前に、バラの月曜日の朝、私たちは大学で眠い目
をこすりながら座って先生を待っていました。しかし彼が
来ることはありませんでした。バラの月曜日はドイツの法
律で決められた祝日ではありませんが、ラインラントに限っ
ては、少なくとも大学はこの日、自主休講になるようです。

ミリアム・グリットナー
（写真提供：ジンソール・リー）

Zum Titelbild

Helau und Alaaf

Der Straßenkarneval im Rheinland beginnt an einem Donners-

tag, der so genannten „Weiberfastnacht“ um „11 Uhr 11“. An 

diesem Tag schneiden Frauen den Männern traditionell die Kra-

watten ab, einer von vielen überlieferten Bräuchen der die Auf-

hebung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, wie sie früher 

im Karneval üblich war, symbolisieren soll. Von hier an wird bis 

zum Rosenmontag, fünf Tage gefeiert. In Karnevalsmetropolen 

wie Köln oder Düsseldorf geben viele Firmen ihren Angestellten 

schon ab Donnerstag frei, oder schmeißen Partys. Fakt ist, wer 

hier nicht verkleidet ist fällt auf! Tiere, Clowns, Piraten, Cow-

boys, Prinzessinnen, Engel, Bananen etc. tummeln sich in Bier-

zelten und Kneipen mit Karnevalsmusik, laufen lachend, singend 

und tanzend durch die Straßen. Für Kinder ist der Höhepunkt 

des Karnevals der „Rosenmontagszug“ am gleichnamigen Mon-

tag. Bunte Wagen, Musikanten und Verkleidete ziehen als Parade 

durch die Stadt und werfen Berge von Süßigkeiten, Blumen und 

vieles mehr in die je nach Region „Alaaf“ (Köln) oder „Helau“ 

(Düsseldorf) schreiende Menge. 

Als ich zum Studium vom Ruhrpott nach Düsseldorf zog, war 

mir das Ausmaß des rheinischen Karnevals, genauso wie vielen 

meiner Kommilitonen die aus anderen Teilen Deutschlands zu-

gezogen waren, unbekannt. Ganz selbstverständlich saßen wir 

am Morgen des Rosenmontags müde in der Uni und warteten 

auf unseren Dozenten. Doch der kam nicht. Auch wenn der Ro-

senmontag nirgends in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag ist, 

so scheint im Rheinland zumindest die Uni an diesem Tag frei-

willig zu sein.　
Miriam Grittner 

(Foto: Jinsohl Lee)
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D 
as Jahr 2018 wird vielen von uns als ein Jahr in Erinnerung 

bleiben, in welchem die kulturellen, wirtschaftlichen und 

politischen Verbindungen zwischen Deutschland und Japan 

besonders deutlich zum Vorschein getreten sind.

Der Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Japan 

sowie des strategischen Partnerschaftsabkommens 2018 waren Meilen-

steine, um Europa und Deutschland noch ein Stück weiter mit Japan zu 

verbinden und neue Perspektiven für eine wirtschaftliche Zusammenar-

beit zu schaffen. Solche Impulse sind wichtig. Sie sind in Zeiten, in denen 

das Prinzip der regelbasierten Ordnung in den internationalen Beziehun-

gen zunehmend in Frage gestellt wird, auch erforderlich. Außenminister 

Maas hat während seiner Japanreise im Juli hervorgehoben, dass es eines 

deutsch-japanischen Schulterschlusses bedarf, um isolationistischen Ent-

wicklungen in der Welt entgegenzutreten. Grundlage hierfür sind die ge-

meinsamen freiheitlichen, demokratischen und rechtstaatlichen Werte, die 

Deutschland und Japan teilen und die das Fundament für die gemeinsame 

Gestaltung einer multilateralen Weltordnung darstellen, sei es im Rahmen 

der Vereinten Nationen, der G7 oder der G20.

Die enge Verbundenheit zwischen Japan und Deutschland lässt sich auch 

im vergangenen Jahr an den hochrangigen Besuchen in Tōkyō ermessen. 
Im Februar begann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Asi-

enreise mit einem Besuch des japanischen Kaiserpaares.Wirtschaftsminis-

ter Altmaier war Ende Oktober zu Gast, um sich mit einer Wirtschaftsde-

legation ein Bild der Entwicklungen beim Zukunftsthema „Künstliche 

Intelligenz“ zu machen.

Auch in kultureller Hinsicht war 2018 ein spannendes Jahr: 100 Jahre 

sind vergangen, seitdem Beethovens 9. Sinfonie im Lager Bandō auf 
Shikoku in Japan uraufgeführt wurde. Die besonderen Umstände der 

Erstaufführung der „Daiku“ durch deutsche Kriegsgefangene, welche auf-

grund der vergleichsweise humanen und liberalen Behandlung des Lager-

kommandanten Matsue Toyohisa weitgehende Freiheiten genossen, sind 

uns ein gutes Beispiel dafür, dass kultureller Austausch selbst in schwieri-

gen Zeiten Brücken schlagen kann. Diese Brücken zu plegen und zu be-

gehen haben sich die 55 JDGen in Japan zur Aufgabe gemacht. Mit Vor-

tragsabenden, Stammtischen und Jugendtreffs werden Möglichkeiten 

geschaffen, sich kennenzulernen, die Sprache des jeweils anderen zu erfah-

ren und Freundschaften zu schließen. Dafür, dass die JDG Tōkyō auch im 
vergangenen Jahr den kulturellen Austausch lebendig gehalten hat und 

insbesondere mit ihrer Jugendarbeit das Interesse an Deutschland an jün-

gere Generationen weitergibt, möchte ich mich bei allen Beteiligten bedan-

ken. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und erfolgreiches Jahr 2019 und 

viel Freude bei der gemeinsamen Aufgabe, die Plege der deutsch-japani-
schen Freundschaft auch im neuen Jahr fortzusetzen.

 Dr. Hans Carl von Werthern

 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
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018 年は、文化、経済、政治の分野における日独

関係が殊にクローズアップされ、私たちの多くに

とって、記憶に残る年となることでしょう。

日・EU間の経済連携協定（EPA）及び戦略的パートナーシッ

プ協定（SPA）が 2018 年に締結されたことは、欧州並びに

ドイツと日本との絆を一層強化し、経済協力関係への新たな展

望を開く一里塚となりました。こうしたインパルスは重要なこ

とであり、国際関係において、ルールに基づいた秩序の原則が

日ごとに揺らいでいる時代にあって、必要なことでもあります。

マース外相は、7月の訪日の際に、世界における孤立主義の動

きに対抗するため、日独の連携が必要であることを強調しまし

た。この土台となるのが、日独が共有する自由で民主的な法治

国家としての共通の価値であり、これが国連やG7、G20といっ

た枠組みにおいて多国間主義の世界秩序を共に構築する礎とな

るものです。

密接な日独関係は、昨年の要人の東京訪問にも端的に表れてい

ます。2月には、フランク＝ヴァルター・シュタインマイヤー

大統領が東アジア歴訪の最初の訪問国として日本を訪れ、天皇

皇后両陛下と会談しました。アルトマイヤー経済大臣は、10

月末に来日し、経済界の代表団とともに、将来のテーマである

「人工知能」の開発状況を視察しました。

文化の面においても、2018年は高揚感に満ちた年でした。こ

の年、四国の坂東俘虜収容所におけるベートーベンの第九のア

ジア初演が100周年を迎えました。所長の松江豊寿の比較的人

道的でリベラルな待遇により、大幅な自由を享受していたドイ

ツ人俘虜による第九の初演に至った特別な状況は、困難な時代

にあっても、文化交流が架け橋となりうる好例となっています。

この架け橋を維持促進し邁進することに尽力されているのが、

全国の55の日独協会です。同協会の皆様は、講演会、シュタ

ムティッシュ、若者の出会いを通じて、互いを知り、相手国の

言葉を知り、友情を結ぶ多くの機会を提供していらっしゃいま

す。東京の貴日独協会が、昨年も活発な文化交流を継続され、

殊に若者向けの活動を通じてドイツへの関心を若い世代に継承

してくださっていることに対し、ご尽力されている全ての皆様

に厚く御礼申し上げます。

皆様には実り多く幸福な 2019 年をお祈りし、併せて、新年

におきましても、日独友好関係の維持発展という共通の課題に

おいて喜びに包まれますことを願っております。

ドイツ連邦共和国大使　　　　　　　　

ハンス・カール・フォン・ヴェアテルン

Grußwort zum neuen Jahr
Dr. Hans Carl von Werthern

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
Ehrenpräsident der JDG

新年のご挨拶
ハンス・カール・フォン・ヴェアテルン

駐日ドイツ連邦共和国大使
当協会名誉会長
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伊崎捷治（当協会会員　元ベルリン独日協会副会長　当協会ドイツ時事問題研究会世話人）

ドイツの遊牧羊飼い

昨年 12 月 24 日のディ・ヴェルト紙（インターネット版）にドイツの遊牧羊飼いの生活を描いた記事がありました。その羊飼い

は南西ドイツの村を拠点に、秋になると 400 頭の羊を連れて、牧草地をめぐりながら南のボーデン湖畔まで 200 キロメートルを 2ヶ

月かけて往復するのだそうです。牧草を短く刈り、肥料となる糞をしてくれるのを歓迎する農家に宿を提供してもらいながら、美

しい自然をめぐっています。しかし、拠点の羊小屋に戻れば、蓄えた飼料を与えるなど、重労働が待っています。

この羊飼いは実は女性で、57 歳。曾祖父の代から 4代目の羊飼いで、本人も羊飼いをはじめて 30 年になるそうです。大変な仕

事なので、はじめは獣医を目ざしましたが、大学の定員枠から外れてしまい、やはり家業を継ぐことに決めたそうです。父のもと

で羊の飼育、羊毛の刈り取り、搾乳、チーズ作り、食肉加工など必要な技術を学び、国家試験を受けて家畜飼育業・羊飼い職の試

験に合格し、羊飼い職人になりました。そして、さらに経験を積みながら勉強を続け、最終的に「羊飼いマイスター」の資格を取

得したということです。

職業資格取得はドイツ社会への融合の鍵

ところで、ドイツはこの 10 年近く好調な経済が続いており、昨年も就業者数が 56 万人も増えました。このような大幅な増加は

外国から大卒の高度技術者や移動の自由な EU諸国からの移民の受け入れによるところが大きく、一部には難民の就業も寄与しま

した。しかし、未充足求人数はなお 120 万人とも 160 万人ともいわれ、深刻な人材不足が続いています。

このため、政府は昨年末、EU以外の国からの人材の受け入れ拡大を目的とする新たな法案を閣議決定し、現在、議会での審議

が進められています。

ドイツではこれまで EU以外の国民については大卒で高度な技能がある場合や国内で同等な人材が得られない場合などを除いて、

就職や長期滞在が厳しく制限されていました。

新しい法律はこれを大幅に緩和するもので、一般の職種についても一定期間ドイツに滞在できるビザを発給し、就職活動のほか

アルバイトも認めることなどが骨子となっています。求職者と企業のマッチング機会が増えるほか、求職者が持っている資格の認

定などの手続きを簡素化、迅速化することも予定されています。ドイツには上の羊飼いの例のように、考えられるほとんどの職種

について国の資格制度があり、国民の大部分が大卒ないしは職業専門学校や企業が実施する教育を受けて職業資格を保有していま

す。職業資格取得はドイツ社会への融合の鍵といえるでしょう。いま企業が求めているのは主にそうした人材ですが、養成によっ

て専門資格を取得できるような人材の需要も大きく、昨年は応募者が約 5万人不足したといわれます。

ドイツが就職移民を積極的に受け入れるのは、主に産業界の要請にもよりますが、社会保障システムの維持には移民が欠かせな

いという事情もあります。その点では毎年 40 万～ 50 万人の移民が必要との計算もあります。

したがって、移民の受け入れは長期滞在が想定されており、ドイツでは滞在を続けようとする外国人には国がドイツ語、一般常

識などの講座を用意しており、一定の能力に達して、就職などによって生活基盤を築いていけば、家族呼び寄せも可能になり、5

年程度で永住権を取得するという道も開かれています。

いうまでもなく、採用する側には賃金や労働時間の面で、労使協定や法律を守ることが厳しく求められます。

ドイツ経済の動き　第 55回

外国人技能労働者の受け入れ拡大

月刊音声教材（無料）
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2018 年 10 月 20 日土曜日、天候に恵まれた秋の日に、東京周辺でドイツの影響を色濃く残した

鉄道遺産巡りを参加者 16 名ほどで行いました。現在も JR京浜東北線、中央線で使用されている

レンガ造りの高架橋やドイツ製の架道橋をぶらドイツ。重厚な趣に目を奪われつつ、見て歩いた、

楽しい一日を報告します。

　　東京市街地鉄道のモデルはベルリンから

　1872（明治 5）年、日本最初の鉄道が開業して以来、各地から東京を結ぶ路線が造られていき

ます。しかし道路の入り組んだ東京市街地内への乗入れはかなわず、路線別の終点駅が設置され、

中心部は空白地帯になっていました。そのため各路線を高架橋で結ぶ構想が進められ、モデルとなっ

たのがベルリン市街線です。ベルリン市街線はシャルロッテンブルク (Charlottenburg)からシュレー

ジエン (Schlesien)まで 11.2kmを結ぶレンガアーチの高架橋で、1882（明治 15）年に完成してい

ます。日本でもレンガは国産でき、騒音も少ない点などが評価され、ドイツ人技師の設計や指導の

もと、建設が進められました。

　　現役高架橋は1904年のドイツ製　万世橋駅跡から昌平橋駅跡まで

　東京市街地へは、JR中央線御茶ノ水駅から神田駅への間にあった昌平橋駅までが 1908（明治

41）年、万世橋駅までが 1912（明治 45）年にそれぞれ開業しています。まず訪れた万世橋駅跡は、

かつて東京屈指の繁華街でしたが、関東大震災で駅舎が焼失後、復興計画によって人の流れが変わ

り、1943（昭和 18）年に営業停止となっています。現在は駅構内跡を利用した商業施設となって

おり、今回、万世橋駅時代に使われた階段を上がり、高架橋上のホーム跡に作られたレストランで

ランチをいただきました。この万世橋駅跡から昌平橋駅跡まで連なるレンガアーチは完成当時の姿

を多く残しており、ドイツの装飾をそのまま模倣したメダリオン、花崗岩の白い隅石は何とも印象

的です。さらに神田川側からの風景はベルリンのヤノヴィッツ橋 (Jannowitzbrücke)駅と似ているこ

とで知られており、ドイツの影響を色濃く感じます。

次に見た、昌平橋駅跡は使用期間こそ、万世橋駅に路線が延長されるまでの 4年間のみでしたが、

レンガ造りの駅跡など、開業当時の写真で見る通りの姿をしています。ここでの注目は駅跡近くに

架かるドイツのハーコート (Harkort)社製の昌平橋架道橋でしょう。1904 年製を伝える製造社銘板

が橋桁の両側に堂々と掲げられています。現在も JR中央線の現役の架道橋であり、100 年以上使

われ続けていることには参加者一同驚きと感動を覚えられたようです。

　　赤レンガはベルリンから　新橋駅から有楽町駅まで

　電車で移動し、JR新橋駅から有楽町駅までの高架橋下を歩きます。この区間は 1910（明治

43）年に開業しており、プロイセン邦有鉄道の技術者としてベルリン市街線の高架建設に携わり、

1887（明治 20）年から 1894（明治 27）年まで日本に滞在したヘルマン・ルムシュッテル (Hermann 

Rumschöttel)、その後を引き継いだフランツ・バルツァー（Franz Baltzer）の設計、指導によって工

事が進められています。そのためベルリン市街線との共通点も多く、レンガアーチのデザインや装

飾の他、Sバーンと長距離路線の複々線にならい、当初から現在の京浜東北線と東海道本線を併用

したつくりになっています。また残された図面にはドイツ語の表記もあり、通常の橋梁「Gewöhnlicher 

Zwischenpfeiler」、耐震性を考慮して橋梁を組み合わせ太くしたグループ橋梁「Gruppenpfeiler」など

の記載が見られます。

関東大震災にも耐え、現在も JR山手線、京浜東北線に使われているレンガの高架橋。長く続く

赤レンガの高架橋は東京の象徴の一つと言えるのではないでしょうか。

　　赤レンガ風鉄筋コンクリートは近代建築のさきがけ　神田駅から万世橋駅跡まで

　JR中央線の神田駅から万世橋駅跡間は、新橋駅から有楽町駅までのレンガの高架橋完成から

9年後の 1919（大正 8）年開業になります。この区間の高架橋もレンガ造りに見えますが、内部は

大正時代に入り実用化されつつあった鉄筋コンクリート製になります。新橋駅から有楽町駅、東京

駅をはさんで万世橋駅から昌平橋駅跡へと連なる既存のレンガアーチのデザインに合わせるため、

ドイツ風の装飾そのまま、レンガで覆ったそうです。レンガから鉄筋コンクリートへの過渡期の建

築物と言え、興味深くご覧いただけたと思います。

東京中心部を赤絨毯のように貫くレンガアーチ。東京のあゆみを伝えると共に、ドイツと日本の

関係の深さを強く感じさせる建築物と言えるのではないでしょうか。東京とベルリンの友好の象徴

として、多くの人に知られ、いつまでも語り継がれていくため、人通りの多いこの場所に記念プレー

トなどが設置されることを願いつつ、報告を終わりにさせていただきます。最後になりますが、こ

の企画の実現にお力を尽くしていただきました日独協会の柚岡理事、そして当日ご参加いただいた

皆様には、素晴らしい時間を過ごすことができましたこと、心から御礼申し上げます。ありがとう

ございました。

イベントレポート 　

ぶらドイツ　東京のドイツ鉄道文化遺産巡りル
―帝都の赤絨毯はベルリンから―

� 久保　健　（鉄道史学会会員　日独協会会員）

現在の JR路線図と歩いたところ

万世橋から連なるレンガアーチはベルリン
そっくり

昌平橋駅跡と今でも現役のドイツ製の
架道橋

架道橋に掲げられたハーコート社 

1904 年製の銘板

新橋駅から有楽町駅までのレンガアーチ

レンガアーチの装飾はドイツと同じ

レンガ製に見えるが、中身は鉄筋コンクリート
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日本文化を通じてドイツと交わる
 坂
さか

戸
と

 勝
まさる

 

1990 年の夏、奉職していた国際文化交流団体から転勤辞令を貰って、ドイツ生活の

第一歩を踏み出しました。勤務先はケルン市にある日本文化会館。その年の秋にはフ

ランクフルト書籍見本市で日本がテーマ国に採り上げられ、さまざまな文化行事が催

される予定でした。そこで、旅装を解く暇もなく、フランクフルト・アム・マインと

ケルンの間を頻繁に往復して、日独の同僚と共に美術展や音楽会などの準備にあたり

ました。そのため、ドイツ再統一の歴史的な記念日はあまたの市民の歓呼の声が響く中、

フランクフルトで迎えました。

その年の冬、日本から派遣された調査団に加わり、東ベルリン、ライプツィヒ、ド

レスデンの大学や美術館、博物館を訪問した時の印象は、旧西独の各都市の雰囲気と

は全く異なったものでした。曇天の下、煤で薄汚れた壁が続く街並みは暖房用褐炭を

燃やす鼻を衝く匂いに包まれ、訪れた大学関係者の顔に浮かぶ表情も街の風景に劣ら

ず沈鬱でした。旧東独の大学教員は皆、国家保安省（Sがaかi）との関係を調べられてい

るとのことで、明日の我身も知れぬ中、日本との学術・文化交流の可能性を話せるよ

うな状況ではないとのことでした。

これが、以後 3 回、計 11 年に及ぶドイツ勤務の幕開けとなった忘れがたい日々の思い出です。あいにく、私がドイツに暮らし

始めたのは不惑も過ぎた頃で、若い留学生が異国で経験する多感な日々を過ごした訳ではありません。それでも、ケルンとベルリ

ンでの勤務や生活が私の人生観に及ぼした影響は深いものがあると感じます。

ドイツ勤務を命じられる迄は、私とドイツとのつながりはさほど深くはありません。大学ではドイツ語ドイツ文学を専攻しまし

たが、ベトナム戦争反対から大学紛争へと続く騒然とした学生生活で、3 回生時の一年間はキャンパスが閉鎖されていました。そ

ういう毎日の中で読むレクラム文庫や古びた町家の座敷で聴くドイチェ・グラモフォンのレコードから受けるドイツのイメージは、

何か遥かに遠い世界で、現実感が全く欠けていました。私にとっては、むしろ、下宿の周りにある多くの神社仏閣、東山のふもと

にある能楽堂、二代目中村鴈治郎、十三代目片岡仁左衛門、三代目實川延若などの芝居がかかる鴨川べりの劇場などに身を置くこ

とが日常の体験でした。こうした生活が、日本文化を海外に紹介する仕事に従事することを通じ、私を、かつては遥か彼方の世界

と感じたドイツへ導いたのでした。

ドイツ暮らしの魅力は何かと問われれば、私は、落ち着きと答えるでしょう。なだらかな起伏を描いて広がる畑や林、5 階建て

の渋い色合いの集合住宅が整然と並ぶ都市の景観、車線が鮮明な広い道路、文書を重視する仕事ぶり、整理された事務室、オーケ

ストラの演奏が始まる前の一瞬の静寂、ドイツ語で言う oおdenがlich（秩序立った）な暮らしぶりに私はいたく心惹かれました。もっ

とも、何事にも例外はあるもので、発車時刻を過ぎても一向に来ぬ列車に予定の変更を余儀なくされたり、サッカー場近辺の雑踏

の中で酔漢に絡まれたりと、そうそう落ち着いてはいられない、今となっては愉快な思い出となった経験もありました。

色々ある外国暮らしの楽しみの中で、最大のものは、やはりその国の人との交わりではないでしょうか。そもそも、仕事でも私

生活でも土地の人の助けがなしには何もできません。私の場合も、公私両面にわたりドイツの人々から教わったり助けてもらった

りすることが多々ありました。中でも、ドイツ各地の独日協会の会員の方から受けた親切は、感謝してもし切れないほどです。

仕事と生活の基盤となったケルン・ボンとベルリンの独日協会の方々は、日本文化行事を行うに際しては重要な提携者であると

ともに、地元の名所旧跡への遠足など、余暇を共に楽しむ仲間でもありました。私がドイツに暮らし始めた 1990 年代初めには、

ケルン・ボン地区の古参の独日協会会員で、戦前に日本での暮らしを体験された方がまだご存命で、その方々から伺う昭和前期の

日本の話には興味が尽きませんでした。

他方で、さまざまな記念行事や講演の機会にドイツ各地の中小都市の独日協会を訪ねて、懇ろなもてなしを享けたこともあります。

地方都市の独日協会会員の多くは、日本に住んだこともなく、また仕事上日本との接点があった訳でもないのに、地元地域と日本

との歴史的つながりや個人的関心など種々の機縁から独日協会会員となり、日本との

接点を大事にし、また日本人との交流を大きな歓びにしておられました。ドイツ滞在

中は、独日協会所在都市を持ち回りで開催される独日協会連合会総会にほぼ毎年参加

しましたが、各地の独日協会会員の方と旧交を温めることが何よりの喜びでした。そ

の方々のうちの幾人かはすでに鬼籍に入られたことが残念です。

日本へ帰国後日独協会に再入会した動機の一つは、ドイツ滞在中にドイツの方々か

ら受けた親切の一部でもお返ししたいと考えたからです。私がかつて従事した仕事分

野の大先達である国際文化会館元理事長の故松本重治氏は、文化交流は人に始まり人

に終わる、と仰いました。けだし名言です。

「私とドイツ」は日独協会の会員、関係者にご自身とドイツ・日独協会との関わ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。

著者プロフィール： 当協会会員。1972 年国際交流基金職員。タイ（バンコク）及びドイツ（ケルン）などでの勤務を経て、1999-2002 年ケルン日本

文化会館館長。2006 年ドイツ連邦共和国功労十字章小綬章受章。2008-2011 年独立行政法人国際交流基金参与を経て理事。

2012-2017 年ドイツ財団法人ベルリン日独センター副事務総長。

ベルリン独日協会 2013年新年会にて（左から2人目筆者）

2011年8月25日ベルリンのマルティン・グロピウス・

バウでの北斎展開会式（右から 3人目クリスティア

ン・ヴルフ、ドイツ大統領（当時）。左から3人目筆者。）

File5

シリーズシリーズ
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▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

会員からの投稿 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

　1972 年以来の会員、石川嘉一氏よりベルリンから送られたという一葉の古い絵葉書を送って頂きまし

た。内容はオリンピック期間中のベルリン近況報告。消印の日付は 1936 年 7 月 30 日。写真は Reichstag-

Berlin（国会議事堂）。

以下、石川嘉一氏の注釈：

「1894 年にドイツ帝国議会の議事堂として完成。1933 年に放火で炎上し、共産党の犯行であると政治利用

され、ヒットラーとナチスが権力を強めるチャンスとなった。現在はドイツ連邦議会の議事堂として使用

されている。そこに昔のドイツの軍人や政治家の霊がとどまっており、夜更けに行くと幽霊がでるかも？」

　この絵はがきは 1936 年ベルリンオリンピックに役員（日本ホッケー協会）として参加した石川周策氏

が嘉一氏のご尊父に送った絵葉書。石川周策氏は嘉一氏の叔父にあたり、嘉一氏はその時 4歳だったとの

こと。17 か月後には東京オリンピックが始まろうとしている今、この絵葉書を手にとり、83 年前のベル

リンオリンピックとその後の歴史の変遷に思いを馳せ、平和の尊さを強く感じます。（編集部）

イベントレポート

クリスマスムード満喫！

〜クリスマスの集い　12 月 18 日 ホテル　ニューオータニにて〜

　「クリスマスの集い 2018」は、5年ぶりにホテルニューオータニにて開催する運びとなりました。

会場はホテルで最もゴ－ジャスな「鳳凰　西の間」を使い、ライトアップされた庭園を背景に、ドイ

ツ料理、ドイツワインが並べられ、また、ドイツ各地のクリスマス風景や協会の活動を会場で放映。

さらに管弦楽団「ミニケストラ」による生演奏で、クリスマスムードを高める演出を試みました。

　特にミニケストラは日本が誇るアニメやゲーム音楽を、ヴァイオリン、チェロ、コントラバス、フルー

ト、ピアノの５つの楽器編成で、原曲の世界観をそのままに独自にアレンジ・演奏し、参加者は本格

的な生演奏を身近で楽しみながら、大いに会話を弾ませていました。

　参加総数110名と盛況であり、新たな雰囲気づくりの演出、ドイツ料理・ワインも大変好評であり

ました。会員、ゲスト間の交流・親睦を深めるとの当初の目標を達成でき、事務局一同大いに安堵い

たしました。改めて皆様のご協力に感謝致します。

　本企画の演出やコーディネイト面で貴重なアドバイスと、当日のきめ細やかな指導を頂いた上野（三

阪 )弥生理事にはこの場をお借りして感謝申し上げます。

　ミリアム・グリットナー職員とカイ・ボーネルト研修生のウイットに富んだ司会で常に笑い声が絶

えませんでした。進行は、まず当協会を代表し、古森会長の挨拶で始まりました。

　5月には全国日独協会連合会が設立50周年記念会議を金沢で開催致しましたこと、日本から28の

日独協会、ドイツから 21の独日協会が一同に集まり、239名の参加のもと世代を越えた今後の日独

交流の在り方について真剣に議論したこと、特に、次世代の日独交流を担うことが期待される若者交

流の在り方について討論したこと等を紹介。加えて９月にはドイツ大使館主催の恒例の「夏祭り」が

ドイツ大使館公邸にて開催され、招待された若者会員からは、世代を越えた会員同士の交流ができ、

日独交流を促進する上で大きな動機付となったとのポジティブな報告を得たことに触れ、クリスマス

の集いにご参加いただいたDお. クラウス・フィーツェ首席公使に謝辞を述べました。

　次いで登壇頂いたフィーツェ首席公使は大使館と当協会の緊密な関係を強調し、とくに、2019年の

東京都とベルリン市の姉妹都市25周年事業や 2020年のオリンピックでの日独交流促進の期待につ

いて言及されました。最後に集まった会員や招待者の更なるご活躍とご健勝を祈念。新たに当協会副会

長に就任した中根猛大使の音頭で乾杯しました。

　今回は13名の新入会員が参加されており、各々自己紹介頂きました。

　福引は毎年大変好評であり、今回も沢山の企業、個人の皆様からご寄贈、ご協力を頂きましたこと

心より感謝申し上げます。

　最後にミニケストラの川原麻美さまの指揮、浅野衣美さまの伴奏のもと、クリスマスソング、「きよ

しこの夜」、「もみの木」を全員で合唱し、楽しい集いを終えました。

（常務理事　柚岡一明）

ご寄付、ご協力頂いた企業、個人の皆様（敬称略・順位不同）

ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ観光局、富士フイルムホールディングス（株）、一般財団法人日本玩

具文化財団、ミーレ・ジャパン（株）、DKSHジャパン（株）、（有）麻布企画、塩水港精糖（株）、大

山ハム（株）、ドイツワインリースリング、（有）Jena、（株）山秀、ワインハウスゲアハルト（株）、（有）

伏見ワインビジネスコンサルティング、オスモ＆エーデル（株）、ドイツパンの店タンネ、（株）エヌ・

アール・ダブリュージャパン、大山ハム（株）、日本緑茶センター（株）、SKWイーストアジア（株）、

日本バイリーン（株）、ANAセールス（株）、（株）シンカ（映画「ちいさな独裁者」配給、井上壽博、

林良雄、大坂靖彦、高橋文子、村主登、柚岡一明、出原悠


