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会長役を引き継ぎまして

　根　本　道　也

　前会長の池田紘一さんの本務（長崎外国語大学

学長）が超多忙の状況になり、さらに原田副会長

のご健康が勝れないといった事態が重なって、は

からずも私が会長役を引き継ぐはめになりました。

私は上のお二人よりも年取っていますので、我な

がら心もとなく思っています。会員の皆様にはぜ

ひ力強いご支援を賜りますようお願いするしだい

です。

輝く伝統を継ぐ
　「本会は日独両国間の学問・経済および文化面に

おける交流を助長し、併せて両国民の親善を図る

ことを目的とする」と会則に謳われています。歴

代の会長はこの「目的」を達成するために粉塵努力

されてこられました。「年報」のバックナンバーを

ひもときながらそのことを身にしみて感じました。

日独親善交流に寄せる歴代会長の熱い想いと実行

力は本協会の誇りであり、将来へ引き継ぐべき宝

であります。

時代に合った衣装で
　30年前と今とでは日独協会を取り巻く環境がず

いぶん変わってきました。初期のころの会員はほ

とんどがお医者さんと大学教授でしたが、今は様々

な職域・年齢層の人が会員になっておられます。

ドイツと言えば昔はまず「学問・科学の国」であり、

「研究のために留学すべき国」でした。今では学問

に限らず、音楽をはじめ環境保護政策、都市や自

然の景観、ビール・ワインの奥深い味わい等など、

ドイツへの関心の持ち方はじつに様々です。社会

的領域も会社員、主婦、学生などずいぶん広がっ

てきています。「日独協会」の周囲にはそんな方々

がまだたくさんいらっしゃいます。少しでもドイ

ツ語圏のことに関心をお持ちの方々が気軽に歩み

寄ってくださるような雰囲気の協会になりたいも

のです。この方向で協会が発展するようという願

いをこめて様々な職種の方に役員になっていただ

きました。

　私は若いころ「日独協会」を「威厳のある老教授

の集まり」と感じていました。自分が高齢になっ

た今では、自分が若い人たちに「近づき難さ」を感

じさせているのではないかと気になります。若い

世代を遠ざけていると、協会は年々高齢化してい

きます。池田前会長もそのことを懸念されて、若

い人たちが入会しやすい方向へ道筋をつけてくだ

さいました。私はその道筋に従って若い方にもあ

えて評議員に加わっていただきました。あらゆる

世代の意見が協会の運営に反映されることを期待

しています。過去に積み重ねた知恵と未来へ目を

向けた発想が合わさってはじめて協会の真の目的

は達成され得るでありましょう。

秘策の執行部
　前会長と違う点は７歳も高齢であること、そし

てそれがために体力と思考能力が格段に劣ること

です。にもかかわらず、これまで私の人生を支え

てくれた「ドイツとの関わり」に対して少しでも恩

返しをしたい気持ちは少なからずあります。そこ

で自分の弱点をカバーする秘策を考えました。そ

れは下記の６部門に「専門担当理事」というご意見

番を置き、事務局長を中心にして運営の推進母体

になってもらうことです。



− � −

経理担当：諸活動に要する経理面の監督。

企画担当：諸企画のための調査・立案。

渉外担当：関連団体・企業などとの交渉。

広報担当：ホームページなどによる協会活動の広

報。

国際交流担当：ドイツ語圏からの来訪者の世話。

ドイツ語講座担当：本協会主催のドイツ語講座の

運営。

　実は私が２年前事務局長になったばかりのとき

に「専門担当理事」の設置をお願いし、その方々の

働きにずいぶん助けられた経験があったものです

から、この度「常任理事」に代わる運営母体として

承認していただきました。（それぞれの担当者のお

名前は「年報」巻末の「役員」リストにあります。）

　執行部としては原田副会長の他に岡嶋泰一郎さ

んにも副会長になっていただき、さらに事務局長

役は経営アドヴァイザーを本職とされる高崎隆一

さんに引き継いでいただきました。この方々をは

じめ全専門担当理事が知恵を出し合って協会運営

を支えてくださることになり、私としては大変頼

もしく思っています。またこのメンバーは諸分野

における会員のご意見をキャッチする立場にもあ

ります。総会は１年に１回しかありませんので、

日々常々皆様のお声をこの方々に、そして私にも

気軽にお伝えいただくと運営もしやすくなると思

います。

　会員の皆様、関係機関の皆様、なにとぞよろし

くご指導ご鞭撻のほど心よりお願い申し上げます。
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池田紘一先生の西日本文化賞受賞を祝して

九州大学大学院人文科学研究院　小　黒　康　正

寄 稿

　皆様ご存じのとおり、昨秋、本会会長の池田紘

一先生が西日本文化賞を受賞されました。西日本

地域の文化の発展と向上に貢献された個人や団体

を顕彰する目的で�940年に西日本新聞社によっ

て創設された同賞は、今回で第66回目を数えるよ

うです。受賞者一覧を見ますと、火野葦平（第�回）、

北原白秋（第�回）、横光利一（第3回）、坂本繁二

郎（第3回）、島尾敏雄（第�5回）、中里太郎右衛

門（第�9回）、石牟礼道子（第45回）などの芸術

関係者、楠本正継（第��回）、目加田誠（第�6回）、

今井源衛（第47回）などの碩学、佐賀県吉野ヶ里

遺跡研究調査チーム（第48回）、博多祇園山笠振

興会（第63回）、ブリヂストン吹奏楽団久留米（第

64回）などの諸団体が名を連ねております。

　�007年�0月30日付けの西日本新聞朝刊によ

りますと、「ドイツ文学研究やユングの著書の翻訳

に尽力するとともに、日独文化交流の発展に寄与

した功績」が、池田先生の受賞理由でした。これ

まで九州、日本、アジアに関する業績が多数を占

めてきた中で、やはり、今回の受賞理由中の「ド

イツ」の三文字は、ある意味では異彩を放ちます。

「西日本の地域文化に限定できない」永年のご功績

と、「西日本の地域文化に根ざした」国際交流活動

が、今回の受賞理由ではないでしょうか。特に、

後者に関しましては、池田先生が西日本日独協会

の事務局長としてまさに獅子奮迅の活躍をされ、

また引き続き会長として福岡の地でも「日本にお

けるドイツ年」を大成功に導かれましたことは、

皆様、ご記憶のことと存じます。

　第66回西日本文化賞の贈呈式は、昨年の��月

3日午前�0時から、西日本新聞会館�6階の福岡

国際ホールで行われました。引き続き同ホールで

催された祝賀会には、約60名の関係者が出席し、

その内、本会からは常任理事の髙田淑先生、九州

大学大学院人文科学研

究院からは稲田俊明研

究院長（推薦人）と今

西裕一郎教授と私、長

崎外国語大学からは関

係者�名、併せて6名

が参列し、池田先生御

夫妻を囲んで慶賀のひ

とときを楽しく過ごし

ました。式の始めに西

日本新聞社社長の多田照重氏が祝辞を述べられ、

その後、学術文化部門受賞者として池田先生、社

会文化部門受賞者として陶芸家の第�4代酒井田柿

右衛門氏、作家で北九州市立文学館館長の佐木隆

三氏、九重の自然を守る会会長の嶋田裕雄氏、以

上4名が順番に登壇され、喜びの一言を披露され

ました。各人各様の挨拶でしたが、いずれも趣の

ある印象深いお言葉だったと記憶しております。

　特に池田先生のスピーチは、九大文学部時代の

恩師高橋義孝氏から受けた叱責エピソードから始

まり、人間存在の謎に「ことば」を通じて迫ろうと

する文学研究と外国語教育こそが文化を生み出す

土壌である、という格調高い内容でございました。

尤もお話が聴衆の心を一瞬にしてとらえるユーモ

アに溢れていましたことも、申し添えておきます。

実際に、池田先生がお話になられると、場の雰囲

気が一挙に和み、その後に挨拶をされた方々にと

りましても実に有難かったのではないかと、私な
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どはそう愚考いたしました。壇上の池田先生の姿

に、おそらく髙田常任理事ならばクリスマス・パ

ーティーの時の会長を、稲田研究院長ならば卒業

祝賀会時の元学部長を、長崎外大の方々ならば入

学式での学長を、それぞれお認めになられたので

はないでしょうか。私はご講筵に連なった一人と

して、先生がトーマス・マン、ゲーテ、ユングを

講じられる教室でのお姿を思い出しました。いつ

であれ、どこであれ、変わらぬ開かれたひとつの

柔軟な精神が、ユーモアという躍動感に満ちなが

ら、いま、ここに、自分の目の前に存在している、

そう感極まりながらスピーチを拝聴いたしました。

たとえ栄えある席におかれましても、いつもと変

わらぬ先生がただそこにおられた、というのが私

の正直な感想です。

　池田先生はときどき私の前では、「小黒君の耳に

はたこができるかもしれない話だが」と前置きを

されます。確かに私は先生とのお付き合いが長い

だけに、もしかしますと同じ内容のお話を何度か

聞いたかもしれません。しかしながら、お言葉で

すが、祝賀会のときであれ、いつであれ、そう思

ったことも、そう感じたことも、一度たりともご

ざいません。先生のお話はいつも新鮮味と臨場感

にあふれた一回性の賜物です。お付き合いが長い

からこそ、「ことば」から精神の新たな光が放たれ

る瞬間に、私は絶えず立ち会っていると自負して

おります。昨秋、「文化の日」に久しぶりに先生に

お会いしましても、いつもと変わらぬ精神の輝き

を浴びることができ、私なりに感無量でございま

した。

　先生、ご受賞、本当におめでとうございます。

［付記　西日本新聞の�007年�0月30日付け朝刊

の第�面と第��面（受賞者の横顔）、��月3日付

け朝刊の第6面（社説）、��月4日付け朝刊の第�

面と第34面には、関連記事と写真が掲載されて

います。］
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ド イ ツ の 五 月

福岡女子大学准教授　Sven Holst

女性の家の前に立てら
れた白樺の木

ドイツ人にとって五月は「春」そのものを意味す

る。最近の温暖化によって季節が狂い、四月が随

分春らしくなったが、昔の諺に「四月は自分が何

になりたいか分かっていない」とある通り、もと

もと四月の天気は変わりやすく、五月になってや

っと安定した春の天気となった。

四月末に農閑期が終わり、新しい季節の初めに

使用人を雇う習慣があった。もちろん、給料が確

定され、場合により交渉も行なわれた。その関連

で５月�日が労働の日となり、それはドイツでは

祝日である。

五月全体に聖母マリアに関連する巡礼やミサが

多い。特にマリアを守護神とするバイエルンでは、

今でもそれらの行事が盛大に行われている。

聖母マリアと直接関係はないが、五月は母の日

の月でもある。五月という語を付けた飲み物、ワ

インとジュースと砂糖で作った「五月パンチ」がそ

の日によく飲まれる。父の日はないのかという疑

問に対して、ドイツのお父さんたちは祝日である

昇天祭（だいたい五月半ばの日曜日）を父の日と認

定し、その日曜日だけ家族サービスから脱出して、

友人とともにビールなどを持って、遠足に出かける。

4月30日から5月�日にかけての夜は通過儀礼

のように重要な時である。魔女の夜、ワルプルギ

スの夜が行なわれる（尼修道院長ワルプルガ崇拝

は、魔術を防ぐのに効果があると思われていた）。

その夜、魔女たちがハルツ山脈の最高峰ブロッケ

ンに集まり、悪魔（男性のシンボルであったキリ

スト教以前の神）と合体したと言われていた。そ

の名残として今でも若者が悪戯をする。例えばベ

ンチの位置を動かしたり、車全体をトイレットペ

ーパーで巻いたり、扉の取っ手にシェービングフ

ォームを塗ったりする。しかしその習慣の由来は、

道具をちゃんと元の位置に戻さなかった人に対す

る若者による叱責行動であった。

その他に様々な魔除けの習慣がある。鞭打ちを

したり、お祓いされた塩を敷居に置いたり、箒を

逆さまに立てたり、家や厩に白い十字のしるしを

書いたり、魔女の火の周りで踊ったりする。魔女

火の踊りは、にぎやかな踊りで魔女を追い払うと

の解釈があるが、時代と環境により逆の解釈にも

なる。

現在の五月の行事のなかで際立つのは五月木（飾

り柱・メイポール）である。古代のゲルマン人に

は天と地を繋ぐ儀式的な柱があったが、今の五月

木は近世になって都市の習慣としてはじめて記録

された。その本来の意味は

確かではないが、ライン地

方とフランケン地方で行な

われている慣習が、その元

となったと想像される。そ

れらの地方では、4月30

日の夜に、独身男性が好き

な女性への告白のため、若

葉が芽生えている白樺の木

を彼女の家の前に立てる。

その木は普通、五月末まで

置かれているが、それ以外

の季節にも見かけることが

ある。地域や村によって異

なった慣例がある。ライバ

ルたちがその木を盗もうと
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するので、木を立てた独身男性とその仲間たちは

その木を徹夜で守る。この小さな白樺の木が町や

村のシンボルとなる飾り柱へ発展した。教会開基

の木、個人の名誉の木、上の方に掛けられた賞品

を掴み取るような競技の柱などになった。そこか

ら町・村の象徴である五月木が生まれた。

この行事は特にバイエルン地方で行なわれてい

る。若者組が3月30日の夜に森に行き、選び抜い

た木を根元で切り倒して、町・村に持ち帰り、５

月�日に立てる。他の町・村の若者がその木を盗

もうと試みる。実際に持ち去ったら、またはその

木をシャベルで叩いたら（地方によって様々なル

ールがある）、盗みは成功と見なされる。しかし木

を所有する町・村の誰かが、盗まれそうになった

その木に手を触れたら、盗みは失敗となる。盗み

が成功すると、所有者の町・村がビールなどのも

てなしでその木を買い戻さなければならない。

この一連の五月の行事の担い手は若い男性の組

織（Junggesellenverein/Burschenverein）である。

この組織は�9世紀に生まれた。当時、このよう

な協会はドイツで流行った社

交の形式であった。学校の卒

業から結婚までの若者を統括

しようとしたカトリック教会

が協会という形式を利用し、

その若者会連合のための規則

や新聞を作った。若い女性の

ためにも似た会があるが、男

性の会ほど年中行事に目立つ

役割はない。ライン地方では

多くの場合、それは五月会

（Maigesellschaft/Maiclub）

と呼ばれ、�9世紀以前には

毎年新たに結成される五月の行事のためだけの会

であった。五月木の行事のほかには、五月王と五

月女王の「セリ」と舞踏会を開催する。戦後の加速

した都市化とともにこれらの行事の実施は次第に

危うくなった。若者たちはマイカーに乗って、デ

ィスコに行ったり、地元社会から離れて、新しい

友人の輪を作ったりし始めた。

また、社交ダンスをしたり、女

性を「セリ」にかけたりするこ

とを旧いと思うようになった。

言うまでもなく男女同権思想の

浸透とともに、彼らは結婚前提

で女性を受動的な対象として扱

うことを批判した。このような

近代化の流れのなかで既婚者の

部会を作ったケースもあった

が、全体的にはその活動が次第

に絶えるような流れとなった。

今はもうほとんど消滅したかと

思ったら、実際はそうでなかった。その反対で80

年代から少しずつ復活し、また、新しい会も生ま

れてきた。新しいメディアであるインターネット

が最近の活動を伝えており、若者組の歴史の中で

70年代の困難にも触れている。

今なぜ復活かを考えてみると、いくつかの説を

思いつく。近代化とは空間と社会の束縛からの自

由であるとの期待が大きかったが、他方では現実

としての孤独も高まった。また、自由に旅しながら、

自分の故郷を再発見することもできた。60年代か

らのイデオロギー性は弱まり、男女ともに以前の

ような行事でも、前提なしで単純に楽しむことが

できたし、またその会の方も、教会からの掌握と

上の世代の期待から自由になった。全体的により

ルーズな会に成り変わったと推測することができ

る。このように伝統的な行事はただ無くなる一方

ではなく、少しずつ変わる社会にあわせながら変

化するのである。
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私のドイツ紀行　・・・　ドイツは環境先進国か？

久留米工業大学（非常勤、元法政大学）　林　　　伸　行

Duisburg 大学の食堂風景

（序）聊か古い話になりますが、�004年� ～ 4月

にDuisburgに滞在する機会を得ました。その間に、

またその後にも感じたドイツのことなどを記して

みました。

Duisburg紹介、Landschaftspark Duisburg-

Nord　など

ヨーロッパ最大の内陸の港を持つこの都市は

“Duisport”とも呼ばれ、幾つかの観光名所もあ

ります。元々石炭の産地であるルール工業地帯に

あって、製鉄・鉄鋼業の中心地であり、その名残

を北ドゥイスブルク・ランドスケープパークに見

ることができます。ここは�980年代の中頃まで

Thyssen AGの製鉄所として鉄鉱石の溶鉱（鉄鉱

石を石炭で燃やして還元し、銑鉄を作る）が行わ

れており、その�00ヘクタールの広大な工場跡の

敷地に文化と余暇のための施設として建設された

テーマパークでは工業化の歴史を見ることができ

るとのことです。また、この街のサッカー施設と

組織は、日本Jリーグの発足に際して、その資料

と契機を与えることになったと言われています。

実際にサッカー１部リーグ所属のチ−ムが有り、

時にフランクフルト（現在、稲本が所属）との試合

記事が日本の新聞に出ていたりします。

私はそのDuisburg Uniの応用物理部門、W. 

Keune 教授の研究室に3 ヶ月滞在する機会を得た

のでした。自分の研究費（文科省科研費）から費用

を捻出しての海外滞在です。Keune研究室では、

日本では得られない実験施設（決して大規模な装

置でありませんが）を使った実験研究を行うこと

が目的でした。写真は大学の食堂での昼食風景で

す。料金は学生のより高く、大体４ユーロくらい、

味付けが塩辛いのが印象的でした。食事は必ず、

研究室のグループで誘い合わせてすることになり

ます。このことはデンマーク・コペンハーゲン大

学にいた時も感じたことです。文化人類学的には

グルピーングはホモサピエンスにも特徴的なこと

ですが、アメリカでは常時グループで食事するよ

うなことはなかった記憶があります。聊か文化の

違いを感じるところでした。但し、これは何れも

大学生活に限っての印象です。

Lehmbruck MuseumとRheinischer Karnival

この街にWilhelm Lehembruck美術館があり

ます。Lehmbruckはドイツ表現主義を代表する

彫刻家であり、この美術館はその息子で建築家の

M.Lehmbruckにより建てられました。５千平方

メートルの広い展示場には、レームブルック自身

が蒐集したヨーロッパでも有数な�0世紀の彫像

コレクションを始めとして500点に上る作品が集

められていて、その６割が彫像になります。
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列車事故のため乗り継ぎを待つ人々

Pilatus 山頂からの展望

一見の価値ありです。

Die Abschaffung der Atomkraft・・・ドイツ

の環境政策のこと

最近“地球温暖化”の５文字を聞かぬ日はありま

せん。そして、ドイツは環境対策の先進国である、

との概念をお持ちの方も多いと思います。このこ

とについて少し考えてみました。

�007年の気候変動に関する政府間パネル（ＩＰ

ＣＣ）の第４次報告書では、温室効果ガスの削減

に向けた「主要技術」の一つとして初めて原子力発

電が採り上げられました。そこでこの項では、“駆

け足で”原発を中心に考えてみようと思うのです。

まずは、北上する列車がKölnを過ぎてルール工業

地帯に入るころ、原子力発電所の特徴有る煙突を

見ることができます。実際、ドイツの原発は全て

話は変わりますが、�月�3日の月曜日Rosen-

montagには学校も官公庁も休みになるというこ

とでデュセルドルフのカーニバルにでかけました。

気温5℃くらいの寒い日でしたが、街中の人達は

ビールを飲んで盛り上がり、大した熱気でここの

一帯がKatholikの地であることの認識を新たにし

た次第です。

Mit dem ICE ・・・ スイスLuzernへの旅

たったの５時間ほどの汽車旅行でスイスに行け

る計算ができましたので、Luzern行きを計画し

ました。日本に帰る直前、４月の初めに朝8時に

Duisburgを発し、Köln 8.54時発の直通ICEで

��.46時にBasel着、午後の3時までには着く予

定でした。ところが、トラクターが鉄道線路に落

ちてくる事故があり、Freiburgから先が不通。車

内放送で何やら放送していたようですが勿論理

解できません。が、車掌が私どものところに来

て個別に迂回の方法を教えてくれて、Efringen-

Kirchenまでローカル線とバスを乗り継いで無事

にBasel着。3時間ほどロスしましたが貴重な経

験をしました。写真はその風景。満員バスに詰め

込まれ、田舎の駅でほったらかしにされても、ド

イツの人達は結構忍耐強く対処しておりました。

因みにLuzernは、駆け足なら�日半で観光で

きます。午前中に竜の伝説で知られるPilatus山

に登頂し、午後にはLuzern湖と市内観光を済ま

せることができました。写真下は、標高���0ｍ

のPilatus山からみたスイスアルプスです。登頂

にはケーブルカーを利用しましたが、時間があれ

ばまた気候が良ければ、徒歩登山も可能でしょう。

中央スイスの山々には�9世紀頃から、文人・芸

術家・貴族らの山岳観光が盛んになったようで、

R. Wagnerが訪れたことで有名です。その頃から

ケーブルカーなどが整備されてきたのでしょうか。

なお、誠に嬉しいことにLuzern湖には定期船が

巡航しており、その船にはユーレールパスを使え

て無料の遊覧の観光が可能です。Rigi山への登山

鉄道駅など要所々々の湖畔の町を巡って行きます。
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表；各国の原子力事情（主に2006年データによる）

アメリカ

フランス

日 本

ロ シ ア

ド イ ツ

世界全体計

国　別 原子炉
基数

出力
（万ＫＷ）

発電量
割合(％) 注

103

59

55

31

17

429

10,275

6,602

4,822

2,357

2,137

38,704

20

83

35

17

28

16

高速増殖炉開発に政策転換

さらに新型原発開発に着手

核燃料再利用を目指す

新旧発電所の交代を図る

稼動期間の延長も検討

旧西ドイツ側にあります。東ドイツ側にあった旧

ソ連製の原子炉はすべて運転停止されたのです。

そして多くの原発がこの工業地帯に集中しており、

それはある意味で合理的です。遠隔地で発電した

場合、送電ロスを無視できないからです。

ドイツの原子炉開発はナチス時代まで遡りその

遺跡も残されていますが、実用的に最初の原子炉

が稼動したのは�968年で、一番新しい商業炉は

88年に運転を開始されています ～ このことは、

後で見るように、ドイツのエネルギー政策におい

て特別な意味を持っています。現在ドイツでは�0

社の電力会社により�4 ヵ所 �7基の原発が稼動し

ています。一方、世界全体をみてみますと、06年

での稼動原発は4�9基、その出力合計は3億8千

7百万ｋＷで、総発電電力の�6％に達しています。

その内容を表に纏めて示しましたのでご参照下さ

い。日本は、世界第３位の55基が稼動し、発電

量の約35％をまかなう原子力大国です。因みに、

１位のフランスでは、“83％”にも達しています。

ドイツのエネルギー政策の重点目標は「安全供

給、経済性そして環境と資源の保全」となっていて、

0�年6月に連邦政府は電力業界との間に原子力利

用からの撤退について合意を取り付けており、こ

の原発廃止が“大きな”政策目標となっていること

はご承知の通りです。ここで“大きな”とは、現在

このことの見直しの議論が進められていることを

意味します。この脱原発の内容は、大まかにはド

イツの�7基の原子力発電所の操業年数を供用後

3�年間までとし、その総操業年数に達した原発は

“そのまま閉鎖して新たな原発を作らない”と言う

ものです。従って、�0�0年には原発の全てが撤

廃されることになるのです。原子力がエネルギー

供給に占める部分は、他の風力や太陽光など再生

可能なエネルギー源に代えるか、またはエネルギ

ー消費を節約することで補うことになります。例

えば、ドイツの風力発電は�997年以来世界一の

発電量を誇り、今や世界の風力発電量の三分の一

を占めるほどです。但し、この風力発電自体も環

境でsehr gutかと言うとそうでもなく、痛し痒し

です。なお、�006年の再生可能エネルギーによ

る発電は、全体の��.8％に達しています。

現在、SPDからCDU/CSUへの連立政権の交代

が行われたことによって、この脱原子力政策は将

来撤回されるかもしれないと考えるドイツ国民も

少なくないようです。「地球温暖化防止やエネル

ギーの安定供給のためには原発も必要」、「原発の

閉鎖は経済成長を損ねてしまう」といった論調や、

また核関連施設の閉鎖に伴う労働者の失業などが

問題にされているところです。そこで、原発のプ

ラス・マイナスについて冷静な判断が必要になり

ます。まず原発の持つ宿命、核のゴミの処理問題

を避けて通ることはできません。石油・石炭を燃

やすゴミはCO� ですが、原子炉では本来自然界に

存在しない元素、或は励起核を作り出してしまい、

これが核のゴミ（放射性物質）となるのです。つま

り自然界に存在しない元素は不安定なので崩壊し

て放射線を出すのです。そこでゴミ処理が必要に

なりますが、①ゴミを人目に付かない様に隠して

しまうか（埋め立て）、②他の化学形式の物質に変

える（燃やす＝酸化も含める）か、③構成元素にま

で分解してしまう、などの選択肢があります。が、

核のゴミについては②、③の処理は不可能という

か意味がありません。放射線は相変わらず出てき

ます。そこで最初の①の処理になりますが、この

ゴミをガラスと金属容器に閉じ込めて地底深くに

埋めて放射線を遮蔽して処分することになるので

す。これを直接廃棄といって世界の大勢はこの処

分法を採っています。しかし、“そこに１万年以上
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の半永久的な寿命をもつ高レベル放射性廃棄物が

入っているのは耐えられないのだ！地底に埋めた

金属容器は、�世紀経っても水を蒸発させるほど

高温なので、もし金属の容器が腐食して溶けてし

まい、ゴミが周りの地下水に漏れ出したらどうな

るのか？”と心配する人も多いのです。これが原

発廃止論者の主張点です。しかし一方で、“１世紀

も経つと、ゴミの中でも寿命の短い高レベルの放

射能は相当に減るのだから、その間の管理を上手

くやればよい。それよりエネルギー源としての原

子力は必要不可欠だ”とする考えも一方ではある

訳です。

このように原子力（核力）利用の是非は、ある

程度の科学的知識を持って議論することが必要で

す。何となく原発は危なそうだから嫌だ、と言う

のではより正しい判断はできないでしょう。この

あたりが、我々日本とドイツとの差ではなかろう

かと思う所以です。日本では、粛々と六ヶ所村で

再処理工場の運転が開始されています。再処理と

言ってもゴミ処分とは全く意味が違います。放射

能が無くなる訳では全くありません。このような

核のゴミの再利用と言うのは、現在のところ日本

だけです。エネルギー源としての原発はわが国で

の必要悪かもしれないが、この再処理とＰuの抽

出・利用だけは止めた方が良さそうです。それより、

資源としてのウランを今のうちに輸入しておいて、

成るべく貯めておくことです。以上をまとめると、

ドイツの環境レベルは少なくとも日本より進んで

いる、と結論できるのだろうと思います。

以上、この寄稿の性質上、成るべくかいつまん

で紹介するように努めましたので内容説明に不十

分なところが多いと思います。また、資源回収・

リサイクルのことなどについても感じるところが

多々ありますが、何れかの機会がありましたらと

いうことで、この文を終わりにします。
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アブラクサス（ヘッセ）とトゥランガリラ（メシアン）

日本旅行作家協会会員　斎　藤　裕　三

ヘルマン・ヘッセ

新時代のヘッセ全集

ヘッセ全集で有名なドイツの「ズーアカンプ」社

が、彼の生誕��5年を記念し、�00�年から５年

をかけ、約30年ぶりに�0巻よりなる新全集（旧

全集��巻）を出版した。

その１部翻訳が「日本ヘ

ルマン・ヘッセ友の会/研

究会」によって企画され

（�6巻）、05 年４月に臨

川書店により第１回配本

が始まり、昨年末完了した。

ドイツ語版新全集には、

初期の散文や評論、エッセ

ーなどが取り入れられ、殆

どヘッセの作品を網羅する全集になった。

日本語版も、40数年前の新潮社版や三笠書房版

の全集に見える高橋健二氏や相良守峯氏など、昔

の懐かしい訳者の名前はなく、次代の気鋭の研究

者の名前が並び、言葉の使い方も現代風になった。

わが日独協会の重竹芳江さん（文学博士）も、第

９巻中の「ヨーロッパ人」の訳者として登場する。

感傷の物語作家から内面の求道者へ

ヘッセは、�877年、南独シュワーベンの小都市

カルフで生まれた。インドで布教した祖父母、両親

に倣い、キリスト教伝道者を志しマウルブロン神学

校に入る。だが校風になじめず自殺を試みる（未遂）。

自らの経験を『車輪の下』(�906)の中に書いた。

書店の店員や職工など転々としたのち、やっと

『郷愁』(04)が好評を得、新進作家として世に出る。

日本では、戦前から若い旧制高校生などの間で

ヘッセはよく読まれた。感傷的物語作家として。

ヘッセ自身は、その後妻の病気や離婚など家庭

内の問題で精神を病み、作品に実存的精神分析的

傾向が反映するようになる（『荒野の狼』・�7など）。

しかし、東洋的思想の影響で精神の安定を次第に

回復し、「人には自らの道がある」として、「内面への

道」を深く追求する。また、ヨーロッパ文化の深い病

根を知り、予言者的思想家としての役割を担う。

ノーベル文学賞を受賞した終生の名著『ガラス玉

遊技』（43）では、高遠なガラス玉遊技を奥義とする、

カスターリエン宗団の遊技名人クネヒトが、１少年

の家庭教師として奉仕する道を選び、職を辞し命を

落とす。名誉や知識より、人への奉仕の実践の方がよ

り崇高だと、物語の中でヘッセは説く。

ヘッセの世界宗教

彼は独自の宗教観を、『私の信仰』に述べる。

「私は敬虔で誠実なプロテスタントの子および孫と

して、またインドの教え−その中にはウパニシャッド、

パガヴァードギーター、仏陀の教えがあげられるが

−の読者として、２つの形式で宗教を経験した。」

ヘッセの中では、西洋のキリスト教と、東洋のイン

ドの教えや、仏教、老荘の教えが自然に一体化する。

それは「普遍的世界宗教」で絶対平和が教義。

『デーミアン（�9）』の中には、さらに「アブラク

サス」という２元論の神が登場する。アブラクサ

スは、異端キリスト教のパジリデス派の神で、光

とやみ、男性と女性など、ものの両極を包含する。

本来人間の霊と世界の霊は共通なもので、人間の

性（リビドー）は宇宙の生産力の似姿と考えられる。

だからリビドーを暗いところから解き放ち、創造力に

転化することが大切だと、ヘッセはいう。彼はそのこ

とを作家として実践した。世界思想家ヘッセは�96�
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サン・トリニテ教会のオルガンを弾く
オリヴィエ・メシアン

年スイスのモンタニョーラで亡くなった。

生誕100年のオリヴィエ・メシアン

音楽家オリヴィエ・メシアン(�908 ～ 9�)は、仏

南東部アヴィニョンで生まれた。父ピエールはシェイ

クスピア研究者、母ソヴァージュは詩人だった。

�9年、父の転勤でパリに移り、�0歳でコンセル

ヴァトワール（パリ音楽院）に入学する。オルガンと

即興演奏をマルセル・デュプレ、作曲をポール・デ

ュカに師事する。既にこの時代、彼はギリシャやイン

ドのリズム、旋法、鳥の鳴き声、音と色彩の関係な

どに興味を示し、独自の音楽語法を身につけた。

30年同音楽院を卒業、翌年��歳でパリの名高

いサン・トリニテ教会のオルガニストになる。彼は、

最後まで60年以上もこの地位に留まった。

20世紀（現代）音楽の旗手は鳥類学者

メシアンは、カトリック音楽家として、《アーメンの

幻影》（ピアノ曲）、《主の降誕》（オルガン曲）、《時

の終わりのための四重奏曲》（室内楽曲）、《みどり

児イエスにそそぐ二十のまなざし》（ピアノ曲）など、

数々の画期的な宗教的音楽を作曲した。保守的な教

会の信者たちは、彼の即興演奏に白い目を向けたと

いわれているが、教会は常に彼を支持した。

さらに、パリ音楽院の教授として、�0世紀音楽の

作曲・教育の分厚い教程書を書くなど大きな貢献を

した。彼の下から、ブーレーズ、シュトックハウゼン、

クセナキスなど前衛・現代音楽の旗手が輩出した。

日本人では矢代秋雄、別宮貞雄、丹波明なども。

メシアンはまた、並外れた自然愛好家で、自ら鳥

類学者と称し、旅行すると必ずその土地の小鳥のさ

えずりを採譜した。《鳥たちの目覚め》（ピアノ＋オー

ケストラ）は、鳥のさえずりだけで作られた。来日した

（４回）時も、軽井沢や山中湖畔などで、朝早くから

日本の小鳥のさえずりを採譜した。

日本文化を熱愛

気むずかしいメシアンだが、最初の来日(6�)で、

イヴォンヌ・ロリオ夫人（ピアニスト）ともども日

本文化の虜になった。畳、天麩羅などの日本料理、

気品と働き好きの人々、品質と効率。そして芸能

の面でも、能、雅楽、歌舞伎などを絶賛。　

笙、龍笛、篳篥、琵琶、太鼓、鉦鼓、鞨鼓（か

っこ）など和楽器の音色と、その伝統と近代性に

注目する。憧れた東洋の国インドには行けなかっ

たが、日本を知ったことは、それに余りあるという。

来日の際には、彼のいろいろな曲が演奏された。

アッシジの聖フランチェスコ

その中に小沢征爾指揮による《トゥランガリラ

交響曲》の日本初演(6�)がある。「トゥランガリラ」

とは、サンスクリットで「究極の歓喜」を意味する。

日本の印象としては《７つの俳諧》を作曲した。

メシアンのカトリック信仰は固い。しかし、キ

リスト教の「神の救いの恩寵」に、東方の究極の歓

喜「トゥランガリラ」を融合させようとした。

メシアンの最後の大作に、唯一のオペラ《アッシ

ジの聖フランチェスコ》（83）がある。「鳥たちへの

説教」が圧巻で、愛する鳥たちや人々に神の恵みの

証しを伝え、自らは極貧の中で死んだ聖フランチェ

スコに、惜しみない愛と崇敬を捧げる。ヘッセにも『ア

ッシジの聖フランチェスコの幼年時代』という作品が

あり（全集��）、聖人への深い敬愛をしのばせる。

ヘッセは蝶、メシアンは鳥を愛した。両者ともキリ

スト教文化と東洋思想の融合で、行き詰まった西洋

文明からの脱出を図った。我を捨て自然や人を愛す

ることこそ、人類の救いの道と教えているように思える。
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カールスバートの桜

　髙　田　　淑

写真 A 写真 B

この５月半ば雲ひとつない青い空を背景に咲き誇

る桜（写真Ａ）、石楠花、木蓮などの花々が、私を出

迎えてくれたのはカールスバートであった。

突然中欧へのツアーに参加することになり、出発

までに準備時間がほとんどなかった私が、旅行先の

チェコの街のひとつ、カルロヴィ・ヴァリ Karlovy 

Varyのドイツ名が実はカールスバートであることを知

ったのは、ゲルマニスティンの一人であった者として

誠に恥ずかしいことながら、出発直前のドロ縄式資

料読みの最中のことであった。それならば文人や音

楽家たち、特にゲーテの伝記によく登場する（誰が数

えたか、彼は�5回この地を訪れたそうである）、文

字の上では馴染みのあの街であると、今回の旅行の

楽しみがひとつ増えることになった。しかし、昔から

ヨーロッパでは有名な温泉保養の地であるとはいえ、

日本風に山間の鄙びた湯治場を何となくイメージして

いたのは、ドイツのバーデン・バーデンという同様

の温泉保養都市を訪れたことのある私としたことが、

とんでもない勘違いであった。実はホテル、レストラ

ン、貴金属店、高級クリスタル店、モードの店etc.

がメインストリートに犇めきあう極めて都会的な小都

市であった。

前日の宿泊地であったチェスキー・クルムロフと

いう世界で最も美しい街のひとつと言われる、中世そ

のままの姿を残す古都を発ち、首都プラハを東に迂

回して（プラハは最後の楽しみとなっていた）、チェコ

の北西端に位置する人口約５万５千のこの保養地ま

で�40キロのバスの旅であったが、途中、道路工

事のため迂回路を取ることになった。ところがその迂

回路の指示標識がはっきりしないため、バスがある

住宅地区に入り込んでしまい、そこら辺りをグルグル

回る羽目になった。添乗員は気を遣ってオロオロす

るが、乗客の殆どは道路沿いや住宅の庭の中の木々

に咲き溢れる数々の花に目を奪われ、思い掛けない

お花見を喜んだ。それまでもハンガリーのブダペスト

では、今が花盛りという樹木が多く、特に巨大なクリ

スマスツリーのような樹の濃い緑の葉の間から、沢

山の白い花を桐

の花のように空

に向かって突き

出しているマロ

ニエの木（写真

Ｂ）が多く、木自

体が大きい上に

花の付き方が珍

しいせいもあっ

て、恵まれた好

天の明るい光の

中で非常に目に

付いた。

ブダペストを
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写真 C

写真 D

発ってからは、バスの両側のどこまでも広がる平坦な

畑で、麦と覚しき緑よりも広い面積を占めていたのは、

菜の花畑の日本のそれよりもいくらか濃い黄色であっ

た。遠く近くに見えるのは色の濃淡はあるが桜の花ら

しい。丈は高くないが白い花を付けた木は、後で土

地のガイドさんに尋ねたところ、梨であろう、私が桜

と見た花はサクランボかもしれないということであっ

た。そしてカールスバートのホテルの前で出会った

桜は、桃色の八重桜。重そうにボッテリと木にしがみ

ついていて、ハラハラと散る気配もない。山桜のよう

な赤茶色の葉が付いている（写真Ａ）。日本で見慣れ

たソメイヨシノのほのぼのと胸のふくらむ清 し々さには

遠いが、葉といい、幹といい、枝振りといい、確か

に桜であった。やはり懐かしく嬉しい。（桜は日本と

ボストンの専売ではない！）木蓮も花がしっかり木にと

まっており、わが庭のそれのように、直ぐに開いてハ

ラハラと一弁ずつ舞い落ちることはないらしく、六分

開き位の薄紅紫の花がビッシリと付いている。これも

花持ちが良いようだ（写真Ｃ）。また石楠花は、遊歩

道の間の公園に人の胸ほどの高さの木が垣根のよう

にビッシリと植えられており、その白い花があまりに

沢山付いていて、楚 と々した風情には些か遠い。蕾

はピンクで愛らしく、開くと真っ白だ（写真Ｄ）。こう

書いてくると、いかにも不服を述べているようだが、

チェコの小さな街で予想もしない馴染みの花々の歓

迎を受け、大感激のあまり、観察に時間をかけた結

果の感想である。その他に連翹、雪柳、小手毬、れ

んげ躑躅の花にまで出会ったのは、思いも掛けない

喜びであった。

現役時代に数回渡独しているが、一度の滞在期間

がどれも短く、長くて９ヶ月の留学、大抵は２～３ヶ

月のゼミナール参加、それも大学の授業との関係で、

夏休み前から４月初旬までの間という時期に限られて

いたので、ドイツの友人から「どうして５月に来ない

の？　Schöner Mai（美しい５月）というドイツ語を

知らないの？」と言われていた。チェコでその「美し

い５月」をこれほど鮮烈に体験しようとは夢にも思って

いなかった。そう言えば、ドイツのフランクフルトもチ

ェコのカールスバートも、同じ北緯50度ほどに位置

しているから、日本で３月半ばから５月にかけて順を

追ってゆっくりと経験する一連の開花を、ドイツでも

チェコでも同じように一度に集中的に見ることができ、

同じように「美しい５月」を持つことができるのだと、

納得した次第である。（因みに現在の日本には北緯

50度線は走っていない。サハリンの真ん中あたりを

横切っている。）

カルロヴィ・ヴァリ＝カールスバートという名は神

聖ローマ皇帝カール４世に因んでいる。彼の治世は

�346 ～ �378年であるが、言い伝えによれば、彼

は狩猟を好み、ある日山の中を鹿を追って行き、偶

然にこの地に湧き出る温泉を見つけ、＜カールの温

泉＞と名付けたと言われている。�358年のことだそ

うであるから、この街には650年の歴史があるわけ

である。オフジェ川にテプラー川が注ぎ込む辺りの

少し上流の、川の浸食によって形成された深い谷あ

いにこの保養地はあり、丘の上に建てられたゆかり
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写真 E

の鹿の像、英訳で＜jump of deer＞が谷底の街中

からも見える。テプラー川の両岸に��もの源泉が点

在しており、その湧出量と長い歴史を誇っている。こ

れらの源泉は専ら飲用で、コロナーダ（柱廊）と呼ば

れる前面は柱のみのオープンな、しかし大抵は非常

に装飾的な建物の中に、高さ30ｃｍばかりの温泉の

出る蛇口が一つ又は複数個あって、誰でも飲むこと

ができる。金色のプレートに源泉番号と源泉名と温

度が記されている。30度から65度もあり、気を付

けないと火傷をする。番号１のヴジーデルニー・コ

ロナーダには、地下�500ｍから温泉水を噴き上げ

ている間欠泉もある。毎分�000リットルの温泉水を

��ｍの高さに噴き上げる様は何とも壮観である。こ

のコロナーダだけはオープンでなく、ホールである。

ここで飲泉用の小さなカップ（写真Ｅ、高さ９cm）を

買い求めて、熱い温泉を冷ましながら試飲する。少

し塩辛く、酸味も感じる。決して美味ではなく、�� ヶ

所も回るうちに飽きてきて、飲むのを止めてしまった。

コロナーダの建物自体の美しさの方に気を取られて

しまう。現在私たちが見ているのはほとんどが�9世

紀の建築物である。

温泉はもちろん浴用にも使われる。宿泊したホテル

は、この街で最大、最古という触れ込み通り豪華で

あったが、カジノやジャグジーやサウナがあるのは

本館の方で、新館の宿泊者は広いホテルの中をそち

らまで出掛けなければならない。銭湯よろしく男女別

別の入り口から入り、水着に着替えて中に入ると、さ

っき別れた殿御方とまた合流という仕掛けになってい

る。飽くまで治療目的であるからだろう、極めて合目

的的な感じで、イイ湯ダナという日本の温泉情緒とは

程遠いのは当然であろう。ジャグジーで素朴そうなロ

シア人のお母さんと五、六歳の女の子と一緒になっ

た。別れるときにスパシーバと言われて、旧共産圏

にいるという実感があった。

言葉についてはブダペスト到着以来気を付けてい

た。外国人観光客相手のホテルであるから、英語が

一番通じるのは世界中同様であろうが、日本人と見

ると、オハヨウゴザイマス、コンニチワと声を掛けて

くる。売店でもアリガトウゴザイマスは訛りなく、淀み

ない。それ以上の日本語は出てこないと思うが。ドイ

ツ語で話し掛けても、返事は英語である。従業員が

大抵は若いから、ドイツ語は理解するだけであろうか。

しかしブダペストのホテルのバスルーム内の指示は

先ずドイツ語があり、それから英語であった。フラン

ス語の表示はどこでも見掛けなかった。カールスバ

ートのホテルで最初に貰った市内観光地図はロシア

語版であった。英語版かドイツ語版が欲しいと言って

も、それは無いとチェコ語版を渡された。地図の裏

にはタックスフリーショップの案内が英語、ロシア語、

日本語、サウジアラビア語、イスラエル語、トルコ語、

中国語で書いてあった。ここを訪れる観光客の多い

国であろうが、街で最も目についたのは中国の人の

元気な姿であった。高度成長期の日本人観光客もこ

のようであったのだろうか。

旅行業者のツアーに参加したのは二度目である

が、現地語で困らないように、年々配慮が行き届い

てきているらしく、今回は現地のガイドは皆日本語が

非常に上手な人を手配してあった。ハンガリーの女

性ガイドは姓が日本名であったから、日本人の奥さ

んと思われた。日本語の駄洒落を頻発し、ホンナラ

ボチボチイキマヒョカなどとのたまうチェコ人ガイドも

いた。スロヴァキアのガイドは中年の女性で、少し固

い日本語を話したが、途中で突然、日本でのキリス

ト教布教に生涯をかけた母国人宣教師（名前はメモ

し損ねた）について短い演説をしたときの日本語は、

本当に立派な文章日本語であった。あとで個人的に
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そのような私の印象を述べて、どこでその立派な日

本語を習ったかを尋ねたところ、ソ連時代にレニン

グラード（彼女はペテルスブルグと言った）に留学し

て、日本語を専攻し、翻訳をしていたとのこと。そし

て現在は分離独立を果たしＥＵ加盟国となった母国

で、日本人観光客のガイド。ここにも世界史の転変

があった。今は世界中に日本語を話す色々なキャリ

ヤーの人がおり、その日本語で生計を立てていると

いう事実に初めて気付かされた。そして美しい花々

の側で、急速に動く母国の歴史の中を生き抜く中欧

の人々のことにも。
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4 月例 会

「あなたは大丈夫？内臓脂肪貯まっていませんか？」

国立病院機構小倉病院院長　岡　嶋　泰一郎

例 催会 しと

（表１）メタボリックシンドロームの判定基準

ウエストサイズ
男　85cm
女　90cm以上

・高血圧　　130 / 85 以上
・高血糖　　空腹時　110mg / dl 以上
・中性脂肪　150mg / dl 以上 
 　　　　　 （またはHDL-C 40mg / dl 未満）
　　　　　　　　　　のうち、２つ以上がある。

＋

必須条件

（１）今、話題のメタボリックシンドローム

私たちが年齢を重ねますと、遅かれ早かれ動脈

硬化が起こってきます。近年の日本のように高齢

化社会になりますと、動脈硬化による病気を持つ

人の割合は増えてきます。以前は、動脈硬化によ

る心臓や脳の病気は日本より欧米で多いものと考

えられていましたが、日本でも食事の欧米化や自

動車保有数の増加に伴って増えてきました。また、

動脈硬化を起こす年齢も若年化しています。

動脈硬化を起こす危険因子としては血液のコレ

ステロール値が高いことがよく知られています

が、コレステロール値が高くない人でも動脈硬化

性疾患が起こることに注目が集まりました。高コ

レステロール血症以外に、肥満、糖尿病、高血圧

症、高中性脂血症（または低HDLコレステロール

血症）などは、それぞれが動脈硬化の危険因子と

なりますが、これらの因子がたとえ軽症であって

も、一個人に重複して存在すると、動脈硬化性疾

患にかかる危険が増大することが判ってきました。

これらの因子が全くない場合に比べて、１つあれ

ば5倍、２つで6倍、３つで36倍にもリスクが

増えるのです。このような複合リスク症候群の概

念を､WHOが「メタボリックシンドローム」と命

名しました。どのような人がメタボリックシンド

ロームに該当するかは、各国のお国事情で異なる

部分もあり、現状ではやや混乱を来たしています

が、日本における基準は表�に示すものです。まず、

腹囲が男性で 85cm、女性で 90cm以上あること

が前提条件であり、それに加えて①高血圧、②高

血糖、③中性脂肪が高い（または善玉コレステロー

ルが低い）のうち２つ以上があれば、メタボリッ

クシンドロームに該当します。日本でこの基準を

満たすメタボリックシンドロームの患者さんは、

予備軍を含めると �700万人に昇ると推計されて

います。しかし、ここで注意していただきたいのは、

腹囲がこれ以上あったとしても、他の３項目に異

常がなければメタボリックシンドロームではない

ということです。それほど思い悩む必要はありま

せん。逆に、腹囲が基準以下でメタボリックシン

ドロームにあてはまらないとしても、他の３つの

項目に異常が見つかれば要注意となります。この

ようなことから腹囲が絶対条件でない基準を採用

している国もあります。

（２）腹囲にこだわる理由　～

 　　　 諸悪の根源『内臓脂肪』

メタボリックシンドロームでみられる血糖、血

圧、脂肪の異常は、偶然同一の人に集まってくる

のでしょうか？いえいえ、そうではありません、

というのが腹囲にこだわる理由なのです。これら

の３つの因子を同時にあやつる「悪の根源」がある

のです。それが「内臓脂肪」、メタボリックシンド
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ロームの黒幕なのです。内臓脂肪が貯まっている

かどうかはお腹のCTスキャンを撮ればわかりま

すが、一般的にはお臍の周りの腹囲を測れば推定

できるのです。日本では前述した男女の基準、そ

れぞれ85cm、90cmを超える腹囲であれば、内

臓脂肪が貯まっていると考えられます。最近の知

見として脂肪細胞は単にエネルギーを蓄積するの

ではなく、ホルモンを始めとする様々な物質を分

泌していることがわかってきました。内臓脂肪が

貯まると、これらの物質のうち、動脈硬化を起こ

す悪玉物質が増え、逆に善玉物質（アディポネク

チンなど）が減ることが観察されています。その

結果動脈硬化が起こり、狭心症、心筋梗塞、脳卒

中などの危険が増して来るのです。

 

（３）内臓脂肪を減らすには

このように内臓脂肪が貯まることによって体に

よくないことがいろいろ起こってきますが、幸い

なことに内臓脂肪は貯まりやすいが、減りやすい

脂肪でもあるのです。内臓脂肪を減らすには、食事、

運動、ストレスなどライフスタイルを改善するこ

とが最も重要です。食事はバランスのよい内容で、

１日３回、腹八分にします。いろいろな品目を摂

り、よく噛んでゆっくり食べましょう。野菜はたっ

ぷり、果物も適切に摂りましょう。食後はしっか

り歯磨きをして歯周病を予防します。運動は日常

生活の中でこまめに動き、歩行を心がけましょう。

また加齢とともに筋肉量が減ってきますので筋力

トレーニングも必要です。ゆっくりペースのトレー

ニングで、無理のないように行ってください（田

中尚喜「百歳まで歩く」幻冬舎刊などの参考書があ

ります）。

また、人間が本来持っている日内リズムを壊す

ようなライフスタイルは内臓脂肪を貯めることに

つながりますので、夜更かしをしないことも大切

です。早寝、早起き、朝ごはんは健康三点セット

とも言えます。睡眠不足もメタボリックに悪影響

を与えます。最近の調査では、睡眠時間の少ない

小児はその後肥満になることもわかってきました。

人間がこの世で生活していく上で、いろいろなス

トレスに悩まされることは避けられません。過度

のストレスが体に悪影響を与えることは知られて

いますが、避けられないものである以上、対処方

法を工夫することが必要になってきます。自分の

考え方や気持ちの持ち方を変えたり、対人関係に

潤滑油を加えるなどのことを試みてみましょう。

香り（アロマセラピー）や音楽の効果もストレス緩

和に役立ちます。最近医学的に証明されたことで

すが、おなかの底から笑うと免疫力が高まったり、

血糖値が下がったり、体によい影響を与えること

が認められています。おかしくなくても笑う顔を

するだけでも効果があると言われています。いつ

も笑顔を絶やさずに。楽しい人の周りには楽しい

人が集まってきます。

（４）メタボリックシンドロームのお国事情

わが愛するドイツ、彼の国ではメタボリックシ

ンドロームはどうなっているのでしょうか？日本

人より二まわりも、三まわりも大きなドイツ人、

気になるところですね。腹囲の基準についてはド

イツ独特のものはなく、米国の基準や国際糖尿病

学会の基準を用いて判定しているようです。米国

の基準では男性�0�cm、女性88cm以上、糖尿病

学会の基準ではそれぞれ94cm、80cm以上とな

ります。日本の基準とすいぶん違っていることに

気づかれると思います。日本の場合はCTスキャ

ンで内臓脂肪を測定し、そこから腹囲の基準が導

き出された経緯があり他の国と異なっているので

すが、どちらが適切かはまだ議論の真っ最中です。

不思議なことに、ドイツ人を含む欧米の人はあん

なに太っている人が多いのにメタボリックシンド

ロームになる頻度は日本人とあまり変わりません。

これは日本人が肥満に弱い民族であり、軽度の肥

満でもメタボリックシンドロームや糖尿病になり

やすい体質をもっていると考えられます。日本人

は世界一の健康食である和食を食べて、まめに体

を動かして、あまり太らないように心がけること

が大切なようです。最後に自作の歌詞による「愛
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しのメタボリック」という歌を紹介します（表２）。

メタボリックシンドローム撲滅の真髄が凝縮され

て含まれています。雪山讃歌（愛しのクレメンタ

イン）」のメロディーに合わせて歌って下さい。一

日３回、毎食前に歌えば効果万点です。それでは

皆様の御健康をお祈りいたしております。

（表２）　愛しのメタボリック（My darling, Metabolic）

原曲　愛しのクレメンタイン　　作詞　岡嶋　泰一郎　

１．燃やせ、燃やせ、内臓脂肪

　　動脈硬化にならないために

２．食べろ、食べろ、よく噛んで食べよう

　　あぶらの少ない健康食を

３．流せ、流せ、汗を流せ

　　丈夫な筋肉、体を守る

４．減らせ、減らせ、ストレス減らせ

　　わくわくいきいき楽しい人生

５．オー、マイ　ダーリング、　

　　　　　　　　　　オー、マイ　ダーリング

　　オー、マイ　ダーリング、メタボリック

　　別れはつらいが、おさらばするぜ

　　別れはつらいが、おさらばするぜ！
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6 月例 会

Sprachpolitik in Europa  (Kurzfassung)

President der EFNIL     Dr. Gerhard Stickel

In Europa wie in anderen Teilen der Welt gibt es derzeit zwei gegenläufige Tendenzen: a) Der Bedarf an internatio-

naler Kommunikation drängt zu sprachlicher Vereinheitlichung. b) Für viele Menschen ist die eigene Sprache die 

Basis der eigenen Kultur. Deshalb setzen sie sich für die Bewahrung der eigenen Sprache und oft auch für die der 

sprachlichen Vielfalt insgesamt ein.

Auf dem Kontinent Europa werden wenigstens 70 autochthone Sprachen gesprochen, nach einigen Zählungen sogar 

um die 100. Die Unschärfe der Zählung ist vor allem durch die schwierige Unterscheidung zwischen Sprachen und 

Dialekten bedingt. Neben seiner geographischen Bedeutung hat das Wort Europa auch eine politische Lesart, näm-

lich als Kurzform für die Europäische Union (noch kürzer EU). Seit Anfang 2007 hat die EU 27 Mitgliedsstaaten 

und 23 offizielle Sprachen. Die folgende Tabelle nennt die offiziellen Sprachen der Europäischen Union mit der 

ungefähren Anzahl der Menschen, die diese Sprachen als Erstsprachen oder Zweitsprachen verwenden, und zwar 

sowohl in der EU als auch weltweit. 

Offizielle Sprachen der Europäischen Union (EU)

 (geschätzte Sprecheranzahl jeweils in Millionen)

   EU 　　　   Welt

Deutsch 92 110 
Französisch 60 130
Englisch 58 570 
Italienisch 58 63
Spanisch 38 350
Polnisch 37 45
Rumänisch 20,5 27
Niederländisch 20 22
Ungarisch 10,3 15
Portugiesisch 10 185
Tschechisch 10 12
Griechisch 9,7 12
Schwedisch 8,2 9
Bulgarisch 7,9 9
Dänisch 5,1 5,4
Slowakisch 4,9 5,7
Finnisch 5 5,1
Litauisch 3 3,6
Slowenisch 1,8 2
Lettisch 1,4 1,6
Estnisch 1,1 1,3
Maltesisch 0,37 0,48
Irisch 0,28 0,35
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Einige dieser Sprachen werden in mehreren Staaten gesprochen, so etwa Deutsch, Französisch, Englisch, Nieder-

ländisch und einige andere. Die Sprachenkarte Europas deckt sich also nicht mit seiner politischen Karte.

Wie die Tabelle zeigt, unterscheiden sich die Sprachen nach der Anzahl ihrer Sprecher sehr stark: von Maltesisch 

und Irisch mit nur etwa 3-400000 Sprechern bis zu Deutsch mit circa 92 Millionen. Mit der deutschsprachigen 

Schweiz und den deutschen Minderheiten in anderen europäischen Ländern hat Deutsch sogar knapp 100 Mio. 

Sprecher in Europa. Wenn man auch die Sprachverteilung außerhalb Europas berücksichtigt, sieht es mit der Größe 

der Sprechergruppen anders aus. Während die deutsche Sprache die meisten Sprecher in Europa hat, haben die 

europäischen Sprachen Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch ihre meisten Sprecher nicht in Europa, 

sondern in anderen Kontinenten. 

Viele Europäer, die nationalen Regierungen und die Organe der Europäischen Union wollen die derzeitigen 

sprachlichen Verhältnisse in Europa bewahren. Den nationalen Regierungen geht es vor allem um die Sprachen, die 

in ihren Ländern als offizielle Standardsprachen gebraucht werden. Die EU möchte die Sprachenvielfalt Europas 

insgesamt erhalten, muss dabei aber auch Probleme der Kommunikation zwischen Angehörigen der verschiedenen 

europäischen Sprachgemeinschaften beachten. Hauptargument für die Erhaltung der sprachlichen Vielfalt ist, dass 

sie eine wesentliche Bedingung für die kulturelle Vielfalt Europas ist. Aus nationaler Perspektive gilt: Die eu-

ropäische Vielsprachigkeit ist wichtig, weil die einzelnen Sprachen wichtig und wertvoll sind. Und der Wert jeder 

einzelnen Sprache liegt besonders darin, dass sie die eigene Sprache ihrer Sprecher ist. 

Dafür, dass eine Sprache als wertvolles Eigentum angesehen wird, gibt es viele Anzeichen, auch abgesehen von staat-

licher Sprachpolitik. Symptomatisch ist in Deutschland und anderen europäischen Ländern der Widerstand vieler 

Menschen gegen merkliche Veränderungen des Wortschatzes durch Anglizismen, also durch Entlehnungen aus der 

englischen Sprache. Symptomatisch ist auch die heftige Diskussion in Deutschland über die Rechtschreibreform. 

Ähnliche Diskussionen hat es über orthographische Reformen in Frankreich und den Niederlanden gegeben. Diese 

Diskussionen  sind Symptome für das Bedürfnis vieler Menschen, ihre eigene Sprache vor merklichen Veränderun-

gen zu bewahren, selbst wenn diese nicht den Kern der Sprache, sondern nur deren schriftliche Außenseite betref-

fen. 

Bemühungen um die Erhaltung der eigenen Sprachen sind nicht in allen Ländern gleich stark. Die Reaktionen der 

Deutschen auf Veränderungen ihrer Sprache sind bisher moderat im Vergleich zu den staatlichen Schutzbemühun-

gen etwa der Franzosen, der Polen und kleinerer Sprachgruppen. Die nationalen Sprachpolitiken der Staaten der 

EU sind bisher uneinheitlich. Eine Grobunterscheidung lässt sich treffen zwischen Staaten mit einer starken Ein-

flussnahme auf die sprachlichen Verhältnisse im eigenen Land und solchen, bei denen eine solche Einflussnahme 

gering ist. Besonders ausgeprägt ist die staatliche Sprachpflege in Frankreich, wo sich die Académie française seit 

über 350 Jahren um die Reinheit der französischen Sprache kümmert und wo es auch Gesetze zum Schutz des Fran-

zösischen  gibt. An den französischen Sprachgesetzen orientiert sich auch das polnische Sprachgesetz. Gesetzliche 

Sprachregelungen gibt es auch in Spanien und Portugal, wo ebenfalls Sprachakademien existieren. Die älteste der 

europäischen Sprachakademien, die Accademia della Crusca in Florenz/Italien, hat nur geringen politischen Ein-

fluss. In Deutschland gibt es weder Sprachgesetz noch Sprachakademie. Nur in Spezialgesetzen wird Deutsch als 

Gerichts- Verwaltungssprache vorgeschrieben. Keinerlei gesetzliche Bestimmungen bestehen für Englisch in Groß-

britannien. Es gibt lediglich Fördermaßnahmen für Kymrisch in Wales und Gälisch in Schottland. Wieder anders 

sind die Verhältnisse in den kleineren Staaten der EU. In den skandinavischen und baltischen Ländern z.B. besteht 

jeweils ein Sprachrat, der die Regierungen sprachpolitisch berät. 

Die Sprachentwicklung in Europa insgesamt wird vor allem bestimmt durch die Zunahme an Kontakten über die 

Grenzen der eigenen Sprachen hinaus in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Tourismus. Dabei ist zu unter-

scheiden zwischen den Amtssprachen der einzelnen Staaten und den Regional- und Minderheitensprachen. Zu 

letzteren hat der Europarat schon 1992 eine Charta beschlossen, die inzwischen von den meisten Staaten ratifiziert 
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worden ist. In Deutschland betrifft diese Charta die Minderheitensprachen Sorbisch, Friesisch, Dänisch und Nie-

derdeutsch. Für das gesamteuropäische sprachliche Miteinander sind die Regional- und Minderheitensprachen 

jedoch kein besonderes Problem. Dass sich etwa spanische Basken mit französischen Bretonen, deutschen Sorben 

und britischen Walisern treffen und darüber diskutieren oder gar streiten, in welcher dieser Sprachen sie sich unter-

halten sollen, ist wenig wahrscheinlich.

Viel häufiger sind Begegnungen zwischen Sprechern mit Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch oder Englisch 

als Erstsprachen. Dabei stellt sich die Frage, in welchen Sprachen man miteinander kommunizieren kann oder soll. 

Diese Frage wird oft so gelöst, dass Englisch als Verkehrssprache benutzt wird, meist auch nur eine reduzierte 'in-

ternationale' Varietät des Englischen, die man scherzhaft Internationalish nennt oder auch BSE (Bad Simple Eng-

lish) oder McLanguage. Der Trend zum Internationalish ist ein weltweites Phänomen und gilt wohl auch für Japan. 

Die Entwicklung der europäischen Sprachen, einschließlich der europäischen Formen des Englischen, kann hier-

durch längerfristig Nachteile erleiden, besonders dann, wenn Englisch nicht nur als Hilfssprache für internationale 

Begegnungen verwendet wird. Europäische Naturwissenschaftler, viele Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler 

publizieren bekanntlich nur noch auf Englisch. Einige multinationale Wirtschaftskonzerne mit Sitz in den Nie-

derlanden, den skandinavischen Staaten und in Deutschland haben auch für ihre heimischen Mitarbeiter Englisch 

als Konzernsprache eingeführt. Hierdurch werden in diesen Domänen die anderen Sprachen abgewertet. Wichtige 

europäische Wissenschaftstraditionen können so in Vergessenheit geraten. Wenn diese Entwicklung sich verstärkt, 

könnte sich in den kontinental-europäischen Ländern nach und nach eine Diglossie entwickeln, d.h. eine funktio-

nale Zweisprachigkeit. Dabei würden wichtige Angelegenheiten in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zuneh-

mend auf Englisch oder Internationalish verhandelt, und der Gebrauch der anderen Sprachen beschränkte sich 

eines schlechten Tages nur noch auf Familie, Freunde und Folklore. 

Zurzeit glaube ich nicht, dass es schon bald dahin kommt. Zu erwähnen sind neben den Maßnahmen der einzelnen 

Staaten für ihre Sprachen auch die Bemühungen der EU um die Mehrsprachigkeit. In den europäischen Institu-

tionen treffen Politiker und Beamte aus den 27 Mitgliedsländern mit deren 23 Amts- und Arbeitssprachen zusam-

men. Bisher gibt es dafür  nur wenige feste Sprachregelungen. Dabei geht es um drei Bereiche:

• Bei offiziellen Sitzungen des Europäischen Parlaments und des Ministerrats sind alle 23 Sprachen gleichbe-

rechtigt; d.h. sie alle können gesprochen werden und in sie wird auch übersetzt.

• Alle Rechtsdokumente, von denen die Mitgliedsstaaten betroffen sind, müssen in allen Sprachen abgefasst sein.

• Außerdem hat jeder Bürger eines EU-Staates das Recht, sich in seiner Sprache an die Organe der Union zu 

wenden und eine Antwort in dieser Sprache zu bekommen (wenn es eine der 23 offiziellen Sprachen ist).

Die alltägliche Kommunikation der Beamten und Politiker ist aber nicht so vielsprachig. Zurzeit sind die am häu-

figsten gebrauchten Arbeitssprachen der EU Englisch und Französisch. Deutsch folgt mit einigem Abstand, und mit 

noch größerem Abstand folgen Spanisch und Italienisch. Die übrigen Amtssprachen spielen für den praktischen 

Kontakt von verschiedensprachigen EU-Angehörigen keine Rolle. In den letzten Jahren hat sich die Gebrauchs-

häufigkeit weiter zu Gunsten des Englischen und zu Ungunsten des Französischen verschoben. Der Gebrauch von 

Deutsch hat etwas zugenommen, reicht aber nicht an Englisch heran. Eine alltagspraktische Verwendung aller 23 

Sprachen ist nicht möglich. Bisher gibt es aber noch kein klares Konzept für das ‚Sprachenregime’ in den EU-

Institutionen. Diskutiert werden verschiedene Modelle. Sie reichen von einer Arbeitssprache (d.h. Englisch), über 

zwei (Englisch und Französisch), drei (Englisch, Französisch, Deutsch), fünf (dazu noch Spanisch und Italienisch) 

bis sechs. Die sechste wäre dann Polnisch. Darüber gibt es aber noch keine Einigung.

Die weitere Entwicklung ist nur schwer abzusehen. Wichtig ist aber eine sprachpolitische Neuerung: Im Unter-

schied zu früheren Jahren hat die Europäische Kommission nun einen eigenen Kommissar für Mehrsprachigkeit. 

(Die Funktion eines Kommissars der EU entspricht ungefähr der eines Ministers.) Bis Ende 2006 war der Slowake 
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Ján Figel Kommissar für Mehrsprachigkeit, der sich nachdrücklich um Impulse für die europäische Sprachpoli-

tik bemühte. Es sind auch mehr finanzielle Mittel für diese Zwecke bewilligt worden. Unter anderem geht es um 

Stipendien für die Weiterbildung von Sprachlehrern im Sprachausland und für den Austausch von Schülern und 

Studenten sowie für die Entwicklung neuer Materialien und Methoden des Fremdsprachenunterrichts. Seit Anfang 

2007 wird dieses Programm von dem neuen Kommissar für Mehrsprachigkeit, dem Rumänen Leonard Orban, fort-

gesetzt. 

Wie sich die EU-Beamten und -Politiker sprachlich verhalten, könnte den Bürgern der Mitgliedsstaaten gleichgültig 

sein, wenn diese Sprachpraxis nicht eine gewisse symbolische Qualität für das sprachliche Miteinander in Europa 

hätte. Die Programme für die Bürger der EU-Staaten gehen zumeist von der Überzeugung aus, dass eine wirksame 

Sprachpolitik in erster Linie praktizierte Bildungspolitik sein muss. Eine Teillösung für die Aufgaben der inter-

lingualen Verständigung ist sicherlich die zunehmende individuelle Mehrsprachigkeit der Menschen auch in den 

bisher überwiegend einsprachigen Staaten und Regionen, also auch in Deutschland. Sofern wir selbst noch nicht 

mehrsprachig sind, müssen spätestens unsere Kinder und Enkel zur eigenen Sprache möglichst zwei weitere hinzu-

lernen, und zwar so, dass sie diese Sprachen aktiv gebrauchen können. Dieses Erziehungsziel nennt man abgekürzt 

1 + 2 Sprachen, d.h. Muttersprache plus 2 Fremdsprachen. Hierauf  haben sich die Staats- und Regierungschefs 

der EU-Staaten 2002 in Barcelona geeinigt. Hinzukommen sollte möglichst eine rezeptive Kenntnis weiterer 

Sprachen, also die Fähigkeit, Äußerungen in anderen Sprachen zu verstehen, ohne sie selbst sprechen oder 

schreiben zu können. Für alle Europäer gilt: Wer seine eigene Sprache fördern will, muss auch andere Sprachen 

lernen. 

Einen betont europäischen Bezug hat auch die 2003 in Stockholm gegründete Organisation Europäische Föde-

ration nationaler Sprachinstitutionen, englisch: European Federation of National Institutions for Language 

(EFNIL). In ihr sind die Sprachakademien und zentralen Sprachinstitute der Staaten der Union zusammenge-

schlossen (Näheres unter www.efnil.org). Aus Deutschland sind es das Institut für Deutsche Sprache und die 

Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. EFNIL wirbt für die Bewahrung und Weiterentwicklung der 

europäischen Hochsprachen und die Förderung der individuellen Mehrsprachigkeit der Europäer unter anderen mit 

einer Maxime von Goethe: 

   Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. 

Umstritten bleiben die Wahl und die Reihenfolge der zwei Fremdsprachen im Unterricht. In mehreren Ländern ist 

es schon festgelegt, dass eine der beiden Fremdsprachen Englisch sein sollte, und zwar durchweg als erste Fremd-

sprache. In Deutschland wird darüber noch diskutiert. Die Eltern der Schulkinder verlangen meist Englisch als 

erste Fremdsprache. Mit anderen Kollegen plädiere ich entschieden dafür, möglichst nicht mit Englisch zu begin-

nen, weil dies in den meisten Fällen nur zu einer Anderthalbsprachigkeit führen würde: Muttersprache und ein 

bisschen Englisch. Der praktische Nutzen von Englisch ist sein pädagogischer Nachteil. Wenn junge Menschen 

erfahren, dass schon geringe Englischkenntnisse sehr nützlich sein können, lernen viele nicht mehr weiter. Deshalb 

sollte meiner Überzeugung nach mit Französisch, Spanisch, Italienisch oder einer anderen europäischen Sprache 

begonnen und Englisch als zweite oder dritte Fremdsprache hinzugenommen werden. Damit würden die Aussich-

ten auf eine echte Dreisprachigkeit möglichst vieler Europäer wesentlich verbessert. Mit dieser Auffassung bilden 

meine Kollegen und ich jedoch bisher eine Minderheit. Es ist also noch viel Überzeugungsarbeit zu tun.

Die sprachliche Situation in Europa ist weiterhin im Fluss. Noch sind nicht alle Europäer mehrsprachig. Wenn wir 

selbst dies noch nicht ganz erreichen, erhoffen wir es für unsere Kinder und Enkel. Ich bin optimistisch und halte 

es für unwahrscheinlich, dass Europa seinen sprachlichen und kulturellen Reichtum aufgeben und eines Tages ganz 

englischsprachig werden könnte. Deshalb lohnt es sich meiner Meinung nach auch für japanische Studierende, die 

sich für Europa interessieren, neben Englisch eine oder gar zwei andere europäische Sprachen zu lernen. 



− �4 −

　　　　ヨーロッパの言語政策（要約）　　EFNIL 会長　Dr. G. シュティッケル

世界各地と同様、ヨーロッパにも現在逆方向に

向かう二つの傾向が存在する。一つは、国際的コ

ミュニケ−ションに対する需要が言語的統一を迫

っていることであり、他の一つは、多くの人間に

とって自己の言語は自己の文化の基盤であるとい

うことである。それ故に彼らは自分の言語の維持

のために、そしてまたしばしば、言語の多様性を

そのまま維持するためにも尽力するのである。

ヨーロッパ大陸では少なくとも 70の土着言語

が話されているが、二、三の調査によれば、それ

は約�00とさえ言われている。この調査結果の曖

昧さは、とりわけ、民族や国家の言語と方言の区

別の難しさから来ている。地理学的意味と並んで、

ヨーロッパ という語には政治的解釈、すなわちヨ

ーロッパ連合の短縮形（更に縮めてEU ）としての

解釈もある。�007年の初めからEUの加盟国は

�7 ヶ国、その公用語は�3 ヶ国語である。右の表

はEUの公用語およびそれを第一言語あるいは第

二言語として使用している人間の概数を、EU内

および全世界について示したものである。

このなかの幾つかの言語は複数の国で話されて

いる。たとえば、ドイツ語、フランス語、英語、

オランダ語、その他がそれである。従って、ヨー

ロッパの言語地図はその政治的地図とは一致しな

い。

この表が示す通り、言語使用者の数から見ると、

これらの言語の間には非常に大きな相違がある。

その使用者がおよそ30 ～ 40万人に過ぎないマル

タ語およびアイルランド語から、約 9,�00万人の

使用者を持つドイツ語に至るまで、その差は大き

い。ドイツ語圏スイスおよびヨーロッパの他の国々

のドイツ語を話す少数グループを加えるならば、

ヨーロッパでドイツ語を話す人の数は１億にすら

達しかねない。ヨーロッパ外の言語分布をも考慮

するならば、それぞれの言語使用者グループの大

きさはまた違った様相を呈してくる。ドイツ語使

用者の大部分はヨーロッパにいるが、英語、スペ

イン語、ポルトガル語、フランス語といったヨー

ロッパ語については、最多数の使用者はヨーロッ

パにではなく、他の大陸にいるからである。

多くのヨーロッパ人、EUの各国政府および諸

機関は、ヨーロッパにおける現在の言語情勢を維

持することを望んでいる。各国政府にとっては、

その国で公式の標準語として使用されている言語

はとりわけ重要である。EUはヨーロッパの言語

ヨーロッパ連合（ＥＵ）の公用語と

推定使用者数（百万単位）

  　 EU  全世界

ドイツ語 　９２  １１０

フランス語 　６０  １３０

英語  　５８  ５７０

イタリア語 　５８  　６３

スペイン語 　３８  ３５０

ポーランド語 　３７  　４５

ルーマニア語 　２０,５ 　２７

オランダ語 　２０  　２２

ハンガリー語 　１０,３ 　１５

ポルトガル語 　１０  １８５

チェコ語 　１０  　１２

ギリシャ語 　　９,７ 　１２

スウェーデン語　　８,２ 　　９

ブルガリア語 　　７,９ 　　９

デンマーク語 　　５,１ 　　５,４

スロヴァキア語　　４,９ 　　５,７

フィンランド語　　５  　　５,１

リトアニア語 　　３  　　３,６

スロヴェニア語　　１,８ 　　２

ラトヴィア語 　　１,４ 　　１,６

エストニア語 　　１,１ 　　１,３

マルタ語 　　０,３７ 　　０,４８

アイルランド語　　０,２８ 　　０,３５
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多様性を全部そのまま維持したいところであるが、

しかし同時に、ヨーロッパの異なった言語社会に

属する人々の間のコミュニケーションという問題

にも留意せざるを得ない。言語的多様性の維持を

主張する主要な論拠は、それがヨーロッパの文化

的多様性のための本質的前提条件であるという点

である。国家的視点から言えば、個々の言語が重

要で貴重であるが故に、ヨーロッパの多言語性は

重要であると考えられる。そして夫々の個別言語

の価値は特に、その言語が使用者にとって自分の

言語であるという点に存する。

ある言語が貴重な財産であると考えられている

ことについては、国家的言語政策を度外視しても、

多くの徴候が存在する。そうした徴候と見なされ

るのが、ドイツおよびその他のヨーロッパの国々

で認められる英語的語法、すなわち、英語からの

借用によって起こる語彙の顕著な変化に対して、

多くの人が示す抵抗である。ドイツにおける正書

法改革に関する白熱した論争もまたその徴候であ

る。同様の論争は、フランスおよびオランダの正

書法改革について行われた。これらの論争は、た

とえそれが言語の核心に関するものではなく、文

字として書く場合の外面に関するだけのことであ

っても、自分の言語を顕著な改変から守ろうとす

る多数の人間の欲求を示す徴候である。

自己の言語を維持しようとする努力の大きさは、

すべての国で同じではない。ドイツ語改変に対す

るドイツ人の反応は、たとえばフランス人、ポー

ランド人、その他比較的小さな言語グループに属

する人々の国家的な防衛努力に比較すれば、これ

までは穏健なものであった。EU諸国の国家的言

語政策はこれまでは統一的でない。一つ大まかな

区別が、自国の言語的状況に強い影響力行使があ

る国と、そのような影響力行使が少ない国との間

に認められる。350年以上も前からアカデミー・

フランセーズが純粋なフランス語を守る努力を続

け、フランス語保護法すら存在するフランスの国

家的な自国語保護の姿勢は特に際立っている。こ

のフランスの言語法をポーランドの言語法も指向

している。法律による言語規制はスペインとポル

トガルにもあり、そこには同様に言語アカデミー

もある。ヨーロッパ最古の言語アカデミーである

イタリア、フローレンスのアカデミア・デラ・ク

ルスカは僅かな政治的影響力しか持っていない。

ドイツには言語法も言語アカデミーもない。特別

法の中で、法廷用語および行政用語としてドイツ

語が規定されているだけである。イギリス連合王

国では英語に対して何ら法的規定はない。ただ、

ウェールズのキムリ語とスコットランドのゲール

語のための振興措置があるだけである。EUの比

較的小さい国々での状況もまたいろいろと異なっ

ている。たとえばスカンジナビアおよびバルト諸

国には、それぞれに政府に対して言語政策上の諮

問を行う審議会が設けられている。

ヨーロッパの言語の発展全体をとりわけ決定し

ているのが、経済・政治・科学・観光の分野での、

自国語の境界を超えた接触の増大である。その場

合、区別されねばならないのが、個々の国家の公

用語と地域言語・少数民族言語である。後者に対

してヨーロッパ会議は、すでに �99� 年に一つの

憲章を議決し、それはその後大多数の国によって

批准された。ドイツでこの憲章に関係があるのは、

ソルビア語、フリース語、デンマーク語、低地ド

イツ語等の少数民族言語である。しかし、全ヨー

ロッパ的な言語の相互関係にとっては、地域言語

と少数民族言語は何ら特別な問題ではない。たと

えばスペインのバスク人がフランスのブルトン人

やドイツのソルビア人、イギリスのウェールズ人

たちと出会って、これらの人々の誰の言語を使っ

て話をしたらよいかを議論する、あるいは、それ

どころか論争するなどということは、ほとんどあ

り得ないことである。

それより遥かにしばしば起こり得るのは、第

一言語としてドイツ語、スペイン語、フランス

語、イタリア語あるいは英語を話す人々の間の出

会いである。この場合には、相互のコミュニケー

ションのためにどの言語を使うのがよいか、ある

いは、どの言語にすべきかという問題が生じて来
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る。この問題はしばしば、英語を交流語として使

用することによって解決されるが、その英語が大

抵の場合、冗談に国際主義語 （Internationalish） 

と か BSE （Bad Simple English）と か マ ク ド

ナルド語 （McLanguage） とか呼ばれる、英語

の貧相な‘国際的’変種に過ぎないものである。

Internationalish  に向かうこの趨勢は全世界的現

象であり、おそらく日本でもそれは認められるで

あろう。

ヨーロッパ型の英語を含むヨーロッパの諸言語

の発展は、これによって比較的長期にわたり色々

な不利益を蒙ることがあり得る。英語が国際的出

会いのための補助言語として使用されるだけでな

い場合には、特にそうである。周知のようにヨー

ロッパの自然科学者、多くの経済学者および社会

科学者たちはもう、その論文を英語でしか出版し

ない。オランダやスカンジナビア諸国、ドイツに

本拠を持つ幾つかの多国籍経済コンツェルンは、

自国の社員に対しても英語をコンツェルン内用語

として導入した。それによってこれらのコンツェ

ルンの御料地では、他の言語が軽視されることに

なる。ヨーロッパの重要な学問的伝統が、そのよ

うにして忘れ去られてしまいかねない。このよう

な進展が更に強化された場合は、ヨーロッパ大陸

諸国で次第にダイグロシア、すなわち、機能的二

言語併用が進展するかもしれない。そうなれば、

政治、経済、科学の分野の重要問題は、ますます

英語あるいは Internationalish  で話し合われるこ

とであろう。そしてその他の言語は、ある日気が

付いてみると、もはや家族内、友人間、あるいは

民謡の世界でしか使われないという惨めな状態に

なっているであろう。

現在私は、事態はもう直ぐにでもそこまで進む、

とは考えてはいない。言及されねばならないのは、

個々の国家の自国語に対する措置と、それと並ん

で多言語併用についての EU の各種の努力であ

る。EU の各種機関では、�3 の公用語・業務用語

を使用する�7の加盟国から来ている政治家や職

員が出会っている。従来は、このような状況のた

めの明確な言語規制は僅かしか無かった。その場

合三つの分野が問題になっている。

＊　ヨーロッパ議会と閣僚理事会の公式会議で

は、�3の言語はすべて同等の権利を有する。

すなわち、�3の言語すべてを使うことがで

き、また、翻訳もすべての言語に対してな

される。

＊　加盟国が関係する一切の法律文書は、すべ

ての言語で作成されていなければならない。

＊　更に、EU 加盟国の市民は誰でも、自分の

言語（それが �3 の公用語の一つであれば）

を使ってEU 機関に問い合せをし、その言

語で回答を受け取る権利を有する。

職員および政治家の日常的コミュニケーション

は、しかし、それほど多言語的ではない。現在最

も高い頻度で使われる EU の業務用語は英語と

フランス語である。若干の差でそれに続くのがド

イツ語、更に大きく差を空けて続くのがスペイン

語とイタリア語である。その他の公用語は、異な

る言語を話すEU 加盟国の職員および政治家の間

の実際的交流のためには、何ら役割を演じていな

い。近年は言語使用の頻度が一層英語に有利に、

フランス語に不利に変化して来ている。ドイツ語

の使用は幾分増加したが、英語には及ばない。�3 

の言語すべてを毎日、実際に使うことはあり得な

い。しかし、これまでのところEU の諸機関の中

の「言語秩序」に対する確たる構想はまだ存在しな

い。議論されているのは様々なモデルである。そ

れは、業務用語は一つ（すなわち英語）とするもの

から、二つ （英語とフランス語）、三つ （英語、フ

ランス語、ドイツ語）、五つ（更にスペイン語とイ

タリア語が加わる）と増えて、六つとする案まで

ある。その場合、六番目はポーランド語であろう。

これについてはしかし、まだ合意には至っていな

い。

更なる進展について予測することは非常に難し

い。重要なことはしかし、言語政策上の改革であ

る。以前とは異なり、今ではヨーロッパ委員会に

は多言語併用のための専任の委員がいる。（EUの
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委員の職務はほぼ大臣の職務に匹敵する）。�006

年末までスロヴァキア人の Ján Figel が多言語併

用委員であったが、彼はヨーロッパの言語政策の

推進のために多大な尽力をした。この目的のため

の財政的資金の増額も承認された。中でも、言語

の異なる外国で自国語を教える教員の継続教育の

ための奨学金、また、生徒および学生の交換のた

めの奨学金、そして外国語授業のための新しい教

材と教授法を開発するための助成金は大切である。

�007年の初めから、このプログラムは新しい多

言語併用委員、ルーマニアの Leonard Orbanに

よって引き継がれている。

EUの職員と政治家たちが言語的にどのように

行動しているかということなど、もし、このよう

な実際の言語行動がヨーロッパにおける言語的相

互関係にとって、ある種の象徴的性質を持つもの

でなければ、加盟諸国の市民にとってはどうでも

よいことのはずである。EU加盟国の市民のため

のいろいろのプログラムは、大抵、有効な言語政

策は先ず第一に実践に移される教育政策であらね

ばならない、という信念を出発点としている。従

来は圧倒的に一言語であった国家あるいは地域に

おいても、つまりドイツにおいても、個々人の多

言語能力の増大が異言語間意思疎通という課題に

とって、一つの部分的解決法であることは確かで

ある。我々自身がまだ多言語能力を持つに至って

いないならば、遅くとも我々の子供や孫たちは自

国語に加えて、できれば更にもう二つの言語を習

得しなければならない。しかも、それを能動的に

使いこなすことができなければならないのである。

この教育目標を略語化して１＋２言語、すなわち

母国語プラス２外国語 と呼んでいる。この点につ

いて EU加盟国の国家元首および首相は、�00�

年にバルセロナで合意した。その上に、できれば

それ以外の言語の受動的知識、すなわち、自分自

身はその外国語で話したり書いたりはできなくと

も、相手が述べていることを理解する能力が更に

付け加わることが望ましい。自分自身の言語を振

興しようと欲する者は、他の言語をも習わねばな

らないということは、すべてのヨーロッパ人に当

て嵌まることである。

ことさらヨーロッパ的な関連を持つものの一つ

が、�003 年にストックホルムで設立された組織、

国立言語協会ヨーロッパ連盟Europäische Föde-

ration nationaler Sprachinstitutionen、英語で

は European Federation of National Institu-

tions for Language （EFNIL）である。この連盟

にEU加盟国の言語アカデミーや中心的言語研究

所が結集している （詳細は www.efnil.org で）。

ドイツからはドイツ語研究所 とドイツ言語・文学

アカデミーが参加している。EFNILは、なかんず

く次のゲーテの箴言をモットーに、ヨーロッパ諸

国の標準語の保護とその更なる発展、および個々

のヨーロッパ人の多言語能力助成のために運動し

ている：

外国語を知らない者は、自分自身の言語

のことを何も知らないのだ。

授業で教えるべき二つの外国語の選択と順序に

ついては、まだ議論の余地がある。いくつかの国

ではすでに、二外国語のうちの一つは英語にする、

しかも、必ず英語を第一外国語にすると決定され

た。ドイツではそれはまだ議論中である。児童の

両親たちは大抵英語を第一外国語にと望んでいる。

他の同僚たちと共に私が断固支持しているのは、

外国語をできるだけ英語から始めないとする立場

である。何故ならそれは大抵の場合、�.5言語能力、

すなわち、母国語と少しばかりの英語しか身につ

かないで終わるであろうからである。英語の持つ

実際上の効用は教育的には不利である。若者たち

が僅かな英語の知識だけでもう結構役に立つこと

を経験したら、多くの者はそれ以上は学ぼうとし

ない。それ故にフランス語、スペイン語、イタリ

ア語、あるいはその他のヨーロッパ語の一つから

始めて、それに加えて第二外国語または第三外国

語として英語を習うのがよい、というのが私の信

念である。この方法によって、できるだけ多くの

ヨーロッパ人が真の三ヶ国語能力を身につけるこ

とへの見通しは、はるかに明るいものとなるであ
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ろう。しかし、このような見解を持つ私の同僚た

ちと私は、これまでのところ少数派である。 従っ

て、まだ多くの説得活動が行われねばならない。

ヨーロッパにおける言語をめぐる状況は引き続

きなお流動的である。まだすべてのヨーロッパ人

が多言語能力を身につけているわけではない。我々

自身がこれをまだ完全に達成していないのであれ

ば、我々の子供や孫の世代にそれを期待する。私

は楽観的であり、ヨーロッパがその言語的、文化

的豊かさを放棄して、ある日全く英語しか使わな

くなるかもしれないなど、およそあり得ないと思

っている。それだから、ヨーロッパに関心を抱く

日本の大学生たちにとっても、英語と並んで他の

ヨーロッパ語を一つ、あるいは、それどころか二

つ習うことは報われる努力である、というのが私

の意見である。

（髙田淑 訳）　
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7 月例 会

７月恒例のビアフェスト

城島印刷　二本木　一　哉

7月�8日(土)ビアフェスト当日の午後4：30。

「二本木～、行こうか～？」

営業からあわてて戻ってきた社長の仲西。すぐ

にタクシーを捕まえて乗り込み、いざ雁ノ巣、ビ

アフェストへ。

「ごめん、名刺忘れた。」と社長。

会社へ戻って名刺ケースを手にして、再びタク

シーへ。

「すみません。デジカメ忘れました。」

今度は私が会社へ戻り、ロッカーからデジカメ

を取り出し急ぎタクシーへ。今度こそいざ雁ノ巣、

ビアフェストへ。

さて、このときすでに午後4：50。私と社長の

迷コンビはこうして現地へやってきました。

ちょうどそのころ原田副会長の挨拶が始まって

いました。その後で根本先生の紹介で、仲西が挨

拶をさせて頂きました。

「遅れて申し訳ございません。云々・・・・。」

原田副会長の乾杯の音頭でビアフェストの開幕。

取り急ぎ渇いたのどにビールを流し込みおいしい

料理に舌鼓を打ちました。

それはすばらしい景色の下でのビアフェストで

した。天気にも恵まれ、澄み切った青空の下、目の

前に広がる海辺の風景は私の心をリッチな気分に

させてくれます。月に１回会社近辺の居酒屋にいっ

てリッチな気分になるのとはちょっと違いました。

お店のおすすめ料理もこの日のソーセージと焼き

そばにはかないません。本当においしかったです。

徐々にお酒が進み、周りの人とのおしゃべりが

なめらかになってきます。会員になってようやく１

年を迎えます。そろそろ馴染みのある方も増えてき

て、昨年よりも楽しいひとときを過ごすことができ

ました。山崎さんの乾杯の歌（Ein Prosit）も２回

目となると少しは流暢に歌うことができました。

Ein Prosit, ein Prosit, der Germütlichkeit.

「乾杯、乾杯、この愉快な気分に」

落ち着いた頃に花火をしました。社長の発案で、

「海辺でパーティーをするのなら花火をしよう！」

ということになりまして、その日に買って用意し

ておきました。きれいでしたね。大人も子供も一

緒になって花火をしました。社長発案の花火が功

を奏しました。

本当に楽しいお祭りでした。私は城島印刷の宴

会部長をしておりますが、根本先生のユーモアた

っぷりの司会進行は、大変参考になります。�0月

に社員旅行を控えております。こんなところでこ

んなことを勉強させて頂くとは思ってもいません

でした。

　

案内係の村上さん他お世話係の皆様、大変感謝

致します。何よりも、今年もこのすばらしい会場

をご提供くださった原田副会長へ心より感謝を申

し上げます。
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9 月例 会

ヴァンダーフォーゲルとエコロジー

九州大学言語文化研究院　福　元　圭　太

歌い歩くヴァンダーフォーゲルたち

　ドイツには昔から男性同盟の伝統がありました。

マルタ騎士団やテンペル騎士団といったキリスト

教の騎士団、フライマウラー（フリーメーソン）、

バラ十字団などの秘密結社、有名なイエズス会や

「ブルシェンシャフト」と呼ばれる学生団、プロシ

アに代表される屈強な軍隊など、枚挙に遑があり

ません。ヴァンダーフォーゲルもまたその伝統に

連なります。

　ヴァンダーフォーゲルの前身は、ヘルマン・ホ

フマン・フェルカーザムプという大学生が�896

年あたりから企画した徒歩旅行でした。ホフマン

は、自分が卒業したギムナージウムの「速記クラブ」

の後輩たちを、しばしば徒歩旅行に連れて行った

のです。そして�90�年��月4日、このような徒

歩旅行グループは自分たちをヴァンダーフォーゲ

ルという名で呼ぶことを正式に決め、青年たちの

一大運動が産声をあげました。

　ヴァンダーフォーゲルはこのように、ベルリン

郊外のシュテークリッツという地区にあるギムナ

ージウムで発祥しました。大都市ベルリンの郊外

には、当時まだまだ自然が残されており、青年た

ちは徒歩で、気軽に都会の喧騒から離れることが

できたのです。

　ヴァンダーフォーゲルの性格を一言で言えば、

「身体の復権」とまとめられるでしょう。ドイツに

はイギリスやフランスよりも遅れて産業革命が到

来し、機械化と環境の悪化が急速に進行していま

した。鉄道網の発達もめざましかったのですが、

青年たちはそれに対抗するように、「歩く速さ」で

自然の中をさまよったのです。ヴァンダーフォー

ゲルはすなわち「新しいルソー主義」、言い換えれ

ば、産業化・機械化する社会に対して「自然に帰れ」

を生活の指針とする「アルタナティーフ」（＝「こ

れではない」ものを目指す現状否定的）な運動だっ

たのです。

　自然の中を逍遥する青年たちは、自分たちの故

郷の素晴らしさを再発見し、素朴な民謡を収集し

たり、フォークダンスに興じたり、「夏至祭」のよ

うな昔の祭りを復活させたりします。やがて彼ら

は、生活全般の簡素化をめざし、いろいろな運動

を起こしていきます。それらは総じて禁欲的で健

康志向の、節制をこととするようなものでした。

例えば、禁酒・禁煙運動、身体衛生運動、衣服改

良運動、さらに「簡素な服」というコンセプトを極

端にした裸体主義運動、自然療法運動、菜食主義

運動、土地改良運動などです。変わったところでは、

予防接種反対運動、生体解剖反対運動などがあり

ます。ダンスによる身体表現の発達や衣服改良運

動は、特に女性の身体を解放しました。女性は窮

屈なコルセットから解放されていったのです。



− 3� −

エーデン（オラーニエンブルク）での国際菜食主義者会議

　この時代のベストセラー小説に、ハンス・パー

シェという人が書いた『ルカンガ・ムカラ』という

小さな本があります。禁酒禁煙を説き、資本主義

経済や自然破壊を痛烈に批判、またヴァンダーフ

ォーゲルを礼賛したこの本はエコロジー文学の「は

しり」となりました。（日本語への翻訳もあります。

ハンス・パーシェ 著　中島邦雄 他 訳『アフリカ

人ルカンガ・ムカラのドイツ奥地への調査旅行』

�005年 鳥影社）

　ヴァンダーフォーゲルは以上のように、自然を

礼賛し、生活の簡素化を目指し、自分を取り巻く

環境の保全を目的とする、きわめてエコロジカル

な運動だったのです。

　エコロジーという言葉はドイツの生物学者エル

ンスト・ヘッケル（Ernst Haeckel：�834-�9�9

年）が作った言葉です。その著書『有機体の一般形

態学』(�866年)でヘッケルは、エコロジーを「有

機体とそれを取り巻く外界との関係の学問」と定

義しています。「神即自然」というスピノザ的汎神

論に基づいて「一元論的自然宗教」を創始したヘッ

ケルの影響は、とても大きいものでした。今日エ

コロジーは一つの政治的概念、つまりイデオロギ

ーになっています。エコロジーは倫理的な党派を

形成しており、またエコロジーを旗印にする人々

は、時に非常に原理主義的で急進的な行動を取り

ます。面白いのは、エコロジーには左翼からも右

翼からも接近可能だということです。実際にドイ

ツの「緑の党」の初期には、極右の勢力も参加して

いました。「緑の党」は�968年の学生運動、70年

代の反核、フェミニズム運動などが合流したもの

ですが、例えば「ルーデンドルフ同盟」など、極右

からの接近もあり、79年6月政党になって以降も、

83年の当選人のうち最長老であったフォーゲルな

どは、�9�0年代に「青年鉄兜団」に所属した人物

でした。「故郷」志向は潜在的にはナショナリズム

を呼び寄せやすいのです。

　ナチズムもエコロジーと無縁ではありません。

ヒトラーは菜食主義者でしたし、強制収容所でユ

ダヤ人を完全に抹殺しようとしたヒムラーは、皮

肉なことに動物実験には反対していました。また

ナチスは、ヘッケル信奉者であるルードルフ・シ

ュタイナーが提唱したBD農法（バイオ・ダイナミ

クス農法＝有機農法）を取り入れ、ダッハウの強

制収容所で有機薬草園を、親衛隊SSの隊員の薬

をつくるために営んでいました。「土の精神」とい

ったラディカルでオカルト的なエコロジーがナチ

ズムの「血と土」の神話形成の一部であったことは、

銘記しておく必要があります。

　ディープ・エコロジーといわれる急進的な運動

にとって、もっとも邪魔な存在は人間に他なりま

せん。エネルギーを消費し、自然を破壊し、環境

に負担をかけ続けているのは、他ならぬ私たち人

間なのですから。しかし人間は生きていかなけれ

ばなりません。「エコロジー」という言葉はギリシ

ア語で「家」を意味する「Oikos」に「学」を意味す

る「Logos」をつけたものからできました。「家と

しての環境の学」といった意味です。一方「経済」

を意味する「エコノミー」も同じ「Oikos」に「法」

を意味する「Nomos」をつけたもの、つまり「家計

を司る法」が原義なのです。しかし同源である二

つの言葉、「エコロジー」と「エコノミー」は、残

念なことに決して両立してきませんでした。経済

発展のために環境が破壊されてきたからです。こ

れからの人間の課題は、いかにしてこの二つの言

葉を両立させることができるか、その方途を考え

ていくことにあるのではないでしょうか。
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10 月例 会

「ドイツ国際平和村」での奉仕活動体験談

「ドイツ国際平和村」での活動について
ふりーでんす福岡・会員　廣　松　希実子

　例会当日には「ふりーでんす福岡」から、代表の

久保敬司九州大学歯学部准教授を筆頭に数名の会

員の方々が出席され、今回の奉仕活動の隊長を務

められた山城崇裕医員から、沢山のスライドを使

った興味深い活動報告がありました。その報告の

要約に代えて、参加者の一人、九州大学歯学部学

生二年の廣松希実子さんの国際平和村での体験報

告をここに掲載します。

　なお、「ふりーでんす福岡」は平成�8年以来わ

が日独協会の後援団体でありまして、同年のビア

ーフェストではその活動のために会場でカンパを

し、僅少ですが寄付をさせていただきました。

（「年報」編集委員）　

　�007年の初めに、麻酔科の久保先生や口腔外

科の先生方と学生５名で、ドイツの「国際平和村」

を訪れました。国際平和村というのは、ドイツの

オーバーハウゼン市にある施設で、紛争などで傷

つき、母国ではその傷の治療が困難な子どもたち

や病気を背負った子どもたちに、ヨーロッパで進

んだ医療を提供しています。子どもたちは母国か

ら飛行機でドイツに到着した後、まず病院で治療

を受けます。ドイツ全土の約 �50の病院が受け入

れ態勢を整えており、子どもたちの治療を無償で

行っています。手術後子どもたちは、平和村の施

設でリハビリをしながら、年齢や国籍の違う他の

子どもたちと一緒に帰国までの日を過ごします。

帰国は短い子どもで半年、長い子どもになると数

年後になります。ドイツ国際平和村では、オーバ

ーハウゼンの平和村の施設でリハビリを受けてい

る子どもたちと、ヨーロッパ各地の協力病院で治

療を受けている子どもたちを合わせ、常時 300人

近くの子どもたちを受け入れており、これらの活

動はすべてボランティアと寄付によって賄われて

います。

　私たちが平和村を訪れた目的は、歯ブラシや歯

磨き粉、文房具など、沢山の物資を届け（平和村

に物資を寄付する場合は、関税の関係で EU 圏外

からの郵送は受け付けられないそうです）、そし

て歯磨きの指導を行うことでした。私たちは平和

村に９月４日から６日までの３日間滞在し、活動

しました。初日は、まず施設内を見学し、その後

平和村のスタッフの方から、平和村の歴史やポリ

シー、実際の活動についてセミナーを受けました。

施設内を見学して驚いたのは、平和村の周りには

塀などの囲いが全くないことでした。近所の家と

の境界がどこなのか、よくわからないのです。施

設を閉鎖的にせず、地域と密着することで、地元

の人々から理解と協力を得ているんだなぁと感じ

ました。２～３日目は子どもたちと現地スタッフ

の方に歯磨き指導を行いました。平和村内では歯

磨きは習慣化されていますが、子どもたちの中に
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は、あまり歯磨きの習慣がない国から来ている者

もいます。まず、歯磨きの大切さについて知って

もらうために、自作の紙芝居をドイツ語で行ない

（子どもたちの母国語は様々ですが、平和村内では

ドイツ語が共通語となっています）、その後で先生

方が歯科検診、歯磨き指導をされました。ちょう

ど平和村に来たばかりの子どもが多い時期で、紙

芝居のドイツ語がまだ少し難しい子どももいたよ

うでしたが、みんな絵を見ながらちゃんと聞いて

くれました。私は歯科検診と歯磨き指導の方はあ

まり見学できなかったのですが、先生方による丁

寧な指導が行われ、子どもたちも赤く染まった歯

垢のついた歯を一生懸命磨いていました。「もう一

回歯磨きをして！」とリクェストする子どももい

たりして、歯磨きの大切さだけでなく、歯磨きの

楽しさも伝えられたかな、と思いました。そして

その後、子どもたちと平和村内の砂場や公園で遊

んだり、折り紙で作った動物のクイズをしてプレ

ゼントしたり、一緒に折り紙を作ったりしました。

　子どもたちは皆、怪我など様々な障害があるに

もかかわらず、本当に明るく元気いっぱいに遊ん

でいて、驚かされました。また、子どもたちはと

ても人懐っこく、抱っこしながら折り紙をしたり

して、とても楽しい時間を過ごさせてもらいまし

た。仲良くなった男の子が私の帰るとき、大声で

私の名前を呼びながら駆け寄って抱きついてくれ

たことが、今回の旅の中で本当に一番嬉しいこと

でした。ですが、子どもたちがたった３日間しか

いなかった私たちにとても懐いてくれたことは、

一方では確かに非常に嬉しいのですが、他方では、

ボランティアの方々が親身に世話をしておられる

とはいえ、矢張りそこは小さな子どものことです

から、愛情とか人の温もりに心底飢えているのだ

ろうと思わされました。戦争で傷ついた子どもた

ちをドイツに連れて来て治療を行う平和村の活動

は、非常にすばらしいことだと思うけれど、子ど

もたちのことを考えると、わざわざドイツにまで

連れて来ないでも母国で治療が行えるような日が

来るように、そして何よりも、子どもたちが戦争

で負傷しないですむ日が来るようにと、願わずに

はいられませんでした。

　今回平和村を訪れて一番痛切に感じたことは、

ボランティアの難しさでした。ボランティアは相

手が望んでいる事、必要としていることを正確に

理解し、そして、もちろん自分にできることが何

であるかをきちんと把握していなければ、本当の

意味で相手の役に立つことはできません。たとえ

ば、今回私たちが平和村に持って行った物資にし

ても、平和村の実際の規模や普段の生活の状態が、

実際に到着するまでは良く分からなかったため、

相手側の要望とは若干の擦れ違いがあることが判

明しました。私たちは文房具も大量に持って行っ

ていたのですが、平和村の主要な活動目標は怪我

などの治療にあるので、持って行った文房具はそ

こで使用されるよりも、新品であればバザーで売

って、他の必需品を買うための資金にされること

が多いようでした。そして、「自分にできること」

と書きましたが、まだ学生である私にできること



− 34 −

参考資料　「ふりーでんす福岡」設立趣意書

　この度九州大学病院歯科医療センターに勤務す

る有志が集まり、ドイツ国際平和村Friedensdorf 

International を支援する市民の会 ＜ふりーでん

す福岡＞を立ち上げました。 

　このドイツ国際平和村は、ドイツ連邦共和国 

Nordrhein-Westfalen 州の Dinslakenという町

に、�967年7月ドイツ市民の手によって、紛争

地域や危険に瀕した子供たちを助けるために設立

されました。NPO組織として、アフリカやカンボ

ジアなど様々な危険な状況の地域から、地雷など

により負傷した子供たちを空路でドイツに運び、

治療を受けさせて母国に帰すという活動を始め、

平和村を紹介することを通じて平和への関心を高

める活動など、多くのプロジェクトをボランティ

アで行っています。数年前、マスコミによりわが

国でも紹介されましたので、ご記憶の方もいらっ

しゃることと存じます。

　私共は、このドイツ国際平和村に対する側方支

援として一般の支援活動(生活物資の運搬等)に加

え、村に集まっている子供たちの口腔ケアと啓蒙

をボランティアで行うことを目的とした民間ボラ

ンティア組織として＜ふりーでんす福岡＞を立ち

上げました。日本人歯科医師が主体となり、口の

中の健康に関する教育や十分な歯科治療を受けら

れない環境にある子供たちに対して、当面は歯科

検診と歯磨きなどの口腔ケアの指導を行う計画を

立てております。この活動には若い学生たちにも

参加を呼びかけ、教育の一環となることも目指し

ております。定期的に活動を行い、将来的には現

地に診療施設を確保することも考えております。

　この度立ち上げました＜ふりーでんす福岡＞は

完全なボランティア組織として活動致しますので、

資金はすべて市民の皆さまの寄付によりはじめて

成り立ちます。つきましては、私共の趣意にご賛

同いただけましたら、ご寄付をお願い致したいと

存じます。また支援物資等のご提供をいただけれ

ば、現地に責任をもってお届けいたします。関税

等の都合上、送付ではなくすべて持参しなければ

なりません。よろしくご理解の上、ご協力のほど

お願い致します。

は本当に少ないのです。今回の活動でも、正直言

って私が非常に役にたったと言えるとは思いませ

ん。けれども、今回平和村を訪れたことで私が得

た収穫が確実に一つだけあります。それは、実際

に平和村に行き、その現状をこの目で見、現地の

人と触れ合ったことで、私は平和村を、その実情

を知ることができました。私が身を以って知った

平和村の現状を他の人に伝えること、もっと沢山

の人々に知ってもらうこと、それだけでも一つの

活動になると思います。今私にできることは少な

いです。ですが、私たち「ふりーでんす福岡」の活

動はまだ始まったばかりです。これからまた活動

を続け、自分には何ができるか、つねに自身を見

つめなおし、自身に問いなおしながら、平和村の

スタッフの方たちと引き続き互いの信頼関係を深

め合い、少しずつ「できること」を増やしていこう

と考えています。

　最期になりましたが、お世話になった先生方、

先輩方、西日本日独協会の皆さん、ありがとうご

ざいました。

�007年１月　　　　　　　代表者　九州大学大学院  准教授　久　保　敬　司
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11 月例 会

西日本日独協会会員による会員のためのコンサート
2007年11月17日
K K R ホ テ ル 博 多

《 プ　ロ　グ　ラ　ム 》

F. ショパン：エチュード　作品２５ No.３.４

  ピアノ 戸江　真以

ドイツ民謡：わかれ

Ｆ．シューベルト：菩提樹

 バリトン 松井　　俊規

 ピアノ 山崎　　勝幸

S. ラフマニノフ：前奏曲　作品3-�「鐘」

 ピアノ 中村　　　昭

W.A. モーツァルト：ソナタK.3��　第一楽章

 ピアノ 小薗　　明子

賛美歌：もろびとこぞりて/ 神の御子は

G. プッチーニ：オペラ「ジャンニ・スキッキ」

　　　　　　より　“私の大好きなお父さん”

 ソプラノ 林　　　麻耶

 ピアノ 林　　由加子

F. シューベルト：セレナーデ　（中村昭編曲）

 ビオラ 中村　美由紀

 ピアノ 中村　　　昭

F. ヘンデル：オペラ「リナールド」より

　　　　　　　“私を泣かせて下さい”

G. ビゼー：オペラ「カルメン」より

　　　　　　　“何の恐れる事がありましょう”

 ソプラノ 廣吉　里歌子

 ピアノ 多田　　裕子

《 演 奏 者 に よ る コ メ ン ト 》　　

＜戸江　真以＞

　日独協会に因み、ベートーヴェンを演奏するつ

もりでしたが、時間的なこともあり、今回はショ

パンのエチュードを弾かせて頂きました。ショパ

ンの練習曲は芸術性が高く、様々な音楽的要素を

習得できる理想的な作品なので、とても勉強にな

りました。次回、もし機会がありましたら、ぜひ

大好きなベートーヴェンを演奏したいと思ってい

ます。最後になりましたが、今回このような機会

を与えて下さった中村さんをはじめ、皆様に深く

感謝いたします。

＜松井　俊規＞

①　私がドイツ民謡「ムシデン」を歌ったのは、そ

れが旧制福高に入学してすぐ、物理担当の園田

先生に教わった曲であって、ドイツ語を習い始

めたばかりの私にとって、とても懐かしい愛唱

歌だからです。

②　今までの「会員によるコンサート」の内容をよ

く知らず、厚かましく、ど素人の私が歌って、

本当に恥ずかしい思いでした。他の方はみな、

専門の方ばかりのようで冷汗ものでした。

　　今後はもっと一般の方でも気楽に歌えるよう

な会を希望します。

＜中村　昭＞

会員コンサート出演顛末記

　ラフマニノフはドイツとの縁が深く、革命騒ぎ

のロシアを避け、ドレスデンに逃れていた時期、
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そこで作曲の最盛期を迎えています。私は初期の

作品「鐘」が大好きで、この曲を選びましたが、こ

れを別の場でも弾いたという油断・慢心がどこか

に潜んででもいたのでしょうか、全く集中を欠く

お粗末な演奏に終わり、あの青春の情熱の迸り、

それを癒すかのようなモスクワ寺院の鐘の音など、

曲の雰囲気の一端もお伝えできず慙愧の極みでし

た。後の娘との合奏には気合を入れ直して臨み、

何とか無事に弾き終えた次第です。顛末を申し述

べ、更に精進を続けるつもりです。

　（今後共、隔年一回位の開催を希望します。合唱

なども如何でしょうか。）

＜林　麻耶＞

　今回初めて参加させて頂きました。本当に有難

うございました。根本先生が率いられる「ドイツ

研修旅行」に行ったものの、その後はドイツから

遠のいていた私ですが、久しぶりにドイツ好きな

人々に触れ、ドイツの話を聞くと、再びドイツに

行きたくなりました。今回はイタリアオペラのア

リアとクリスマスソングを演奏させて頂きました

が、もし再度、歌う機会があれば、ドイツ歌曲や

ドイツのオペラ作品に挑戦させて頂きたいです。

＜中村　美由紀＞

　Herzlichsten  Dank !

　この度は父と演奏させて頂き、またパーティー

にも出席いたしまして、楽しく皆様と過ごすこと

ができ、誠に有難うございました。元々このシュ

ーベルトのセレナーデは、告別、最期の歌を意味

する彼の晩年の曲集「白鳥の歌」の一曲です。それ

をリストがピアノ独奏曲にしたものを、父がビオ

ラデュオに編曲しました。私自身長年のヨーロッ

パ生活で、尊敬する先生方や敬愛する友人達との

数々の出会いと別離がありました。明日また上京

し、再び新しい旅が始まります。一期一会、万感

の思いを込め弾かせて頂きました。音楽の歓びを

皆様と分かち合えることができましたならば、た

いへん幸せに存じます。（０７．１１．２０）

＜廣吉　里歌子＞

　前回のコンサートでは、日独協会での 演奏とい

うことでシューベルト歌曲の中から選曲し、ドイ

ツ語での演奏をいたしました。今回は長いヨーロ

ッパ生活の中でイタリア語やフランス語の曲も学

び、歌ってまいりましたので、イタリア語からは

ヘンデル作曲の「私を泣かせて下さい」と、フラン

ス語からはオペラ「カルメン」よりミカエラのアリ

ア「もう恐れはしない」を選びました。

　演奏後、数人の方から『日本ではなかなか聴け

ないアリアを聴かせていただいた』と喜んでいた

だいて大変嬉しかったです。今後、もっと芸術を

求めて下さる方、芸術に興味を持って下さる方が

益々増えて下さることを心から願っております。

これからも良い音楽を聴いて戴けるよう努力いた

します。
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12 月例 会

「歌とワインと歓びのドイツ風クリスマス」
髙　田　　　淑

写真A

写真B

　わが日独協会二大イベントの一つのクリスマス

パーティー、今年はそのキャッチフレーズの通り、

歌あり、ワインあり、ご馳走あり、バザーあり・・・

楽しく和やかな盛り上がりの中に経過していきま

した。会長の池田先生がご公務と重なり、出席で

きなかったのは本当に残念でしたが、ドイツの辛

口カビネットワイン半ダースが代理出席してくれ

て、ワイン党を堪能させてくれました。会場はこ

のところわが協会御用達の観のある KKR 博多の

広々とした大広間、しかもクリスマスツリー付き、

そこに約 70 名の出席者が集いました。

　司会の山崎先生の紹介で、先ず岡嶋夫人とお仲

間によるクリスマスに因んだ音楽の楽器演奏があ

って（写真 A）、その後参加者全員が「聖しこの夜」、

「樅の木」を大合唱。それからいよいよパーティー

の開始が告げられ、ご不在の会長に代わって、根

本事務局長の例によって軽妙なご挨拶があり（写

真 B）、続いて原田副会長の発声で乾杯となり、パ

ーティーが賑やかに始まりました。今年は山崎・

岡嶋両先生がコンビを組んで、分担しながら司会

を務められましたが、そのお人柄の組み合わせの

妙が何とも好ましく大変好評で、来年も是非お二

人でという声が上がっています。

　やがて照明が落ちてサンタさんと従者のループ

レヒトの登場です。今年はサンタ役を新人会員の

吉田幸司さんが、ループレヒト役をホルストさん

が務められました。活きたサンタさんに話し掛け

られて固まってしまったお子さんも出ました（写

真 C）。因みに、吉田幸司さんは池田会長の九大時

代の教え子の一人で、今はワイン会社に勤めてお

られ、このパーティーでは上司の松井さんと二人

でワインの試飲会を催して、普段はなかなか口に

入らないような高級なドイツワインを試す機会を

会員に提供して下さいました。それだけでもこの

パーティーに来た甲斐があった、と大層ご満悦な

不逞の輩？もおりました。ワインの試飲と同じ頃

に私の役割のグリューワインコーナーも店開きし、

お客さまは引きも切らない盛況で、ご常連でこれ

を楽しみに出席していると言われるご婦人方、初

めて飲んだけどとても美味しいからもう一杯とい

うお嬢さん、甘いだけの女の飲み物と思っていた

けど案外旨いねと、何度もやって来てお代わりを

する男性。会場に来て早くからグリューワイン作

りにかかり切っていた私は、今日の味はどうかな

と気を揉むのは毎度のことなのですが、今回も成
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写真C

写真D

功でした。最後の一滴まで飲み切って頂きました。

　やがてバザーのコーナーも開かれ、女性も男性

も、またご夫婦連れで、続々とつめかけられ、楽

しく物色しておられました（写真 D）。因みに私

は 500 円で、いや 300 円だったかな、立派な鰹

節を一本買うことができました。今毎日のように

コシコシと削って、もう大分小さくなってしまい

ました。あんな幸運はもう二度と来ないでしょう。

今年のバザーは立花雅子さんとご子息夫妻が中心

になって取り仕切って下さり、さすがに仲の良い

ご家族、例年よりずっと能率よく捌いて頂きまし

た。立花さんのご子息はお母さまの雅子さんと一

緒に、毎年皆さまにお届けしている美しくロマン

チックなクリスマスパーティーの案内状の制作・

印刷に力を貸して下さっています。

　宴もたけなわの頃、お嬢さん方が名札を集めに

来られ、この名札を使ったクジ引きが行われまし

た。景品は千鳥屋さん、JAL、西部ガスからの提

供品が主ですが、バザーで買って頂けなかった品

物も加えられ、思いがけず素晴らしい景品を引き

当てて、ホクホク顔の方々もありました。フィナ

ーレは再び山崎先生の指揮で、全員による「歓喜

の歌」の大合唱、すっかり高揚した幸せな気分で、

斎藤さんの閉会の辞に送られ会場を後にしました。

　今年も例年に変わらぬ大成功でしたが、ここで

会員の皆さまにも、こうしたイベントの影に実行

委員の方々のどれほどの縁の下の働きがあるかを

考えて頂き、どんなに些細なことでも、協会の一

層の発展のためにご自分にも貢献できることがな

いか、一度お考え頂けたらと願っています。私自

身が寄る年波には勝てず、今回からは私の仕事を

グリューワイン専門にして頂きましただけに、他

の実行委員の方々の精力的なお働きには改めて感

謝の意を強くしております。

　私が４時半に会場に上がって行ったとき、会場

内の設営はすでに北芝さん、高崎さん、二本木さ

んたちの手で殆ど終わっていました。看板・ツリ

ー・各種テーブルの配置などは、責任者の北芝さ

んが前以て KKR 側と丹念に交渉しておられたの

で、万事がスムーズに運んだとのことです。以前

他の会場を使用していたころは、会場やテーブル

の飾りつけからキャンドルの配置まで、細やかに

係の委員の手でしていたことを思うと信じられま

せん。豪華なツリーまで（写真 B）会場から借り

られるのですから夢のようです。

　バザーは、前年などは会員になってまだ日も浅

いけれど、熱意溢れるご婦人たちが集まって、指

揮系統がどこにあるのやらはっきりしないままの

試行錯誤の中で、お金も扱わねばならないわけで、

その気苦労たるや推察に余りある状態でした。今

年は、バザー開始の時間を遅らせたことと、前述

のような立花一家の意思疎通力によって、万事は

順調に運びました。今年も立花さんがご子息と一

緒に参加なさると聞いて直ぐそれを思い付き、雅

子夫人に電話でお願いしたのは、確かパーティー

の前夜だったと思います。彼女は即刻快諾して下

さり、今回の成功に繋がりました。私の狙いは確

かだったと密かに意を強くしたところです。この



− 39 −

ノーハウは次回からも活かして、他の人々にも教

えて頂きたいものです。

　ホルストさんはループレヒト役の他にも、BGM

係と子どもさんたちにドイツのツリー・オーナメ

ント作りの指導をして頂きました。ただパーティ

ーの始まる前にオーナメントの飾り付けも終わる

ようにした方が、という反省もありました。サン

タ登場の場面では、子どもさん達ともう少し和や

かなやり取りがあってからプレゼントになるよう

に、事前に準備と工夫が必要ではなかったか、こ

れは来年の課題として実行委員が反省したところ

です。岡嶋夫人とお仲間によるクリスマス音楽の

楽器演奏は、暖かい雰囲気で会場のムードを盛り

上げるに非常に効果的であったと、好評でした。

是非これからも続けて頂きたいと希望します。最

後に、バザーに関係する方々とグリューワインの

サービス係は、これまではコーナーを離れてパー

ティーに参加するのが難しかったのですが、今年

は関係者の間で話し合い、交代で適宜休みを貰っ

て、その間は楽しく食べたり、飲んだり、お喋り

をしたり、参加を楽しむことができて良かった、

というのが関係者一同の感想でした。

　皆さま、来年のクリスマスパーティーも大いに

楽しみましょう！
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2 月例 会

ドイツの介護制度と実情　―最後はどこに住みますか？―

重　竹　芳　江

　日本と同様、ドイツでも老後をどう過ごすのか

に大きな関心が寄せられる。中でもとりわけ大き

な比重を占めているのが住居の問題である。どこ

に住むのか、誰と住むのか、病気になった場合ど

うなるのか、気になるのは洋の東西を問わないが、

最も希望が多いのは自宅にとどまることである。

２月例会の卓話では、介護が必要な場合にドイツ

ではどのような形で「希望の」一人暮らしが実現

されているかを報告した。一人暮らし＝孤独と杓

子定規に決めるのではなく、このような選択肢も

あるのだという現実の紹介である。

　ドイツの介護保険は、日本より５年早く、�995

年に始まった。きっかけは、ドイツでは老人ホー

ムの入居費があまりに高額で、社会扶助（生活保護）

を受けなければ支払いができない人が大勢出てき

たからである。老人ホームの入居費のために自治

体の予算の中で社会扶助費の割合が増える一方で

あったが、これは自治体と社会扶助費受給者双方

にとって頭の痛い問題であった。そこで �0 年に

わたる議論の末、介護保険制度が始まったのであ

る。

　介護保険によって給付される主要なサービスは

二つある。それは

　１）専門職のスタッフによるサービス　

　２）素人のヘルパーによるサービス

であり、この二つを組み合わせることで暮らしに

必要な健康・衛生＋衣食住の分野がカバーされる

ことになる。

　専門職のスタッフによるサービスの典型は、訪

問介護サービスである。資格を持った看護師が定

期的に住まいを訪れ、健康と衛生面のケアを担当

する。これは専門職のスタッフによってのみ可能

な介護である。素人のヘルパーは、掃除・洗濯・

食事の準備といった家事一般だけでなく、話し相

手になったり、散歩の付き添いなども行い、これ

に対してお礼として小額の現金が支払われる。家

族・友人であっても、資格を持たないボランティ

アであっても、ヘルパーとして要介護者の手助け

をすることができる。これで生活面の補助が保証

されることになる。認知症の場合を含め、要介護

状態であってもドイツでは自宅での一人暮らしが

それほど珍しくないが、これは介護保険制度を上

手に利用して、訪問介護サービスと家事サービス

とを組み合わせることによって可能になる。

　ドイツの介護の現場を見る限り、仕事を実行す

る手段と方法がかなりの部分個人に任されていて、

それが非常に目についた。専門職の看護士などの

場合、このような自由裁量の余地があることは却っ

てプラスになるということであるが、家事サービ

スの場合、能力の個人差があまりにも大きく、ヘ

ルパーの力量と良心に任せすぎると、サービスの

質が保てないという印象が否めなかった。

　訪問介護と家事サービスをベースにして、かか

りつけ医との連携、緊急連絡ボタン、食事の宅配

サービスを組み合わせて、高齢者の一人暮らしが

成り立っている。火の不始末、転倒、食中毒、徘

徊を避けるためにもそれぞれ工夫がなされていて、

決して安易に一人で放っておかれているわけでは

ない。「自分の家にいたい」という望みは、日本で

も今後もなくなることはないだろう。そのときド

イツのシステムと現状は、私たちにとって非常に

参考になると思う。
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3 月例 会

酒　よ　も　や　ま　話

農学博士　松　井　俊　規

　私の父は大変な酒好きで、飲ん兵衛、そのDNA

をもろに受け継ぎ、大学の専攻は農芸化学ですが、

飲ん兵衛化学といわれ、大学を出て就職した会社

が三楽酒造（現メルシャン株式会社）、しかも、母

の先祖が加瀬家と称し、黒田藩お抱えの造り酒屋

で、なんとその家紋が徳利二つ、まさに私から酒

を引いたら 残りは０といったところでしょうか。

　日本酒のルーツ、酒造りの基本、酒の功罪、酒

と健康、有名人はどんなお酒が好きかなど話しま

したが、専門的なことについてはパーポイントも

使用しました。ここでは、会場での反応が良かっ

た話をいくつか紹介します。

　最近よく吟醸とか大吟醸とかいう言葉を耳にさ

れると思います。もう酒の特級とか一級の区別は

廃止され、今は大吟醸、吟醸、本醸造、純米酒に

区別されています。これは酒米の精米歩合による

区別で、大吟醸は50％以下、吟醸は60％以下、

本醸造は70％以下とされております。また、純米

酒は米と麹と水だけで仕込んだ酒で、醸造用アル

コールは添加されておりません。吟醸酒の原料は

殆ど米の芯ですから、酵母にとっては栄養不足で、

このような条件で発酵すると、アルコールと共に

有機酸を生成します。この有機酸とアルコールが

結合してエステルというフルーティーな芳香物質

（吟醸香）が出来ますが、これは沸点が低いので、

お燗をすると折角の良い香りが飛んでしまいます。

吟醸酒を冷で飲むことには、以上のようなレッキ

とした理由があるのです。

　５年前に、とうとう焼酎の消費量が清酒を上回

りました。昔は車夫馬丁の輩が飲む程度の低い酒

と見なされていた焼酎が、今では高級料亭にも置

かれています。大変な出世です。清酒は原料が米

だけであり、飲み方も燗をつけるか冷かの二通り

であるのに対して、焼酎の方は、原料も米、芋、麦、

蕎麦、黒糖など、種類が豊富な上、飲み方もお湯

わり、水割り、ロック、ハイチュウ等があり、特

に蒸留技術の向上によって、品質が格段に向上し

ております。また、昔は特に芋焼酎が臭いという

ことで嫌がられていましたが、これは、芋が腐り

かけたら焼酎にしろと言っていた頃のことで、原

料のことを考えると臭いのも当然でしょう。しか

し現在は、殆どが“小金千貫”というオールマイ

ティーの高品質の芋を使っているので、全然臭く

無いどころか、好ましい芋独特の風味があり、芋

ブームの現状であります。　　　

　お酒について、適量なら「百薬の長」、飲み過ぎ

は「百厄の長」とよく言いますが、なぜ適量なら

『百薬の長』でしょうか。その理由として １）スト

レス解消、２）食欲増進、３）善玉コレステロール

の増加、４）血液サラサラ効果、心筋梗塞・脳血

栓の予防（特に乙類焼酎は血栓溶解力を高める）な

どが言われています。英国のマーモット博士の研

究によれば、全く飲まない人、大酒飲みは死亡率

が高く、「ほどほど」が長生きするそうです。では

「ほどほど」とは、ビールなら中ビン２本、清酒な

ら２合以内、ワインならグラス２杯、ウイスキー

ならダブル２杯、焼酎であれば、�5度を6：4で

割ったもの２合以内です。正に私の母方の先祖の

家紋、徳利２本の家訓通りであります。自分自身

がしょっちゅう飲み過ぎている私の話では、折角

の「酒飲みの心得十ヶ条」もさっぱり説得力があり

ません。家内からは、反省のいろが全くないと苦
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情を言われております。植木等のスーダラ節の通

り、たった一杯のつもりで飲んで、いつの間にや

ら梯子酒・・・、または山本リンダの「どうにも

止まらない」で、失敗の連続です。

　もし、私が全く飲めない体質だったら、私の人

生はころっと変わっていたと思います。お金は少

し貯まったかもしれませんが、潤いのない、寂し

い一生だったでしょう。二年前に金婚式を迎えま

したが、これまでよくもてたと思います。家内に

は迷惑のかけっ放しで、よくこの飲ん兵衛の面倒

をみてくれたと、有難く、感謝しております。家

内は料理が上手で、安い材料で美味しい、バラン

スのとれた食事を作ってくれるので、これば私の

「健康優良爺」である由縁と、感謝の毎日です。

　最期に「元気で長生きの七つの ケ の秘訣」を述

べ、筆を置きます。

１〕色ケ 特に女性はいくら歳をとっても 

 女であることを意識すること。 

 男性はしゃれケ。

２〕カラオケ 大きな声を出すこと。肺活量、

 呼吸力のアップ。

３〕歩ケ 一万歩とまでいかなくとも、毎 

 日五～六千歩早足で。

４〕汗をかけケ 軽い運動、ハードは不可。

５〕字を書ケ 手先を動かす、メモ、手紙、

 パソコンのキー。

６〕旅に行ケ 気分転換、好奇心の充足。

７〕恥をかケ 歳をとったら恥ずかしいことを、 

 ちょいちょいやらかすけど、気 

 にしないこと、おおらかな気持。

　私にはもう一つあります。さケです。
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事 務 局

記録・報告

平成19年度活動報告
 (平成�9年4月�日～平成�0年3月3�日)

《 会 　 　 　 議 》

《 活 　 　 　 動 》

◎理　事　会
１．平成�9年5月��日�5時より　　

協会事務局　出席者��名

・会計について

・年間活動計画について

・年報3�号について

・ドイツ語講座について

・ホームページについて

・入退会者の確認

・事務所契約書について

・役員人事について

・その他

２．平成�0年3月��日�7時30分より

KKRホテル博多　出席者��名

・平成�9年度活動報告と収支状況報告

・平成�0年度活動計画

・役員人事について

・規約の改正について

・名義後援について

・その他

◎理事・評議員会
平成�9年5月�6日�6時30分より

三鷹ホール　出席者��名

・平成�9年度総会の議事の承認

・その他

◎総　　会
平成�9年5月�6日�7時30分より

三鷹ホール　出席者��名

・平成�8年度活動報告

・平成�8年度収支決算報告

・平成�9年度活動計画

・平成�9年度収支予算

・その他

◎例　会　等　　 

１．4月例会 

4月��日�8時30分より

東京第一ホテル　出席者35名

「あなたは大丈夫？　内臓脂肪はついていま

せんか？～ ��世紀の病気、メタボリック

シンドロームの謎を解く～」

講師：岡嶋泰一郎氏

２．6月例会　

6月�6日�8時30分より

東京第一ホテル　出席者48名

「ヨーロッパの言語政策｣

講師：ゲルハルト・シュティッケル氏 
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３．7月　ビアフェスト

7月�8日�9時より

雁ノ巣（原田副会長別荘） 出席者50名

「７月恒例のビアフェスト」

４．9月例会

9月8日�8時30分より

KKRホテル博多　出席者�8名

「ヴァンダーフォーゲルとエコロジー」

講師：福元圭太氏

５．�0月例会

�0月�3日�8時30分より

KKRホテル博多　出席者36名

「『ドイツ国際平和村』での奉仕活動体験談」

講師：久保敬司氏・山城祟裕氏

６．��月例会

��月�7日�8 時30より

KKRホテル博多  出席者38名

「西日本日独協会会員による会員のためのコ

ンサート」

ディレクター：山崎勝幸氏

７．��月　クリスマスパーティー

��月8日�8時30分より

KKRホテル博多　 出席者70名

「歌とワインと歓びのドイツ風クリスマス」

８．�月例会

�月�6日�8時30分より

KKRホテル博多 　出席者45名

｢ドイツの介護制度と実情 ― 最後はどこに

住みますか？ ― ｣

講師：重竹芳江氏

９．3月例会

3月��日�8時30分より

KKRホテル博多　 出席者�5名

「お酒よもやま話」

講師：松井俊規氏

◎「年報」31号発行
平成�9年6月��日

◎ドイツ語講座
（初級、中級、上級会話）

第１回：５月７日より��回

　　　　受講者 �7名

第２回：�0月９日より�0回

　　　　受講者　��名

会　場：九州大学国際交流プラザ、九州学士会、

　　　　協会事務局

講　師：福元圭太氏

　　　　レオナルト・ライベルト氏

 ・ 河田溥氏　「 ―エイズに苦しむアフリカの子供たちに援助を―ドイツ・ピアノ音楽の夕べ 」

 ・「 フリーデンス福岡 」ボランティア活動

《 後 援 事 業 》
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平成20年度活動計画
（平成�0年４月１日～平成��年３月3�日）

《 活 　 　 　 動 》

《 会 　 　 　 議 》

◎ 会員数　(平成�0年3月現在)

個人会員　�5�名　　法人会員　6 社

◎ 入会者

大久保　京　子　　坂　田　り　か　　調　　　朝　子　　高　橋　恭　子　　田　淵　豊　久

中　尾　敏　子　　林　　　伸　行　　南　　　優　美　　山　本　成　宏　　佳　留　謙　介

吉　田　幸　司

◎ 退会者

加　藤　道　子　　河　野　徹　郎　　菊　永　拓　郎　　釘　町　陽　子　　小無田　　　茂

中牟田　久　敬　　本　多　きよみ　　真　鍋　賢　子

◎ 物故者　（謹んで御冥福をお祈りします）

行　徳　睦　代　　福　井　　　仁

◎ 平成�0年4月以降の入退会者

＜入会者＞

岡　嶋　美佐子　　土　谷　朋　子　　中　村　賀　代　　根　本　雅　子　　椎　葉　倫和子

＜退会者＞

大久保　京　子　　坂　田　り　か

《 会 　 　 員 》

◎例　会　等
　　平成�0年

�． 4月　休会

�． 5月　総会・例会

5月3�日　　KKRホテル博多

・総会　�6：30

・例会　�8：30

「フェルメールのアトリエ訪問」

講師：吉田美枝子氏

3． 6月　例会

6月�4日　�8：30

KKRホテル博多

◎理事・評議員会
平成�0年5月�0日�5時30分より

ＫＫＲホテル博多　

・総会議事の承認
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「ドイツ表現派とウーファの時代～

ドイツ映画の栄光の時期」

講師：　西村雄一郎氏

4． ７月　「ビアフェスト」

７月�9日　�8:30

山の上ホテル　

5． ８月　休会

6． ９月　例会

　　９月�5日

　　講師：坂元雅子氏

7． �0月　例会

�0月�5日

講師：百瀬俊哉氏　

8． ��月　休会

9． ��月　　「クリスマス・パーティー」

��月6日  KKRホテル博多

 平成��年

�0． �月　休会

��． �月　例会

��． 3月　例会

◎「年報」32号 発行　平成�0年6月

◎ドイツ語講座　（初級、中級、上級会話） 

第�回：4月8日より��回

会場：九州大学国際交流プラザ、九州学士会、

協会事務局

講師：廣吉明子氏

レオナルト・ライベルト氏

第�回：9月より��回開講予定

 ・ 河田溥氏　 　ピアノリサイタル　「ドイツ古典派・ロマン派音楽の夕べ」

 ・ 山崎勝幸氏　 テノールリサイタル　「美しき水車小屋の娘」　　　　

 ・ 廣吉里歌子氏　「声楽とピアノのリサイタル」

 ・「フリーデンス福岡」　ボランティア活動

 ・ ＮＰＯ法人　「ル　バトー」（名義後援）

《 後 援 事 業 》
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会 計 報 告
平成19年度西日本日独協会　収支決算書 自　平成19年 4月 1 日

至　平成20年 3月31日

自　平成19年４月 １日
至　平成20年３月31日

137,811

715,000

180,000

164,475

1,185,500

951,900

772,244

4,106,930

137,811

800,000

160,000

160,000

1,800,000

1,600,000

232,189

4,890,000

0

－85,000

20,000

4,475

－614,500

－648,100

540,055

－783,070

1) 125名（他学生 4名）
2) 6社 9口
3) ビアフェスト・クリスマス会を含む
4) 寄付金 3名 600,000円
　 バザー・クリスマス会 20,780円
　 利息・その他 151,464円

5)  交通費を含む
6)  国際関係団体会費
7)  エアコン代・設置代

1）

2） 

3） 

4）

5）

6）

7）

前 年 度 繰 越 金

個 人 会 員 会 費

法 人 会 員 会 費

年 報 広 告 費

例 会 等 参 加 費

ドイツ語講座授業料

雑 収 入

合　　計

収 入 の 部

項 　 　 目 決算額 予算額 対 比

270,000

42,568

456,000

193,500

1,068,665

2,494

60,645

247,006

0

968,550

0

83,763

5,000

154,570

554,169

4,106,930

300,000

70,000

456,000

230,000

1,800,000

10,000

30,000

300,000

20,000

1,500,000

0

100,000

0

74,000

0

4,890,000

－30,000

－27,432

0

－36,500

－731,335

－7,506

30,645

－52,994

－20,000

－531,450

0

－16,237

5,000

80,570

554,169

－783,070

事 務 所 家 賃

事 務 所 光 熱 費

人 件 費

年 報 発 行 費

例 会 等 経 費

会 議 費

事 務 経 費

通 信 ・ 印 刷 費

旅 費 ・ 交 通 費

ドイツ語講座経費

新 事 務 所 敷 金

新事務所移転経費

雑 費

予 備 費

次 年 度 繰 越 金

合　　計

支 出 の 部

項 　 　 目 決算額 予算額 対 比

141,565

141,565

　前 年 度 繰 越 金

合　　計

収 入 の 部 支 出 の 部

項 　 　 目 決算額 備　考

4,000

3,000

3,000

6,000

125,565

141,565

　６月 例 会 へ の 移 算

ビアフェストへの移算

1 0月例会への移算

２月 例 会 へ の 移 算

次 年 度 繰 越 金

合　　計

項 　 　 目 決算額 備　考

平成19年度西日本日独協会　日独親善促進活動基金

収支決算書

監査報告     
 上記の通り相違ありません。

  平成20年 ４ 月15日
    監事　 田　中　　 武   印
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平成20度西日本日独協会　収支予算

554,169

800,000

180,000

160,000

1,200,000

1,000,000

25,831

3,920,000

137,811

800,000

160,000

160,000

1,800,000

1,600,000

232,189

4,890,000

416,358

0

20,000

0

－600,000

－600,000

－206,358

－970,000

１）　１３５名　（学生５名）
２）　６社９口
３）　１０件
４）　ビアフェスト・クリスマスを含む
５）　３クラス
６）　バザー・寄付金等

1）

2） 

3） 

4） 

5）

6）

7）

8）

前 年 度 繰 越 金

個 人 会 員 会 費

法 人 会 員 会 費

年 報 広 告 費

例 会 等 参 加 費

ドイツ語講座授業料

雑 収 入

合　　計

収 入 の 部

項 　 　 目 予算額 前年度
予算額 対 比

300,000

50,000

30,000

220,000

1,100,000

900,000

50,000

260,000

50,000

456,000

0

34,000

470,000

3,920,000

300,000

70,000

10,000

230,000

1,800,000

1,500,000

30,000

300,000

20,000

456,000

100,000

0

74,000

4,890,000

0

－20,000

20,000

－10,000

－700,000

－600,000

20,000

－40,000

30,000

0

－100,000

34,000

396,000

－970,000

事 務 所 家 賃

事 務 所 光 熱 費

会 議 費

年 報 発 行 費

例 会 等 経 費

ドイツ語講座経費

事 務 経 費

通 信 ・ 印 刷 費

旅 費 ・ 交 通 費

人 件 費

新事務所移転経費

雑 費

予 備 費

合　　計

支 出 の 部

項 　 　 目 予算額 前年度
予算額 対 比

自　平成20年 4月 1 日
至　平成21年 3月31日

７）　３クラス
８）　交通費を含む
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西 日 本 日 独 協 会 会 則
平成�0年5月3�日改正

第１章　総　　則

第１条　名称　本会は西日本日独協会と称する。

第２条　事務局　本会の事務局は

福岡市中央区白金�-9-6 城島印刷内にお

く。

第２章　目的および事業

第３条　 目的　本会は日独両国間の学術・経済お

よび文化面における交流を助長し、併せ

て両国民の親善を図ることを目的とする。

第４条　 事業　本会は第３条の目的を達成するた

めに次の事業を行う。

１）例　会

２）特別例会

３）ドイツ語講座

４）年報の発行

５） ドイツからの留学生などとの交流

および支援

６） 本会の目的に合致する催しなどの

主催および後援

第３章　会　　員

第５条　会員の種類　本会の会員は次の通りとする。

１） 個人会員　本会の目的に賛同し、

第６条に定める規定により入会を

承認された個人。

２） 法人会員　理事会の議を経て会長

が承認した法人。法人会員は代表

者�名を指名することが出来る。

３） 学生会員　学生又はこれに準ずる

身分の者で、所定の手続を経て入

会を承認されたもの。

４） 顧問　本会に対し特別の功労があ

る者で､会長の推薦により評議員会

が承認したもの。

５） 名誉会長　会長として本会発展の

ために多大の寄与又は特別の功労

があった者で、評議員会で承認さ

れたもの。

６） 名誉会員　本会発展のために多大

の寄与又は特別の功労があった者

で、総会で承認されたもの。

７） 在外会員　ドイツなど外国に居住

する者で、本会の会員であること

を希望し、評議員会で承認された

もの。

第６条　 入会　個人会員・法人会員・学生会員に

ついては、会員２名の推薦とともに所定

の申込書を提出する。入会は理事会の議

を経て会長が承認する。

第７条　退　　会

１　 退会を希望する者は退会届を本会事

務局に提出する。

２　 ３年以上会費を未納した場合は退会

と見なされる。

第４章　役　　員

第８条　役員　本会に次の役員を置く。

１）会長　　１名

２）副会長　３名

３） 理事　　事務局長・年報編集委員長

を含む約�0名。理事の中に専門担当

理事若干名を置く。

４）監事　　３名

５）評議員　�0−30名

第９条　 事務局員　本会事務局に事務局員を置く。

事務局員は理事会により任命される。

第�0条　役員の選出

１　 会長は理事会において推薦し、評議

員会・総会の承認を得る。

２　 副会長は会長が理事の中から推薦

し、理事会の議を経て評議員会およ

び総会の承認を得る。

３　 理事・監事は評議員の中から理事会

が推薦し、評議員会・総会の承認を
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得て会長が委嘱する。

４　 事務局長・年報編集委員長は理事会

構成員より会長が指名する。

５　 評議員は個人会員より理事会が推薦

し、評議員会の承認を得て会長が委

嘱する。

第��条　役員の職務

１　会長は本会を代表し、会務を総括する。

２　 副会長は会長を補佐し、会長に事故

ある時はその職務を代行する。

３　事務局長は本会の事務一切を総括する。

４　 年報編集委員長は年報の編集に関す

る全ての会務を統括する。

５　 理事は理事会を組織して会務を執行

する。専門担当理事は会長の求めに

応じて会務の一部を処理し、理事会・

評議員会・総会で処理すべき事項に

つき資料の収集・準備などを行う。

６　 監事は本会の財産および業務の執行

を監査する。

７　 評議員は評議員会を組織し、本会の

運営に関する重要事項を審議する。

第��条　 役員の任期　役員の任期は２年とする。

ただし再任は妨げない。

第５章　会　　議

第�3条　 本会の会議は総会・評議員会・理事会と

する。

第�4条　総　　会

１　 総会は第５条に規定する会員をもっ

て組織する。

２　 通常総会　通常総会は年１回会長が

招集する。通常総会では以下の事項

を審議承認する。

１）予算および決算

２）事業報告および事業計画

３）会長・副会長の承認

４）理事・監事の承認

５）会則の変更

６）その他会長が認めた重要事項の審議

３　 臨時総会　臨時総会は理事会からの

請求があった場合、会長はこれを招

集しなければならない。

４　 総会の議事は出席者の過半数の賛成

をもって決議する。

第�5条  理事会

１　 理事会は必要に応じて会長が招集

し、議長は会長とする。

２　 理事会は以下の事項を審議しなけれ

ばならない。

１）会長の推薦

２）副会長の承認

３） 理事・監事・事務局長・年報編集

委員長・評議員の推薦

４） 事業報告・事業計画・予算・決算

に関する事項

５）会則の変更

６）その他特に必要と考えられる事項

第�6条　評議員会

１　 評議員会は会長・副会長・理事・監事・

評議員で構成する。

２　 評議員会は会長が必要と認めた場

合、これを招集する。

３　 理事および評議員の�/3以上、個人

会員の�/�以上の請求があった場合、

会長は評議員会を招集しなければな

らない。

４　 評議員会では以下の事項を審議する。

１）総会に付議すべき事項

２） 会長・副会長・理事・監事・評議

員の承認

３）事業計画

４）その他の重要事項

５　 評議員会の議事は出席者の過半数の

賛成をもって決定する。

第６章　会費および会計

第�7条　 会費　会員は個人会員・学生会員・法人

会員の区別により、会費細則に定める会

費を納入しなければならない。
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平成20年度　役　　員

会 長
副 会 長
事 務 局 長
年報編集委員長
理 事

監 事
評 議 員

事 務 局 員

根本　道也

原田　光博 岡嶋泰一郎

髙崎　隆一

髙田　　淑

有村　隆広 石村　善治 池田　紘一 岩下　　宏 緒方　敏郎

小黒　康正（国際交流担当） 加島　清士 上加世田和文（広報担当）

萱野　通子 北芝　幹治（渉外担当） 斎藤　裕三（企画担当）

末永　直行 蘇木　嘉啓 髙崎　隆一（経理担当） 髙田　　淑

立花　雅子 田中　聡明 福元　圭太（ドイツ語講座担当）

藤本　瑞枝 堀　　正人 ホルスト・スウェン（国際交流担当補佐)

巻　　鷹子 山崎　勝幸 葉　　照子

田中　　武 中村　　昭

麻生　　誠 荒木　啓子 有吉　泰徳 垣本　知子 河田　　溥

小早川明徳 小林　正毅 佐田　正之 椎葉倫和子（広報担当補佐）

重竹　芳江 新保　弼彬 立花　健吾 永野　秀子 二本木一哉

林田シノブ 原田ウルズラ 廣吉　明子 佳留　謙介（企画担当補佐）

村上　康子 安冨ひふみ（事務局員補佐）

第�8条　 経費　本会の経費は会費・寄付およびそ

の他の収入をもってこれに当てる。

第�9条　 会計年度　本会の会計年度は毎年４月１

日から翌 年３月3�日までとする。

第７章　会則の変更

第�0条　 会則の変更　本会則の変更は理事会で審

議し、評議員会の決議を経て総会の承認

を得ることを要する。

本会則は平成�0年5月3�日より発効するものとする。

年会費細則

 個人会員の年会費は6,000円とする。ただし、

以下の割引制度を設ける。

１．家族割引：年報および案内状が一人分で

よい場合、二人目の家族からは�,000円

とする。

２．青年割引：40歳以下の会員の会費は4,000

円とする。

学生会員の年会費は�,000円とする。

法人会員の年会費は�0,000円以上とし、 当該年

度に全額納入するものとする。

　この細則の変更は理事会で審議し、評議員会の

決議を経て総会の承認を要するものとする。
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8707

102-
0083

651-
0087

470-
1192
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8551
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0122
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8021

320-
0851

924-
8511

310-
0825

東京都港区南麻布4-5-10

大阪市北区大淀中　1-1-88-3501
梅田スカイビル　タワーイースト　35F

福岡市博多区千代1-17-1
西部ガス株式会社内

東京都千代田区麹町5-1 NK真和ビル9階

神戸市中央区御幸通8-1-6　神戸国際会館17階

豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
藤田保健衛生大学　衛生学部　臨床化学教室内

奈良市大安寺2-18-1　大安寺内

北九州市小倉北区真鶴2-6-1
九州歯科大学　口腔外科学第一講座

大分市錦町2-6-2

熊本市東野3-14-1　窪田 隆穗　気付

鹿児島市郡元1-21-30
鹿児島大学法文学部　ドイツ文化研究室

長崎市橋本1-12-4　長崎大学大学院　医歯薬学総合
研究科　病態病理学分野

徳島市南常三島1-1　徳島大学　総合科学部　
ドイツ語・ドイツ文学（石川）研究室内

松山市文京町3　愛媛大学法文学部　安藤研究室内

高知市曙町2-5-1　高知大学　人文学部　国際社会
コミュニケーション学科

岡山市西川原1-6-1　就実大学　哲学研究室内

広島市南区霞1-2-3　広島大学大学院　医歯薬学総合
研究科　分子病理学研究室内

岐阜県羽島郡笠松町下新町84
岐阜日独協会事務局

札幌市中央区北8条西3丁目
札幌エルプラザ2階札幌市民活動センターNo.186

盛岡市みたけ3-7-37
㈱双葉設備アンドサービス内

仙台市宮城野区榴岡4-1-1　㈱ユアテック内

大阪市北区芝田2-2-1　新梅田ビル6階635号

豊橋市白河町100　中部ガス㈱　秘書室

宇都宮市鶴田町1758　㈱TKC内　塙シヅ子気付

石川県金沢市松村7-135-1　㈱金沢舞台　企画制作部
黒柳 和夫様　気付

水戸市谷田町872　APF内　小川 政美　気付

ド イ ツ 連 邦 共 和 国 大 使 館

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館

在福岡ドイツ連邦共和国名誉領事館

財 団 法 人 　 日 独 協 会

神 戸 日 独 協 会

名 古 屋 日 独 協 会

奈 良 日 独 協 会

北 九 州 日 独 協 会

大 分 日 独 協 会

熊 本 日 独 協 会

鹿 児 島 日 独 協 会

長 崎 日 独 協 会

徳 島 日 独 協 会

愛 媛 日 独 協 会

高 知 日 独 協 会

岡 山 日 独 協 会

広 島 日 独 協 会

岐 阜 日 独 協 会

北 海 道 日 独 協 会

岩 手 日 独 協 会

仙 台 日 独 協 会

㈳ 大 阪 日 独 協 会

豊 橋 日 独 協 会

と ち ぎ 日 独 協 会

北 陸 日 独 協 会

茨 城 県 日 独 文 化 協 会

関　　 係　　 機　　 関

03-5791-7700

06-6440-5070

092-633-2239

03-3265-3411

078-230-8150

0562-93-3053

0742-61-6312

093-582-1131
内線337・1921

097-533-1255

096-369-1561

099-285-7576

095-849-7055

088-656-7142

089-927-9354

0888-44-8199

086-271-8147

082-257-5145

058-387-4596
Fax　　　〃　　　 

011-738-5698

019-641-7440
Fax 019-641-7312

022-296-2111

06-6371-0679

0532-31-7141

028-648-2111

076-266-0246

029-226-8422
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0075

102-
0075
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0014

183-
0013

810-
0022

810-
0001

810-
0001

810-
0001

810-
0001

810-
0001

814-
0133

810-
0001

沖縄県宮古郡上野村字宮国775-1
　うえのドイツ文化村内

福岡市東区箱崎　6－19－1

東京都豊島区南大塚3-34-6　南大塚エースビル501

東京都世田谷区桜上水　3-25-40　日本大学文理学部
独文研究室内

大阪市北区大淀中　1-1-88-3502
梅田スカイビル　タワーイースト　35階

京都市左京区吉田河原町19-3

東京都港区赤坂7-5-56 
ドイツ文化会館内

東京都港区赤坂 7-5-56 ドイツ文化会館内

東京都港区赤坂7－5－56　ドイツ文化会館4階

東京都千代田区三番町2番地三番町ＫＳビル5階

東京都千代田区三番町2番地三番町ＫＳビル5階
在日ドイツ商工会議所内

東京都千代田区永田町 2-14-3 赤坂東急ビル

東京都府中市小柳町5-9-83

c/o Herrn Wolfgang Grosse Buchenweg 12
D-73650 Winterbach

Am Markt 1
D-28195 Bremen

Schillerstr. 4-5
D-10625 Berlin

Gotenstr. 21
D-20097 Hamburg

c/o Herrn Steffen Wünsch Bernburger Straße 7
D-06108 Halle

Talstr. 56 a
D-66119 Saarbrücken

福岡市中央区薬院2-4-5-702

福岡市中央区天神1-10-１　福岡市役所北別館５階
財団法人福岡国際交流協会　交流協力課内

福岡市中央区天神1-10-1　市役所北別館５階

福岡市中央区天神1-10-1 市役所北別館1階

福岡市中央区天神1-7-11　イムズビル8階

福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡3階　こくさい
ひろば

福岡市城南区七隈1-11-50 末永文化センター内

福岡市中央区天神1-1-1
アクロス福岡8階　㈶福岡県国際交流センター内

沖 縄 日 独 協 会

九州大学文学部独文研究室

日 本 独 文 学 会

日 本 ゲ ー テ 協 会

大 阪 ド イ ツ 文 化 セ ン タ ー
（Goethe-Institut Kansai）

京 都 ド イ ツ 文 化 セ ン タ ー
（Goethe-Institut Kyoto）

東 京 ド イ ツ 文 化 セ ン タ ー
（Goethe-Institut Tokyo）

ドイツ学術交流会　東京事務所
(DAAD)

ド イ ツ 観 光 局

在 日 ド イ ツ 商 工 会 議 所

ドイツワイン基金駐日代表部

ド イ ツ 農 産 物 振 興 会

日本カール・デュイスベルク協会

バーデン・ヴュルテンベルク州　独日協会

ブ レ ー メ ン 独 日 協 会

ベ ル リ ン 独 日 協 会

ハ ン ブ ル ク 独 日 協 会

ハレ・ザールクライス独日協会

ザールブリュッケン独日協会

福 岡 ユ ネ ス コ 協 会

福 岡 国 際 関 係 団 体 連 絡 会
（ F U K U - N E T ） 事 務 局

福 岡 国 際 交 流 協 会

福岡観光コンベンションビューロー

レ イ ン ボ ー プ ラ ザ

(財)福岡県国際交流センター

福 岡 日 仏 協 会

福 岡 E U 協 会

09807-6-3771

092-642-2407

03-5950-1147

03-5317-9712

06-6440-5900
Fax 06-6440-5901

075-761-2188
Fax 075-752-9133

03-3584-3201

03-3582-5962 
03-3584-0276

03-3586-5046

03-5276-9811

03-3511-4033
Fax 03-5276-8733

03-3580-0169 
03-3580-0160

042-302-3840

+49-7181-73930

+49-421-324646

+49-30-3199-1888

+49-40-2360-1625

+49-345-2926715

+49-681-55072
+49-681-55074

092-715-8768

092-733-5630

092-733-5630

092-733-5050

092-733-2220

092-725-9200
Fax 092-725-9205

092-821-5088

092-725-9204
Fax 092-725-9205
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編 集 後 記
　「年報3�号」をお届けします。�8年度の例会の講演は非会員によるものが多かったと、前号の編集

後記に書きましたが、�9年度はほとんど会員による講演であった点が前年度と対照的でありました。

しかもその場合の非会員も、会員の久保先生が代表を務められ、わが協会が後援する団体の一員ですか

ら、会員と同様です。また、�8年度には　Ｈ．グロース先生がご子息と来福されて、ＥＵについて講

演をされましたが、�9年度には同じく在外会員のＧ．シュティッケル先生が来られてＥＵの言語政策

について講演されました。帰国されてから、こちらでお願いしておいた要約の長さでは意を尽くせない

から長くなってもよいか、とのお問合せがあり、そういうことであるならばとお任せしたところ、＜６

月例会要約＞のような要約論文が送られて来ました。『ドイツ語研究所』を退かれてからも、EFNIL会

長としてＥＵ諸国の言語の将来を案じておられる先生の熱い思いが、翻訳をしている私にもひしひしと

伝わってくる論文でした。私の拙訳を役立てて頂ければ幸甚です。

　�9年度には池田紘一会長の西日本文化賞受賞という慶事がありました。それに関する小黒康正先生

の祝賀の文、先号に続くＳ．ホルストさんのドイツ風習の紹介、新会員林伸行さんのドイツ紀行など、

５点の寄稿が3�号を賑わわせています。

　最近は会員の出入りが多く、会員名簿の厳密な整理の必要を感じておられる方も少なくなかったので

はないでしょうか。今回は新しく重竹芳江さんのご協力を願って、事務局関係全般の校正を強化しまし

た。また、例年のことながら、城島印刷の二本木一哉氏には一方ならぬご尽力をいただいて、こうして

年報発行に漕ぎつけることができましたこと、御礼申し上げます。　　　 編集委員長　　髙　田　　淑

追記：校了まじかになって突如、副会長原田光博氏の訃報が入り、関係者一同驚きと深い悲し

みに満たされています。わが日独協会に対する氏の多大なご功労に思いを馳せつつ、こ

こに心からご冥福をお祈りします。



医療法人 伊都の丘病院
神経科  精神科  心療内科  東洋医学科（内科）

院長　舩津 邦比古
福岡市西区徳永697　〒819-0375

筑肥線（地下鉄空港線） 
　　　九大学研都市駅から徒歩10分

TEL：092-806-1172

株式会社 西日本マネジメント開発

代表取締役　　高　崎　隆　一

企業経営のお困りを解決・支援いたします
経営戦略の策定のアドバイスが欲しい
経営幹部の研修に最適な講師を探している
研修会の講師を紹介して欲しい
人事制度の見直しにコンサルタントのアドバイスが欲しい

〒８１４－０１２３
福岡市城南区長尾２丁目２５番１２－５０３
ＴＥＬ／ＦＡＸ  ０９２－９８５－４５２７
Ｅ－ｍａｉｌ：ｎｉｓｈｉｍａｎｅ＠ｉｋｉ．ｂｂｉｑ．ｊｐ



ドレスデンの落日と復活
－精神科医が見た東ドイツ終焉前夜 （単行本）

私を自宅に招いた晩餐の後、Ｒ教授は意を決したように尋ねた。
「舩津先生、私達のドイツと壁の向こうの（西）ドイツと、どちらが
優れていますか？」
「Ｒ先生、その答えは既にご存じのはずだ！」
胸の奥で私は叫んだ。（本文より）

舩津邦比古（著）　三修社
価格：1995円（税込み　書店またはインターネットにて）

立花健吾　佐々木博康　編
同学社　2008年3月31日刊
定価3,150円（税込）
B6版・上製・324頁
ISBN978-4-8102-0456-8

『判決』や『変身』などの衝撃的な作品が執筆された
カフカの「初期」（1904～1913年）──
この時期に成立した諸短編を取り上げ
さまざまな方法で解釈を行った注目の論集。
不可解なカフカ文学を理解するための待望の一冊！

カフカ初期作品論集
新刊案内



情 報 を まごころこめて 伝えます。

城島印刷は、福岡市中央区白金の地に1969に創業。
以来38年、書籍や冊子などの《本づくり》を中心に、お客様のいろいろなご要望に応えて参りました。
これからも「より細やかなサービス」と、電子ジャーナルをはじめ、ウェブサイトの提案・制作や各種プログラミング及び
ソフトの提案・開発など、マルチメディアにも対応して参ります。
また、出版部門の「花書院」では、各種テキストや自費出版物を扱っております。
出版・編集物についてのご相談もお待ちしております。

城島印刷株式会社

お待ち



表紙の写真はハノーファーの新市庁舎。
Ha r e n b e r g -K a l e n d e rの美しい絵葉書の
写真を借用しました。
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