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■ 挨 拶

日独文化交流の発展に期待する
名誉会長

小川 弘毅

平成 26 年４月から西日本日独協会名誉会長に就任した小川です。私は福岡市に本社を構
える西部ガス㈱に昭和 39 年に入社し、
戦後の高度経済成長と共に都市ガスの普及に従事し
て参りました。その間、都市ガスの原料は石炭から石油、そして天然ガスへと変遷を遂げ
ましたが、エネルギー事業に深く係わることで地域貢献ができたのではないかと考えてお
ります。現在は、西部ガス㈱の相談役という立場にありますが、TOTO ㈱の社外取締役の
他、福岡県社会福祉協議会の会長職にも就いています。
ドイツとの関連で申しますと、私は平成 25 年の６月から在福岡ドイツ連邦共和国の名誉
領事の職にあり、名誉領事として、主に九州在住のドイツ人へのサポートや各種の証明、
邦人の留学に関する必要書類をはじめとするドイツに係る諸手続きを行っています。
このような経緯もあって名誉会長をお引き受けした次第ですが、この間西日本日独協会
に係わる二つのイベントに参加し、楽しくも有意義な経験を致しました。
一つは昨年 10 月に冷泉公園で開催された「福岡オクトーバーフェスト 2014」で、その
５周年記念オープニングに池田会長と共に出席し、ドイツ連邦共和国の名誉領事として、
また大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館のカールステン総領事の意を体して祝辞を述べ
ました。大勢の方が会場に足を運ばれ、連日の賑わいぶりに私も感激しました。祭りで出
会った人たちが、ビールを片手に、ウインナーやポテトを食べながら、歌い、踊り、語り、
楽しい時間を過ごされている姿を拝見し、
本場ドイツの雰囲気を感じることが出来ました。
いま一つは 12 月に KKR ホテル博多で催された「クリスマス会」です。当日は子どもた
ちや留学生を中心に、会員ばかりでなく見知らぬ人同士が親睦を深め、打ち解け合い、私
も心温まる時間を過ごすことが出来ました。人間関係が疎遠になりがちな昨今、こうした
人々のふれあいの場を作ることはとても素晴らしいことだと思います。今年の暮れも是非、
楽しいクリスマス会を企画して頂ければと思っています。
皆さんご存じの通り、日本は明治時代に入ってから、法制、軍事、科学、芸術などの分
野でドイツを模範とした近代化を図り、国家としての礎を築いてきました。それからおよ
そ 150 年が経過し、
いま新しい世紀を迎え、
両国は地球温暖化対策やエネルギー政策の分野
において、山積する諸課題をグローバルな視点から解決する取り組みを推し進めていくこ
とを諸外国から強く期待されています。その一方で、最近ドイツにおいては日本の伝統的
文化への関心に加え、漫画、アニメといったポップカルチャーや日本食への関心が高まっ
ているとも聞きます。
こうした時代の流れの中で、西日本日独協会が新しい時代に相応しい未来志向の考えに
立ち、これまで以上に市民レベルでの文化交流を図り、更なる発展を遂げられることを心
より祈っております。
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模索の一年

― 2014年度をふり返って ―
会長

池田 紘一

2014 年度は、協会の歴史においてあるいは一時代を画することになるかも知れない大き
な改革を行ないました。一つは運営のあり方を見直し、理事会の若返りと委員会組織の充
実を図ったことです。もう一つは、協会のいわば下部組織として「青年部」を置いたこと
ですが、これは、協会本体には縛られない自由な発想の下に、日独親善の新たな可能性を
切り開いてもらいたいという大いなる期待から出たことでした。
この一年をふり返ってみて、卓話や講演、クリスマス会、音楽会、ビアアーベントなど、
どの一つを取り上げても充実した内容でしたが、上述の改革についていえば、すべては緒
に就いたばかりで今後に俟つというのが実情です。ただ、一つだけ懸念されるのは、会員
のあいだに改革の必然性に対する理解が必ずしも浸透していないように見えることです。
特に「若返り」や「青年」の重視に対しては、長年協会を支えて来た古くからの会員の
あいだに違和感もあるように見受けられます。しかしこれは決して協会の伝統の軽視から
生じたものではなく、温故知新の精神を忘れた結果でもありません。これに関しては年報
第 38 号の会長就任挨拶をぜひご再読下さい。その必要性と当面の課題について思いの丈を
吐露しています（協会ホームページでもご覧いただけます）
。そこで私が最も重視している
のは、
｢世代間の対話と会員の相互理解｣ に他なりません。ただし ― これはわが協会に限っ
たことではありませんが ― 日独協会の高齢化は厳然たる事実であり、少なくとも緩やかな
世代交代と時代に即応した新たな日独交流の模索なしには未来は開かれないでしょう。
わが協会は今年の 12 月６日に創立 60 周年を迎えますが、この 60 年という歳月の意味を
冷静に顧みることも重要であるように私には思われます。私的な感慨で恐縮ですが、それ
に関連して昨年私が驚きをもって自覚した一事実を申し添えることをお許し下さい。
昨 2014 年の夏、私は７月半ばから二ヵ月ほど所用でミュンヘンに滞在しました。この
夏は第一次世界大戦からちょうど 100 年目に当り ― ドイツの参戦は 1914 年８月１日 ― 、
至る所でこれを記念する展覧会や催し物や刊行物に出会いました。さらにその一ヵ月後に
は今度は第二次世界大戦開戦 75 周年の日が訪れ ― ドイツのポーランド侵攻は 1939 年９月
１日 ― 、偶然にもこの二つの節目の時を現地で経験することになったのです。
さらに私は、帰国して間もない 10 月３日、ドイツ連邦共和国総領事館主催の「ドイツ統
一の日」記念式典に招かれ、西日本日独協会会長としてカールステン総領事に祝意を表す
る機会を得ましたが、今回はベルリンの壁の崩壊（1989 年 11 月９日）からちょうど 25 年
目に当り、ミュンヘンでのことがあっただけに、いっそう感慨深いものがありました。
60 年前わが協会の創設を思い立った人たちの生年は第一次世界大戦開戦前後、私を含め
いま協会の高齢者に属する人たちの生年は第二次世界大戦開戦前後、そしてついこの間の
ことと思われた壁の崩壊からはや 25 年！ 私はこの事実にいまさらながら驚き、協会が還暦
を機に生まれ変わるには次世代に俟つところ大であると改めて思い知らされたのでした。
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特別寄稿

べートーヴェンの望郷の想い
― ある音楽愛好家の推論 ―

河田 溥
いとぐち
どんな人物であれ、遠く離れた異郷の地で長
く暮した人間は、必ずや望郷の想いから離れる
ことはできないであろう。以下べートーヴェン
の唯一の歌劇と、彼の生まれ育ったボンとのか
かわりを述べてみたい。
フォン・ブロイニング一家（1782年頃）
両親と４人の子供たち
左から２番目 長女エレオノーレ

生い立ち
ルートウィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン
（1770 〜 1827）は生まれ故郷のボンで 21 歳ま

スンを受け持つことになった。神聖ローマ帝国

での少年・青年時代を過ごした。幼い頃から音

皇帝ヨーゼフ２世が死去した 1790 年、依頼を

楽に特別の才能を示したベートーヴェンは、厳

受けて作曲された独唱・合唱・管弦楽のための

しかった父をはじめ、何人かの優れた教師に就

ハ短調『ヨーゼフ２世追悼カンタータ』
（WoO

いてピアノやヴァイオリンを学びながら、とり

87）は、20 歳そこそこの青年の作とは思えな

わけ作曲において異才を発揮した。十代の中頃

い円熟した技法で書かれた傑作である。その翌

からケルン選帝侯の居城のあったボンの宮廷礼

年にはモーツァルトが若くして世を去った

拝堂のオルガニストを務めたし、ピアノやオル

（1791）。

ガンの素晴らしい即興演奏によって人々を驚か

1792 年、選帝侯マクシミリアン・フランツ

せもした。16 歳のとき、師ネーフェの推薦を

の援助を得、ボンの人々の輿望を担って、21

得てモーツァルトの指導を受けるべく音楽の都

歳のベートーヴェンは再度ウィーンに向かって

ウィーンに旅立ったが、日ならずして母危篤の

旅立つこととなった。以後、彼は二度と再び故

通知に接し、帰郷を余儀なくされた。ボンに帰

郷ボンの町並みを、ライン河の流れを眺めるこ

り着いた彼は優しかった母親の臨終に辛うじて

とはなかった。別離に際して、多くの友人たち

間に合った。その頃、宮廷顧問官フォン・ブロ

は一人一人別れの言葉を書き贈っているが、こ

イニング家の親交を得ていたベートーヴェン

れはベートーヴェンの「記念帖」として知られ

は、未亡人ヘレーネ・フォン・ブロイニング夫

ている。中でも有名なのは、ワルトシュタイン

人から家族同然の教育を受けることができた。

伯爵の「愛するベートーヴェン、君は絶えざる

また彼の友人で医学生のフランツ・ウェーゲ

努力によってモーツァルトの精神をハイドンの

ラーの紹介で、同家の長女エレオノーレ（愛称

手から受け取り給え」という励ましの言葉であ

ロールヒェン、1771 年生まれ）のピアノのレッ

る。ロールヒェンは、このとき手ずから編んだ

3

ノ ･ ソナタや各種の室内楽、弦楽四重奏曲など
が作曲されたが、
慎重な彼が『第１交響曲』
（作
品 21）を発表したのは 30 歳近くになってから
である。

挫折
1802 年に完成された『第２交響曲』（作品
36）は、彼の宿痾となった「難聴と耳鳴り」に
ことのほか苦しめられ、絶望した時期に生まれ
たものである。有名な「ハイリゲンシュタット
の遺書」
（1802 年）は、このような絶望の淵に
あって認められた。彼は聴力の異常を周囲の
人々や、とりわけ音楽家たちに知られるのを恐
れてひた隠しにしていたのであった。ただ２人
のボンの友人に対してだけはこの事実を打ち明
けた
（1801）
。一人は神学生のカール・アメンダ、
今一人は生涯の友であった医師のフランツ・
ウェーゲラーである。
この２人に宛てた手紙は、
エレオノーレの肖像（1785年頃 作者不詳）

いかに彼が耳疾に苦しみ、不安と打撃を受けた
かを如実に示している。このような絶望のどん

頸巻きをベートーヴェンに贈ったが、彼は生涯

底から立ち上がり、起死回生を転機に生まれ代

これを大切に保管していたのであった。

わったベートーヴェンは、稀に見る独創性と創
作力とで、いわゆる中期の偉大な作品群を次々

新進作曲家

に産み出していった。

22 歳 に 満 た な い 青 年 ベ ー ト ー ヴ ェ ン は、
ウィーンに住み着くと早速ハイドンに師事して
音楽の勉強を始め、たちまちウィーン音楽界で
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歌劇『レオノーレ』
理想的な人間像を謳歌した傑作『第 3 交響曲

頭角を現わした。先ず抜群のピアニストとして、

エロイカ（英雄）』（作品 55）に続いて着想さ

次いで独創的な、優れた作曲家として世間の耳

れ意欲的に作曲されたのが、1805 年作の歌劇

目を集めた。1793 年に作曲され、同年ウィー

『レオノーレ（副題：夫婦の愛）
』
（作品 72 ａ）

ンで最初に出版された『フィガロの結婚からの

である。フランス革命の「自由」の理念を讃え

アリアによるヴァイオリンとピアノのための変

た J．N．ブイーの原作、J．ゾンライトナーお

奏曲へ長調』
（WoO 40）は、故郷ボンのエレオ

よび F．トライチュケの脚本になるこの歌劇作

ノーレ・フォン・ブロイニング嬢に献呈されて

品は、しかし初演が不成功に終り、翌年の改訂

いる。彼が最初の自信作、ヴァイオリンとチェ

稿による再演も失敗し、作曲者に大きな落胆と

ロとピアノのための３曲のピアノ三重奏曲を、

失意をもたらしたのであった。しかし何として

『作品 1』として出版したのは、1795 年、24 歳

もこの作品を成功させたいとの願いを持ち続け

になってからである。ウイーン初期には、ピア

た庇護者リヒノフスキー侯爵夫人クリスティ

アーネの強い説得により、この歌劇の最終稿が

ざるを得ない。この歌劇の原作のタイトルの女

完成したのは初稿後９年を経た 1814 年である。

名『レオノーレ』は、
正しくは『エレオノーレ』

この最終改定稿がベートーヴェン唯一の歌劇

である。ボンで親しかったエレオノーレは医師

『フィデリオ』（作品 72 ｂ）として今日知られ

フランツ・ウェーゲラーの妻になっているとは

ている作品である。実に４曲もの序曲を遺し、

云え、ベートーヴェンが歌劇『レオノーレ』を

長年を費やして作曲されたこの歌劇はいかなる

作曲している間に、久しく不義理をしていたエ

作品であろうか。私は『フィデリオ』よりも初

レオノーレやブロイニング家のことを懐かしく

稿の『レオノーレ』の方が芸術的に見てはるか

回顧したのではないか。弟達に宛てた「ハイリ

に優れていると思うし、好きでもある。『レオ

ゲンシュタットの遺書」を遺す前に、故郷のア

ノーレ』の重厚な「ハ長調」序曲と、『フィデ

メンダやウェーゲラーと文通し、またワルト

リオ』の軽快な「ホ長調」序曲の違いを比べる

シュタイン伯の友情を思い起こしたこと、『エ

だけでも、続く全曲の内容が暗示されていると

ロイカ』を書きながらボン時代に体験したフラ

いえよう。いやそれだけではない。
『レオノーレ』

ンス革命のことなどに思いを重ね合わせたので

にこそ、彼のボンへの切実な望郷の想いが込め

はないか。それとともに『ヨーゼフ２世追悼カ

られていると思うのである。

ンタータ』を作曲した当時の情景がまざまざと

スペインを舞台としたこの歌劇は、愛国者フ

蘇ってきたのではないか。この作品には悲劇的

ロレスタンの妻レオノーレが、政敵ピツァロの

な楽想が散りばめられているし、また何よりも

陰謀によって獄中に幽閉された夫を救出すべ

苦悩のどん底にあったレオノーレの夫フロレス

く、男装のフィデリオに扮し夫を救うという、

タンの運命を、難聴の苦痛のもとにある自分自

正義感溢れるベートーヴェンならではの救出劇

身と同一視するに至ったのではないか。これが

である。

私の推測である。

故郷ボンへの郷愁

あとがき

この歌劇作品には、1790 年にベートーヴェ

ウ ィ ー ン の ベ ー ト ー ヴ ェ ン と、 ボ ン か ら

ンが 19 歳のときにボンで作曲した彼の『ヨー

50 km ほど離れたコブレンツのウェーゲラー夫

ゼフ２世追悼カンタータ』の音楽が濃厚な影を

妻との交友は、ベートーヴェンの生涯最後の

落としており、両者に密接な関係が認められる

1827 年まで続いた。

のである。先ずカンタータの開始部（第１曲）

ブロイニング家とエレオノーレの肖像の掲載

および終末部で演奏される悲劇的で暗く重苦し

を許可していただいたベートーヴェンハウスの

い 3/4 拍子のラールゴの動機が、そのまま『レ

厚意に感謝します。

オノーレ』第 3 幕の、『フィデリオ』第 2 幕の
冒頭で、またカンタータ第４曲のソプラノのア
リアと合唱曲「ヘ長調」が、歌劇の大団円に用

（かわた ひろし 会員、
福岡大学名誉教授、
ボン・ベー
トーヴェンハウス会員）

いられていることである。常に新しい分野を開
拓し続けてきたベートーヴェンが、彼の全盛期
において何故若い時代を回顧しながら作曲した
のか。私はベートーヴェンがこの 1805 年頃、
強い望郷の想いに駆られたのではないかと思わ
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寄

稿

思い出のドイツ
楯岡 和子
ドイツは森の国である。果てしなく続く赤松

しばらく経ったある日、秋の日差しの柔らか

の森や、白樺の林の中に褐色の瓦屋根と白壁の

い日だった。私は不意に、赤松の林の向こう側

家が点在する。私が 1967 年から一年半を過ご

へ行ってみたいという衝動にかられて家を出

したリンバッハも美しい森の中にあった。

た。意を決して、それでも恐る恐る林の中を突

ニュルンベルクからアウトバーンで約 17 キ

き進むと、突然あたりが明るくなり、すぐそこ

ロ南西の、森を伐り開いてできた新しい住宅地

に、秋の陽光に輝く豊かな田園が広がっていた

で、通りの名はワルトハイムシュトラーセ（森

のだった。小川がやさしい音をたてて流れ、両

の家通り）
。買ったばかりの中古のフォルクス

岸には枝を広げた白樺や柳がどこまでも続いて

ワーゲンで森の中に入って行くと、数戸の家が

いた。かつてみた映画『未完成交響楽』の世界

建っていて、私達の借りた家は、二階建ての新

が目の前にあったのだ。私はしばらく動くこと

築の家だった。一階に家主さんの御家族、二階

ができなかった。

が全部私達の住まいで、その部屋の広さと、家

ドイツの秋はみじかい。さわさわと風が渡る

具、調度品の立派さに驚き入ってしまったの

と、
木の葉がいっせいに音をたてて降ってくる。

だった。家賃は一ヵ月 340 マルク（当時１マル

間もなく冬の到来である。暗くて長い冬が始ま

ク約 90 円）だった。

るのだ。私は冬の間、ニュルンベルクで催され

私がはじめて迎えたのはドイツ（当時西ドイ

るコンサートに出かけたり、森の家で二科展へ

ツ）の秋である。日本より日暮れが早く､ 落葉

出品する画の準備をしたり、読書やレコードを

がはじまっていた。広いわが家の庭は、赤松の

聴いたりして過ごした。とりわけシューベルト

林に続いていて、背の高い赤松は鬱蒼としげり、

の歌曲集『冬の旅』は幾度聴いたことだろう。

いつも風の中にゆれていた。

ディートリヒ・フィッシャー = ディースカウの
囁くようなバリトンの美しい声を。大きなガラ
ス窓の向こうの林をみつめながら聴くシューベ
ルトの歌曲は、通り過ぎていった、なつかしい
日々を思い出させてくれるのだった。
暗くて長い冬が過ぎると、待ち望んだ春であ
る。白樺や柳の枝は少しずつふくらみ、冷たい
風の中にも春の萌しが感じられて、心が浮き立っ
てくるのだった。バイエルンの青い空が澄み渡っ
た日など、小川まで駆けていったものだ。いつ
もシューベルトの歌曲をうたいながら歩いた。

わが家の庭に続く赤松の林
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かの有名な「美しき五月」に出会ったのは、

ちょうどフンボルト財団の招待旅行中であっ
た。夫がフンボルト奨学生だったので、私も一
緒に行くことにしたのだった。四月から五月に
かけて三週間、大きなベンツのバスで最も美し
い、そして最も古いドイツ（西ドイツと東西ベ
ルリン）を一周した。車窓から見える森の緑は
よみがえり、林檎や梨の花が白く咲きほこり、
桜はピンクに野をそめていた。ハインリヒ・ハ
イネの詩にシューマンが曲をつけた『美しき五

ハーン教授と

月に』が思い出されてくるのだった。
この三週間の間、昼は有名な寺院やお城、美
術館を訪れたり､ 夜はほとんどオペラやコン

ルザフト、もう一本はシュテーレのために、ア

サートへの御招待だった。西ベルリンでは『リ

プフェルザフトの瓶にウィスキーを入れて用意

ゴレット』
、ミュンヘンでは『ドン・ジョバン

したのだった。これを間違えないようにするの

ニ』
、ハンブルクではミュージカル『屋根の上

に苦労した。ドイツのりんごジュースは、ウィ

のヴァイオリン弾き』だった。各国から集った

スキーの色と全く同じだったから。後にシュ

若い研究者たちと、いつも正装して出かけた。

テーレは手紙に
「ケッコウナアプフェルザフト、

ほんとうに有り難いおもてなしであった。

アリガトウ」と書いてよこした。

一年が過ぎ、再びカスターニエンの実の落ち

あれから半世紀ちかい歳月が流れている。ド

る音を聞き、白樺の林が日毎にさびしくなって

イツの森は変わっただろうか。1959 年ものの

ゆくのを見た。帰国の日もせまり、私達の生活

ワインを求めて、
いつも通り抜けた町への近道。

は少しずつ忙しくなっていった。

黄金色にかがやく落ち葉を踏みしめながら、ア

ドイツではその土地を離れてゆく人が、お世
話になった方々を招待する習慣がある。年が明

ムゼル
（黒い小さな鳥）
に会うために駆けめぐっ
たあの森。

けると、ほとんど毎週のように親しい方々をお

変わったものと変わらないものとを見極める

招きした。日本の「ちらしずし」は、いつも好

ために、再びドイツを訪れてみたいという思い

評であった。中でも忘れられないのはシュテー

はある。しかし、古きよき時代を知る者にとっ

レの事である。彼はエアランゲン = ニュルンベ

て、憧れの国であったドイツは、私の記憶の中

ルク大学のオスワルト・ハーン教授の助手で、

のドイツだけで十分なのだと今は思っている。

夫の雑用をすべて引き受けて果たしてくれた人
である。

（たておか かずこ 会員、二科会 会員）

帰国を前にして、教授ご夫妻、シュテーレ、
そしてもう一人の助手クラウゼを招待した。招
待の前日、シュテーレ曰く「教授の前ではウィ
スキーが飲めないので、アプフェルザフト（り
んごジュース）の瓶にウィスキーを入れておい
て下さい」
。私達は殊の外アプフェルザフトを
お好きな教授のために、一本は本物のアプフェ
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ドイツ語圏のイタリア ― 南チロル ―
舩津 邦比古
2014 年９月に行われた、スコットランド独

は当初イタリア化を強力に推し進め、チロルと

立を問う住民投票は面白かった。写真で見ると

いう名前もイタリア風にアルトアディジェ（ア

荒涼とした、しかし美しい国のようだ。いつか

ディジェ川上流県）と改めたが、ドイツ系住民

は訪れてみたい。スコットランド同様帰属問題

の激しい反発に遭い、テロもあったようだ。第

が時折風雲を呼びそうな地域は他にもある。そ

二次世界大戦後自治州となってやっと収まっ

の一つが南チロル Südtirol である。

た。ウィーン、ザルツブルク、インスブルック

南チロルはオーストリアに接するイタリアの

の駅前広場は南チロル広場と命名された。ドイ

一地方である。第一次世界大戦前ここ南チロル

ツのテレビでも随時「南チロルの夕べ」といっ

は、オーストリアのチロル州に属していた。隣

たご当地紹介番組がある。これらは南チロルへ

接する北イタリアもオーストリアの領土で、ト

の永遠の強い絆を表したものである。

リエステは当時オーストリア海軍の軍港だっ
た。このような「未回収のイタリア」を抱えて

伊独両語が公用語となり、南チロルという名

いたイタリアは、第一次世界大戦時オーストリ

称もドイツ語表示として公式に復活した。ここ

アに宣戦布告した。美しいアルプスの村々で戦

ではドイツ語の地元新聞もテレビもある。ミュ

闘が繰り返されたが、オーストリアは負け、南

ンヘンから高速道路や列車で 2 時間半、県都ボ

チロルをイタリアに割譲した。

ルツァーノ（独：Bozen ボーツェン）はそれほ

その歴史から解るようにチロルは元々ドイツ

ど遠いところではない。一方、ヴェニスやヴェ

系民族が多数を占めて住んでいた地域で、今で

ローナから上がってくると、ここが同じイタリ

もドイツ語を母国語とする人は南チロルの人口

アだろうかと思う。アルプスの空気も、街並み

54 万人の７割になる。チロルの語源となった

も、食べ物も（ピッツァはあるが）
、ツィター

チロロ城はここ南チロルにある。イタリア政府

が奏でる曲や言葉も、インスブルックとまった
く変わらない。オーストリアの銀行やスーパー
が支店を出している。美しい南チロルの中でも
ドロミテ山塊と呼ばれる山々、奇岩は多くの
ロッククライマー、トレッカー、スキーヤーを
楽しませてくれる。イタリアは自転車スポーツ
が盛んで、サイクリストは標高差 1000m 位を
盛んに駆け上る。スキーは日本では想像できな
いほど規模雄大で、例えば由布岳（大分県）ほ
どの巨大な岩山を、リフトを乗り継ぎ乗り継ぎ
半日かけて一周する。この醍醐味はアルプス広
しといえども、他所では味わえない。日本では

オーストリアと境を接する南チロル
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知名度が低いが、ここには全欧州から多くの観

は流れるようにイタリアに入る。ただ、インス
ブルックのある本来のチロルと共通のゲマイン
シャフトを形成したいと希望するのは、彼らの
素朴な気持ちであろう。
なお県都ボルツァーノには、雪中から発見さ
れた 5300 年前のミイラ、アイスマンが保管さ
れていて、最新の研究技術を駆使して当時の食
生活などの研究がなされているそうだが、私は
山中を駆け上るサイクリスト

まだ見学の機会を得ていない。
最後に雑学を一つ。欧米人男性の名前にロ
バートというのがある。イタリア語ではロベル

光客が押し寄せる。ドイツ風のスモークハム、

トとなる。スペルは Roberto。これが実は冗談

ソーセージとイタリアのパスタや生ハムが同時

ではなく、日独伊三国同盟を意味する。すなわ

に味わえ、しかもここはワインが美味い。イタ

ちローマ Roma、ベルリン Berlin、東京 Tokyo

リアは観光収入を稼ぐ、よい地域を手に入れた。

の第一シラブルを繋ぎ合わせたもので、ローマ

私達が泊まったホテルで、ある晩「チロルの

が最初に出てくるので、イタリア人にはこの上

夕べ」という催しがあった。女性達はディルン
ドゥルを着、男達は皮の半ズボンを履き、客は
アコーディオンに合わせて歌い、地産ワインを
飲んだ。私が一緒にアルプスのフォークソング

なく都合がよい。
（ふなつ くにひこ 会員、伊都の丘病院院長、精神
科医）

を歌うと、他の客は「ほう」と意外そうな顔を
する。その後話が弾んだ。隣のテーブルの家族
は最初何語を喋っているか解らなかったが、親
しくなって話をするとニュルンベルクで事業を
営んでいるオランダ人だった。元々ドイツ語と
オランダ語はよく似ている。
このような南チロルが今日オーストリアへ復
帰することは非現実的だし、メリットもない。
EU 諸国間の往来が自由になった今、ここが墺
伊国境だと気付くこともなく、高速道路上を車

ドロミテの奇岩とスキーヤー
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オーストリア滞在記

― 隣国でドイツを考える ―
中村 昭
一昨年秋、妻と、山河と聖堂の国オーストリ
アに十年ぶり、三度目の旅をした。リンツ市近
郊の末娘の嫁ぎ先に滞在、婿の運転で、欧州文
化首都に選ばれて美しさを増した当市一帯を初
め、西はザルツブルク湖水地方から端麗な廃市
シュタイヤー、東はバロックの壮麗な修道院メ
ルク、さらにブドウ畑に囲まれ古城が並ぶバッ
ハウ渓谷を経てウイーンまで足を伸ばした。
前回、３時間かけて親子３人で歩いた、ブルッ
クナーの生地アンスフェルデンと終焉の地フ
ローリアンを結ぶブルックナーヴェークの遍路

東欧の音楽家の皆さんと

は、
今回は、車で 10 分のあっけない行程だった。
しかし、フローリアン教会では、前回果たせな
かった、地下にあるブルックナーの巨大な棺の

ハプスブルク帝国が滅んですでに百年、ドナ

前まで訪れることができたし、また、昔、彼が

ウ川あるいはドイツ語を紐帯に、隣接の中東欧

弾いていたパイプオルガンの厳粛なコラールの

諸国と緩やかな繋がりを保ちつつ、自然と芸術

演奏や、この教会の有名な少年合唱団の歌声も

と社交を愛し、心豊かな日常を享受してきた

聴けた。

オーストリアの人々の質実な生き方に感じ入っ

リンツでは、ちょうどブルックナー音楽祭の

たひと月だった。そして、何よりも遠い異国に

期間にあたり、ウイーンフィルの公演や、地元

いて、優しい婿や、心ゆかしい友人達に囲まれ、

リンツブルックナー管弦楽団の「ニーベルンゲ

いごこちよく過ごしている娘の日常を見て心か

ンの指輪」のゲネプロ、それに宮本亜門氏の奇

ら安堵した次第である。

抜な演出で話題を呼んだ同管弦楽団の歌劇『魔
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のこまやかさ、つつましさが心に沁みた。

ところで、私事にわたりまことに恐縮だが、

笛』
（森谷真理さんの「夜の女王」が圧巻）な

娘は、
東京の音大を出た後日本を飛び出し、
モー

どが聴けた。さらに、州立劇場では、異才、故

ツァルテウム（ザルツブルク）で学び、故シャ

ジョン・ケージ作曲の、指示と偶然との遭遇で

ンドールヴェーク氏率いるカメラータ・アカデ

営まれる多重パフォーマンスを見た後、娘の紹

ミカのヴァイオリニストとして欧米アジア各地

介で、指揮者デヴィス氏、ピアノを独奏した日

での演奏に参加、ベルリン芸大では、ヴィオラ

本人の奥様ご夫妻としばらくお話ができた。

をブルーノ・ジュランナ氏に師事、ドイツ国家

滞在中、娘が以前在籍していたこのオーケス

演奏者資格を得て長年オーストリアを中心に活

トラの、首席奏者や楽団員のお宅に招かれて、

動をしてきた。８年前帰国し、旧師小澤征爾氏

家庭料理と談笑のもてなしを受け、皆さんの情

が創設した新日本フィルのヴィオラの首席奏者

を務め、オーケストラや室内楽活動を続けてい

はリンツの人々は、グローバルな現代、実力主

たが、一昨年の春、縁あってオーストリア人と

義は当然のことで、彼らに一目おくことはあっ

結婚、再びこの地に戻ったのだった。

ても、
対抗意識などないとの鷹揚な構えだった。

私は２年前に、大腿骨骨折で入院する羽目に

小国ながら、一人当たりの GDP では、日本は

なり、結婚式には行けなかったのだが、オース

もとより、東西再統一の負担を抱えるドイツを

トリア人や日本人のほか、ドイツ、チェコ、ポー

も上回る豊かさからくる自信があるのかもしれ

ランド、ブルガリアの方々など多数が出席され、

ない。

弦楽四重奏のプレゼントもいただいた。今回の
訪墺には、そのお礼の目的もあった。

一方、ハプスブルク家のウイーンに対しては、
複雑な感じがあるようで、 あそこは特別だ、
オーストリアではないという見方が出たのは予

皆さんとの会話は、娘はドイツ語、一方の私

想外で、関西人が抱くある種の反東京の感情に

は英語で、じゅうぶん意をつくすことはできな

も似ていた。深層心理には、今でも領邦時代の

かったが、音楽談義を中心に話が弾んだ。婿は

意識が州単位という形で残っていて、上部ドイ

音楽には無縁、リンツ市内で、レストランや自

ツ語という共通項を持つバイエルン州を回廊と

然食品店を経営している人だ。毎晩、得意な料

して北のドイツへとシンパシーの連なりがうか

理の腕をふるって私たちを喜ばせてくれ、お喋

がえた。

りのときを過ごした。彼は一時期、“ 緑の党 ”

EU が発足したのは 1993 年、かつてのザル

で活動していたことがあり、現地の政情や、欧

ツブルク駅でのドイツへの通関手続きを思い起

州史に通じていたので得ることが多かった。

こすと今昔の感がある。両国とも内に移民問題

音楽の世界では、モーツァルトやシューベル

を抱えつつ、隣接する多くの国々と良好な関係

トを輩出し、音楽の都ウイーンを擁する音楽大

を築きながら、片や、ドイツは、EU の中心国

国オーストリアだが、楽聖ベートーベンやブ

として、
環境や経済成長の面で牽引力を発揮し、

ラームスを生んだドイツと併せて、ひとくくり

片や、オーストリアは、永世中立の立場を堅持

で語られることが多い。しかし宗教的には大き

し、東南欧地域の安定に独自の寄与を果たして

くいってカトリックとプロテスタントの違いも

いる。1995 年のオーストリアの加盟で、EU の

あり、近現代史上、戦火を交え、離合を繰り返

ドイツ語母国語人口は、英語を凌いでトップ

した両国は、単にドイツ語圏の隣り合う２国と

シェアとなった。隣り合う２つの国双方に思い

して、ひとまとめには律せられないはずだ。私

入れがある私は、両国が、連携補完しつつ、同

は、オーストリアの、隣り合うドイツに対する

心の円ではなく、いわば２つの重心を持つ楕円

意識、そして自国への意識はどのようなものな

の軌跡を描きながら発展していく姿をせつに望

のか知りたかった。

んでいる。

たとえば、この国のオーケストラや音楽大学
教授のポストに空きが出ると、ドイツの音楽家

（なかむら あきら 会員、日本語講師）

がふさぐケースが多いようだが、これについて
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今やクリスマス会の名物となったグリューワイン
髙田 淑
ここ 10 年ほど、11 月に入ると、西日本日独

に適切な大きさと形の鍋を売っていないか、普

協会のクリスマス会のためのグリューワイン

段から心掛けて探していた。昨年の秋口、求め

（Glühwein、
以下 Gw と略す）の調製とそのサー

ていた通りのものを偶然に発見、
早速入手した。

ビスに必要なものを再点検するのが私の習慣と

10ℓ入りの筒型の鍋である。当日の会場では、

なっている。一番大切なことは、Gw の素とも

弱火とは言え、２時間余りガスの火に乗せてい

言うべきグリューフィックスの在庫数の確認で

るわけであるから、浅く口広の鍋ではワインの

ある。不足の場合は、永年の友人である井口夫

蒸発量が多くなり、宜しくない。10ℓという大

人、アーデルハイトにお願いして、ドイツから

きさも丁度良かった。今この鍋は、中にスパイ

取り寄せて貰う。彼女はいつもこの事を気に掛

スの缶とレードル、布巾と果物ナイフと毎年の

けて、何かの折に在庫数を尋ねてくれる。私が

記録などをすっぽり納めて、次の出番を待って

こんなに長くこの仕事を続けられたのも、彼女

いる。

のこうした親切のお蔭と感謝している。以前一

私に Gw との関係が出来たのは自然な成り行

度だけ手遅れになりそうになった（実際はちゃ

きであった。平成 11 年に事務局長をお引き受

んと間に合ったのだが）ときは、原田広太郎さ

けした頃は、Gw にまでは気が回らず、どなた

んにお願いして、急遽取り寄せて頂くという失

がそのお世話をなさったか、はっきり覚えてい

態を演じたことがあった。それ以来、クリスマ

ない。ミヒェルさんなどドイツ人講師の方々で

ス会終了時には翌年のために一応点検をする。

あったのだろう。それまでずっとクリスマス会

それは気密性の高い、大き目の缶に保管してお

の行事に関わって来られた方々のお働きで、

り、その蓋を開けて、中にこもっていた甘く高

着々と会が進行している様子にただただ感じ

い香りを嗅いだだけで、もうワクワクしたクリ

入っていたと思う。年報でクリスマス会の模様

スマス気分が甦るから不思議である。同じ缶の

が詳しく報告され始めたのは、平成 10 年発行

中には丁子や肉桂など、スパイスの小瓶も入っ

の 22 号からで、この号からクリスマス会が 12

ている。月桂樹の葉は、わが家の庭の木から適

月例会として扱われている。それまでは活動記

切な時期を選んで摘み取り、乾燥させて常備し

録の一つとして、写真入りではあったが、詳し

ている。Gw サービスの際に使う 50ml 入りの

い報告はないのがほとんどであった。その中で

レードル（お玉杓子）も一緒に保管している。

昭和 61 年発行 10 号のクリスマスパーティーの

昨年から大切な道具がもう一つ加わった。鍋
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報告だけは例外で、少し詳しく書かれており、

である。それまでは、会場の KKR ホテルの井

そこに「グリューワインというドイツの寒い冬

上支配人さんに、当日はホテルの厨房の鍋の中

に飲む暖かいワイン」という言葉が見られる。

の適切な大きさの鍋を私たちに使わせて頂ける

以下に、それ以降の年報のクリスマス会報告の

よう、毎年特別にお願いしていたが、ホテル全

中から Gw への言及を拾ってみる。

体の料理の都合で、必ずしもこちらの希望通り

25 号には、言語文化部講師フィナーさんの

にはならなかったのは尤も至極な話で、どこか

お母さんから Gw の素のパックを送って貰っ

て、
「身も心も温かくなる Gw が用意された」
とあるので、多分 Gw はフィナーさんが作られ
たのであろう。26 号では、
「お料理もおいしく、
特に温めて飲むワインが最高」だったという初
参加の女性の感想が紹介されている。27 号で
は、原田光博さんが Gw の豪華な炎の儀式とも
言うべき Feuerzangenbowle の調製を、会場で
披露された様子が紹介されているが、Gw 調製
者の名前が報告に明記されたのはこれが最初で

左 グリューワインカップ

右 グリューフィックス

ある。28 号では、丁度原田家に滞在中であっ
たウルズラ夫人のお父さんが、前もって原田家

もお許し頂けるのではなかろうか。

で作られた Gw が、会場に運び込まれたと報告

クリスマス会の当日、私の Gw の仕事が最後

されている。29 号では、「日独協会のクリスマ

の仕上げにかかる頃になると一人、二人とご婦

ス会では今や定番メニューになっている」Gw

人が私の後ろ辺りに寄って来られ、Gw のこと

と書かれているが、実はこの年から、事務局長

を色々と質問をなさることがある。ほとんど一

の重責から解放され、編集委員長の仕事だけで

人で作業しているせいもあり、また、作り方が

身軽になった私の Gw 関与が始まった。会場で

簡単といえば簡単、
要は経験の積み重ねなので、

Gw を作られる原田さんをお手伝いしながら、

それに対してはかばかしいお返事もできないで

色々と要領を教えて頂いた。それ以後は試行錯

今日まで来た。そこで、この紙面をお借りして

誤しながら、原田さんにも味見をして貰ったり

Gw のレシピを公開しようと思う。

して、いつの間にか私は独り立ちして Gw を

私が「Gw の素」と呼んでいるグリューフィッ

作っていた。30 号には、Gw の前に並ぶ「人の

クス（写真・右）は、ティーバック状の袋の中

列が引きもきらなかった」との報告があり、そ

に Gw にとって必要不可欠のスパイス（オレン

れ以後はほとんど各号に Gw への何らかの言及

ジピール、シナモン、クローヴなど）が粗挽き

がある。Gw が特にご婦人の間で人気とか、女

粉末状で入っており、Gw の作り方として「1

の飲み物と思っていたのが案外うまいとお代わ

本分のワイン（赤でも白でも可）を熱し、砂糖

りする男性のこととかの報告（32 号）、Gw の

で好みの甘味を付け、それを１袋のグリュー

コーナーは今回も大盛況（33 号）、今や西日本

フィックスの上に注ぎ、好みの濃さになるまで

日独協会クリスマスの看板の一つになりつつあ

滲出させる」と印刷されている。甘さ加減、ス

る Gw（34 号）
、ドイツのクリスマスに必ず登

パイスの利かせ加減は好みによる、自分流で良

場する Gw が美味しかった（35 号）、「日独協

いということである。私が原田さんに教えて頂

会のクリスマスの定番」の Gw が飛ぶように売

いた大切なことは、スパイスは乾燥粉末のグ

れたとカッコ付きで紹介（36 号）、「そしても

リューフィックスだけに頼らず、生のオレンジ

ちろんグリューワイン」と書かれた昨年度の

の皮、粉末でないシナモン、クローヴ、ローリ

38 号では、さらにわが日独協会の Gw の歴史

エなどを追加して入れることで、この量もまた

にも触れられている。このように見て来ると、

自分流、
自分の好みによるということであった。

この拙文のタイトルのように、グリューワイン

それにもう一つ、私がハイデルベルクのクリス

は今やクリスマス会の名物になった、と言って

マスマーケットで買って飲んだ、マグカップ
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（写真・左）入りの Gw は、熱くはあったが、

方々を、男女を問わず求めている。味を覚え、

私が毎年作る Gw ほど香り高くも、美味でもな

コツを習得して頂いて、これから５〜 10 年こ

かった。やはり値段の問題もあろうかと思う。

れに携われる方の出現を心から待ち望んでい

最後に、10 年の余もクリスマス会でひたす
ら Gw を作ってきた私の切望であるが、今やわ
が日独協会の伝統の一つとなったと言える Gw
を、途絶えさせることなく次の世代に伝えて下
さる方々、Gw を作る仕事を引き継いで下さる

14

る。
（たかた とし 会員、佐賀大学名誉教授）

イライラしないで！

― 現代ドイツ卓上ゲームの礎石とその後 ―
平松 智久
2015 年３月 14 日、ドイツ南西部に位置する
シュトゥットガルト近郊の町ミュールアッカー

れ続けてきた結果、いまではこのゲームを知らな
いドイツ人がいなくなったのです。

で、フリーマーケット付ボードゲーム・デー

現代ドイツの一般家庭におけるこの遊びの文

（Brettspieltag） が 開 催 さ れ ま し た。 地 元 紙

化の始まりは、『イライラしないで！』の簡易

「 ミ ュ ー ル ア ッ カ ー 日 刊 新 聞 」（Mühlacker

版が創作された 1910 年および正式版が発売さ

Tagblatt）は同日の朝刊において、そのイベン

れた 1914 年にまで遡ります。それ以前の近代

トの案内に加えて６人の市民へのインタヴュー

ドイツ卓上ゲームは主に戦略・戦術を鍛える軍

内容を掲載しています。「このデジタルゲーム

事訓練用の道具で、年齢や経験の差が勝負に直

全盛の時代においてなお、ボードゲームはどれ

結したため、家庭内で気軽に手に取ることが難

ほど魅力的なのでしょうか。あなたのお気に入

しかったのです。その状況を打破すべく、ゲー

りの卓上ゲーム（Gesellschaftsspiele）は何で

ムの進行にサイコロを利用することで運の要素

すか。いつ遊ぶのが一番好きでしょうか。」そ

を高め、ルールを極めてシンプルにした『イラ

れらの質問に対して最初の回答者であるマル

イラしないで！』を考案したのが、シュミット

タ・ザルヴェミニさんは答えます。「私は、孫

社の創設者ヨーゼフ・フリードリッヒ・シュミッ

たちが遊びに来た時にときどきボードゲームを

ト（Joseph Friedrich Schmidt, 1871-1948）でし

遊ぶわよ。私たちが一番好きなのは『イライラ

た。誰もが気楽に遊べるゲームがドイツに誕生

しないで！』（Mensch ärgere dich nicht!）なん

したのは、彼の試みのおかげなのです。発売当

だけれど、『いじわるゲーム』（Malefiz）も私

初は売上も芳しくなかったということですが、

のお気に入り。退屈しのぎになるからね。でも

1914 年の第一次世界大戦開戦時、前線に送ら

ビデオゲームには関心がないわ。」続いて二人

れた兵士たちへの現物寄付として無料で 3000

目の回答者ウヴェ・グレーベルさんも同じゲー

部のサンプルが配布されたことで、『イライラ

ムの名を挙げます。「僕は特に夜のひとときを

しないで！』は兵士たちによく知られるところ

子供たちと『イライラしないで！』をして過ご
すのが一番好きなんだ。ビデオゲームも時々や
るよ。限度を越えなければ問題はないはずだか
らね。」
インタヴューを受けた二人が『イライラしない
で！』を「一番好き」なボードゲームだと口をそ
ろえたのも無理はありません。マルタさんがいま
孫たちと楽しんでいるように、彼女も幼少期に祖
父母と遊んだ過去があるのだろうと考えられるか
らです。おそらく、そのように世代を越えて遊ば

15

となります。戦場で死ぬかもしれない恐怖のな
か兵士たちは「イライラしないで」と言い合い
ながら戦地での憤怒を発散していたのでしょう
か。また、戦地からの帰還後にも彼らは家族や
友人とそのゲームで日頃の鬱憤を晴らした（晴
らされた）のでしょうか。戦時中、安価なこと
もあり爆発的に人気を集めた『イライラしない
で！』は、終戦の翌々年 1920 年には 100 万部
の販売実績を残すまでになったのでした。
ところで、
『イライラしないで！』とはどの

なお、先のインタヴューでマルタさんが口に

ようなゲームなのでしょう。それは、皆が異な

した『いじわるゲーム』（1960 年）は、『イラ

るスタート地点から各自４つのコマをサイコロ

イラしないで！』
を発展させたもの。1953 年に、

の目に従って進ませて、十字型のコースを一回

当時パン職人だったヴェルナー・シェップナー

りし、スタートの後ろに位置するゴール地点に

（Werner Schöppner、1933-）が創作して広まっ

全ての自コマを最初に入れた人が勝ちになる、

たゲームです。『いじわるゲーム』では５つの

双六的レースゲーム。ただし最初はサイコロで

自分のコマを前後左右へ自由に進ませ、巧みに

６の目が出るまで待機地点からスタート地点に

バリケードを利用しながらゴールを目指しま

出られません。もうそれだけで皆イライラ状態。

す。やはりこのゲームにも「攻撃」の要素があ

６が出るともう一度サイコロを振ることができ

り、『イライラしないで！』以上に白熱した戦

ます。連続して６を出す人を待機地点でのんび

闘になることは請け合いです。

り眺める余裕はあるでしょうか。また、１つの

そのようなゲームのシステムの発展は、昨年

マスには１つのコマしか入れることができない

の『年報』第 38 号でも紹介した『ザーガラント』

ため、同じマスに後から止まると先にいたコマ
を振り出しの待機地点に戻すことになります。

年）
、
『アンダーカバー』
（1984 年）
、
『ツァップ・

もちろん、待機地点に戻ったそのコマはまた６

ツェラップ』
（2000 年）等、サイコロを振って

が出るまでスタートできなくなってしまうので

コマを進めながら「攻撃」や「イベント」を起

す。コースを一周してようやくゴールに自コマ

こすタイプの卓上ゲームにおいて、
ドイツ・ゲー

を入れようと手番を待っているときに、スター

ムの創成期から現在に至るまで確実に受け継が

トしたばかりの隣の人のコマが自コマのあるマ

れています。その意味において『イライラしな

スに入ってきて、ゴール直前の自コマを振り出

いで！』は、いわば現代ドイツ卓上ゲームの礎

しに戻すような事態が生じたときの悔しさと

石と位置付けられるのです。

言ったら。まさに「攻撃」されたかように感じ
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（1981 年）や、
『スコットランドヤード』
（1983

しかし、じつはその『イライラしないで！』

るなかで、
「イライラしないで」などと言われ

もまた長いゲームの歴史の上に成立したものに

ると、さらにまたイライラせずにはいられませ

ほかなりません。
その初めは古代インドの
『チャ

ん。2010 年にドイツで発行された 100 周年記

パー』（Caupur/ Chaupard）やそれが簡易化さ

念切手に描かれているように、そのイライラの

れた 16 世紀の『パチーシ』
（Pachisi）にまで

凄さはといえば、ドイツのお父さんだって「ちゃ

辿ることができます。植民地インドの宗主国イ

ぶ台をひっくり返す」ほどなのです。

ギ リ ス が ヨ ー ロ ッ パ に 持 ち 帰 り『 ル ー ド 』

（Ludo）として広めたものが、ドイツで『イラ

たという実績が、ドイツにおけるこのゲームの

イラしないで！』に変化したのです。スイスで

文化性を裏付けます。2005 年からは世界大会

は『急がば回れ』
（Eile mit Weile）と呼ばれる

も開催されている『イライラしないで！』。販

同様のゲームは、フランス（Jeu de Dada）、ス

売開始 100 周年にあたる 2014 年にはドイツ各

ペイン（Parchis）
、イタリア（Chi va piano va

地の博物館で特別展が開催されました。

sano!）、北部アメリカ（Parcheesi）等、ヨーロッ

また、2014 年７月には社団法人「ドイツ年

パ全土およびアメリカ大陸にも広がっており、

間ゲーム大賞委員会」の選考委員、役員、アシ

それぞれで地方ルールが生み出されています。

スタントの代表５名が、コソボ駐留中のドイツ

（南部アメリカの『パトリ』
〔Patolli〕や韓国の『ユ

治安維持部隊を訪問し、現地のドイツ兵約 700

ト』〔Yut〕などに類似性を見出すこともできる

名に 250 タイトル
（3500 ユーロ、
約 50 万円相当）

でしょう。）

のボードゲームを贈ったことが報告されていま

そして『イライラしないで！』自体もまたか

す。
（
『イライラしないで！』
も当然そのなかに。
）

つて東ドイツで、時代に合わせてでしょうか、

毎年数百種類の新作ゲームが販売される現代で

『共産主義的イライラしないで！』という地方

も戦地にゲームが運び込まれる様子は、100 年

ルールが作られました。そのルールでは全ての

前に『イライラしないで！』が戦場に届けられ

コマが赤色に統一され、どれでもよい４つのコ

た時と変わりありません。
キャンプ内のゲーム・

マを自分のゴールに最初に入れた人の勝利とな

イベント・ルームを撮影した写真では、
卓上ゲー

るのです。コマのすべてを皆のものとする「平

ムを前に真剣に楽しむ駐屯兵たちの笑顔を見る

等性」がゲームに「不平等性」を生んでいると

ことができます。遊びは文化。皆、
「イライラ」

ころが、当時の政治体制の矛盾を表していると

するのが大好きなのです。

言えるかもしれません。
そのように様々な地方ルールを加えて遊ぶこ
ともできる単純さがこのゲームの良さなので

（ひらまつ ともひさ 会員、福岡大学人文学部専任
講師）

しょう。これまでに累計 9000 万部も販売され
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青年部

2014年度活動をふり返って
三浦 宏幸

青年部主催の活動として、前年度開催した３
回に引き続き、
「マルクトプラッツ Fukuoka ―
ドイツの町巡りシリーズ」を３回おこなった。
まず５月に、福岡大学セミナーハウスで、下
薗りささん（九州大学文学部助教）、野村優子
さん（九州大学大学院人文科学部博士課程）を
講師にお迎えし、
「ベルリン」について、留学
時の経験を中心に話していただいた。来場者の
期待にたがわぬ内容の濃いベルリンの「今」が

町巡り「デュッセルドルフ」

紹介された。終了後は、会場内レストランで懇
親会を第９回「シュタムティッシュ」として開
催した。

９月には、「マルクトプラッツ Fukuoka ―ド
イツの町巡りシリーズ」の最後となる「ミュン
スター」の紹介。前回と同じく「あすみん」で
開催した。講師はミリアム・リカートさん。
2008 年に来日、2012 年から長崎県波佐見町の
中尾山にある陶房に勤務するリカートさんが、
生まれ育ったノルトライン = ヴェストファーレ
ン州ミュンスターをはじめ、各地の町や流行を
紹介して下さった。終了後は、
前回と同じく
「ア
イン」にて懇親会を開催した。

町巡り「ベルリン」

７月には、ボランティア交流センター「あす
みん」で、九州随一の繁華街天神の鉄板焼きレ
ストランの若きオーナーシェフである三浦杏奈
さんが、修行時代を過ごした「デュッセルドル
フ」
を紹介して下さった。ドイツへの渡航のきっ
かけや現地での体験談などの興味深いお話しを
聞けただけでなく、手作りケーキの試食もあり、
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町巡り「ミュンスター」

参加者は大満足！ 終了後は、講師・三浦さん

11 月には、少人数で「ドイツのボードゲー

がオーナーを務める「アイン」にて懇親会を開

ムを楽しむ会」を「あすみん」で開催した。講

催した。

師はジャグラーがたおさん（マルチパフォーマ

ンス大道芸人）。ドイツは世界的にみても「ボー

かったのが実感である。若い人たちが参加した

ドゲーム大国」。日本でも愛好者の多い「人狼（じ

くなる、取り組みたくなるような活動を模索し

んろう）ゲーム」や「ニムト！」を体験した。

ながらの一年間だったが、
後半失速してしまい、

初心者でも数回やればルールやかけひきが理解

課題が残った。一方、新たな方向性を模索すべ

でき、楽しめるゲームだった。

く運営協力者を募ったところ、４名の方からお
申し出を頂き、2015 年度に向けた足がかりも

その他、福岡大学図書館多目的ホールで行わ

得ることができた。

れた福岡大学人文学部ドイツ語学科と福岡大学
エクステンションセンター共催企画のドイツ映

2015 年度は、ドイツ語文化圏からの留学生

画鑑賞会（６回）への参加を呼びかけた。日独

を囲んでの交流や、身近なドイツ料理、雑貨な

協会会員の方々もこの鑑賞会に参加されていた。

どが楽しめる店の紹介など、まずは背伸びをせ

多くの人にとって、ドイツ映画は馴染みが薄

ず、地に足のついた活動を「継続」することを

いかもしれない。しかし、スクリーンからドイ

第一に考え、少人数であっても若い人たちが気

ツ文化がにじみ出てきて興味をそそられ、華々

軽に集まりやすく、かつ「日独交流」の要素の

しく宣伝されるハリウッド映画とはまた違った

ある行事を企画したいと考えている。
その上で、

趣の映画が多く取り上げられていて、純粋に名

各地の日独若者の交流へとつながるような活動

画鑑賞としても楽しめるものだった。

へと発展していければと願っている。まだまだ
軌道に乗ったとは言えない状況であるが、今後

2014 年度は、正式発足前の準備段階から実
施されていた「マルクトプラッツ」を隔月開催
することから活動を開始したが、講師選定から
依頼、集客、情宣に至る負担は予想以上に大き

とも青年部を叱咤激励しながら、その活動を見
守っていただければ幸いである。
（みうら ひろゆき 会員、青年部部長）
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日独協会秋祭りに参加して
緒方 愛実
西日本日独協会青年部会員を代表し、2014
年 11 月 24 日ドイツ連邦共和国大使館（東京都
港区南麻布）の同じ敷地内にある大使公邸で行
われた、ハンス・カール・フォン・ヴェアテル
ン駐日ドイツ大使主催の「日独協会秋祭り」に
参加いたしました。この秋祭りは、毎年東京の
日独協会会員の皆様が中心となって行われてい
る催しだそうです。今回は初めての試みとして、
大使の意向により、日本全国にある日独友好関
連団体の中から青年会員が招待されました。
大使館は、麻布の閑静な住宅街にあり、周辺
には各国の駐日大使館・公邸が点在し、輸入品
を取りそろえたスーパーなども見られました。

フォン・ヴェアテルン駐日ドイツ大使と

ドイツ大使館は各国の大使館・公邸と比べ、厳
重な構えをしていました。大使館を囲むように

た、今回急な呼びかけにも拘わらず、遠方から

高い壁がそびえ立ち、門には警備室が備えてあ

も青年会員の皆さんが参加して下さったことに

りました。しかし、壁には現代アートが描かれ

感謝しています。
未来を見据え、
青年会員がリー

ている部分や、ドイツの観光名所を紹介する写

ダーシップをとっていただきたい。今後の活動

真がプリントされている部分、日独友好関連の

にも期待しています。
」とおっしゃいました。

催しを紹介する掲示板などが設置されていて、

東京日独協会理事は、
「昔、戦争をきっかけに、

明るく親しみやすい印象を受けました。西日本

日本人とドイツ人の一般市民の間で交流が生ま

日独協会にも催しを紹介をするこのような掲示

れ、いつしか個人同士の親密な関係が生まれま

板があればいいなと感じました。門の中には白

した。現代では、戦争をきっかけとするような

い壁の洋風の大使公邸があり、そこで立食式の

ことではなく、つながる方法は沢山あります。

パーティーが開催されました。公邸の周りには

若い力に期待すると共に、年配の世代には気持

日本庭園が広がっており、紅葉が彩りを添えて

ちはずっと若いままで活動に参加してもらいた

いました。日独友好をあらわしているようで感

い。
」とおっしゃいました。

動しました。

東京日独協会理事のはからいにより、駐日大
使と直接お話しする機会がありました。
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駐日大使は会の開始の際、「日本全国に日独

大使は、「随分遠くから参加して下さったそ

友好を結ぶ協会があり、活動を活発に行ってい

うですね。大変だったでしょう。
」と労いの言

るということに驚き、また感動しています。ま

葉をかけて下さいました。また、西日本日独協

会青年部の活動もご存じで、「西日本日独協会
は青年会員が活発に活動しているそうですね。
とても感心しています。どんな雰囲気なんです
か？」と質問されたので、私は「Stammtisch（定
例懇談会）
、Marktplatz（ドイツの各地域につ
いての講演・勉強会）、バスハイクでの日本文
化勉強会など行っています。」とお答えしまし
た。また、
「青年部での若者の積極的な参加は
まだまだ少数で、以前は若者だった方々も参加
して下さっています。」と、私が冗談めかして
お話しすると、大使は笑いながら、「そういう

パーティの会場で

方たちも大事にして欲しい。若い世代の力も期
待しているけれど、年配の方との連携も重要な

て知ったのは、「青年部設立」というのはとて

ことです。」とおっしゃいました。

も珍しく、他の日独協会には設立されていない
ということでした。また、皆さんが西日本日独

パーティーではビュッフェスタイルの食事や

協会青年部の活動に興味を持って下さっていて

飲み物が用意されていました。大使館のシェフ

いることに驚きました。このような貴重な会に

の手作りで、ジャガイモ沢山のポテトサラダ、

参加する機会を与えられ、沢山の方と出会い、

鶏のビールトマト煮、豆のサラダ、ジャガイモ

各地の協会の特色と活動を知ることができ、大

のニョッキ、ザワークラウトや、デザートには

変勉強になりました。そして、皆さんの期待を

アップルパイ、ドライフルーツケーキなどのド

西日本日独協会青年部が背負っていることに気

イツ料理が並んでいました。どれも趣向がこら

づき、励みに感じ、その会員であることを誇ら

されており、シェフの心遣いを感じ、美味しく

しく思うと共に、身が引き締まる思いでした。

いただきました。中でも印象深く思ったのは

今後は、青年部ならではの催しを企画するな

シュトレンでした。通常は、12 月のクリスマ

ど積極的に活動し、西日本での日独友好の輪を

スに向けて寝かせた、固めのシュトレンを少し

広げていけたらと思います。また、西日本日独

ずつ食べる習わしになっていますが、今回いた

協会の先輩会員の方々との連携・親交をさらに

だいたシュトレンは、出来立てのものでした。

深めていくことも大切に考え、協会会員同士の

生地がやわらかく、ドライフルーツの甘味とほ

和をさらに強くしなやかにしていけるよう励み

のかな酸味が絶妙に合っていて大変美味しかっ

たいと思います。

たです。
食事をいただきながら、参加されていた各地

（おがた まなみ 会員、青年部）

の青年会員の方とお話しをしました。今回初め
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5月特別例会 Mai

ドイツのワインと料理を楽しむ会

伊福 雅
新しい方針の「ワインと料理の会」
初回を除いて、私は「ドイツのワインと料理

きなものなので、それを会場で加熱するために
事務局で準備してあったカセットコンロでは、

を楽しむ会」
（以下、ワインと料理の会）に毎

ボンベが加熱される危険もありました。これら

回楽しく参加しています。しかし今回は、前回

の点、次回もこの会場をお借りするのなら、検

までと大きく違っていた点がひとつありまし

討しておくべき事項かと思います。

た。それは、参加者が会員に限定されたことで
した。
その理由は、今年度（2014 年）から会長にな

しかし、こう書くとたくさん問題点があった
かのように思われるかもしれませんが、北芝さ
ん以下、ワインと料理の会実行委員の方々の、

られた池田会長の新しい方針に基づいて運用さ

実に入念な事前準備のため、私が大したお手伝

れたためで、そのためか、少し参加人数が少な

いをせずに済んだことも述べておかなければな

かったのが今までと違った印象を受けました。

りません。

さて、その新しい方針のもとで開かれたワイン
と料理の会の顚末は？

そしてまた、ソムリエー小森氏も、皆さんの
目につかぬところでも手を抜かぬ入念な準備を
されていました。例えばワイングラス。恐らく、

ワインと料理の会の舞台裏

当日のワインに合うように厳選してこられたも

さて私は、今回は事前の会場設営からお手伝

のと思います。テーブルの準備のため、私はい

いしましたので、そこで気がついたことをいく

くつか同時に持って運んだら注意されましたか

つか ……。

ら ……。

今回のワインと料理の会が前回までと違う点

きれいに切り揃えられた、マイスター小林氏

がもう一つあります。それは、素敵な部屋を提

のソーセージも会場の雰囲気を高めていきま

供して頂いている千鳥饅頭総本舗本店の会場か

す。

ら調理場が無くなったことでした。聞けば、こ
のお部屋は通常は全く利用されることがなく、
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さあ～て、宴の始まりですよ～！

経費の点から調理場を無くされたとの事でし

お待ちかねの宴は “Goldtraum” の乾杯から始

た。さて、それでどのような影響が出たのかと

まりました。ゴルト・トラオム、即ち「金の夢」
。

言えば、いつも料理の面で貢献して頂いている

ラベルには夢見る少女の顔が ……。名前のよ

スウェン・ホルスト先生に新しい負担を生じさ

うに、このワインは金粉が入っておりましたが、

せたことでした。考えても見てください。
「参

小森氏のお話によると、何とそれは、日本酒の

加人数 30 人分の料理が必要 → 会場に調理場が

影響で入れたとか。

ない → 自宅で大量の料理を作って持って来な

いわゆる辛口で大変おいしいスパークリングワ

ければならない」となるのは必然で、ホルスト

インでしたが、しかし私は、ここでひとつドイツ

先生に更なるご苦労をお掛けしました。また、

人に問い掛けたいことがあります。金粉を入れる

30 人分ともなると料理の入った容器は非常に大

なんて、なぜあなた方は日本人の真似をしたのか。

今回の会の盛況ぶりは、ある会員の方が思わ
ず立ち上がって、ご自分のワインにまつわるエ
ピソードを披露されたことにも表れています。

終わってみれば
以上のように今回も大盛況の内に楽しく時が
過ぎていったワインと料理の会でした。考えて
みると、この会は通常の立食式の懇親会と違っ
て席が固定されているので、同じテーブルに
座った人は勿論ですが、たとえほかのテーブル
に座った人であっても印象が強く残ります。例
えば個人的な話ですが、昨年お話させて頂いた
会員の方の姿が今年はありませんでした。名刺
を頂きましたが、６月に送られてきた会員名簿
を見るとお名前がありません。年配の方だった
人の真似をしないのが、あなた方ドイツ人の誇

ので、お亡くなりになったのかな、とちょっと

りであり気概なのではなかったのか …… と。

心配ですが、そんな風に、会話したお互いの印

まあ、日本人もここ数十年で大きく気質が変

象が強く残る交流をすることができる絶好の場

わったようですから、これもグローバリズムと

です。

やらかもしれません。
その後は、例年通り、小森氏の丁寧なワイン

元々は 2011 年の日独交流 150 周年の記念行
事としてスタートしたこの会が定着していった

の説明とおいしいホルスト先生の料理、小林氏

のは、そのような背景があったためでしょう。

のソーセージなどが提供されて、だんだん皆さ

そして「会員の、会員による、会員のための懇

んの会話がはずんでいきます。ソーセージと言

親会」として、見事に機能しています。今回の

えば、マイスター小林氏が、当日提供されたも

募集は、確か 40 名だったと思いますが、実際

のは鹿児島の黒豚であること以外は、完全にド

の参加者は 30 名だったようです。会員の皆さ

イツの製法である、と言い切られたのは迫力が

ん、参加しないともったいないですよ～！

あって印象に残りました。

（いふく ただし 会員）
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6月例会 Juni

東ドイツ（DDR）での留学と生活

宮崎 亮
ヘルダー・インスティトゥート（Herder-Institut）
1973 年３月、福岡市内の県立高校を卒業した
私は、同月のドイツ民主共和国（DDR）への留
学生選考試験を経て、同年４月 21 日、横浜港
大桟橋からソ連船籍フェリクス・ジェルジンス
キー号で旅立った。当時、ヨーロッパを目指す
若い人たちの多くが、費用の安い日ソツーリス
トビューローと、ソ連国営旅行社インツーリス
トのモスパックを利用していた 。
横浜－ナホトカ間はソ連船籍の「バイカル号」
と「ジェルジンスキー号」が使われた。船名に
その名をとどめているフェリクス・ジェルジン

ヘルダー・インスティトゥートのクラス仲間
（1973 年）

スキー（Feliks Dzerzhinskii）は、1877 年、ポーラ
ンド系ロシア人の貴族としてミンスクに生ま

ある。ドイツ語教育で有名なゲーテ・インスティ

れ、ロシア革命後は、レーニンの片腕として秘

トゥート的な役割を、当時 DDR で担っていた

密警察 GPU の初代長官をつとめた人である。

のがヘルダー・インスティトゥートである。そ

なお、1973 年４月に日本公演を行ったデヴィッ

して 1968 年、ドレスデン郊外のラーデボイル

ド・ボウイは飛行機嫌いで、同じ船に乗り合わ

に、DDR 国内で技術を習得する目的の外国人

せた。夕食時に船内のレストランで行われた彼

を対象としたドイツ語教育機関として、その分

のミニコンサートは思いがけないプレゼントで

校が作られたのであった。

あった。
ナホトカからは、ハバロフスク、モスクワ経

アジア・アフリカ・アラブ・南米出身者が多く

由でベルリンに到着した。DDR の首都ベルリ

を占めた。私のクラス担任は一人は英語、一人

ンでは、フンボルト大学とベルリン経済大学の

はフランス語を話したが、授業はドイツ語でド

日本人留学生の先輩方にウンター・デン・リン

イツ語を教えるものであった。ドイツ語初心者

デン通りやアレクサンダー広場周辺を案内して

の私であったが、ドイツ語漬けの生活を送ると、

いただいた。翌日、留学生受け入れ組織が手配

２－３ヵ月もたてば、なんとか他の留学生とも、

し た 車 で ベ ル リ ン を 後 に し、 ラ ー デ ボ イ ル

ドイツ人ともコミュニケーションがはかれるも

（Radebeul）の語学学校に入学した。

1956 年、ライプツィヒ大学（カール ･ マルク

24

日本からは私と I 氏（上越市出身）の二人。

のである。この年の５月に、日本と DDR の間
に国交が樹立された。

ス大学）に、ドイツ語を学ぶ外国人のためのヘ

ラーデボイルはエルベ河畔の町で、市章にブ

ルダー・インスティトゥートが開設された。ヘ

ドウが使用されるほどにブドウで有名である。

ルダーはゲーテと親交の深い哲学者、文学者で

ドイツでのワイン醸造の北限だと聞いたような

気がする。ラーデボイルとドレスデンの間は、

や高等学校ですごし、夜は寮の近くの居酒屋

路面電車で約 30 分、運賃は確か 20 ペニヒ（20

（Kneipe）で、居酒屋ドイツ語を学習。週末は居

円程度）であった。ドレスデンは 1945 年、英・

酒屋で親しくなったドイツ人家庭で過ごすこと

米空軍の爆撃を受け、壊滅的な被害にあったが、

が多かった。肉職人のご主人による自家製の肉

ツヴィンガー宮殿は戦後いち早く復興された。

の加工品は特別おいしかった。

エルベのフィレンツェと呼ばれるドレスデン

ヴェルニゲローデはハルツ横断鉄道の起点

は、街そのものが文化財である。ラーデボイル

で、ハルツ地方で最も有名な観光スポットであ

からエルベを船でちょっと下ると、磁器で有名

るが、ハルツ地方には歴史的にも重要な、素敵

なマイセンである。そして世界の美しい城に数

な町や村が多数点在する。その一つ、
アイスレー

えられる水の上に浮かぶモーリッツブルク城と

ベン（Eisleben）で生まれたマルティン・ルター

ラーデボイルは、有名な狭軌鉄道でつながれて

はエアフルト大学で哲学を学び、聖アウグスチ

いた。

ノ修道会に入る。後にアイゼナッハのヴァルト
ブルク城で新約聖書をドイツ語に訳した。宗教

ハルツ（Harz）の街々
ラーデボイルで短期間の基礎講習を受けた私
は、1973 年７月から２年間、ヴェルニゲローデ
（Wernigerode）で生活した。人口３万人ほどのブ

改革者ルターの名前はハレ大学に冠されてい
る。アイスレーベンと彼の足跡を残す施設は世
界遺産に登録されている。
ハルツ地方のもう一つの町、シュトルベルク

ロッケン山の麓、ハルツ地方の小都市である。

（Stolberg） で生まれたトーマス・ミュンツァー

木組みの家が並ぶ中で、マルクト広場の市庁舎

（Thomas Müntzer） は、神学を研究し、ルターの

はランドマークとなっている。週末には結婚式

信奉者となる。1524 年、賦役・貢納の軽減、農

を挙げるカップルを祝う人々が集まり、秋には

奴制廃止などを掲げて始まったドイツ農民戦争

市役所祭り（Rathausfest）でブロッケンの魔女伝

は、農民だけでなく鉱山労働者も加わった。そ

説の踊りが披露される。魔女伝説の舞台となる

の中心都市がミュールハウゼンで、指導したの

ブロッケン山は、東西ドイツ国境、すなわち

が聖職者のミュンツァーである。当初、ルター

NATO とワルシャワ条約機構の最前線に位置

は立ち上がった農民たちに同情的であったが、

し、軍事施設もあったことから、立ち入りは厳

結局、諸侯側に立った。武力で圧倒的な力を持

しく制限されていた。

つ諸侯軍の前に、農民軍は粉砕され、翌年ミュ

私は人民所有企業電気モーター工場（VEB

ンツァーは処刑された。ドイツ農民戦争を農民

Elektromotorenwerk Wernigerode） 内の職業学校に

の反乱とみるか、
「初期市民革命」と規定する

世話になった。学生寮に住み、昼間は職業学校

か論争がある。トーマス・ミュンツァーの肖像

の教室で高校レベルの理数系の授業を受け、電

は DDR の５マルク紙幣に使われていた。

気モーター作りの実習や、旋盤工の見習いも
行 っ た。 こ の 町 の 拡 大 高 等 学 校（Erweiterte
Oberschule、旧東独における大学進学のための

ハンザ都市ロストック（Hansestadt Rostock）
1975 年９月、ロストック大学医学部に入学。

エリート高校、現在はギムナジウム）の合唱団

奨学金は 300 マルク / 月（当時の勤労者の最低

は、当時から国内外で活躍し、レコードも出し

賃金は 350 マルク / 月）
。学費や医療費は無料

ていた。この学校の 12 年生（最高学年）の授

であるため、基本的な生活を送るには十分な金

業にも参加させていただいた。昼間は職業学校

額であった。
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かって 1982 年大学卒業証書（Diplom） と DDR
の医師免許をとることができた。
ロストックはヴァルノウ川が広くなったとこ
ろにできた町で、城壁で囲まれている町の中心
に大学や教会、市役所などがある。ヴァルノウ
川がバルト海に注ぐところにヴァルネミュンデ
（Warnemünde） という外港があり、この港とデ

ンマークがフェリーで結ばれている。ヴァルネ
ロストック大学本部前で 卒業後に級友と
（1997年）

ミュンデの海岸ではよく海水浴を楽しんだ。
ロストックと、もう一つのハンザ同盟の町
ヴィスマールの間に、バート・ドベラーン（Bad

ロストックは 1218 年に都市権取得。1256 年、
ハンザ同盟に加入し、ハンザ同盟初期の中心メ

の愛称で親しまれる狭軌鉄道がハイリゲンダム

ンバーとなる。1419 年、ロストック大学創立。

（Heiligendamm）経由でオストゼーバート・キュー

北ヨーロッパ（バルト海沿岸やスカンジナビア）

ルングスボルン（Ostseebad Kühlungsborn）をつなぐ。

で最も古い大学である。1930 年代、第３帝国の

この鉄道の一番の醍醐味は、バート・ドべラーンの

飛行機工場や潜水艦（Ｕボート）造船所など、

街並みを路面電車のように走る蒸気機関車の姿であ

軍事産業の中心地であったため、当初よりイギ

る。私と同世代のドイツの首相メルケルは、メ

リス空軍の空爆目標であった。戦後は DDR を

クレンブルク・フォアポメルン州（中心都市は

代表する港湾として発展した。ロストックの人

ロストック、州都はシュヴェリーン）の出身で、

口は 20 万人ほどで、最初の１年間は私が唯一

ライプツィヒ大学で物理を学んだ。2007 年には、

の日本人であった。１年後に、もう一人の日本

Ｇ８サミットをこのハイリゲンダムで開催し

人（相模原出身の E 氏）がやってきた。

た。

ロストック大学の医学部（医学科と歯学科）

DDR、今はなき第２の祖国となってしまった

には１学年約 150 人程度の学生中、10 人ほどの

が、若かった私にいろんな体験と可能性を与え

海外留学生がいた。１年次より解剖学があり、

てくれた。1973 年から 1982 年までの長い間留

２年次で解剖学・生理学・生化学を修了。３年

学生活を支えていただいた受け入れ団体の

次から臨床系の科目とベッドサイドが開始され

方々、今でもつきあいの続く友人たちに深く感

る。日本の医学教育に比べ、ベッドサイドでの

謝している。

学習、実習が充実していた。私のドイツ語力で
は当初講義について行けず、２年次で留年した。
しかしドイツの友人たちに支えられ、７年か
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Doberan）
という町がある。ここからモリー（Molli）

（みやざき りょう 会員、木村病院副院長、外科医）

宮崎 亮先生の東ドイツ
舩津 邦比古

宮崎先生は渡独後２年間語学研修と社会体験

国されたのだろうか？ DDR の病院について出

をされた後ロストック大学に入学され、その２

来れば少し触れて頂きたかった。最近見た「東

年間はとても楽しかったご様子だが、それでも

ベルリンから来た女」という女医を主人公にし

なお語学力が理由で１年留年されたと聞くと、

た映画では、当時 DDR でも中央と地方に医療

多少失礼ながらやっぱりそうかと思ってしま

格差があったことが描かれていた。

う。医学部の講義はひたすらノートを取り、試

面白かったのは先生が DDR 政府から医学部

験は暗記が多い。医学部は実習も多く、実習の

学年毎の履修証明書、卒業証書、医師免許証、

試験は口頭試問が多い。よく卒業なさったと敬

関連法律などに真正証明裏書きまで発行しても

服しました。

らい、それをすべて日本語に訳して文部省、厚

ラーデボイル、ハルツ、メクレンブルク、ロ

生省に提出されたことで、万が一日本帰国後医

ストックなど、当時 DDR（東ドイツ）観光ガ

師国家試験が受けられないと大変だから、この

イドブックで見るこれらの町や観光地はどれも

大切さはよく解る。この厄介な作業は今、宮崎

人通りが少なく、社会主義国なので商業広告が

先生の掛け替えのない思い出となっていること

少 な く、 や や 寂 し げ な 印 象 を 受 け た。 私 が

であろう。DDR は旧西ドイツに併合される形

DDR を訪れた 1987 年は既に国の疲弊が進んで

で消滅したが、彼の国に一度でも縁を持った人

いたが、宮崎先生が居られた 1970 年代は DDR

は、今も懐旧の情を禁じ得ない。

も元気だったのであろう。先生が留学生活を楽
しんでおられた描写にそれが垣間見える。
宮崎先生は医学部ご卒業後まもなく日本に帰

（ふなつ くにひこ 会員、伊都の丘病院院長、精神
科医）

オスタルギー
高松 美菜子

ベルリンの壁崩壊後、東西ドイツが再統一を

私にとってなんとも遠い存在でした。
今はなき、

遂げたのは 1990 年のことですが、私が生まれ

社会主義の国。そこに留学するというのはどう

たのも 1990 年。ドイツ留学中（2012 年 10 月

いうことなのか、想像もつきませんでした。

～ 2013 年 8 月）
、私は旧東ドイツ、テューリ

しかし、高校を卒業後単身東ドイツへ渡られ

ンゲン州イエナに暮らしましたが、旅行で西に

た宮崎先生のお話しされる東ドイツでの留学生

足を伸ばしたところで何か大きな違いを感じる

活は、私がつい最近経験したそれと変わらぬ、

ことはありませんでしたし、周りの友人も東の

活き活きとしたものでした。周りの学生たちと

時代を知りません。ゆえに東ドイツという国は、

共に学び、週末には一緒にお酒を飲み、休みに
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は旅行に行く。そんなお話を聞くだけで、未知

う気持ちから、この言葉が生まれたのです。先

の国が不思議と親しみやすいものに感じられる

生のお話を聞きながら、その言葉を思い出し、

のです。

そこに暮らしていた人々や文化へ思いを馳せる

オスタルギーという、
東（Ost）と郷愁（Nostalgie）
を掛け合わせた言葉があります。当時の体制へ
の回帰を求めるものでは決してありません。し
かし、統一後急速にあらゆる面での「西独化」
を迫られた東ドイツで、古い時代を懐かしく思
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ことができました。
（たかまつ みなこ 会員、福岡大学大学院生、人文
科学研究科）

ビアアーベント

― 糸島市・二丈・真名子

7月特別例会 Juli

千鳥屋真名子別荘 ―

ビアアーベント実行委員長

プロローグ

北芝 幹怡

の修復を思い立ち、数か月をかけて見事な建屋

７月 21 日、海の日、午前９時 30 分。薄日の

に復元された。一抱えもあるようながっちりと

射す天神日銀前から 22 名の参加者を乗せた貸

した檜の天井の梁や古い土間周りは往時の佇ま

切りバスは目的地に向け出発した。都市高速道

いを偲ばせている。

をひた走り、西九州自動車道から二丈浜玉道路、

毎年４月には新入社員の研修の場所として使

県道 143 号を抜け、広域基幹林道を経て、やが

用したり、夏には社員の格好の避暑地として

て道幅約４メートルの林道へと入っていった。

バーベキューなどを楽しんでいる。

この林道は一方通行ではなく対面から車が来る
と、どちらかが譲り合って車溜りへと後退しな

ビアアーベントは周到な準備と規律正しい行動

ければならない厄介な林道である。運転手さん

で始まった

の見事なハンドルさばきで、回りくねった林道

男性 12 名のグループが、天幕の張り上げ、

を進んでいく。時折、左右から垂れ下がった大

椅子、
テーブルの設営、
バーベキュー道具のセッ

樹の小枝がバシッ、バシッと車の窓をたたく。

ティング、火おこし等、原田リーダーの陣頭指

曲がりくねった細道を蛇行して進み、小さな渓

揮で粛々と進行した。一方、女性グループは部

谷を左に見ながら緑のトンネルを潜り抜けた。

屋の清掃、それが終わるとバーベキュー材料の

そこは「真名子木の香ランド」に隣接した真名

調理、昔ながらの釜戸で炊くご飯の準備、テー

子の里で、私たちがビアアーベントを楽しむべ

ブルセッティング等々流れるような手さばきで

くやってきた目的地、千鳥屋の真名子別荘があ

用意されていった。そんな中、立花さん、伊福

る。

さん、
葉さんの買い出し別働隊が、
別の車でビー

ここで、千鳥屋の真名子別荘について一言触

ル、ワイン、糸島近郊で仕入れた新鮮野菜や肉

れておかねばならない。昭和 40 年代の中ごろ、

類、様々な器具、材料、用具などを満載して到

先々代の社長が真名子周辺の森林を取得する

着した。

際、その森林の一画に点在する数軒の廃屋の中

いよいよビアアーベントの始まりだ。恒例の

の一軒を買い取ることが条件になっていた。そ
こは平家の落人の集落と言われていた。取得し
た建屋は海抜 400 余メートルの山あいの地に、
敷地面積約 250 坪、建屋約 40 坪に約 10 坪の家
畜小屋が隣接したもので、古のロマンを漂わせ
ていた。築 200 年～ 300 年と言われていたが、
屋台の骨組みは実に堅固そのものであった。
その後、平成年代になって、先代の社長であ
る故原田光博さん（当協会の元副会長）が建屋

これで足りるかな～
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乾杯である。中村昭さんの発声でその幕が切っ

うことだった。なるほど、戦争を知らないドイ

て落とされた。
「皆さんの健康とビアアーベン

ツと日本の青年たちが、ヒトラーを話題にする

トの成功を祝し、ツムボール！カンパーイ！」

とは実に面白い。

バーベキューの「焼奉行担当」はあらかじめ

というわけで、和気あいあいのうちにビア

決められており、参加メンバー全員に焼き担当

アーベントの楽しい時間が過ぎていったのであ

を経験してもらうために、１班から６班までそ

ります。なお、
参加者は別の車で合流した会員、

れぞれ３名～４名が 30 分間隔で交代するとい

および会員の家族の小さな３人の子供たちも含

うシステムだ。ソーセージや牛、鳥、豚のフレッ

め、全部で 28 人であった。参加者の中にはド

シュミートが焼け始めると、香しい匂いがあた

イツ人３人、スイス人１人のさわやかな青年た

りに立ち込める。ビール片手に三々五々あちこ

ちが含まれていて、実になごやかな、楽しいひ

ちで仲間たちの会話が始まる。青空のもとで

とときだった。

バーベキューに舌鼓を打つメンバーの顔は、一
時間たっぷり仕事をした後の満足感にあふれて

エピローグ
帰りのバスの中はさしずめ、日独紅白歌合戦

いた。
ふと目を上げると、遥かかなたに、途切れが

の場となった。細い林道をどんどん下り始める

ちな雲間から二丈岳が見え隠れしている。何と

と、にわかに酔いも手伝って、往路のおとなし

自然美溢れるロマンティックなロケーションだ

さは何処へやら、復路はドイツ歌曲に大変造詣

ろう。母屋から釜炊きのご飯がおにぎりになっ

の 深 い 瀬 戸 泰 正 さ ん リ ー ド で “Wenn alle

て登場すると、会は俄然盛り上がる。釜炊きご

Brünnlein fliessen”（すべての泉から水があふれ）

飯のおにぎりにタクアンは日本人の心の原点な

の大合唱を皮切りに歌合戦が始まった。ドイツ

のだろうか。デザートに出された冷え冷えの西

人留学生も負けじとドイツ民謡を歌いだし、

瓜の触感がたまらない。

延々と日独ののど自慢が展開された。歌の上手

ドイツ人留学生たちもにこやかに仲間入りを

下手はともかく、ドイツ人留学生たちや青年部

してくる。聞き耳を立てていると、ドイツ人留

の若者たちと会員の気持ちが一つになったこと

学生と原田広太郎さんが激論を交わし始めた。

は大きな収穫であった。丸一日、童心に帰って

「ヒトラー」
、
「ヒトラー」という文言がしきり

大自然の中で過ごしたビアアーベントは、事故

に出てくるので、気になって、後で原田広太郎

もなく無事に帰路につけたことをうれしく思っ

さんに聞いてみた。曰く、第二次世界大戦後に

ている。

おけるヒトラーの功罪について話していたとい

最後に真名子周辺の歴史探索をして、この報
告を終えたいと思う。糸島山系にはその数は定
かではないが、平家の落人の村落が点在してい
るといわれている。中でもよく知られている二
丈北部の唐原（とうばる）には、壇ノ浦の源平
合戦（1185 年）で敗者になった平家の武者や
その一族が大勢落ちてきたといわれている。そ
の落人の中に平清盛の嫡男、平重盛の内室と千
姫、福姫という二人の姫がいた。当時、糸島周

乾杯～っ
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辺を治めていた武人、原田種直が匿って保護し

たといわれている。しかし、源氏の追捕は厳し

二丈の波呂（はろ）に平重盛とその一族の菩提

く、ついにわずか１年後に二人の姫は捉えられ

を弔うために寺を建立した。菩提寺は龍国禅寺

首を討たれた。辛くも難を逃れた母は悲しみに

（1203 年建立）と呼ばれ、今でも、平重盛や原

暮れ自害したといわれている。
今では、野の片隅に姫たちの首塚がひっそり
たたずみ、遥か都を懐かしんだとされる都見岩
が静かに博多の海を見下ろしている。その後、

田種直の雄姿を描いた掛け軸や遺品等が大切に
保存されている。
（きたしば もとい 会員、千鳥饅頭総本舗顧問）

平家の一族をかくまった原田種直は捉えられ鎌
倉送りとなったが、やがて許され、唐原の近く、

楽しかった共同作業
フェーリクス・ロッサ

昨年、私は福岡にきたのですが、今回で福岡

同作業をしました。気がつくと、あちらこちら

は三度目になります。現在、私はリタースクー

で話に花が咲いています。流暢にドイツ語を話

ルで日本人にドイツ語と英語を教えています。

す人や、ドイツに並々ならぬ関心をもつ人もい

今年の７月に、学校を通じて西日本日独協会の

て、それには驚きました。

ビアアーベントの招待状が届けられました。も

そのあとの焼きあがったバーベキュー料理の

ちろん私は喜んでこの招待をお受けしました。

美味しかったこと！会員同士が、ドイツ、オー

７月 21 日の「海の日」、場所は糸島とのこと。

ストリアやスイスでのさまざまの経験を語り

ドイツ人留学生たちと私は、ビアアーベントに

合っているようすも感動的な光景でした。とも

参加するために天神のバス停に集合しました。

にビールを飲み、ともに語り合い、私たちはこ

バスの中で、会員の皆さんとすぐにうちとけて

うして最高の時を共有したのです。

親しくなりました。ぬけるような青空のなかを、

私はこれからも西日本日独協会と連携しなが

私たちを乗せたバスは一路、目的地に向かった

ら、次の会にもぜひ参加したいと願っておりま

のです。

す。
会員の皆さまのあたたかい歓待のおかげで、

糸島に到着したあと、グリルを設置したり、
野菜を切ったり、テーブルや椅子を並べたりと
すぐに準備にとりかかりました。わいわいがや
がやおしゃべりをしながら、みんなで楽しく共

私たちはほんとうに楽しい一日を過ごすことが
できました。
（Felix Roßa リタースクール教師）
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新たな友を得た愉快な一日
ゼバスティアン・バッヘル

ビアアーベントに参加しないかときかれて、
実のところ、私は日本のビアアーベントがどん

のバスで大丈夫かな」という思いがちらっと頭
の中をよぎったほどです。

なものかうまく想像できませんでした。私の出

やっとの思いでたどり着いた場所、そこには

身はビールの州ともいわれるバイエルンです。

すばらしい美しい風景がひろがっていました。

バイエルンの人びとにとってビアアーベントと

みんなでいっせいに準備にとりかかり、テーブ

は、にぎやかに祝い、バイエルン料理を食べ、

ルや椅子を並べ、グリルを設置しました。冷え

何はさておきおいしいバイエルンのビールを飲

たビールをテーブルに置き、準備万端整え、さ

む日のことなのです。もちろん細かい違いはあ

あ、ビアアーベントの開始！

りますが、
「ビアアーベント」と言うと、私は
この三つがそろった光景を思い浮かべます。

料理はとびっきりの味で、口当たりのいい
ビールはおいしい！ドイツらしい雰囲気、まし
てやバイエルンらしさとは趣を異にしていまし

さて、ビアアーベントの始まり。集合場所は

たが、すべては期待どおりで私は心から満足し

私の通っているリタースクール前のバス停で、

ました。ともに座って、飲んで、しゃべって、

到着は私が最後になりました。みんなそろった

笑う。さまざまな話題を語り合い、歌い、兄弟

ところで、会員の皆さんの待つバスに乗車しま

のように親しく杯を交わして新たな友を得る。

した。ドイツ人は私たちだけでしたが、誰もそ

そこにあるのは、ドイツのビアアーベントその

れをさして気にする風もなく、すぐに車中のな

ものでした。

ごやかな雰囲気に溶け込みました。
長いバスの旅でした。バスが市街地からだん

なすばらしいイベントが催されることがあれ

だん遠ざかっていくにつれ、はたしてほんとう

ば、次の機会にも私はぜひ参加したいと思いま

に予想していたような場所に行きつけるのかだ

す。

んだん不安になってきました。バスが険しい細
い道を分け入るように登っていくときには、
「こ
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ほんとうに愉快な一日でした。またこのよう

（Sebastian Bacherl リタースクール留学生）

影絵とシュヴェービッシュ・グミュントへの想い

9月例会 September
三浦 宏幸

影絵との出会い

自分もやってみたい

私が影絵と出会ったのは、幼い頃、父が自作

2003 年秋、入退院を繰り返していた母が闘病

の紙芝居や影絵を見せてくれたことに遡りま

の末亡くなり、ひとり暮らしとなった父の生活

す。広告やポスターの紙の裏に絵を描いた「風

が単調になることを避けるため、交流のあった

の又三郎」
、
「とんちの彦一」などの紙芝居や、

ボランティアの皆さんの協力で父はふたたび影

ボール紙を切って割り箸に取り付けた人形を動

絵を披露する機会を得ました。これまで何回と

かす「蜘蛛の糸」などの影絵を作って見せてく

なく父の影絵を見ていたわけですが、その父の

れたのです。しかし、父の仕事が忙しくなった

上演するところをあらためて目前で見て、自分

ことと、私たち兄弟も小学生になって紙芝居や

もやってみたいと思うようになりました。しか

影絵をせがむこともなくなり、その後約三十年

し、道具だけ借りて動かしてみても、なかなか

近く「お蔵入り」していました。

うまくいきません。人形の操作に集中するとセ
リフが出てきません。セリフに集中すると人形

両親の活動

の動きが止まります。ここで初めて「長年連れ

父が退職すると、それまで仕事一筋だった生

添った夫婦ならではの息の合った絶妙のコン

活が一転、母といっしょに買い物に行き、図書

ビ」の素晴らしさを実感することになります。

館に寄って本を読んで帰る、という毎日になり

小学生の頃から工作には自信がありましたの

ます。そこで絵本の読み聞かせ会に立ち寄るよ

で、父が作った影絵の舞台、人形を真似て自分

うになり、いつしか自分たちもボランティアに

なりの初めての「作品」を作ってみました。そ

参加し、おはなしの続きで影絵を披露するよう

れが小さな子どもたちが誰でも知っている歌に

になりました。

あわせて動かす「童謡メドレー」です。初めて

幼児向けの絵本の読み聞かせや紙芝居のサー

の上演では、数名のお客さんながら子どもたち

クル活動は比較的多いのですが、影絵は珍しい

もいっしょになって歌ってくれました。こうな

こともあって、クチコミで広がり、公民館や図

ると、もっと作品を作ってみたくなります。イ

書館からお呼びがかかるようになりました。ふ
たり暮らしの平凡な老夫婦は「影絵のおじいさ
ん、おばあさん」として活動するようになり、
テレビ取材も受けたことがあります。当時を知
るボランティアの方の話では「長年連れ添った
夫婦ならではの息の合った絶妙のコンビ」だっ
たそうです（今にして思えば、この頃の両親の
姿をほとんど見ていないのが悔やまれます）。
影絵「ごんぎつね」の最終場面
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ンターネットで千葉や京都のアマチュア影絵劇
団と知り合ったことをきっかけにして、次第に
のめりこんでいきました。

企鵝一座として活動開始、
そして10周年
そして、2004 年秋、国民文化祭「ちくしの
人形劇まつり」で「ちっちゃな影絵劇団企鵝一
座（ぺんぎんいちざ）」としての活動を開始し
ました。今にして思えば、無謀なチャレンジで

拍子木を打つ三浦さん

したが、とにもかくにもいきなりの「大舞台」

思いが影絵の活動を続けていくエネルギーにも

は無事成功しました。その後、影絵だけでなく

なっているのです。

紙芝居、パネルシアター、紙切り、落語など色々
な演目を組み合わせて試行錯誤を繰り返しなが

シュヴェービッシュ･グミュントへの想い

ら、2006 年１月に北九州市にオープンした子

３ 年 に 一 度、 ド イ ツ 南 部 の 小 さ な 町 シ ュ

育て支援施設での公演をきっかけに活動範囲が

ヴェービッシュ・グミュントで世界各国の影絵

広がり、おかげさまで 2014 年秋に旗揚げから

劇団のパフォーマーが集う「国際影絵フェス

ちょうど 10 周年を迎えることができました。

ティバル」が開催されます。世界トップレベル

現在では、幼稚園・保育園や学童クラブ、公民

の影絵を見てみたい、そしてあわよくば ……

館などからの問い合わせも多くなり、高齢者施

宿泊先や路上で自分の影絵作品を披露して地元

設の慰問などを含めると年間 30 回以上、多い

ドイツや世界各国の人たちと交流したい ……

年で 50 回近い活動を行っています。

そんな想いから自分の中でドイツへの関心が高
まりましたが、大学で第二外国語として選択し

今の子どもたちにこそ影絵が必要
テレビや携帯ゲーム機の中でリアルなグラ

い状態。どうしたものかと悩んでいたところ、

フィックスが簡単に再現できる今、逆に想像力

偶然通りかかったオクトーバーフェストで西日

は乏しくなってしまいました。夜空に光る星を

本日独協会のチラシを見て、その場で入会を申

見て、
動物や神話の登場人物の姿に見たてて「星

し込みました …… というところまでお話しし

座」を考え出した昔の人の感性って素晴らしい

たところで、ようやく「影絵」と「ドイツ」が

と思いませんか？

結びつきました。

影絵は絵本や紙芝居と違って、登場人物の動

サラリーマン生活を続けていると、10 月に２

きはありますが表情が見えません。しかし、周

週間の休暇をとってドイツ旅行 …… というの

囲が暗く、画面に集中できることもあって、物

はなかなかできるものではありません。何年先

語の中にすうっと入っていくことができます。

になることか自分でも見当がつきませんが、近

そして登場人物の表情と心理を読取りながら見

い将来実現するであろう「ドイツ路上公演」の

ることで、感性と想像力が豊かになります。子

ために、海外向けの作品作りや身近な日独交流

どもたちがスマートホンや携帯ゲームに夢中に

を少しずつ積み重ねていこうと思います。

なっている今だからこそ、影絵が必要とされて
いる、そう思わずにはいられません。その強い
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たとはいえドイツ語ではあいさつもままならな

（みうら ひろゆき 会員、企鵝一座座長）

父の影絵に魅せられて
池田 園子

お話と実演を通じて影絵芝居の魅力の片鱗に

生む一要因になったという逸話に、一脈相通ず

触れ、その豊かな可能性に思いをはせたのはも

るものがあるように思います。ゲーテの中で育

ちろんですが、何といっても心に残ったのは、

まれたのは何よりも想像力でした。ゲームやパ

企鵝一座旗揚げに至る経緯、そして影絵への情

ソコンに興ずる現代の子どもたちの想像力の欠

熱の源泉ともいえる三浦さんの生き方とお人柄

如を憂慮して影絵に取組まれる三浦さんのお気

です。

持ちも、大いにうなずけます。

幼い日にお父さま手製の紙芝居や影絵に夢中

本業のかたわら英語落語をこころみ、お遍路

になったという経験！まず父親と息子のこうい

の旅にのぼり、ヘルマン・ハープの演奏をひろ

う関係が珍しいし、魚取りやキャッチボールな

め、影絵をはじめ公民館の子供向けの活動にい

らいざ知らず、親子の絆が「紙芝居｣ であり「影

そしまれる三浦さん、何でも気が向けばとこと

絵｣ であるというのが素晴らしい。そして、定

んやってみなければ気がすまない三浦さん、

年後ふたたび影絵を始められたお父上の姿に幼

シュヴェービッシュ・グミュントの夢も必ずや

い日の記憶が重なり、三浦さん自ら同じ影絵の

現実となるでしょう。心から声援を送ります。

道に踏み出されたのです。
ここには、幼い日に祖母の形見である人形芝

（いけだ そのこ 会員、元図書館司書）

居のセットに打ち興じたことが大詩人ゲーテを

35

10月例会 Oktober

チーズのお話し

― ドイツにおけるヨーロッパのチーズについて ―

藤野 成爾
ドイツのチーズ概況

気候風土とチーズ

ヨーロッパでチーズ生産大国と言えばドイ

アルプスの北側に

ツ、以下フランス、イタリアと続く。ドイツで

位置するドイツは草

は伝統的にヨーグルトのようなクヴァルク

地が多く、牛の牧畜

（Quark）というフレッシュチーズが多い。次に

に適している。冷涼

多いのが穏やかな風味のシュニットケーゼ

で乳は腐りにくく、

（Schnittkäse） と呼ばれるセミハードチーズで、

自然に乳酸発酵が起

最もポピュラーなものである。その他南部アル

こって固まった発酵

ゴイ地方ではベルクケーゼ（Bergkäse） といわ

乳（ヨーグルト）が

れる風味豊かなハードチーズも造られている。

発達し、水分の多い

バラエティの点ではフランスやイタリアに及ば

フレッシュチーズの

ないが、原乳価格低減政策と短期間熟成チーズ

製造が盛んだった。 試食用のチーズをカットする

の大規模生産によって、ヨーロッパ随一の輸出

一方アルプスの南側

競争力を持つ。生産量の約 40％を輸出する一

は乾燥し草地が少なく、羊や山羊の飼育に適し

方、オランダ、フランスなどからの輸入が総消

ている。気温が高く乳が腐りやすいため、レン

費量の約 30％に達し、１人当たり消費量は日

ネットという酵素を加えて素早く乳を固め、水

本の約 10 倍で、フランス、イタリアなどと並ぶ。

分の少ないハードチーズを造る技術が発達し

日本はフランス、イタリアからとほぼ同量の

た。この南側の技術が中世にアルプスの山地で

チーズをドイツから輸入しているが、業務用加

洗練されて南ドイツにもたらされた。また、近

工用のチーズが多く、市場で見かける機会は少

世にオランダからの影響もあってドイツ中北部

ない。

で、酵素を使うがあまり硬くないセミハード

藤野さん

チーズを多く造るようになった。

P.D.O. 認定チーズ（Protected Designation
of Origin 原産地名称保護チーズ）

ヨーロッパでは伝統的農産物を保護する目的

で P.D.O. という制度を設けている。その認定
チーズの数は、イタリア 45、フランス 43、ス
ペイン 26、スイス 12、イギリス９、オランダ４、
ドイツ４である。この数字はドイツには伝統を
標榜するチーズが少ないことを示す。ちなみに
チーズ専門店（スイス・チューリッヒ）
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ドイツの４つは

Odenwälder Frühstückskäse、

Altenburger Ziegenkäse、Allgäuer Bergkäse、
Allgäuer Emmentaler である。

く農産物で、日本ではナチュラルチーズという。
（4）プロセスチーズ（Schmelzkäse）
主にセミハードチーズを原料とし、加熱溶解

チーズの分類
（1）フレッシュチーズ（Frischkäse）

して造ったチーズで、乳酸菌などは死滅してい
るため風味の変化が起こらない加工食品であ

主として乳酸発酵で乳を固めたあと少し水切り

る。ドイツでは全チーズ消費量の約８％。フラ

しただけで、
ほとんど熟成させず、水分の多いチー

ンスやイタリアでは非常に少ないが、日本とア

ズで通常カップ入り商品になる。クヴァルクのほ

メリカはプロセスチーズ大国である。

かザウアーミルヒケーゼ（Sauermilchkäse）もこの
中に入る。

最後に、例会当日の懇親会で試食したチーズ
を以下に列挙しておこう（すべて牛乳製）
。

（2）ソフトチーズ（Weichkäse）
酵素も使って乳を固め、水切り後、塩を加え

① カマンベール・ド・ノルマンディー Camembert

て２週間程度熟成させた軟らかく小型のチーズ

de Normandie（仏）濃厚な風味のソフトタイ

で、
熟成中に繁殖させる微生物の種類によって、
白かび系、青かび系、その他の３つに分けられ
る。ドイツの白かび系は近代になってフランス
からの導入で、カマンベール（Camembert） や
ブリー（Brie） というフランスでの呼び名が使
われている。ドイツの青かび系の中では、中心
部に青かび外側に白かびが生えたヴァイス・ブ
ラウ・ケーゼ（Weiß-Blau-Käse）が特徴的で、バヴァ
リ ア・ ブ ル ー（Bavaria Blu） や カ ン ボ ゾ ー ラ
（Cambozola）といった商品を日本でも見かける。

３つ目は、熟成中に表面を湿らせて特殊な菌を
繁殖させ、表面がオレンジ色でネバネバし、納
豆や漬物のような匂いが特徴のチーズで、リン
ブルガー（Limburger）、ロマドゥール（Romadour）、
ミュンスターケーゼ（Münsterkäse）などドイツ各

プの白かび系、P.D.O.
② モンドール Mont d’Or（仏）穏やかな風味のソ
フトタイプのウオッシュ系、秋季限定、P.D.O.
③ エーデルピルツ Edelpilz（独）穏やかな風味の
ソフトタイプの青かび系
④ ドイツモツァレラ Steppen（独）穏やかな風味
のセミハードタイプ（2 ヶ月熟成）
⑤ ブッターケーゼ Butterkäse mit Kräuter（独）ス
パイシーなセミハードタイプ（3 ヶ月熟成）
⑥ オールドゴーダ Oud Gouda（オランダ）風味
濃厚なセミハードタイプ（18 ヶ月熟成）
、王
室御用達
⑦ エメンタール Emmentaler（スイス）穏やかな
風味のハードタイプ（4 ヶ月熟成）
、P.D.O.
⑧ コンテ Comté（仏）風味豊かなハードタイプ
（18 ヶ月熟成 by 認定熟成士）、P.D.O.

地にあるが、これらを総称するドイツ語の分類
名がない（日本ではウオッシュ系という）
。
（3）ハードチーズ（Hartkäse）
酵素を多めに使って乳を固め、十分に水切り後、
塩を加え、数週間ないし 1 ～ 2 年間熟成させた、
硬く風味の濃い大型のチーズ。その中で、あまり
硬くなく風味の穏やかなものをセミハードチー

ワインとの相性は十人十色、チーズはワイン
の美味しさを増し、ワインはチーズの美味しさ
を増す。
（ふじの せいじ 会員、チーズプロフェッショナル協
会理事）

ズ、すなわちシュニットケーゼ（Schnittkäse）と
いう。これら（1）
（2）
（3）のチーズは、乳酸菌
などが生きていて時間とともに風味が変化してい
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チーズは胃を開く
―胃も脳も大満足の例会 ―
高柳 英子
フランス留学、小岩井乳業勤務、チーズプロ

と手ぐすねひいているのが見え見え。そこで

肩書きをお持ちの藤野氏による卓話は、壇上に

早々と懇親会場に席を移し、まずは８種類の

６時間放置された牛乳が置かれ、ヨーグルトが

チーズの解説とそれにピッタリの数種のワイン

水切りされと、まるで科学実験室の雰囲気。ケー

を味わうことから始まり、乾杯の音頭はそのあ

ゼというドイツ語がカゼインと語源を一にして

とでという異例ずくめ、とは相成りました。

いるなどという雑学から、チーズの製法、各国

ドイツ語の慣用句に「チーズは胃を閉じる」

による分類の違いなど、興味深い話題満載で、

という表現があります。チーズは普通、食事の

脳はたっぷり刺激を受けました。

最後にでてくるからです。その逆をいった 10

通常、これだけ薀蓄に富む卓話が終わった後

月例会は、これで千鳥屋さんのドイツパンとバ

は、質問が殺到し、司会者が、「もう時間です

ゲットがあれば、満点だったのにねぇと、惜し

ので、後は懇親会で」、と無理に締めくくるの

まれながらも、胃も脳も心も大満足でお開きに

が例ですが、
「ご質問は？」と促されても満員

なったのでした。

の会場はシンとしています。何しろワインと
チーズの試食がプラスされているので、いつも
より例会費が千円高いにもかかわらず参加した
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面々なのです。誰もが「百聞は一味にしかず」

フェッショナル協会理事 …… こんな錚々たる

（たかやなぎ えいこ 会員、ドイツ児童文学翻訳家）

クリスマス会

― 子どもたち、ドイツ人留学生と祝うクリスマス ―

12月特別例会 Dezember
岡嶋 美佐子

気の早い日本のクリスマスソングやイルミ
ネーションは 10 月から出現します。えっ！も
う！そう思っているうちに、４週間前の日曜日
に４個あるアドヴェント・キャンドルの一つに
火が灯り､ 急に心がそわそわし始めます。クリ
スマス会に向けて、日独協会の話し合いも始ま
り、子どものための趣向も盛りだくさんになり
ました。
12 月 18 日、いよいよクリスマス会当日です。
パーティーが始まる前の準備が行われている会

挨拶をされる小川名誉会長

場では、元気な子どもたちの楽しそうな声が響
いています。恒例の子どもたちによるクリスマ

会場はクリスマス気分全開になりました。

スツリーの飾りつけが行われ、そのツリーの横

乾杯の音頭のあと、ドイツ食肉マイスターの

には、今年は協会で購入していただいたトーン

技で作られたハム、ソーセージを始め、盛りだ

チャイムの立派なケースが置かれています。昨

くさんのクリスマス料理を前にして歓談に入り

年は借りてきたトーンチャイムで子どもたちは

ます。今回も 100 人を越す参加者があり、久し

演奏したのでした。

ぶりにお会いした方々も多いようで、あちこち

練習のために早く来ていた子どもたちが舞台

で楽しそうな会話がはずんでいました。

に集まってきました。そしてチャイムを見たと

今年は、昨年まで司会をして下さっていた山

たん、
「わぁ！今年は大きいチャイムがたくさ

崎さん、岡嶋さんに代わり、堺さん、小黒さん

んある！私は去年は○の音を鳴らしたけど、今

というフレッシュコンビによる司会です。お二

年はもっとたくさんの音を鳴らしたいな！」そ
んな歓声が上がりました。大きな子が小さな子
どもたちに教えながら、今回も一回きりの練習
で仕上がりました。ヴンダバール！
さあ６時半、パーティーの始まりです。池田
会長のご挨拶、名誉会長・ドイツ名誉領事の小川
弘毅氏および福岡日仏協会副会長の小代伸博氏
のご挨拶と開会セレモニーが続きます。次はいよ
いよ子どもたちによるトーンチャイムとリコー
ダーによる合奏です。舞台の上で、子どもたちは
練習の成果を発揮して見事に「聖夜」を演奏し、

ドイツ人留学生たち
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の字型に座ります。会場の照明が落とされ、入
口で扉を強く叩く音と鈴の音が聞こえる。三浦
さん扮する聖ニコラウスと、黒いマントをひる
がえして松野さん扮するループレヒトが会場に
入ってきます。二人ともメーキャップをして見
事に扮装しているので、小さな子どもたちは外
国からやってきたほんものだと思ったにちがい
ありません。子どもたちは一人一人名前を呼ば
ディルンドゥルを着てグリューワインのサービス

れると、前に出てきてまるで魔法にかかったよ
うに、三浦さんと松野さんの絶妙なコンビの質

人とも大学でドイツ語を教えていらっしゃると

問とお話しに神妙な面持ちで聞き入っていま

いうこともあり、パーティーに参加しているド

す。でも子どもたちがプレゼントを渡されたと

イツ人留学生へのインタビューもドイツ語で、

きの、はじけるような笑顔に大人のほうが楽し

そして通訳もして下さいました。今回参加して

くなってしまいました。そして最初にプレゼン

いる５人の留学生が自己紹介をし、有志も一緒

トを渡された子どもが、聖ニコラウスから「あ

に舞台に上がり、会場の皆さんとともに「オー・

りがとう！はドイツ語で『ダンケ・シェーン！』

タンネンバウム（もみの木）」を歌いました。

と言うんだよ」と教わると、子どもたちはプレ

７時半になると、恒例のグリューワインのサー

ゼントをもらったあと、みんな大きな声で「ダ

ビスが始まります。長年お世話をして下さって

ンケ・シェーン！」と嬉しそうにお礼を言って

いる高田さんをはじめ、数人の女性会員が素敵

いました。最後にドイツ人留学生も聖ニコラウ

なディルンドゥル（バイエルンやオーストリア

スからプレゼントを貰い、童心に返ったような

の民族衣装）を着てにこやかにサービス。実は

笑顔を見せていました。

この衣装は高田さんの手作りなのです。今回は

最後のイベントは恒例のプレゼント抽選会で

初めて男性会員の宮崎さんもお手伝い下さいま

す。留学生が箱から抽選券を引き、読み上げま

した。暖かいグリューワインと笑顔のサービス

す｡ 子どもに限らず、大人もプレゼントを貰っ

に、皆さん次々と引き寄せられていきました。

たら嬉しいもので、籤に当たった方の笑顔も見

さていよいよ今夜のクライマックス、聖ニコ
ラウスの登場です！子どもたちは舞台の前にコ

ていて微笑ましいものでした。
最後に全員で、最初にドイツ語、次に日本語
で「聖夜」を合唱してお開きとなりました。今
夜のパーティーは、実になごやかで楽しい雰囲
気の中、あっというまに時間が過ぎた感がしま
す。大盛会でほんとによかったと思います。年
に一度の待ちに待った日独協会オリジナルのク
リスマス会！皆さんお元気で来年もまたクリス
マス会でお会いしましょう。
アウフ・ヴィーダー
ゼーン！

君は良い子にしていたかな？
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（おかじま みさこ 会員、ピアノ教師）

日本でのクリスマス
クリスティーナ・ガイガー

昨年のクリスマスは、故国ドイツではなく日

ありました。しかも贈物を持って急に姿を現わ

本で過ごしました。私には博多駅前広場のクリ

したのは、なんと聖ニコラウスと従者ループレ

スマス市に出かける以外には、これといった計

ヒトでした。これはほんとうに素晴らしいこと

画もありませんでした。ですから、西日本日独

です。なぜって日本までの道のりを考えてみて

協会のクリスマス会にドイツ人留学生として招

ください。
きっと大変な旅だったことでしょう。

待されると知ったときは思いがけないことで、

お菓子の詰められた長靴の贈物、そして皆さん

喜びを禁じえませんでした。

の温かいもてなし、ほんとうにありがとうござ

いま思い返してみると、最初私が想像してい

いました。

たのは、何本ものツリーがきらきら輝き、もっ

さらに驚いたのは、ドイツ語の先生やドイツ

と大勢の人で賑わっているお祭気分の会場で

語を学んでいる人々の中にはすでにミュンヘン

す。ところがどうでしょう、実際に経験したの

を訪れた人たちがいて、私の故郷バイエルンの

は、聖夜への静かな想いに誘われるような、昔

方言で挨拶の言葉をかけられたことです。こう

ながらの伝統的な雰囲気ではありませんか。私

して新たな交友関係を結ぶ機会が与えられたこ

が日本では味わえないと諦め寂しく思っていた

とに対しても、この場をかりてお礼申し上げま

故郷のクリスマスが目の前にあったのです。古

す。

いクリスマスの慣わしに親しみ、それを楽しん
でいる会員の方々を見て胸に迫るものがありま
した。皆でクリスマスの歌をうたいましたが、

（Christina Geiger 福岡女子大学交換留学生 / ミュ
ンヘン大学学生）

その様子は故郷とまったく同じでした。贈物も

福岡でのクリスマス
ビヨルン・カスパー

昨年の 12 月、西日本日独協会恒例のクリス

伝統的な民族衣装ディルンドゥルを身につけた

マス会が催され、大勢の会員をはじめ日独交流

ご婦人方が温かいグリューワインをカップに注

に関わる人々が、共に祝い楽しむために集まっ

ぎ、ふるまってくれる。その一方で舞台の上で

た。気心の合う人と知り合いになる、あるいは

は、ドイツ人と日本人が一緒に、楽しく声をふ

以前からの友人や同僚と再会する、そして上等

りしぼりながら、ドイツ語と日本語でクリスマ

のドイツ風クリスマス料理を味わいながら話に

スの歌を合唱していた。一つのクライマックス

花を咲かせる、まさにその絶好の機会なのだ。

は本場仕込みのクリスマス・シュトレンが供さ
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れる瞬間だった。これを凌駕するものがあると

こえてくる狭い路地を歩きまわる。そして家に

すれば ……、そうだこれしかない。舞台上で

帰ればどうだろう。ここでもまた最愛の人たち

サンタクロースを待つ可愛らしい子どもたち

と一緒に、くつろいだ居心地のいい雰囲気に身

だ。子どもたちはひとりずつ名前を呼ばれて前

をまかせることができる。揃ってテーブルを囲

に出ると、まずドイツ語で Danke schön! とお

み、
クリスマス定番の、
ムラサキキャベツとジャ

礼を言う。そのお行儀のよいこと、愛らしいこ

ガイモ団子の添えられた、こんがりと焼き上げ

と。そのあとでサンタから贈物を受け取る。そ

られ、まるまると脂ののった七面鳥や鶏の肉を

して子どもたちは最後に「聖夜」の合唱に合わ

堪能し、デザートの焼きりんごを味わい、そし

せてトーンチャイムの演奏を披露し、その美し

て最後にみな一緒に、豊かに飾り付けられ美し

い響きで聴衆を魅了した。そうだ、贈物のない

く輝くクリスマスツリーを前に、
「オー・ドゥー・

クリスマス、それ以上に子どものいないクリス

フレーリッヒェ」O du fröhliche... などのクリ

マスなど考えられない。なんと歓ばしい、なん

スマスの歌をうたう。そして、ついにあの瞬間

と素晴らしい祝祭のひとときだったことか！

が来る！ 贈物だ！ 大人も子どもも、顔を輝か
せて贈物の包みを開けるあの瞬間である。そし

外国で、家族と離れてクリスマスを過ごすの

てそのあと、みなで揃って教会に出かけ、キリ

は私にとっては初めての経験であったが、おか

スト降誕を祝う真夜中のお祈りに参列するので

げでさほど辛い思いはせずにすんだ。というの

ある。

も、何を隠そう、私は故郷でクリスマスを送れ
ない寂しさを少しは感じていたのである。故郷
のクリスマス！ 外は寒い。その寒さの中を教

単なる祝祭以上のものである。クリスマスはい

会前のクリスマス市に出かけるのはなんと楽し

わば人間の感情そのものの現われである。私は

いことだろう。友だちと一緒に、みなカップに

福岡の地で、新たな友と、人間的な歓びと温か

注がれたグリューワインを飲みながらからだを

さとを分かち合えたことをほんとうに嬉しく

温め合い、小さな屋台風の売場にならぶ手作り

思っている。

の彫り物や飾り細工の出来栄えに感心しながら
眺め歩く。こってりと甘いお菓子やクッキーの
あれやこれやを口いっぱいにぱくつきながら、
蠟燭の薄明かりに照らされクリスマス音楽が聴
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クリスマスは単なる文化以上のものであり、

（Björn Kasper 福岡大学交換留学生 / イェーナ大学
大学院生）

2月特別例会 Februar

会員による音楽会

瀬戸 泰生

「会員による音楽会」は、日頃から音楽に親

次の「ふるさと」は、外国との交流の場や日

しむ会員が自由に参加して腕前を披露する人気

本人としてのアイデンティティーを確かめると

の催しです。しばらく途絶えていたものが、今

きによく歌われる唱歌ですが、スローテンポで

回、実に８年ぶりにめでたく開催の運びとなり

奏でられるトーンチャイムの音色に、なつかし

ました。今回はプロの音楽家にはご遠慮いただ

い故郷の情景が脳裏に浮かんできました。

いて聴衆にまわっていただきました。
素人とはいえ、中にはセミプロ級の腕をもっ

ピアノ独奏（村上 悠）

ている方々もいらっしゃいます。出演者の方々

シューマンの「子供の情景」から３曲、「木

の音楽への情熱を大いに感じ、楽しむことので

馬の騎士」、「異なる国」、それとよく知られて

きた今回の音楽会でした。その様子をプログラ

いる「トロイメライ」の演奏です。村上さんの

ムにそってご報告いたしましょう。

すてきな鍵盤タッチに、シューマンの子供への
優しい気持ちがよく表れていました。

トーンチャイム演奏（指揮・指導 岡嶋美佐子、出
アンサンブル（ヴァイオリン 岡本大賜〔中学生〕、

演者７名）

曲は「ローレライ」、ハイネの詩にジルヒャー

ピアノ・ドラム 岡本己季〔小学生〕、ピアノ 岡本桂香）

が作曲したお馴染みの歌です。美しい澄んだ

岡本兄弟とお母様によるアンサンブルで、ピ

トーンチャイムの響きは、すぐに聴く人の心に

アソラ作曲「リベルタンゴ」の演奏です。この

届いたようです。本番直前の初練習、しかも

曲はクラシックとタンゴが融合されたもので、

30 分足らずというあわただしさで、出演者は

この様式は珍しく、始めて聴くという方もいら

少々緊張気味のようでしたが、その音色の美し

したのではないでしょうか。

さに聴衆はすっかり魅了されていました。

トーンチャイムの演奏

そのあとの演奏は当日のハイライトでした。

「リベルタンゴ」を演奏する岡本ファミリー
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お母様の素晴らしい、情熱的なピアノ演奏に合

ハイネがローレライ伝説に想を得て書いた詩に

わせて、大賜君、己季君が聴衆の席の合間をぬっ

リストが作曲したピアノ曲。同一の詩の近藤朔

て、軽快にヴァイオリンを弾き、ドラムを叩い

風訳「なじかはしらねど ……」で知られたジ

てまわる可愛い姿に、思わず大きな拍手と笑い

ルヒャー作曲とは違ったオペラのアリア風の曲

声がおこり、会場の楽しい雰囲気は最高潮に達

想で、劇的な部分もあり、中村さんのこの曲へ

し、最後には「ブラヴォー！」の声まで上がり

の思い入れが伝わってくる演奏でした。

ました。日頃のファミリーの、あたたかいチー
ムワークが窺われる名演奏でした。

ヴァイオリン演奏（ヴァイオリン 金沢文高、ピア
ノ 岡嶋美佐子）

声楽（テノール独唱 瀬戸泰生）

「恩師である、元西日本日独協会会長の故木

ドイツ民謡４曲を私、瀬戸が無伴奏のアカペ

村政資先生に捧げます」という金沢氏の言葉で

ラで歌いました。曲目はシュヴァーベン民謡「す

演奏が始まりました。マスネの「タイスの瞑想

べての泉の水が流れていれば」、ゲーテの詩に

曲」の静かな旋律の中に、恩師を偲ばれるお気

なる「トゥーレの王」、中部ドイツ民謡「さよ

持ちが溢れ、どなたもご存じのこの曲に、会場

なら、お休み」、そして最後は、徒弟修業に出

の皆様のなかには目を閉じて聴かれる方も多く

かける若者が故郷の谷に別れを惜しむ心情を表

おられたようです。

したガンツホルンの詩に、美しいメロディーを
つけた曲「いと美しい牧野には」です。いずれ

声楽（バリトン独唱 岡嶋泰一郎、ピアノ 岡嶋美佐子）

も易しい調べの歌いやすい曲です。もっと歌わ

曲目はシューマンの「美しい五月に」。奥様

れることを願って、会場の皆様に譜面をお配り

の伴奏で歌われる岡嶋さんの声の美しさに、会

しました。

場の聴衆はうっとりとした面もちで聴いていま
した。一年のうちで五月ほどリートの中で歌わ

コーラス（香椎浜フラウエンコール 13 名、指揮・ピ

れる月はないでしょう。厳しい冬が去り花咲く

アノ 岡嶋美佐子）

五月、春の到来を喜ぶ様子がゆるやかなメロ

最初はヴェルナー作曲の「野ばら」、ゲーテ

ディーにのって表れていました。

のこの詩には他にも多くの作曲家が曲をつけて
いますが、ヴェルナーの曲がもっとも親しまれ

二重唱（バリトン 岡嶋泰一郎、ソプラノ 山内成子、

ているせいか、コーラスに合わせて一緒に口ず

ヴァイオリン 金沢文高、ピアノ 岡嶋美佐子）

さむ声が聴衆の間から漏れ聞こえ、ステージと
の一体感で会場は盛り上がりました。
次は小原 孝作曲「逢えてよかったね」です。

「メリーウィドウ」の中の、レハール作曲「唇
は黙していても」の二重唱でした。さわりの部
分「唇は黙していても」にさしかかると、聴衆

金沢文高さんのヴァイオリン伴奏で歌っていた

は待っていましたとばかりに歌いだし、明るい

だきました。コーラスによって日本の歌の魅力

旋律の調べに会場とステージはまさに一体とな

がいっそう引き出されたように思います。

りました。メリーウィドウの公演が好まれるの
もこの部分があるからだとあらためて納得しま
した。

ピアノ独奏（中村 昭）
曲目はフランツ・リストの「ローレライ」。
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全員合唱（指揮 山崎勝幸、ピアノ 中村 昭）
ジルヒャーの「ローレライ」の全員による合

唱で、音楽会の最後を飾りました。ライン川を

たことは何よりでした。
終わってからの帰り道、

航行する観光船がローレライの岩にさしかかる

あちらこちらで、
「きょうはよかったね」
、
「楽

と、この音楽が船上に流され、観光客が口ずさ

しかったね」という声が聞かれました。このよ

むと聞いています。世界中の人々に愛されてい

うな「会員による音楽会」があまり間をおかず、

るこの曲の合唱は、楽しかった音楽会を閉じる

再び開催されることを心より願います。

にふさわしい選曲であったと思います。

（せと やすお 会員、元高校教員）

演ずる側も聴く側も一つになって音楽の楽し
さに酔いしれた夕べでした。このようにアット
ホームで、なごやかな音楽会が久しぶりに開催
され、60 名を越す大勢の方の参加で盛り上がっ

◎診療時間
◎休診日

月・火・水・金／9：00〜12：30 14：00〜18：00
木・土／9：00〜12：30
日・祝日

〒811-2405 糟屋郡篠栗町大字篠栗4868−7
TEL 092-947‐0358 FAX 092-947-1058
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3月例会 März

ルカニアの牛

― ヨーロッパミヤマクワガタ ―

永田 善久
ヨーロッパミヤマクワガタとは？
皆さんは「ミヤマクワガタ」（以下ミヤマ）

Lucanidae の「ミヤマクワガタ属」Lucanus とし
て再分類されました。上に示したように、ケル

をご覧になったことがありますか？ 和名に含

ウスの正式な学名表記において「命名者と発表

まれる「深山」という語が示すように、ミヤマ

年がカッコに括られている」のはそうした経緯

は水系を伴う豊かな広葉樹林帯を棲処としてお

に依ります。ちなみに、ミヤマの学名は Lucanus

り、環境条件を調査する際の指標生物に選定さ

maculifemoratus Motschulsky, 1861 です。ドイツに

れたこともある中型の甲虫種で、しかも複雑な

ミヤマクワガタ属はケルウス１種しか存在しま

造形の綾を備えた日本産クワガタムシを代表す

せんが、日本には３種生息しています（ミヤマ、

る美麗種です。

アマミミヤマ、ミクラミヤマ）
。

ヨーロッパにはミヤマと同属の「ヨーロッパ
ミヤマクワガタ」
（以下ケルウス）が分布して

語源

います。ヨーロッパに生息する最大の甲虫であ

ところで属名の Lucanus とは何を意味する

ることから人目にも付きやすく、絵画のモチー

のでしょうか？ 結論から言えば、語源は良く

フとしてもしばしば取り上げられてきました。

分かっていません。そこで私は講演の中で少々

ケルウスはミヤマよりも大きいです。

大胆に、Lucanus とは「ルカニアの牛」つまり
「象」を指していた、という仮説を提示させて

分類と分布
ケルウスはヨーロッパ全土に広く生息してい

方へ長く突出して下方へと弧を描く大顎は、側

ますが、酷暑（イベリア半島南部・西部など）

方から見れば、象の鼻とも見做すことができ、

酷寒（スカンジナビア半島北部など）の地には

かつ、ケルウス♂の特徴的な耳状突起も象の頭

棲んでいません。

部または耳に関連付けた形状解釈ができるとい

ケルウスはドイツ語名では Hirschkäfer、ラ

う事実があるためです。

テン語の学名（「属名」と「種小名」の２名式）

もちろん形状の類似のみに留まりません。文

では Lucanus cervus（Linnaes, 1758）と言いま

献学的に言っても「Lucanus = ルカニアの牛」

す。いずれも「鹿」（Hirsch, cervus）という言

という解釈は十分な説得力を持つ、と私は考え

葉を含むことから、ケルウス♂の持つ壮麗な

ています。
この語は大プリニウスの
『博物誌』
（77

「角」
（実際は「大顎」）が牡鹿の角に見立てら

年、初活版印刷は 1469 年）に登場（ニギディ

れたことが分かります。
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いただきました。根拠は、ケルウス♂が持つ前

ウスを引用）しますが、何分古い書物なので正

さて、ケルウスは「分類学の父」と称される

しくは lucanos なのか lucavos なのか特定はで

カール・リンネによって、先ずはコガネムシ科

きません。原文では男性複数対格の形で現れま

の種 Scarabaeus cervus として記載されましたが、

すので、前者であれば単数主格形は lucanus 後

その後の分類学の進展により「クワガタムシ科」

者であれば lucavus となります。

側面から見たケルウス

そもそも「象」がなぜ「ルカニアの牛」と呼

側面から見たゾウ

ロスの『変身物語』
（紀元前２世紀頃、
現存せず）

ばれるのでしょうか？ 時は紀元前 280 年に遡

が最初ではないか、とされています。これを参

ります。南イタリアにローマ軍が侵攻してきた

照してアントニヌス・リベラリスが『変身物語』

際、迎え撃つ都市国家タレントゥムはギリシア

（２世紀頃）を書いていますが、そこでは羊飼

のピュロス王に援軍を頼みました。そしてピュ

いの「ケラムボス」が「
（幼虫時代に）木を食

ロスは「戦象 20 頭」を戦に投入しました。こ

べて生きるケラムビュクス」に姿を変えられて

の時初めて象を目にしたローマ兵は、戦の行わ

しまった、
とあります。頭部の角がリュラー
（竪

れたルカニア地方に因んで、象を「ルカニアの

琴）に似ているという描写があることから、ケ

牛」luca bos と呼んだのです。

ラムビュクスはケルウスを指していると見て間

当時のルカニア地方で話されていたのは「オ

違いありません。なお、ケラムビュクスという

スク語」ですが、オスク語の p, b はラテン語の

名前は、
現在では、
カミキリムシ科の学名となっ

qu, v に当たることが分かっています。つまり、

ています。

私は、オスク語の luca bos = lucabos をニギディ

ゲルマン神話もケルウスと関係しています。

ウスがそもそもは lucavos というラテン語表記

具体的には「雷神トール」との関連性を（グリ

にし、それを大プリニウスが引用していたのだ

ム兄弟の兄）ヤーコプ・グリムが『ドイツ神話学』

が、写本が何度も複写される過程で lucavos が

の中で詳細に報告しています。
（角のない）馬

ある時は lucanos と誤写されてきたのだと想像

ではなく（角のある）
「山羊」の牽く車に乗るトー

しています。
「ミヤマクワガタ属」Lucanus を新

ルの髪と髭は「火」と関連する赤色ですが、こ

しいタクソン（分類群）として導入したジョヴァ

れはケルウス♂の大顎色とも共通しています。

ンニ・スコポリは、この lucanos という異読形

Donnergueg（雷神トールの甲虫）
、Börner（炭

から Lucanus という属名を作り出したのでしょ

焼き）といったケルウスのドイツ語方言名や各

う。

種民間信仰には、雷と火を司るトール神との類
縁性がはっきりと刻印されています。

神話
『聖書』にはケルウスはおろか甲虫そのもの
に一切言及がありませんが、ギリシア神話には
ケルウスと思しき虫種が登場します。ニカンド

ケルウスの保全
喫緊の希少種というわけではありませんが、
ケルウスはヨーロッパ各国で保護種に指定され
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ています。そもそもドイツでは昆虫採集そのも

生息環境を保全することこそ決定的に重要であ

のが原則として禁止されています。日本には、

る」という科学的知見が徐々に正しく認識され

しかし、ドイツのような禁輸国「以外」からケ

るようになってきました。良い傾向です。少し

ルウスが生体輸入されており、日本のブリー

前までに見られた人間中心の秩序感覚に基づい

ダー達はこれらを親とし累代飼育を試み、人工

た森林や公園の管理（例えば腐食倒木や切株を

繁殖に成功しています。中でもトップブリー

さっさと撤去してしまうこと）は、ケルウスの

ダーは、野外産ケルウスの体長を遥かに凌駕す

生態に関する無知から来ていました。

る個体を作出する技術を持っています。

ところで、大プリニウスによって引用された

私は毎夏ミヤマ採集に出かけますが、出会え

プブリウス・ニギディウス・フィグルスですが、

る個体は年々小さくなっています。地球温暖化

彼の第２名（氏族名）と第３名（家族名）は、

の影響により、幼虫が朽木等の腐植中でじっく

それぞれ「ツノヒョウタンクワガタ属」Nigidius

り大きく育つことができず、早々と蛹化そして

と「チビクワガタ属」Figulus の学名に取り入れ

羽化してしまうためです。危機感を覚えた私は、

られています。

７年前から自宅に専用のワインセラーを設置（庫

講演で用いたハンドアウトとスライド資料

内温度 14–19 度、湿度 60–80%）し、ミヤマそし

は、以下のウェブページに置いてあります。宜

てケルウスを累代飼育しています。採卵から羽

しければどうぞ。

化までは２から３年かかります。ケルウスより
ミヤマの人工繁殖の方が難易度が高いです。
ドイツではこれまでケルウスの個体数減少に
対して「採集禁止」のみに力点を置いた施策が
強調されてきましたが、最近では「ケルウスの
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http://apapa.hum.fukuoka-u.ac.jp/~ynagata/
misc/20150321_cervus.html
（ながた よしひさ 福岡大学人文学部教授）

クワガタ少年の博言学
池田 紘一

永田先生はクワガタ少年である。男の子は大

前にした講演は、滔々たる熱弁と相俟って全篇

抵そうであろうが、私も戦後すぐの子どもの頃、

息もつかせぬ面白さであったが、圧巻はといえ

夏の朝早く、クワガタムシやカブトムシを求め

ば文句なしに博言学者による Lucanus の語義の

て近隣の森に分け入った。近所には虫取り名人

詮索であろう。lucavos/lucanos を経てオスク語

のおじさんがいて、子どもたちの英雄だった。

の luca bos（ルカニアの牛）にまで遡り、しか

その少年の魂を微塵も失わず、そっくりそのま

もそれが「象」を意味していたという驚くべき

ま名人になり、ついには専用ワインセラーでミ

事実をつきとめてみせる。もちろんクワガタ少

ヤマクワガタを飼育する、いや愛育する境域に

年はヨーロッパミヤマクワガタの形状に注目す

まで登りつめられたところに、先生の凄さがあ

ることも忘れていない。

る。

永田先生はヤーコプ・グリム（グリム兄弟の

しかし先生の面目は何といってもそのクワガ

兄で言語学者・神話学者）の著名な研究者であ

タ少年が博言学者になり、クワガタへの愛と言

り、どこかでヤーコプの学問を自然史的愛言学

語への愛が先生の中で一つに結びついたところ

と呼ばれていたと記憶するが（言語学、博言学

にある。
「言語学」
（Philologie/ philology）はも

ではなくあえて「愛言学」
！）
、いわばその自然

ともとギリシア語の philologia（言葉を愛するこ

史的愛言学の片鱗を、先生ご自身が身をもって

と）に由来する。むかしは「博言学」と訳され

示された講演であった。

ていて含蓄があった。
三頭の生きたクワガタ（標本にあらず！）を

（いけだ こういち 会員、九州大学名誉教授）

〒810-0012 福岡市中央区白金２丁目９番２号
TEL.092-526-0287 FAX.092-524-4411
〒810-0012 福岡市中央区白金2丁目9番6号
TEL.092-531-7102 FAX.092-524-4411
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2015年度役員等名簿
（注：敬称略。五〇音順）

１．名誉職等
役職等

氏

名

備

考

名誉会長

小川 弘毅

在福岡ドイツ連邦共和国名誉領事
西部ガス株式会社相談役

顧問

末永 直行

寿軒社長、末永文化振興財団代表

２．役員
役

職

執行部※

会長
副会長

氏

名

池田 紘一
岡嶋 泰一郎
北芝 幹怡

備
国立小倉病院院長
（株）千鳥饅頭総本舗顧問

財務

立花 健吾

事務局長兼務

事務局長

立花 健吾

福岡大学名誉教授

企画担当

藤野 成爾

チーズ・プロフェッショナル協会理事

年報編集担当

垣本 知子

ドイツ語教室担当 堺 雅志

元第一薬科大学教授
福岡大学人文学部教授

理事

国際交流担当

中村 昭

元九州電力関連会社代表取締役常務、日本語講師

青年部担当

立花 健吾

事務局長兼務

Holst, Sven

スウェン・ホルスト、福岡女子大学文学部准教授

ドイツ関係専門
企画等検討専門
監事

Godzik, Maren

マーレン・ゴツィック、福岡大学人文学部准教授

宮崎 亮

木村病院副院長

松野 正邦

理研農産化工（株）肥料部・課長代理

高田 淑

佐賀大学名誉教授

有村 隆広

評議員

荒木 啓子、
加島 清士、
佐田 正之、
原田 広太郎、
（以上20名）

九州大学名誉教授
有吉 泰徳、
上加世田 和文、
高﨑 隆一、
舩津 邦比古、

石村 善治、
萱野 通子、
立花 雅子、
葉 照子、

（※「執行部」という名称は会則にない通称である。
）
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考

九州大学名誉教授

小黒 康正、
河田 溥、
冨永 康彦、
横川 洋、

緒方 敏郎、
久保 敬司、
二本木 一哉、
吉田 美枝子

３．委員会
委員会

委員長

委

員

企画委員会

藤野 成爾

北芝 幹怡、伊福 雅、葉 照子、宮崎 亮、松野 正邦、原田 広太郎

年報編集委員会

垣本 知子

池田 園子、立花 雅子、二本木 一哉

ドイツ語教室委員会 堺 雅志
国際交流委員会
青年部委員会

中村 昭
立花 健吾
（事務局長兼務）

Martin Strodthoff、本田 和親、平松 智久
小黒 康正、Sven Holst（Bayern DJG担当）
協会：松野 正邦、原田 広太郎、
青年部：
部長 三浦 宏幸
副部長 緒方 愛美、木村 竜、平松 智久

４．実行委員会・特別委員会
委員会

委員長

委

ワインの会実行委員会

正：北芝 幹怡
副：藤野 成爾

企画委員会委員
小森 弘基、小林 武治郎

日独交流夏祭実行
委員会

正：北芝 幹怡
副：原田 広太郎
藤野 成爾

企画委員会委員

正：藤野 成爾
クリスマス会実行委
副：岡嶋 泰一郎
員会
北芝 幹怡
60周年特別委員会
（創立60周年準備）

正：池田 紘一
副：岡嶋 泰一郎
北芝 幹怡

員

企画委員会委員、荒木啓子、岡嶋 美佐子、堺 雅志、高田 淑、
立花雅子、中村 昭、Sven Holst、三浦宏幸、山崎 勝幸
全理事

５．事務局
役

職

氏

名

備

考

事務局長

立花 健吾

webmaster兼務

事務局員

喜多村由布子

2015年４月１日より

６．青年部役員
役

職

氏

部長

三浦 宏幸

副部長

緒方 愛美、木村 竜、平松 智久

名
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事務局報告
Ⅰ．2014年度会員動向および2015年度会員
１．2014年度退会者（敬称略、以下同様。）
赤岩 洋佑、浅井 佳央里、浅井 礼子、下池 和彦、時里 由紀子、中島 文雄、中村 友美、舩津 可
里奈、佐藤 坦、山部 鉄朗、小林 正毅、竹内 直英、泊 一九男、泊 有佐、白信 寿恵、澤田 幸延、
福留 綾、根本 道也、荒木 美帆、小川 貴之、菊永 拓郎、永島 文代、能木 敬次、蓮池 可奈子、
アレクサンダー・ビナー、福原 正代、諸藤 貴史（以上 27 名）
２．2014年度入会者
石藏 友里、五十嵐 三代子、池田 園子、岩永 華帆、草場 玲実、島田 隆士、高松 美菜子、楯岡
和子、冨永 康彦、増田 英紀、長澤 和賀子、中村 直樹、原田 隆、牧 真理子、松本 美和、緒方
愛実、福崎ひとみ（以上 17 名）
３．2015年度会員 ―2015年４月１日現在―
（1）名誉会員：大河内 Roswitha、Dr. Gross, Helmut、Hamer, Heyo E.、Hofmann, Klaus R.、
Dr. Knof, Wolfgang、Dr. Stickel, Gerhard（以上６名）
（2）法人会員：	城島印刷（株）、西部ガス（株）、（株）佐賀銀行、
（株）JTB 九州福岡支店、
（株）千
鳥饅頭総本舗、南州マイスターヴェルク（以上６法人）
（3）個人会員（区分別人数、合計 172 名）
1）一般会員：135 名

3）青年会員：13 名

2）家族会員：11 名

4）学生会員： 6 名

5）法人指名会員：7 名

Ⅱ．2014年度活動報告
１．諸会議
（1）2014 年度通常（定期）総会
2014 年 4 月 13 日（日）17:15 ～ 18:50、KKR ホテル博多・オリオンの間。
出席者：34 名、懇親会参加者 29 名。
（2）第 1 回理事会・第 1 回評議員会
総会当日総会前

16:00 ～ 17:05

出席者：17 名。
（3）理事会
＊ 第 2 回理事会：2014 年 5 月 25 日（日）13:30 ～ 16:30、協会事務所（出席者 8 名）
。
＊ 第 3 回理事会（持ち回り）：2014 年 6 月 21 日（土）～ 26 日（木）
。
＊ 第 4 回理事会：2014 年 9 月 28 日（日）13:30 ～ 16:10、協会事務所（出席者 9 名）
。
＊ 第 5 回理事会：2014 年 11 月 15 日（土）16:00 ～ 18:00、協会事務所（出席者 7 名）
。
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＊ 第 6 回拡大理事会：2015 年 1 月 24 日（土）17:00 ～ 18:30、
「こくさい広場交流室」
（出席者 12 名）
。
＊	拡大理事会新年会：第 6 回拡大理事会終了後、19:00 ～ 22:00、鉄板焼きレストラン「Eins」
（参
加者 13 名）。
＊	第 7 回理事会：2015 年 3 月 21 日（土）（3 月例会の前）15:30 ～ 17:00、KKR ホテル博多・オリ
オンの間（出席者 7 名）。
（4）評議員会：上記、定期総会当日の第 1 回評議員会（第 1 回理事会と合同会議）のみ。
（5）その他（所属団体、関係機関・組織等）
＊	2014 年度 全国日独協会連合会年次総会：2014 年 4 月 21 日（月）10:00 ～ 17:00、
「東京ドイツ
文化センター」1F・大ホール（出席者：会長 池田 紘一）
。
＊	2014 年度 福岡 EU 協会理事会・総会：2014 年 6 月 10 日（火）17:00 ～、西鉄グランドホテル
2F・プレジール（出席者：事務局長 立花 健吾）
。
＊	福 岡 国 際 関 係 団 体 連 絡 会（FUKU-NET） 第 148 回 連 絡 会：2014 年 6 月 26 日（ 木 ）18:30 ～
21:00、福岡市役所北別館 5F・（公財）福岡よかトピア国際交流財団大会議室（出席者：事務局
長 立花 健吾）。
＊	第 1 回福岡オクトーバーフェスト 2014 実行委員会：2014 年年 6 月 30 日（月）12:30 ～ 14:00、
RKB 毎日放送本社会議室（出席者：副会長 北芝 幹怡、事務局長 立花 健吾）
。
＊	福 岡 国 際 関 係 団 体 連 絡 会（FUKU-NET）第 149 回 連 絡 会・ 交 流 会：2014 年 8 月 28 日（ 木 ）
18:30 ～ 21:30、西鉄イン福岡 13F・レストラン＆バー「ブロッソ」
（出席者：事務局長 立花 健吾）
。
＊	
「ドイツ統一の日」記念式典：2014 年 10 月 3 日（金）19：00 ～ 21:00、大阪帝国ホテル（出席者：
会長 池田 紘一）。
２．例会（卓話・招待講演と懇親会）
（1）	2014 年 6 月例会：2014 年 6 月 28 日（土）17:00 ～ 20:00、福岡大学セミナーハウス・セミナー
室 A & レストラン。
卓話者：宮﨑 亮氏（会員、医師、木村病院副院長）
。
演

題：東ドイツ（DDR）での留学と生活。

参加者：卓話 29 名（内、ドイツ人 1 名）、懇親会 22 名。
（2）2014 年 9 月例会：2014 年 9 月 20 日（土）17:00 ～ 20:40、KKR ホテル博多。
卓話者：三浦 宏幸氏（会員・青年部部長、影絵劇団「ペンギン一座」主宰）
。
演 題：	Schattentheater（影絵）とは？―シュヴェービッシュ・グミュントへの想い―（卓話と
影絵実演）。
参加者：卓話 39 名、懇親会 28 名。
（3）2014 年 10 月例会：2014 年 10 月 25 日（土）17:30 ～ 20:30、KKR ホテル博多。
卓話者：藤野 成爾氏（会員、チーズプロフェッショナル協会理事）
。
演

題：チーズのお話し―ドイツにおけるヨーロッパのチーズについて―（卓話とチーズ試食）
。

参加者：卓話 38 名、懇親会 35 名。
（4）2015 年 3 月例会（招待講演）：2015 年 3 月 21 日（土）17:30 ～ 20:30、KKR ホテル博多。
演

者：永田 善久氏（福岡大学人文学部ドイツ語学科教授）
。
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演

題：ルカニアの牛 ― ヨーロッパミヤマクワガタ―（講演と「生き虫」観察）
。

参加者：講演 22 名、懇親会 15 名。
３．特別例会
（1）2014 年 5 月特別例会：「ドイツのワインと料理を楽しむ会」
（担当：ワインと料理実行委員会）
。
2014 年 5 月 10 日（土）14:00 ～ 16:00、千鳥饅頭総本舗呉服町本店。
ワインと料理：小森弘基氏、スウェン・ホルスト氏。
参加者：30 名。
（2）2014 年 7 月特別例会：「ビアアーベント」（担当：ビアアーベント実行委員会）
。
2014 年 7 月 21 日（月、海の日）09:00 ～ 18:30、糸島市／二丈 ･ 真名子（マナコ）「千鳥屋真名
子別荘」。
参加者：	大 人 25 名、子供 2 名、幼児 1 名、合計 28 名（内、招待留学生：ドイツ人 2 名、スイ
ス人 2 名）。
（3）2014 年 12 月特別例会：クリスマス会（担当：クリスマス会実行委員会）
。
2014 年 12 月 18 日（木）18:30 ～ 20:30、KKR ホテル博多・大ホール。
参加者：合計 115 名。
	大人 82 名（会員 56 名、非会員 26 名）
、
学生（中学～大学）12 名（内、
招待留学生 5 名）
、
子ども（小学生以下）21 名。
（4）2015 年 2 月特別例会「会員による音楽会」（担当：音楽会実行委員会）
。
音楽会：2015 年 2 月 18 日（水）18:30 ～ 19:45、KKR ホテル博多・大ホール。
懇親会：20:00 ～ 21:30、KKR ホテル博多・オリオンの間。
参加者：
	音楽会
懇親会

合計 60 名、協会・青年部会員 31 名、一般 29 名（内学生以下 3 名）
。
49 名。

４．事務局・委員会
（1）事務局
「名誉職等＆会員名簿 2014」発行：2014 年 5 月 27 日。
（2）企画委員会：上記「例会・特別例会」参照。
（3）年報編集委員会
「年報第 38 号」発行：2014 年 5 月 27 日。
（4）ドイツ語教室委員会
1）	2014 年度春期ドイツ語教室：入門クラス A/B、基礎クラス、初級クラス、中級クラス、上級ク
ラス（合計 6 クラス）。
期間・授業回数：2014 年 4 月～ 7 月、入門クラス A/B 14 回、その他 12 回。
場所：入門クラス A/B「福岡市アミカス・研修室」
、その他「
（社法）九州学士会・会議室」
。
講師：入門クラス 本田和親講師、その他 マーティン・シュトロートホフ講師。
受講者：合計 60 名。
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2）	2014 年度秋期ドイツ語教室：入門クラス A/B、基礎クラス、初級クラス、中級クラス、上級ク
ラス（合計 6 クラス）。
期間・授業回数：2014 年 9 月～ 12 月、入門クラス A/B 14 回、その他 12 回。
場所：入門クラス A/B「福岡市アミカス・研修室」
、その他「
（社法）九州学士会・会議室」
。
講師：入門クラス A/B 本田和親講師、その他 マーティン・シュトロートホフ講師。
受講者：合計 47 名。
（5）国際交流委員会
1）バイエルン独日協会 Dr. Inga Streb さん歓迎夕食会。
2014 年 11 月 27 日（木）18:00 ～ 21:00、「喰しん房松むら」
（福岡市博多区）
。
参加者：Dr. Inga Streb さん（バイエルン独日協会評議員、元理事、日本学専攻）
、会長 池田紘一、
副会長 北芝幹怡、国際交流委員会委員長 中村昭、同委員 Sven Holst、同委員 小黒 康正。
2）ベルリン独日協会ご一行来福歓迎夕食会。
2015 年 3 月 31 日（火）18:30 ～ 20:30、円坐・長屋（ホテルクリオコート博多 2 階）
。
参加者：Katrin-Susanne Schmidt さん（ベルリン独日協会事務局長、日本学専攻）
、他ドイツ人
8 名、ガイド 1 名。
会長 池田紘一、国際交流委員会委員長 中村昭、同委員 小黒 康正、藤野 成爾（会員）、山本 成
宏（会員）、立花 雅子（会員）、加藤元也氏。
（6）青年部委員会
青年部活動のサポート。
５．他団体との共催
（1）第 5 回 福岡オクトーバーフェスト 2014。
2014 年 10 月 17 日（金）～ 26 日（日）、福岡市博多区冷泉公園。
（2）第 6 回福岡で楽しむ EU。
主催：福岡 EU 協会（西日本日独協会は共催友好団体の一つ）
。
2015 年 2 月 19 日（木）19:00 ～ 21:00、西鉄グランドホテル 2F「鳳凰の間」
。
西日本日独協会参加者：10 名。
６．協賛・後援・支援
（1）
「山崎勝幸リサイタル」後援：2014 年 5 月 13 日（火）
、
「あいれふホール」
。
（2）
「子ども村」支援：2014 年 12 月 18 日（木）、KKR ホテル博多、
「クリスマス会」での募金。
７．その他
（1）ドイツ連邦共和国大使館 Janatan Weinberg 氏西日本日独協会表敬訪問歓迎佐賀県唐津観光昼食会。
2014 年 5 月 26 日（月）09:30 ～ 16:00、唐津市観光、唐津「洋々閣」
。
参加者：	Janatan Weinberg 氏、濱砂敬郎教授、会長 池田紘一、副会長 北芝幹怡、事務局長 立花
健吾、理事 Maren Godzik、立花雅子。
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Ⅲ．2014年度協会会計・留学生基金収支決算報告および会計監査報告
１．2014年度会計決算報告 ―2014年4月1日～2015年3月31日―
（1）収入
費

目

項目

繰越金
年会費
年報広告費

前納金、個人、法人
個人、法人

予算

特別例会

活動費

ワインと料理の会

224,749

224,749

0

956,000

235,000

140,000

128,000

12,000

0

87,000

-87,000

400,000

314,500

85,500

130,000

90,000

40,000

0

122,000

-122,000

ビアアーベント
クリスマス会

450,000

426,000

24,000

0

165,500

-165,500

音楽会
講演会
事業費

ドイツ語教室受講料等

0

0

0

1,500,000

2,246,860

-746,860

0

29,600

-29,600

寄付
雑収入
合

計

増減

1,191,000

定期総会懇親会
例会

決算

14,671

928

13,743

4,050,420

4,791,137

-740,717

予算

決算

（2）支出
費

目

項目
経常費

事務所家賃

240,000

240,000

0

光熱水道費

50,000

57,911

7,911

電話代

80,000

88,960

8,960

インターネット
人件費
事務経費
運営費

24,880

-15,120

425,000

-75,000

50,000

40,048

-9,952

149,040

9,040

会議費

20,000

23,847

3,847

渉外費

34,000

68,000

34,000

旅費・交通費

70,000

70,000

0

50,000

12,727

-37,273

250,000

253,800

3,800

会員名簿発行費

50,000

30,240

-19,760

定期総会懇親会

0

76,848

76,848

400,000

389,205

-10,795

年報発行費

例会
特別例会

ワインと料理の会
ビアアーベント
クリスマス会
音楽会

講演会
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40,000
500,000
140,000

通信印刷費

青年部運営費

活動費

増減

120,000

98,003

-21,997

0

126,358

126,358

450,000

449,139

-861

0

155,680

155,680

0

0

0

事業費

ドイツ語教室経費

1,400,000

1,659,151

259,151

60,000

64,000

4,000

雑費
予備費
合

計

46,420

98,572

52,152

4,050,420

4,601,409

550,989

（3）決算収支計算
収入−支出＝ 4,791,137 − 4,601,409 ＝ 189,728 円（繰越金）
２．2014年度留学生基金収支決算 ―2014年4月1日～2015年3月31日―
2014年度

摘要

収入金額

移管金額

差引残高

2014/04/01

前年度繰越金

2014/07/21

ビアアーベント

20,000

47,696

2014/12/18

クリスマス会

12,500

35,196

32,500

35,196

合計

67,696

67,696

67,696

３．2014年度会計監査報告
2014 年度（2014 年 4 月 1 日～ 2015 年 3 月 31 日）西日本日独協会会計および留学生基金
について、諸帳簿、収支決算書、預金通帳および関係書類に基づき監査した結果、その内容
が適正かつ経理事務が正確であることを証明します。
2015 年 4 月 6 日
監事

有村 隆広

監事

高田

淑

印
印

Ⅳ．2015年度活動計画
１．事務局
「会員名簿」発行：2015 年 5 月中旬（予定）。
２．企画委員会および各実行委員会
2015 年 4 月：定期総会と懇親会。
5 月：特別例会「ワインの会」。
6 月：例会、卓話と懇親会。
7 月：特別例会「日独交流夏祭 2015 in 糸島」
。
8 月：休み。
9 月：例会、招待講演と懇親会。
10 月：イェーガー領事講演会と懇親会（協会と青年部の共催）
。
11 月：休み。
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12 月：特別例会「クリスマス会」。
2016 年 1 月：休み、ただし拡大理事会と「新年会」
。
2 月：例会、卓話と懇親会。
3 月：休み。
３．年報編集委員会
（1）
「年報第 39 号」発行：2015 年 5 月中旬（予定）
。
４．ドイツ語教室委員会
（1）2015 年度春期ドイツ語教室：4 月～ 7 月、6 クラス開設。
（2）2015 年度秋期ドイツ語教室：10 月～ 2016 年 1 月、6 クラス開設。
５．国際交流委員会
（1）ミュンヘン独日協会との交流。
（2）各種日独交流。
６．青年部委員会：以下の青年部活動サポート。
（1）講演会と懇親会（協会と青年部の共催）。
（2）福岡・西日本地域における日独若者交流の促進・企画。
（3）福岡大学ドイツ語学科・エクステンションセンター主催「ドイツ語映画鑑賞会」参加。
（4）全国日独協会連合会およびドイツの若者関連団体・組織との交流。
７．60周年特別委員会
（1）協会創立 60 周年記念諸事業等企画・準備。
８．他団体との共催行事
（1）第 5 回 福岡オクトーバーフェスト 2015：2015 年 10 月（期日未定）
、福岡市博多区冷泉公園。
（2）
「福岡で楽しむ EU」：2016 年 2 月（期日未定）
、西鉄グランドホテル（予定）
。
９．協賛・後援・支援
（1）
「子ども村福岡」ボランティア活動支援：2015 年 12 月、
「クリスマス会」での募金。
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Ⅴ．2015年度協会会計・留学生基金収支予算 ―2015年4月1日～2016年3月31日―
１．2015年度協会会計収支予算
（1）収入
費目

項目

繰越金
年会費
年報広告費

前納金、個人、法人
個人、法人

2014年度
予算

予算増減

予算

224,749

189,728

△ 35,021

1,191,000

956,000

1,120,000

△ 71,000

140,000

128,000

120,000

△ 20,000
100,000

0

87,000

100,000

400,000

314,500

400,000

0

130,000

90,000

120,000

△ 10,000

日独交流夏祭

0

122,000

150,000

150,000

クリスマス会

450,000

426,000

450,000

0

0

165,500

0

0

0

0

100,000

100,000

1,500,000

2,246,860

2,000,000

500,000

例会
特別例会

ワインの会

音楽会
講演会
事業費

決算

224,749

定期総会懇親会

活動費

2015年度

ドイツ語教室受講料等

寄付
雑収入
合

計

0

29,600

0

0

14,671

928

272

△ 14,399

4,050,420

4,791,137

4,750,000

699,580

（2）支出
費

目

項目

予算

予算増減

経常費

240,000

240,000

240,000

0

光熱水道費

50,000

57,911

65,000

15,000

電話代

80,000

88,960

80,000

0

インターネット

40,000

24,880

30,000

△ 10,000

500,000

425,000

600,000

100,000

事務経費

50,000

40,048

50,000

0

140,000

149,040

90,000

△ 50,000

会議費

20,000

23,847

20,000

0

渉外費

34,000

68,000

50,000

16,000

旅費交通費

70,000

70,000

50,000

△ 20,000

青年部活動費

50,000

12,727

30,000

△ 20,000

250,000

253,800

270,000

20,000

会員名簿発行費

50,000

30,240

30,000

△ 20,000

定期総会懇親会

0

76,848

100,000

100,000

400,000

389,205

400,000

0

通信印刷費

年報発行費

活動費

2015年度
決算

事務所家賃

人件費
運営費

2014年度
予算

例会
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特別例会

活動費

ワインの会

120,000

98,003

120,000

日独交流夏祭

0

126,358

150,000

クリスマス会

450,000

449,139

450,000

0

155,680

0

0

0

0

100,000

100,000

1,400,000

1,659,151

1,650,000

250,000

60,000

64,000

30,000

△ 30,000

音楽会
講演会
事業費

ドイツ語教室経費

雑費
予備費
合

計

月/日

摘要

46,420

98,572

145,000

98,580

4,601,409

4,750,000

699,580

収入

支出

前年度繰越金

35,196

協会予算より移管

70,000

日独交流夏祭
クリスマス会
合計

60

0

4,050,420

２．2015年度留学生基金予算
4月1日

0

105,196

差引残高
35,196
105,196

50,000

55,196

25,000

30,196

75,000

30,196

青年部報告
Ⅰ．2015年度青年部会員 ―2015年4月1日現在―
１．協会会員 21名。
（1）青年会員 13 名。
（2）学生会員 6 名。
（3）一般会員 2 名。（2014 年度青年部発足時点で、例外的に部長、副部長を一般会員から選任。
）
２．非協会会員 10 名。
３．以上合計 31 名。

Ⅱ．2014年度青年部活動報告
１．諸会議
（1）	2014 年度青年部定期総会：2014 年 4 月 13 日（日）15:00 ～ 15:45・KKR ホテル博多「オリオン
の間」（出席者 9 名、オブザーバー 2 名）。
２．マルクトプラッツ（セミナーと懇親会）
（1）	第 4 回 Marktplatz：2014 年 5 月 18 日（日）13:30 ～ 15:30、福岡大学セミナーハウス「セミナー
室 A」
。
講師：下薗 りささん Frau Risa Shimozono（九州大学文学部助教）
。
野村 優子さん Frau Yuko Nomura（九州大学大学院人文科学府博士課程）
。
講演：ドイツの町巡り

第4回

ベルリン。

参加者：24 名。
（2）	第 5 回 Marktplatz：2014 年 7 月 20 日（日）13:30 ～ 15:00、福岡市ボランティア交流センター「あ
すみん」セミナー室。
講師：三浦 杏奈さん Frau Anna Miura（鉄板焼きレストラン「Eins（アイン）
」オーナーシェフ）
。
講演：ドイツの町巡り

第5回

デュッセルドルフ。

参加者：42 名（内、ドイツ人 2 名）。
（3）	第 6 回 Marktplatz：2014 年 9 月 21 日（日）13:30 ～ 15:00、福岡市ボランティア交流センター「あ
すみん」セミナー室。
講師：ミリアム・リカートさん Frau Mirjam Rickert（長崎県波佐見町在住、
「陶房 青」勤務）
。
講演：ドイツの町巡り 第 6 回 ミュンスター。
参加者：29 名（内、ドイツ人 1 名）。
３．シュタムティッシュ
（1）	第 9 回 Stammtisch（第 4 回 Marktplatz 終了後開催）
：2014 年 5 月 18 日（日）15:45 ～ 17:00、
福岡大学セミナーハウス・レストラン。
参加者：14 名。
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４．ドイツ語映画鑑賞会参加
＊ 主催：福岡大学人文学部ドイツ語学科、エクステンションセンター「市民カレッジ」
。
＊ 場所：福岡大学図書館多目的ホール。
第 10 回 2014 年 5 月 8 日（木）18:00-21:00『コッホ先生と僕らの革命』
第 11 回 2014 年 6 月 5 日（木）18:00-21:00『愛より強く』
第 12 回 2014 年 7 月 3 日（木）18:00-21:00『カスケーダー』CASCADEUR
第 13 回 2014 年 10 月 2 日（木）18:00-21:00『マルタのやさしい刺繍』
第 14 回 2014 年 11 月 6 日（木）18:00-21:00（特別篇）
第 2 回ドイツ・音楽鑑賞会ベートーヴェン『第九 第四楽章』
第 15 回 2014 年 12 月 4 日（木）18:00-21:00『テディ・ベア誕生物語～全ての困難を乗り越えて』
５．その他
（1）
「ドイツのボードゲームを楽しむ会」
	
：2014 年 11 月 23 日（日）13:30 ～ 15:00、福岡市ボランティ
ア交流センター「あすみん」セミナー室。
講師：ジャグラーがたお氏（マルチパフォーマンス大道芸人）
。
参加者：５名。
（2）駐日ドイツ連邦共和国大使フォン・ヴェアテルン氏主催「日独協会秋祭り」参加
2014 年 11 月 24 日（日）、ドイツ連邦共和国大使公邸。
参加者：西日本独協会 青年部会員 緒方 愛実。

Ⅲ．2014年度青年部会計収支決算報告および会計監査報告
１．2014年度会計決算報告 ―2014年4月1日～2015年3月31日―
（1）収入
費目・項目

予算

決算

増減

備考

繰越金

0

18,410

18,410 連合会補助金余剰金

行事参加費

0

29,400

29,400 マルクトプラッツ参加費

合計

0

47,810

47,810

（2）支出
費目・項目

予算

決算

増減

運営費

0

482

活動費

0

30,450

30,450

合計

0

30,932

30,932

（3）収支計算
収入−支出＝ 47,810 − 30,932 ＝ 16,879 円（繰越金）
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備考
482 口座開設経費、印鑑、文房具など
資料作成費、会場費、謝礼、会費
補助など

２．2014 年度会計監査報告
2014 年度（2014 年 4 月 1 日～ 2015 年 3 月 31 日）西日本日独協会青年部会計について、
諸帳簿、収支決算書、預金通帳および関係書類に基づき監査した結果、その内容が適正かつ
経理事務が正確であることを証明します。
2015 年 3 月 31 日
西日本日独協会
事務局長

立花 健吾

印

Ⅳ．2015年度青年部活動計画 ―2015年4月1日～2016年3月31日―
１．確定行事
（1）日独交流会（内容未定）：2015 年 6 月 14 日（日）13:30 ～？、
「あすみん」セミナー室。
（2）イェーガー領事講演会（西日本日独協会と共催）
：2015 年 10 月（日時・場所未定）
。
２．その他

Ⅴ．2015年度青年部会計収支予算 ―2015年4月1日～2016年3月31日―
１．収入
費目・項目
繰越金

2014年度決算

2015年度予算

増減

備考

18,410

16,879

協会補助金

0

30,000

行事参加費

29,400

30,000

600

0

121

121

47,810

77,000

29,190

雑収入
合計

△1,531
30,000 運営・活動費として

２．支出
費目・項目

2014年度決算

2015年度予算

増減

備考

運営費

482

5,000

4,518

活動費

30,450

72,000

41,550

合計

30,932

77,000

46,068
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西日本日独協会会則

た法人。法人会員は代表者 2 名を個人会員とし
て指名することができる。

第１章

総則

３．
個人会員

個人会員は本会の目的に賛同し、

第７条に定める規定により入会を承認された個
第１条

名称

本会は西日本日独協会と称す

人であり、以下の通り区分される。
（1）一般会員

る。

（2）家族会員
第２条

事務局

本会の事務局は福岡市中央区

白金 2-9-6 城島印刷内におく。

一般会員の家族で、郵送物を同

封する個人会員。
（3）青年会員

4 月 1 日時点において 44 歳以

下の個人会員。
第２章

目的および事業

（4）学生会員

4 月 1 日時点において 34 歳以

下で、大学、専門学校および高等学校に在籍す
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、あわせて

る個人会員。
（5）法人指名会員

両国民の親善を図ることを目的とする。

た個人会員。

第４条

第７条

事業

本会は第３条の目的を達成する

入会

法人会員によって指名され

個人会員および法人会員は、所

ために次の事業を行う。

定の入会申込書を提出し、申込書受理後、所定

１．例会および特別例会。

の会費を納入することで入会手続きを完了す

２．ドイツ語教室および各種関連講座。

る。

３．年報の発行。
４．ドイツからの留学生などとの交流および支

第８条

退会

援。

１．退会を希望する者は退会届を提出しなけれ

５．本会の目的に合致する催しなどの主催、共

ばならない。

催および後援。

２．退会に際しての会費納入は会費細則に定め
る。

第５条

青年部

本会はその目的および基本方

針に沿って、青年部を設ける。青年部の規定は

３．2 年以上会費を滞納した場合は退会と見な
される。

別に定める。
第４章
第３章

会員
第９条

第６条 会員の種別と区分

本会の会員の種別

名誉会長

本会に２名以内の名誉会長

を置くことができる。

および区分は次の通りとする。

１．名誉会長は理事会の推薦により、会長がこ

１．名誉会員

れを委嘱する。

本会発展のために多大の寄与ま

たは特別の功労があり、理事会で承認された者

２．名誉会長は、会長の求めに応じ、協会の諸

とする。

会議および諸事業に出席もしくは参加すること

２．法人会員
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名誉会長および顧問

理事会の議を経て会長が承認し

ができる。

第 10 条

顧問

本会に若干名の顧問を置くこ

３．財務は本会の財産を総合的に管理する。

とができる。

４．事務局長は本会の会務に関わる業務を統括

１．顧問は理事会の推薦により、会長がこれを

する。

委嘱する。

（1）事務局業務遂行のため、事務局員を置くこ

２．顧問は、会長の求めに応じ、理事会に出席

とができる。事務局員は理事会により任命され

して意見を述べることができる。

る。
５．理事は理事会を組織し、会務を執行すると

第５章

役員

ともに、会長の求めに応じて会務の一部を処理
し、理事会、評議員会および総会で処理すべき

第 11 条

役員

１．会長

本会に次の役員を置く。

1 名。

２．副会長
３．財務

3 名以内。
１名。

４．事務局長
５．理事

1 名。

事項につき資料の収集および準備などを行う。
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、本会の運営お
よび活動に関する重要事項を審議する。

常設の委員会担当理事および各種専

門理事、計 12 名以内。

第 14 条

６．監事

る。ただし再任を妨げない。

2 名。

７．評議員

役員の任期

役員の任期は 2 年とす

20 名以内。
第６章

第 12 条

委員会

役員の選出

１．会長は理事会が推薦し、評議員会および総

第 15 条

会の承認を得る。

会を設ける。

２．副会長、財務および事務局長は会長が個人

１．常設委員会とその任務は以下の通りとする。

会員の中から推薦し、理事会の議を経て、評議

本会の事業遂行のために常設の委員

（1）企画委員会

企画委員会は、例会、特別例

員会および総会の承認を得る。

会、協会主催あるいは共催各種イベントなどの

３．理事は理事会が個人会員の中から推薦し、

事業を企画し、そのすべての業務を行う。

評議員会および総会の承認を得る。
４．監事は理事会が第 11 条 1. ～ 5. の役員を
除く個人会員の中から推薦し、評議員会および

（2）年報編集委員会

年報編集委員会は年報の

編集および発行に関するすべての業務を行う。
（3）ドイツ語教室委員会

ドイツ語教室委員会

総会の承認を得て、会長が委嘱する。

はドイツ語教室およびドイツ語やドイツに関す

５．評議員は理事会が第 11 条 1. ～ 6. の役員

る各種講座およびイベントに関するすべての業

を除く個人会員の中から推薦し、評議員会およ

務を行う。

び総会の承認を得て、会長が委嘱する。

（4）国際交流委員会

国際交流委員会は日独お

よび国際的交流に関するすべての業務を行う。
第 13 条

役員の職務

（5）青年部委員会 青年部委員会は協会の委員お

１．会長は本会を代表し、会務を統括する。

よび青年部役員の委員をもって構成し、協会と青

２．副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時

年部相互間の連絡および各種調整を行うととも

はその職務を代行する。

に、青年部の運営および活動全般を監査する。
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２．各委員会委員長は当該委員会担当理事とす

よび理事をもって構成する。

る。

２．理事会は必要に応じて会長が招集し、議長

３．各委員会委員は、委員長が個人会員の中か

は会長とする。

ら選び、会長が委嘱する。

３．理事会は以下の事項を審議する。

４．各委員会は必要な場合、より専門的業務を

（1）会長の推薦。

担当する部会を設けることができる。部会員は

（2）副会長、財務および事務局長の承認。

委員長が個人会員の中から選び、会長が委嘱す

（3）理事、監事および評議員の推薦。

る。

（4）活動報告、活動計画、決算および予算に関
する事項。

第 16 条

実行委員会等

会長が必要と認めた

場合、理事会の議を経て、実行委員会等を設け

（5）会則の変更。
（6）その他審議することが必要な事項。

ることができる。この委員会の委員長および委
員は会長が個人会員の中から指名あるいは選定

第 20 条

する。

１．評議員会は会長、副会長、財務、事務局長、

評議員会

理事、監事および評議員をもって構成する。
第７章

会議

２．評議員会は会長が必要と認めた場合、これ
を招集する。

第 17 条

本会の会議は総会、理事会および評

議員会とする。

３．理事および評議員の 1/3 以上、または個人
会員の 1/2 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。

第 18 条

総会

４．評議員会は以下の事項を審議する。

１．総会は第６条 2. に規定する個人会員をもっ

（1）総会に付議すべき事項。

て構成する。

（2）会長、副会長、財務、事務局長、理事、監

２．定期総会

定期総会は年１回会長が招集

し、以下の事項を審議承認する。
（1）活動報告および活動計画。

事および評議員の承認。
（3）活動計画。
（4）その他の重要事項。

（2）予算および決算。

５．評議員会の議事は出席者の過半数の賛成を

（3）役員の承認。

もって決議する。

（4）会則の変更。
（5）その他会長が認めた重要事項。
３．臨時総会

第８章

会費および会計

臨時総会は会長が必要と認めた

場合、招集する。また、理事会からの請求があっ

第 21 条

た場合、会長はこれを招集しなければならない。

より、会費細則に定める会費を納入しなければ

４．総会の議事は出席者の過半数の賛成をもっ

ならない。

会費

会員はその種別および区分に

て決議する。
第 22 条
第 19 条

理事会

１．理事会は会長、副会長、財務、事務局長お
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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 23 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 31 日までとする。

２．法人会員の年会費は 20,000 円以上とし、
当該年度に全額納入するものとする。
３．年度下半期、10 月～翌年 3 月まで入会の

第９章

会則の変更

場合、
当該年度の年会費は半額とする。ただし、
学生会員および法人会員には適用されない。

第 24 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。

４．名誉会員および法人指名会員は会費の納入
を要しないものとする。
５．退会の際の会費納入は以下の通りとする。
（1）当該年度の 4 月 1 日～ 9 月 30 日申し出の

付則

場合所定年会費の半額を、10 月 1 日～翌年 3
月 31 日申し出の場合全額を納入するものとす

１．昭和 51（1976）年

会則制定。

２．この間、数回の一部改正。

る。
（2）学生会員および法人会員はその申し出の時

３．平成 25 年 5 月 12 日

一部改正。

期にかかわらず、当該年度の会費全額を納入し

４．平成 26 年 4 月 13 日

全面改定。

なければならない。

５．2015 年 4 月 12 日

一部改正。

６．この細則の変更は理事会で審議し、評議員
会および総会の承認を得ることを要する。

会費細則

７．付則
（1）昭和 51（1976）年（?） 会費細則制定。

１．個人会員の年会費は以下の通りとする。

（2）この間、数回の一部改正。

（1）一般会員 6,000 円

（3）平成 25 年 5 月 12 日

一部改正。

（2）家族会員 3,000 円

（4）平成 26 年 4 月 13 日

全面改定。

（3）青年会員 4,000 円

（5）2015 年 4 月 12 日

一部改正。

（4）学生会員 1,000 円
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西日本日独協会青年部規定
第１章

総則

協力する。
第６条

事業

青年部は第４条の目的を達成す

るために、その目的に合致する催しの主催、共
第１条

名称

本組織は西日本日独協会青年部

催および後援等の事業を行う。

（以下、青年部と略称）と称する。
第３章
第２条

組織

青年部会員

青年部は西日本日独協会（以

下、協会と略称）の会則第５条に基づき設けら

第７条 青年部会員 青年部構成員は青年部会

れる協会の下部組織であり、協会の青年部委員

員と称し、45 歳以下の協会会員、および第４条

会の監査下に置かれる。

の青年部の目的に賛同する非協会会員とする。

第３条

青年部の本拠は、福岡市中央区

第８条

白金 2-9-6 城島印刷気付 西日本日独協会内と

する。

する。

１．協会の学生会員および青年会員は自動的に

本拠

入会

青年部への入会は以下の通りと

青年部会員となる。
第２章

目的、運営と活動および事業

２．非協会会員は、
所定の入会申込書を提出し、
その受理をもって入会手続きを完了する。

第４条

目的

青年部は協会の目的に沿い、若

者の立場から日独交流の発展に寄与するべく、

第９条

日独の若者たちの多方面にわたる交流を促進

とする。

し、日本の若者たちのドイツに対する興味・関

１．青年部会員が４月１日時点で 45 歳に達し

心を喚起するとともに、その活動を通じて自ら

た時は、自動的に退会する。

の文化的・国際的視野を広げ、国際交流という

２．非協会会員青年部会員が４月１日時点で

面において地域社会に貢献できる力を身につけ

45 歳に達する前に退会を希望する場合は、退

ることを目的とする。

会届を提出しなければならない。

第５条

退会

青年部からの退会は以下の通り

運営と活動

第４章

役員

１．青年部の運営および活動は青年部によって
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自主的になされる。

第 10 条

２．ただし、その運営と活動は協会青年部委員

１．部長

会における審議と承認を前提とする。

２．副部長

３．青年部は上記目的に沿い、日独の関連諸団

３．青年部の役員は協会青年部委員会の委員と

体との交流を行う。

なる。

４． 青 年 部 の 活 動 は 自 由 で あ る が、"Die

第 11 条

Verantwortung in der Freiheit" というモットー

１．青年部役員は協会会員とする。

のもと、品格ある活動を心がける。

２．部長は青年部総会で選出する。

５．青年部は協会の諸活動に、積極的に参加・

３．副部長は部長が推薦し、青年部総会の承認を得る。

役員

青年部に次の役員を置く。

１名。
４名以内。

役員の選出

第 12 条

役員の職務

て決議する。

１．部長は青年部を代表し、青年部を統括する。

５．総会には協会青年部委員会の委員長および委

２．副部長は部長を補佐し、部長に事故ある時

員がオブザーバーとして出席することができる。

はその職務を代行する。
第 17 条
第 13 条

役員の任期

役員の任期は２年とす

る。ただし再任を妨げない。

運営会議

１．運営会議は、部長、副部長で構成する。
２．運営会議は青年部の運営および活動に関す
るすべての事項を審議する。

第５章

委員会

３．運営会議には協会青年部委員会の委員長お
よび委員がオブザーバーとして出席することが

第 14 条

実行委員会

実行委員会は、部長が

できる。

必要と認めた場合、運営会議の議を経て、設け
ることができる。

第７章

会費および会計

１．実行委員会は個々のイベントや行事等の業
務を行う。

第 18 条

会費

第 19 条

会計

青年部の会費は無料とする。

２．実行委員会の委員長および委員は、部長が
青年部会員の中から指名あるいは選定する。

１．青年部の運営費および活動費は協会予算、
第６章

会議

寄付およびその他の収入をもってこれに当てる。
２．青年部の活動費は活動ごとに検討し、決定

第 15 条

青年部の会議は総会および運営会議

する。

とする。
第 20 条
第 16 条

総会

会計年度

青年部の会計年度は毎年

４月１日から翌年３月 31 日までとする。

１．総会は第８条に定める青年部会員をもって
構成する。
２．定期総会

第８章

規定の変更

定期総会は年度はじめ、１回部

長が招集し、以下の事項を審議、決定する。

第 21 条

規定の変更

青年部規定の変更は運

（1）活動計画および活動報告。

営会議および協会青年部委員会で審議し、青年

（2）予算および決算。

部総会で決定の後、協会の理事会および評議員

（3）部長の選出。

会の承認を経て、協会総会の承認を得ることを

（4）副部長、委員長の承認。

要する。

（5）規定の変更。

付則

（6）その他部長が認めた重要事項。
３．臨時総会

臨時総会は運営会議、もしくは

１．本規定は平成 26 年４月 13 日より発効す

協会青年部委員会からの請求があった場合、部

るものとする。

長はこれを招集しなければならない。

２．2015 年４月 12 日

一部改正。

４．総会の議事は出席者の過半数の賛成をもっ
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西日本日独協会組織図
― 2015 年 4 月より―

会

長

（執行部会議）
各種担当理事

（注）
各種専門理事

理事会

事務局

監
評議員会

企

総

会

会

員

画

委

員

会

年 報 編 集 委 員 会
ドイツ語教室委員会
国 際 交 流 委 員 会
青 年 部 委 員 会

青年部
部

長

運営会議
青年部総会
青年部会員

（注）
「執行部会議」は会則にはない通称である。
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事

入会のご案内
１．「入会申込書」（下に縮小版）の諸事項をご記入、署名・捺印の上、協会事務局へ提出、もしく
は郵送してください。
２．
「入会申込書」のダウンロードおよび手続き等の詳細は協会ホームページ「入会のご案内」を
ご覧ください。http://jdg-nishinihon.org/
３．インターネットをご利用でない場合は、「入会申込書」送付をメール、ファックスまたは郵便
にて、協会事務局へ請求してください。郵送いたします。お問合せも事務局へどうぞ。
西日本日独協会事務局
〒 810-0012

福岡市中央区白金 2-9-6

城島印刷株式会社

気付

ファックス・電話：092-524-0059（電話対応：火＆金 12:00 ～ 15:00）
E-mail：info@jdg-nishinihon.org
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編集後記
今号の構成も大枠ではこれまでと同じですが、特筆すべきことがいくつかあります。2014年度か
ら名誉会長に就任された小川弘毅氏のご挨拶で巻頭を飾りました。またこれも 2014 年度に正式に
発足した青年部の報告が巻末に加わっています。三浦さんと緒方さんの寄稿にもご注目下さい。
さらに４頁のカラーの肖像画です。異例のことでびっくりされたでしょう。長年そのピアノ演奏で
会員に感動をもたらし親しまれてきた医学者の河田溥先生から耳寄りの話をうかがった編集委員会
は、特別寄稿として一文をお寄せいただくという条件でカラー掲載に踏み切りました。2009 年、ボ
ンのベートーヴェンハウスで初めてヴェールを脱いだこの幻の肖像画は、ベートーヴェンがフォン・
ブロイニング家に出入りしてピアノを教えていた当時の、僅か４ヵ月年少の少女エレオノーレの実像
を世間に知らしめ、13、4 歳とは思えないその知的な美貌と相俟って世間を驚かせたのです。掲
載の版権は河田先生がベートーヴェンハウスと交渉し自弁で取得してくださいました。
いま一つ、大きな新企画があります。それは例会の卓話や講演、さらにはクリスマス会などの報
告の他に《感想》という欄を新設し、その場に参加した会員や留学生の声をいくつか掲載したこと
です。「年報」は例会や催しなどと並んで会員の相互交流の場、いや紙面を通じてのこととはいえ
、 、 、、

全会員の唯一のコミュニケーションの場であり、また活動の実態を世間に知ってもらう大事な情報
誌でもありますから、それを念頭に置いて試みたささやかな企画ですが、さていかがでしょう。
最後に、かくも多彩な文章をお寄せいただいた方々、卓話や講演の概要をいま一度文章化して
いただいた方々、広告を掲載していただいた法人等各方面の方々に、衷心より感謝申し上げます。
年報編集委員会委員長
（委員

垣本 知子

立花 雅子、二本木 一哉、池田 紘一）
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