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創立60周年に思う  ― 会長就任のご挨拶 ―

岡嶋 泰一郎

創立60周年の記念行事が、池田紘一前会長の下、会員の皆様のご協力により滞りなく終
了いたしました。ひとつひとつの催しが素晴らしい輝きを放ち、当協会の記念すべき節目
の年を飾ってくれました。ご尽力いただきました方々に心より御礼を申し上げます。
全ての記念行事が終了した矢先、池田先生から、60年の重さがつまった会長職というバ
トンを手渡されました。内心、これは困ったと、なかなか受け取ろうとはしなかったので
すが、全力で息せき切って走ってきた池田ランナーから差し出されたバトンは、とても拒
めるものではありませんでした。かつて、ドイツに大変お世話になった身であることを思
い、恩返しの意味を込めて、お引き受けさせていただくことにいたしました。
私は1983年から1986年までの３年間、西ドイツ、フライブルグ大学医学部の薬理学研究
室に勤務していました。幸運にも、大学の正規のポジションが与えられ、恩師である故ヘ
ルティング教授の下で神経内分泌学の研究を行いました。ドイツでの３年間はわが人生最
高の時であり、長女も誕生し、お世話になったドイツ人、そしてドイツという国に今なお
とても感謝をしています。帰国後、天児民和先生が会長をされていた当協会に、家内とも
ども入会し、以来30年以上にわたる会員歴となりました。
私の入会以後は、天児民和先生（整形外科医）、木村政資先生（心療内科医）、池田紘一
先生（ゲルマニスト）、根本道也先生（ゲルマニスト）、池田紘一先生（再）と、医師とゲ
ルマニストが会長職を担当されてきました。今回、私（内科医、無名のバリトン歌手）が
お引き受けすることになった背景には、このような事情もあったのかもしれません。なお
初代の事務局は九州大学医学部第三内科におかれていました。私は第三内科の出身で、現
在も同門会員として活動をしており、不思議なご縁を感じています。
会員の皆様のプロフィールを拝見しますと、当協会は様々な方々で構成されており、大
変ヘテロな集団であることがわかります。つまり、この会に対する思いや期待が、それぞ
れに異なっていると考えられます。研究会的なアカデミックな会であることを期待する
人、ドイツが好きで会員と語るのを楽しみにしている人、ドイツに関係するビジネスをさ
れている方など多岐にわたります。しかし、全員に共通するのはドイツへの深い愛情で
しょう。ドイツを愛する人たちの楽しい集まりの会である、というのが設立時よりの趣旨
であることに変わりはありません。
池田ランナーから渡されたバトンは、赤色だったか、白色だったか定かには思い出せま
せん。いずれにしてもはっきりとした色彩を放っておりました。が、今、私の手元にある
バトンは、ぼんやりとした玉虫色に変わっています。めまぐるしく変化する時代の様相に
伴って、当協会のあり様も変わらざるを得ない局面に達しています。いろいろな価値観を
取り入れ、しかも格調を保ちながら、「楽しい会」にしていく調整役を担うのが、これから
の会長の役割と考えています。会員の皆様のご理解とご協力をお願いする次第です。
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創立60周年を祝して
駐日ドイツ連邦共和国大使  
ハンス・カール・フォン・ヴェアテルン

Liebe Mitglieder der JDG Westjapan,

ich gratuliere Ihnen herzlich zum 60. Jubiläum Ihrer Gesellschaft. Durch 
die zahlreichen und vielfältigen Vortrags- und Mitgliederveranstaltungen 
sind die JDGs zu einem tragenden Fundament des zivilgesellschaftlichen 
Austausches zwischen Deutschland und Japan geworden. Es ist dieser Austausch abseits des 
politischen Tagesgeschäfts, der so ausschlaggebend ist für den weiteren Erhalt und Ausbau der 
guten bilateralen Beziehungen.

Wie ich mich bei meinem Besuch der Vollversammlung des Verbandes der JDGs in Fukuoka im 
letzten Jahr überzeugen konnte, gehört die JDG Westjapan zu den lebhaften und aktiven JDGs. 
Besonders freut mich, dass die Gesellschaft eine aktive junge JDG aufgebaut hat, um auch 
zukünftigen Generationen eine Plattform für den Austausch mit Deutschland bieten zu können. 
So wird sichergestellt, dass die lange Tradition der Beschäftigung mit der deutschen Kultur 
auch in Zukunft fortgesetzt wird.

Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern der JDG Westjapan, die sich durch ihr langjähriges 
Engagement hervorgetan haben. In einer Zeit, die uns als besonders von Unsicherheit geprägt 
scheint, ist Ihre kontinuierliche Arbeit ein wichtiger Beitrag zur Förderung des gegenseitigen 
Verständnisses zwischen den Völkern. Ich wünsche Ihnen und der Japanisch-Deutschen 
Gesellschat Westjapan für die Zukunft alles Gute.

Dr. Hans Carl von Werthern

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

親愛なる西日本日独協会会員の皆様 
貴西日本日独協会創立 60周年に対しまして、ここに心よりお祝い申し上げます。日独協
会は、数多くの多様な講演会や催しを通じて、日独の市民社会の交流を支える礎となって
おります。正にこのような交流こそ、日々の政治業務の枠外で、両国関係の維持発展に必
要不可欠なものです。 
昨年、福岡における全国日独協会連合会総会に出席し、貴西日本日独協会が活発で活動
的な協会の一つであると確信いたしました。取り分け、貴協会には活発な青年部があり、
次の世代にもドイツとの交流の基盤が受け継がれていきますことを嬉しく思います。これ
により、ドイツ文化に長年取り組まれてきた伝統が将来へと確実に継承されるのです。 
貴西日本日独協会において、長年にわたり秀でたご活躍をしてこられた会員の皆様に対
しまして、厚く御礼申し上げます。極めて先の見通せない様相を帯びたこの時代において、
皆様の弛まぬご尽力は、両国民の相互理解促進への大きな貢献であります。今後とも、会
員の皆様と貴西日本日独協会の御多幸を祈念しております。
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創立60周年を祝して
大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事 
ヴェルナー・ケーラー

Zum runden Jubiläum der Gründung der Japanisch-Deutschen 
Gesellschaft Westjapan sende ich – auch im Namen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulats Osaka-Kobe – ganz 
herzliche Glückwünsche. 60 Jahre sind eine beeindruckend lange 
Zeit und für Sie Gelegenheit, auf viele Begegnungen mit Deutschland 
zurückzublicken. Ihr Interesse für Deutschland, Ihre Aktivitäten, die Freundschaften, die 
Sie pflegen und entwickeln, sind ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Beziehungen 
zwischen Japan und Deutschland. 

Auch im Zeitalter des Internets ist der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen. Gerade 
in einer immer komplexer werdenden Welt ist der vertrauensvolle Austausch auf allen 
Ebenen, sei es Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur für beide Seiten sehr 
wertvoll. Das große Interesse am heutigen Deutschland durfte ich selbst bei meinem ersten 
Besuch in Westjapan im Februar erfahren. 

Die Arbeit der Japanisch-Deutschen Gesellschaften in Japan und der Deutsch-Japanischen 
Gesellschaften in Deutschland trägt viel zum oben erwähnten Vertrauen bei. Daher möchte 
ich Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Mühe herzlich danken und Ihnen und der Japanisch-
Deutschen Gesellschaft Westjapan für die nächsten 60 Jahre alles Gute und weiterhin viel 
Freude wünschen.

Dr. Werner Köhler

Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, Osaka-Kobe

西日本日独協会の節目となる記念の年に際し、ドイツ総領事として、また大阪 ･神戸ド
イツ総領事館館員一同を代表して、心よりお祝いを申し上げます。60周年というのは感動
を覚えるほど長い時間であるとともに、皆様にとっては、これまでのドイツとの多くの出
会いを思い返す良い機会ではないかと思います。皆様がドイツに対して関心を持ち続け、
様々な活動を通じて友情を育んで下さっていることは、日独関係の発展に大きく貢献して
います。
インターネットの時代にあっても、個人的なつながりは何物にも代え難いものです。ま
すます複雑になりつつある世界にあってはなおさら、政治、経済、社会、学術、文化など、
あらゆる分野における信頼に基づいた交流には、非常に価値があります。皆様が今日のド
イツに大いに関心を寄せられていることは、私自身がこの2月に初めて西日本日独協会を
訪れた際によく分かりました。
日本にある日独協会やドイツにある独日協会の活動は、先に述べました信頼の醸成に大
いに寄与しています。皆様の熱意とご尽力に心より感謝申し上げると共に、西日本日独協
会がこの先の60年も大いに発展し、多くの喜びをもたらすことをお祈り申し上げます。
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創立60周年を祝して
在福岡ドイツ連邦共和国名誉領事 
小川 弘毅

西日本日独協会が創立60周年を迎えたことはまことに慶賀の極
みであります。西部ガスの社屋の一角に在福岡ドイツ連邦共和国名
誉領事館が開設されたのはいまからおよそ36年前の1980年のこと
で、私自身は2013年５月に名誉領事を拝命し、同時に請われて西日
本日独協会名誉会長の名も戴しておりますが、日頃から西日本日独協会の日独友好親善の
ためのさまざまな努力を見守り、応援してきた身として、喜びもまた一入であります。
日本が明治以来、あらゆる分野でドイツを近代化の手本としてきたことは周知の通りで
すが、わが福岡でもたとえば、初めて博多－千歳川仮停車場（久留米・筑後川北岸）に鉄
道が敷かれたのは明治22年（1889年）のことで、その技術指導に当たり、のちに九州鉄道
会社を率いたのは、プロイセンの鉄道技師ヘルマン・ルムシェッテルでした。JR博多駅の
屋上広場にはいまなおこの人物を記念するレリーフが見られます。
そしてまた、民間レベルでは、第一次世界大戦時に、久留米にドイツ人俘虜収容所が設
けられ、千三百人余りのドイツ人捕虜を通じてドイツ文化が広く市民の間に伝えられたと
いうようなこともありました。ベートーベンの第九が日本で初めて演奏されたのは、徳島
の板東ではなく、久留米だという説さえあるほどです。
ことほどさように日独交流の歴史は明治、大正、昭和を通じて多方面にわたり、大変深
いものがありましたが、時の移り変わりは世の常とはいえ、日独の関係にも変化が見られ、
以前に比べるとやや希薄になってきた感は否めません。
しかしながら、私はつい数年前、ドイツのエネルギー政策の現状を視察するために彼の
地を訪れる機会があり、ドイツの地球温暖化対策やエネルギー政策には、いや、ドイツ人
の生き方やものの考え方には、われわれがこれからも、大いに見習うべきものがあると感
銘を新たにしました。
さらには、戦後70年間の隣国との関係改善の努力や、ユーロ問題や難民問題などの困難
な課題にひるまず立ち向かう姿勢など、われわれがいまなお参考にすべきものも多々ある
ように感じられます。高齢化と少子化への対策を含め、将来ドイツと日本が知恵を出し合
い、協力し合える事柄もいろいろあるように思われます。
そして、そのような機運を高め、新たな協力関係を生む基盤は、いつの時代も、市民レ
ベルでの、人と人との、相互交流と相互理解、友好親善の努力に他なりません。その重要
な一翼を担う西日本日独協会が、創立60周年を境に、思いも新たに、なお一層の進展を遂
げるよう祈念する次第であります。

（おがわ ひろき　西部ガス株式会社相談役・西日本日独協会名誉会長）
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回顧と記録
池田 紘一

60周年記念
西日本日独協会60年のあゆみ

Ⅰ．協会の60年をふりかえる

１. 揺籃期　―1956年（昭和31）～1975年（昭和50）―
第二次世界大戦終結後11年を経た1956年12月６日、西日本日独協会は、戦後としては東京、大阪、

名古屋に次ぐ第四番目の日独協会として産声をあげる。初代会長は安川第五郎氏（安川電機会長）、事
務所は九大医学部第三内科（澤田藤一郎教授）に置かれ、1958年から1975年までは、医学部整形外科

（天児民和教授）に置かれた。設立に当たっては日独協会および H.A. クロル駐日ドイツ大使の協力と
支援を得た。設立の趣旨は、日独友好親善とドイツに関する情報交換の他に、医学関係を中心とする
若手研究者にドイツ留学への道を開くという点にあった。ちなみにフンボルト財団の留学生募集が始
まったのは1953年のことである。（15ページ〈再録〉参照）

それゆえ当初は、九大医学部関係者中心の会であり、それにドイツに縁のある大学人や研究者、さら
に維持会員として安川電機・八幡製鉄・九州電力・アサヒビールなどの大企業関係者を加えた集まり
であった。世話役を一身に担ったのも九大医学部の先生や助手や医局員であった。

したがって、きわめて内輪の、アカデミックな、クラブ的性格が強く、月に一度の「例会」で、ドイ
ツ総領事館提供のドイツニュース映画を見たあと、「卓話」を聴き、会員同士の情報交換と懇親をはか
ることを基本としていた。初めは第三内科教室で開かれていた例会は間もなく三鷹ホール（福岡市呉服
町）に移り、以後2005年まで約半世紀にわたりここが定例の集いの場となった。また、時には文化講演
会や映画会などの市民向けの啓蒙的な集まりも新聞社などとタイアップするなどして催された。銘記す
べきは、医学部の教室内に事務所を置きながら、1965年後半から1973年頃までの、特に医学部や付属病
院で激しかった大学紛争のあの困難な時期も、毎月欠かさず例会が開かれていたという事実である。

その後、第一次石油ショック（1973年）の煽りを受け
て企業の退会が相継ぎ、安川電機自体も退会するに至
り、それとともに安川会長が辞任し、1976年（昭和51）
に天児民和教授が会長に就任、心療内科の木村政資助教
授が事務局長として会長を補佐するに至った。天児・木
村時代の幕開けである。

２. 隆盛期　―1976年（昭和51）～1985年（昭和60）―
設立後20年を経た1976年は、西日本日独協会の歴史に

とって画期的な年となる。その主な要因は以下のごとく
である。

2001 年７月
木村会長、ケストナー駐日大使夫妻を迎えて
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⑴			 事務所が、木村政資氏が開院した「木村内科クリニック」（福岡市天神富士ビル）に移転し、爾
来30年にわたり、「事務局」として協会の確固たる活動拠点となる。

⑵			 ｢年報｣（Jahresbericht）が創刊される（「西日本日独協会年報１号」1976年８月21日発行）。
⑶		 役員体制が確立し、会則も整う。
⑷			 第１回 ｢ドイツ語ドイツ文化夏季大学｣ と銘うって、学術講演会・ドイツ語講座・映画会など

が催され、協会のその後の市民に開かれた文化活動に先鞭をつけた（1976年８月）。特にドイツ
語講座は、翌1977年以降も「夏季大学ドイツ語講座」（のちに「夏季ドイツ語講座」）として恒例
となり、一時中断はあるものの、2002年からは年間を通しての事業となり、現在の「ドイツ語教
室」に至るまで、協会の市民向けの活動の大きな柱として発展した。

こうして協会は天児 ･ 木村体制のもとで、アカデミックな気風は保持しながらもクラブ的性格を完
全に脱して名実ともに ｢協会｣ となり、｢黄金の昭和50年代｣ とも呼ぶべき一時代を築く。会員も、大
学関係者や医師のみならず、マスコミ人や音楽家やドイツに関心を持つ市民も加わって多様な顔ぶれ
となり、例会も含めて多彩な活動が展開される。

1977年（昭和52）、この時期を象徴するイヴェントとして、「福岡ドイツ文化月間」（大阪ドイツ文
化センターとの共催）が広く市民を巻き込んで一カ月にわたってくりひろげられた。映画祭、講演シ
リーズ、美術展、音楽会、演劇上演など、当時としては他に類を見ない充実したプログラムであった。
（13ページ【参考資料１】参照）

1981年（昭和56）の ｢福岡ドイツ文化週間｣、1982年（昭和57）の「在日ドイツ人陶芸家ゲルト・
クナッパー展」（福岡市美術館）なども、その延長線上に
ある。

この50年代には、ブレーメン独日協会やバーデン・
ヴュルテンベルク州独日協会（シュトゥトガルト）との
あいだに交流協定も結ばれ、ブレーメンには1978年（昭
和53）３月と1983年（昭和58）７月の二度にわたり、
シュトゥトガルトには1982年（昭和57）３月に、それぞ
れ親善使節団が派遣され、交流を深める。

その後協会の伝統となる二大名物行事も、この時期に
始まる。

⑴			 ｢脇坂先生とハイキング｣。著名な登山家であった
脇坂順一会員（久留米大学医学部名誉教授）のガイ
ドで毎年福岡近郊の山を歩く会（1984年から1998年
までの15年間）。

⑵			 ｢ドイツ映画の会｣。大河内ロスヴィータ会員の肝
煎りで、月一回の会員および市民向けのドイツ映画
上映会（1986年から1999年までの13年間）。

その他、特筆されるべきこととして、1980年（昭和
1990 年、クリスマス会にて
右端　大河内ロスヴィータさん

脇坂先生（二列目右端）とハイキング
1984 年、宝満山頂にて
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55）、西部ガス（株）本社に「在福岡ドイツ連邦共和国名誉領事館」が開設され、社長の塩谷義之氏
が初代名誉領事に就任する（以後同社の社長・会長・相談役が歴任）。これにより、ドイツとの諸関係
において、公的機関（ドイツの官庁）としての名誉領事館と、民間団体としての西日本日独協会とい
う役割分担が明確化し、相互の協力関係も約束され、今日に至る。

３. 安定期　―1986年（昭和61）～2003年（平成15）―
1986年、協会は「創立30周年」を迎える。これ以降のおよそ20年間は例会の充実を軸に、着実な安

定的活動が展開される。（ちなみにドイツ本国では、1989年〔平成１〕11月９日ベルリンの壁崩壊、
1990年10月３日ドイツ再統一、1993年11月１日欧州連合ＥＵの発足、1999年からは単一通貨ユーロ
が導入され、2002年〔平成14〕１月１日には現金通貨としてマルクに替わってユーロの使用が開始さ
れるなど、激動の時期に当たる。）

この期間の特記事項は以下の通りである。

1994年（平成６）	 	天児会長が18年間にわたる会長の
座を退き、木村政資氏が会長に就任
する。会長就任直前の２月にドイツ
連邦共和国功労勲章を授与される。

1995年（平成７）	 	ユニバーシアード・ドイツ選手団歓
迎パーティ主催（末永文化ホール）。

1998年（平成10）	 	ディートリヒ ･ ヘンシェル歌曲リ
サイタル主催（福銀ホール）。

1999年（平成11）	 ハレ独日協会と友好協定を結ぶ。　
2000年（平成12）	 	｢日独親善促進基金｣（ドイツ人留

学生 ･ 日本語研修生をクリスマス
会等に招待するための基金）を設置する（現在の ｢ドイツ人留学生基金｣）。

2002年（平成14）	 	「ドイツ水害義捐活動」（夏のエルベ川の氾濫による水害）。木村会長の呼びかけ
で、計40万円の義捐金が集まり、大阪・神戸ドイツ総領事館を通じてビター
フェルト市に送られる。

４. 変動期　―2004年（平成16）～2008年（平成20）―
2004年、木村会長が引退し、池田紘一氏（九州大学教

授･独文学）が会長に就任。協会創設以来48年間続いてき
た医学関係者を中心とする組織体制に終止符が打たれ、
変動期に入る。

2005年（平成17）４月～2006年３月、｢日本におけるド
イツ年記念行事｣ が展開される。個人会員ならびに西部ガ
ス（株）をはじめとする諸企業から多額の寄付を仰ぎ、協
会の総力を結集し、一年間にわたり、コンサート、講演

2005 年、日本におけるドイツ年オープニング

1995 年８月　ユニバーシアード
ドイツ選手団歓迎パーティ
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会、シンポジウム、展覧会、クリスマスマーケットなど、全部で13の催しを展開する。かつての ｢ドイ
ツ文化月間｣ に匹敵する一大イヴェントとなる。（14ページ【参考資料２】参照）

2006年（平成18）、木村内科クリニックの閉院にともない事務局移転を余儀なくされ、紆余曲折を
経て、2007年（平成19）、現在の中央区白金の ｢城島印刷株式会社｣ 内に事務局を置き、現在に至る。

５. 新たなる胎動　―2008年（平成20）～2013年（平成25）10月―
2008年、池田会長が退き、根本道也氏（九州大学名誉教授 ･ 独

語学）が会長に就任し、協会改革を進める。新しい時代の日独友
好と親善のあるべき姿が模索され、特に、市民に開かれた協会、
若者に魅力ある協会が目ざされ、会員の顔ぶれもますます多様
になり、世代交代への気運が高まる。

2009年（平成21）	 	｢福岡で楽しむＥＵ／福岡ＥＵ協会｣ を共
催する（毎年２月）。

2010年（平成22）	 	｢日独交流150周年基金」の寄付金の募集
を行なう。

2011年（平成23）	 	｢日独交流150周年記念行事｣ として、｢福
岡オクトーバーフェスト｣ の共催（以後毎
年の恒例となる）、国際シンポジウム「老
後を生き生きとすごすために―ドイツで
は？ 日本では？」の開催（2012年３月24
日）、年報35号「日独交流150周年記念号｣
発刊などに取り組む。

６. 現在と未来　―2013年（平成25）10月～2017年（平成29）―
2013年10月５日、根本会長が辞任し、池田紘一前会長が再び会長の任に就く。
2013年（平成25）、「ウェブサイト」が全面的に刷新される。
2014年（平成26）４月の定期総会において会則の全面的改定と青年部規定制定がなされ、協会の組

織、体制、運営の全面的抜本的改革に取り組む。
各種「委員会」（企画・国際交流・ドイツ語教室・年報編集・青年部）を設け、当該委員長を理事会

の中心メンバーとし、協会の運営と活動の実際的機能を高めることを目指すとともに、運営・活動主
体の世代交代と若返りを模索する。「青年部」が設けられ、本格的活動の第一歩を踏み出す。また名誉
会長に在福岡ドイツ名誉領事小川弘毅氏（西部ガス〔株〕相談役）を迎え、連携の強化を図る。

協会改革の趣旨と将来への展望に関し、会長が、2014年（平成26）発行の「年報」第38号巻頭で
「変革と継承」と題して協会員に呼びかける。（16ページ〈再録〉参照）

かくして2016年（平成28）12月６日をもって、西日本日独協会は創立60周年の日を迎える。2016年
４月～2017年３月を創立60周年記念の年と定め、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事の講演をはじ
め、記念例会に力を入れる。

オクトーバーフェスト開始の
音頭をとる根本会長
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また、以下の四つの特別記念事業を行う。そのための「創立60周年記念事業募金」を会員に呼びか
ける。

１）留学生基金の充実
２）年報「創立60周年記念号」（第41号）の発行
３）全国日独協会連合会年次総会の福岡開催、および若手会員の集いの支援
４）日独青少年交流（バイエルン独日協会との青少年相互訪問）　

全国日独協会連合会年次総会が関西以西で開かれるのは初めてのことである。またこの機会に全国
の日独協会の若手会員が集い、新たな連携が生まれたことは画期的なことである。

さらに、バイエルン独日協会との連携のもとに、国際交流委員会が中心となって実現されたバイエ
ルン独日協会との青少年交流は、特にホームステイへの会員の積極的な協力にも助けられて大成功を
収め、創立60周年を記念するに相応しい成果であった。

Ⅱ．日常の活動から

１. 例会
例会は揺籃期においては、夏期（７、８月）を除い

て毎月開かれていた。大阪・神戸ドイツ総領事館提供
の「ドイツニュース映画」（Deutschlandspiegel）を見
て、会員あるいはゲストによる「卓話」を聞き、その
あと「懇親会」で親交を深めるというのが基本的なパ
ターンであった。例会の在り方は、年間開催数に若干
の変動はあるものの、今日に至るまでこの伝統を踏襲
してきた。

ちなみに例会における Deutschlandspiegel の上映
は、創立当初の例会から2004年まで継続された（1991
～1999年中断）。現在と違って持ち込みの16ミリ映写
機による上映の時期が長く続き、事務局の世話役の大
変な労苦を伴うものであったが、当初はドイツに関す
る貴重なニュースソースとして、その後は一種の楽し
みとして人気を博した。

協会体制が整った隆盛期以降は、卓話も「講演」の
色彩を強め、駐日ドイツ大使、大阪・神戸ドイツ総領
事やドイツからのゲストの講演会や歓迎会も主として
例会の形をとり、また会員による音楽会、ビール祭、
ワイン会など多彩な企画が加わり、その頂点であるク
リスマス会は、ドイツ人会員の協力も得て、毎年特別の趣向を凝らすのがつねであった。2017年度以
降は「子どもたち、ドイツ人留学生と祝う楽しいドイツ風クリスマス」が定番となって現在に至って
いる。

聖ニコラウスと従者ループレヒト
1988 年クリスマス会

1996 年９月例会「ドイツ歌曲の夕べ」
（テノール 山崎勝幸会員）
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2000年には会員の寄付による「日独親善促進活動基金」（現在は「留学生基金」）が設けられる（そ
の後もカンパなどを仰ぎながら基金を維持する）。これによって例会、特にクリスマス会、各種イヴェ
ントに多くのドイツ人留学生・研修生を招待することが可能になった。2016年度には当基金の充実を
主たる目的として、創立60周年記念募金を実施した。

例会は初期の若干を除いて、2005年までの半世紀の間は「三鷹ホール」（福岡市呉服町）で催され
た。現在では「KKR ホテル博多」（福岡市薬院）を定例の会場としている。

２. ドイツ語講座・ドイツ語教室
ドイツ語講座は1976年８月の第１回 ｢ドイツ語ドイツ文化夏季大学｣ の一環として始まり、協会の

市民向けの活動の柱として今日に至っている。当初は「夏季大学ドイツ語講座」と銘うたれ、初級を
中心に、夏休み期間の集中講座として行われた（2001年まで）。2002年からは「ドイツ語講座」とし
て春季（春学期）、秋季（夏学期）の、年間を通しての講座となり、現在では「ドイツ語教室」と称す
る。主として会員である大学のドイツ語教師、ドイツ人講師によって担当され、天神ビル小ホール、
および協会事務所を会場に行われてきた。

受講者数は当初は平均35名程度であったが、2005年度の「日本におけるドイツ年」を皮切りに協会
の根幹事業として力を注ぐことになり、一時は100名を超える受講者を数え、その後紆余曲折を経て、
2012年度以降は比較的安定した受講者数を記録している。（13ページ　４．受講者数の動向参照）

３. 「年報」（Jahresbericht）
1976年（昭和51）８月21日、創刊号が「西日本日独協会年報１号」として発行された。
当初は理事会によって理事の中から選ばれた者が編集に当たり、のちには長きにわたって、事務局

長が編集委員長の役割を果たしてきたが、2001年（平成13）からは役員として「編集委員長」が特別
に置かれ、2014年（平成26）からは制度改革に伴って編集委員会が設けられ、その委員長が編集担当
の理事としてその任を果たすこととなった。

本年（2016年）５月20日に第40号が発行される。このうち特別の記念号は以下の通りである。

・第11号「創立30周年記念号」（1987年〔昭和62〕）
・第30号「日本におけるドイツ年記念号」（2006年〔平成18〕）
・第35号「日独交流150周年記念号」（2011年〔平成23〕）

2017年５月発刊の第41号は、協会創立60周年（2016年度）を記念し「創立60周年記念号」として発
行される。

なお、第30号以降の号については、西日本日独協会ウェブサイトで見ることができる。

Ⅲ．独日協会との交流
現在までに交流協定を結んだ、または親善使節団等を通じて相互交流のあった独日協会は以下の通

りである。

・ブレーメン独日協会　・バーデン・ヴュルテンベルク州独日協会　・ベルリン独日協会
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・ハンブルク独日協会　・ハレ・ザーレ独日協会　・ザールブリュッケン独日協会
・バイエルン州独日協会　

特にブレーメン独日協会とは、大阪・神戸ドイツ総領事ロエル氏の支援のもとに福岡市とブレーメ
ン市の姉妹都市協定締結の動きがあり、その気運を高める目的もあって親交を深めた。1978年（昭和
53）１月のブレーメン市長コシニック氏の福岡市訪問の返礼も兼ねて、同年３月、ブレーメン親善使
節団（団長 天児民和会長）がブレーメンに派遣され、1983年（昭和58）７月には第２回の親善使節団

（団長 当時の木村政資副会長）が派遣されたが、仲介に当たった両都市の日独協会・独日協会の努力
にもかかわらず諸般の事情から両市の姉妹都市協定は不首尾に終わった。

バーデン・ヴュルテンベルク州独日協会
からは事務局長のシュナイダー氏が度々わ
が協会を訪問され、わが協会からも1982年

（昭和57）３月、親善使節団（根本道也団
長）をシュトゥトガルトに派遣し、交流を
深めた。

近年はバイエルン州独日協会（ミュンヘ
ン）およびベルリン独日協会との交流が深
まり、2016年８月には当協会創立60周年記
念事業として、バイエルン独日協会との連
携による「バイエルン独日協会との青少年
交流」（相互訪問）が実現し、予想以上の成
功を収めた。

Ⅳ．主な記録

１. 歴代会長 （肩書等は就任時）

1956年（昭和31）12月～1976年（昭和51） 3月　安川第五郎（安川電機会長）
1976年（昭和51） 4月～1994年（平成 6） 3月　天児民和　  （九州大学医学部教授）
1994年（平成６） 4月～2004年（平成16） 3月　木村政資　  （木村内科クリニック院長）
2004年（平成16） 4月～2008年（平成20） 3月　池田紘一　  （九州大学文学部教授）
2008年（平成20） 4月～2013年（平成25）10月　根本道也　  （九州大学名誉教授）
2013年（平成25）10月～2017年（平成29） 3月　池田紘一　  （九州大学名誉教授）

２. 事務局および事務局長 （肩書等は就任時）

１）事務局

1956年（昭和31）～1958年（昭和33） 九州大学医学部第三内科内（澤田藤一郎教授）
1958年（昭和33）～1975年（昭和50） 九州大学医学部整形外科内（天児民和教授）
1975年（昭和50）～1976年（昭和51）福岡市友愛病院内（木村政資院長）
1976年（昭和51）～2006年（平成18）天神富士ビル・木村内科クリニック内（木村政資院長）

バーデン・ヴュルテンベルク独日協会歓迎の夕べ
1996 年 5月
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2006年（平成18）～2007年（平成19）赤坂・ケヤキ通り「瑞穂ビル」内
2007年（平成19）～現在 　　　　　　城島印刷株式会社内

２）事務局長

協会の運営と活動の実践上の要は事務局長である。創設当初は事務局は医学部の教室内にあり、事
務一切と例会等の準備万端を受け持ったのは教室の助手や若手研究者であった。事務局が第三内科か
ら整形外科に移ったと思しき1963年（昭和38）からは整形外科教室の竹光義治氏、松崎昭夫氏、光安
元夫氏が歴任し、そののち木村政資氏が幹事（＝理事）の一人として「世話人」を引き受ける。ちな
みに「事務局長」という独自の呼称が正式に使用されるのは1982年（昭和57）からである。

1976年以降の歴代事務局長  （肩書きは就任時） 

1976年（昭和50）～1979年（昭和54）	 木村 政資	（木村内科クリニック院長）
1980年（昭和55）～1981年（昭和56）	 名児耶 亮	（ルフトハンザ航空福岡営業所長）
1981年（昭和56）～1989年（平成１）	 有村 隆弘	（九州大学教養部助教授）
1990年（平成２）～1991年（平成３）	 上坪 隆	 （RKB 毎日放送・報道制作局次長）
1991年（平成３）～1996年（平成８）	 稲坂 硬一	（テレビ西日本解説委員）
1997年（平成９）～1998年（平成11）	 池田 紘一	（九州大学文学部教授）
1999年（平成12）～2003年（平成15）	 高田 淑	 （佐賀大学名誉教授）
2004年（平成16）～2005年（平成17）	 葉 照子	 （熊本県立大学講師）
2006年（平成18）～2007年（平成19）	 根本 道也	（九州大学名誉教授）
2008年（平成20）～2009年（平成21）	 高﨑 隆一	（〔株〕西日本マネジメント社長）
2010年（平成22）～2011年（平成23）	 林 伸行	 （久留米大学講師）
2012年（平成24）～2013年（平成25）	 久保 敬司	（福岡口腔インプラント研究所所長）
2013年（平成25）～2014年（平成26）	 林 伸行	 （再任）
2014年（平成26）～2015年（平成27）	 立花 健吾	（福岡大学名誉教授）
2016年（平成28）～	 藤野 成爾	（チーズプロフェッショナル協会理事）

３. 会員と会費　（通常会員＝個人会員、維持会員＝法人会員）
１）会員数の推移

1975年まで　不詳
1976年（昭和51） 8月時点	 通常会員133　維持会員36
1978年（昭和53）10月時点	 通常会員221　維持会員21
1980年（昭和55） 3月時点	 通常会員189　維持会員20 

1990年（平成２） 4月１日時点	 通常会員196　維持会員16　
2000年（平成12） 4月１日時点	 通常会員165　維持会員12
2010年（平成22） 4月１日時点	 個人会員168　法人会員 ５
2016年（平成28） 4月１日時点	 個人会員165　法人会員 ６

（新設「青年部」2016年４月１日段階会員総数39〔協会会員24、非協会会員15〕）
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２）会費の推移

1976年（会則制定当時）通常会員 2,000円	 維持会員 10,000円
1978年		 	 	 　　通常会員　〃	 	 維持会員１口（10,000円）以上
1980年		 	 	 　　通常会員 4,000円	 維持会員　　　　〃
1996年		 	 	 　　通常会員 6,000円	 維持会員１口（20,000円）以上
2007年以降会費割引制度が導入されるが個人会員（旧通常会員）、法人会員（旧維持会員）の会費

に変更はない。割引の変遷の詳細は省略する。
2016年現在は「個人会員」を４種に分類し、以下のように会費細則を定めている。
⑴		 一般会員 6,000円 

⑵		 家族会員 3,000円　⑶　青年会員 4,000円　⑷　学生会員 1,000円

４. ドイツ語教室受講者数の動向
1976年～1988年（夏季のみ）　平均約50名／1989～1993年　中断
1994年～2000年（夏季のみ）　平均約25名

〔2001年　春季・秋季２期制・通年開講開始〕 

2001年～2004年　平均約35名　
2005年　134名、2006年　166名

（	2005年は「日本におけるドイツ年」記念行事の一環として力を入れ、以後協会の根幹事業として
展開するという方針をとる。）

2007年～2011年　平均約35名
2012年　79名 ／ 2013年　97名 ／ 2014年　107名 ／ 2015年　102名 ／ 2016年　91名

（	2012年よりドイツ語講座の運営改善に取り組み、2014年にはドイツ語教室委員会を設置、また
ウェブサイトによる情宣と受講者への細かな情報提供に努める。）

（いけだ こういち　前会長）

【参考資料１】　「福岡ドイツ文化月間」1977年10月

オープニングパーティ　「ドイツの夕べ」10月９日、西鉄グランドホテル　
コンサート

	 ・バッハとその息子たち　九州室内合奏団他（指揮　会員 フォルカー・レニッケ）10月６日　
	 ・九州交響楽団第62回定期演奏会（指揮　会員 フォルカー・レニッケ）10月14日
	 ・あくたリコーダ・オーケストラ　10月22日
展示会

	 ・ミュンヘン近代美術館展「世紀末から青騎士へ」10月９日～30日
	 ・こどものためのドイツの絵本とおもちゃ展　10月19日～24日
	 	 （同時開催：「福岡とブレーメン《私の街》児童画交換展」）
	 ・ヴィデオアート展　10月21日～23日
演劇

	 ・	ブレヒト劇「アンティゴネ」公演　10月18、19日（翻訳：会員 九州大学助教授 井本道子、九州大学講師 W. ミ
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ヒェル氏、上演：福岡現代劇場）
ドイツ新作映画祭　10月17日～21日
	 ・「カスパー・ハウザーの謎」（W. ヘルツォーク監督）
	 ・「自由の代償」（R. ファスビンダー監督）
	 ・「さすらい」、「まわり道」（W. ヴェンダース監督）
	 ・「リナ・ブラーケ」（B. ジンケル監督）
講演シリーズ「今日のドイツ」　

	 ・	教育（シンポジウム）：K. ルーマ 上智大学教授／岡本英明 長崎大学助教授／伊勢田耀子 津田塾大学教授／ R. 大
河内 九州大学講師／小林博英 九州大学助教授（司会）／ W. ミヒェル 九州大学講師  10月８日

	 ・医学：遠藤英也 九州大学癌研究施設長 10月８日
	 ・音楽：秋山邦晴 音楽評論家 10月15日
	 ・美術：R. ゴーレック氏（ミュンヘン レーンバッハ・ギャラリー）10月22日
	 ・文化：高橋義孝 九州大学教授（ドイツ文学者） 10 月22日 

	 ・経済：B. グロスマン博士（ドイツ商工会議所）10月27日
専門学術公演

	 ・K. ゾントハイマー博士　ミュンヘン大学政治学教授 10月24日 /10月25日
	 ・バッホフ博士　テュービンゲン大学行政法教授 10月24日

【参考資料２】　「日本におけるドイツ年」記念行事　2005年５月～2006年３月　

　　　　　　　（	この年、例会は開かずすべてを記念行事に当て、市民に公開し、ドイツ語講座も記念行事として規
模を拡大する。）

	 2005年
	 ５月　オープニングセレモニー＆パーティ
	 ７月　ドイツ歌曲の夕べ「ウィーンの愛」（山崎勝幸、多田裕子他、計６人）
	 ８月　記念コンサート「ベルリンの仲間たち」 （ベルリン ･ フィル  安永徹、市野あゆみ、石坂団十郎）
	 ９月　ドイツ・ピアノ音楽の夕べ（河田 溥）
	 10月		 ・	環境シンポジウム（福岡市との共同企画：シンポジウム「子ども達に美しい地球を―環境先進国ドイツで

は今―」、子供たちの絵画展と環境パネル展）
	 	 	 	 ・緒方美知子リサイタル「ウィーンわが夢の街」（E. ライヒャー、 E. クルトヴァッツ共演）
	 	 	 	 ・文化講演会「ドイツに渡った江戸時代の和本」（中野三敏 九州大学名誉教授）
	 11月		 ・ドイツ観光ポスター展（17日～21日、西武ガス２F ロビー）
	 	 	 	 ・文化講演会「近接と遠隔―17世紀の日本を見たドイツ人について」（W. ミヒェル 九州大学教授）
	 12月		 ・ドイツ・クリスマスマーケット（３日～７日、大丸パサージュ広場 ･ 大丸地下売場）
	 	 	 	 ・クリスマス会
	 2006年
	 ３月　クロージングコンサート＆パーティ（ゲロルト・アメルング総領事列席）
	 	 	 	 ・	記念ドイツ語講座（初級Ⅰ会話、初級Ⅱ会話、初級Ⅲ会話、中級会話）：第１回 ６月22日～10月31日、	

第２回 10月24日～翌年２月16日
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西日本日独協会三十周年を迎えて
天児 民和

〈再録〉

西日本日独協会は昭和31年12月６日に発会式を行ったが既に30年経過した。
激しい戦争も終りドイツとの交流は数年間途絶していたが、昭和28年西ドイツ

政府がフンボルト財団の留学生の募集を開始した。しかし九州地方ではドイツ領
事館、大使館との連絡が全然無いので応募しても認可を得るのが易くなかった。
そのため現九大学長の高橋良平先生、鹿児島大学の名誉教授の城哲男先生等の若
い時代、東京、大阪にある日独協会を福岡にも設立しようと学内に呼びかけられ
た。当時九大医学部長であった澤田藤一郎教授が立ち上り、私にも協力を求めら
れた。東京の日独協会の幹部と会談するため上京し名倉英二博士の紹介で昭和31年４月に日独協会の
役員である石橋長英氏、小島秀雄氏と会談し西日本日独協会の設立に賛成を得、ドイツ大使 Dr. Hans 

A. Kroll とも会う事が出来、いよいよ協会設立することになりその準備を始めた。会長は澤田教授に
お願いする覚悟であったが澤田教授は財界の大物を会長にしたいと考え、北九州の安川第五郎氏に交
渉した。多忙で簡単には引受けられないと言われたが一応会長をお願いして澤田教授と私が副会長と
なることにした。発会式は昭和31年12月６日九大医学部内科の講堂で行い、当時文学部教授であった
高橋義孝氏にドイツ文学について講演をして頂いた。式典には安川会長も出席して頂き、神戸の領事
であった Höllenthal と大使館の参事官 Gallinski も出席せられ、夜は呉服町にあった博多帝国ホテルで
懇親会をした。以上の如き経過で西日本日独協会が発足した。そして毎月例会を開いた。ところが澤
田教授が昭和33年に停年退職せられた。協会の方は引続いてお世話をして頂いたが平山助教授も鳥取
大学教授として赴任せられたので昭和38年からは竹光義治氏に事務的な仕事をお願いした。然し竹光
氏も旭川大学の教授として赴任せられたので木村政資氏に世話人として協力をお願いすることになっ
た。昭和51年４月安川会長が辞任せられたので私が会長となったわけである。安川氏は名誉会長と
なったが６月25日逝去せられた。又安川氏と協力して本協会の設立に努力せられた澤田藤一郎先生も
九大を退職後小倉市立病院長を勤められたが、昭和57年５月11日逝去せられた。安川、澤田のお二人
の御功績を忘れてはならないと思う。

さて日本の日独協会は明治44年（1911）に創立せられた。総裁は久爾宮邦彦殿下、副総裁に公爵陸
軍大将桂太郎、実務は会頭青木周蔵子爵が理事長と、長井薬学博士が指導せられたと聞いているが、
３年後に第一次世界大戦となり日英同盟の関係上日独戦争となった。その為日独協会は活動出来なく
なったが大正７年平和となり復活した。特に大正９年駐日大使として来日せられた Wilhelm Solf 氏は
日独親善に努力せられたので急速に協会は発展した。現在は各地に日独協会があるが昭和31年には東
京、大阪のみであった、と記憶している。又本会の発会した当時は八幡の製鉄所、竹下のアサヒビー
ル工場の御支援があり、八幡、竹下でも毎年１回例会を行ったことも楽しい思い出である。

ドイツの文化は明治維新以来日本に導入せられた。医学は勿論、他の科学分野でもドイツとの交流が
行われ、音楽でもドイツに留学した人は少くない。福岡市も国際交流を重視しているが今後日独協会の
使命も重くなって来ると信じているので、創立三十周年を契機として更に活発に行動すべきと思う。

〔1987年５月発行「年報」創立30周年記念号・第11号より〕

（あまこ たみかず　第２代会長）
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変革と継承  ― 会長就任にあたって ―
池田 紘一

時代の変化と世代間の隔たり
わが協会は２年後には創立60周年を迎えます。そういう中で、一方では、協会創設以来の先人たち

の志と伝統を受け継がなくてはならない。他方では、それにもかかわらず、いやそうであればこそ、
時代に即した、今この時にふさわしい姿に生まれ変わらなければならない。この二つをどう結びつけ、
どう調和させるか。難題ではあるが、協会の、ないしは日独友好親善の将来はそれにかかっている。
そういう煩悶に近い思いを私は抱き続けていました。

わが協会はここ数年、市民に開かれた協会をめざし、その結果、会員の顔ぶれにも変化が見られ、
若い新会員も少しは増えてきました。しかし古くからの会員と新たな、あるいは若い会員とのあいだ
に、何かが継承され、新たな息吹がふきこまれ、新たな何かが生み出されるというような、自然な、
血の通った世代交代がなされているかといえば、必ずしもそうではない。古い伝統を呼吸してきた私
のような旧世代と、近年協会員になられた次世代の、ましてや若い会員とでは、当然のことながら、
考えも、感じ方も、関心の所在も異なるはずですが、ではどう異なるのか、対話や意思疎通があるか
といえば、必ずしもそうではない。

明治以降の近代化の過程で、国家体制や科学技術の面で、また哲学や音楽などの文化面でも、日本
がドイツからどれほど大きな影響を受けたかは周知の通りです。旧制高校や大学でのドイツ語の重視
もそのためでした。第二次世界大戦では日本とドイツは同盟国として戦い、共に戦争の悲惨と戦後の
困窮を経験し、共に復興への困難な道を歩みました。西日本日独協会が産声を上げるのは戦後10年を
経てからのことですが、しかしその精神的背景をなしていたのは明治以来のこのような歴史と経験で
した。そしてそれはその後も永くわが協会の底流をなしていました。

しかし昭和が終わって平成になり、明治開国以来のドイツとの関係は遠い過去となり、戦後復興期
の運命共同体意識も次第に薄れ、日本人の意識の中でのドイツ像も以前とは異なってきました。特に
若い人々のあいだでは、ドイツ、いやヨーロッパそのものが、もはや以前のように強い関心事ではあ
りません。40年以上前、初めてドイツに留学した私の心を占めていたのは、かつて森鴎外や滝廉太郎
が学んだ国、ゲーテやバッハを生んだ国に赴くのだという憧れと歓びでしたが、こんな話は今では笑
いぐさにもならないでしょう。

ドイツ本国においても、平成元年（1989年）は奇しくも冷戦の終結とベルリンの壁の崩壊の年にあ
たり、次いで東西ドイツ再統一（1990年）、ＥＵヨーロッパ連合の発足（1993年）、マルクの廃棄と単
一通貨ユーロの使用開始（2002年）と、未曾有の社会変動が見られ、当然のことながらいろいろな面
で日本に対する意識にも大きな変化、あるいは関心の希薄化が見られます。

つまり日独友好親善には、かつては明瞭な、誰にも共通の歴史的・時代的必然性があった。しかし
今はもはやそうではない。そういう今、新たに会員として入会される方々、あるいは若い会員の方々
は、それだけいっそう歓迎に値いしますが、その関心の所在は、外から与えられる共通の必然性に乏
しい分だけ個別的であり、人それぞれであり、多岐多様でしょう。

16



世代間の対話と会員の相互理解
そこで大事なことは何か。創設以来60年の時の流れを経てなお持続すべきものと、時の流れに応じ

て変化すべきもの、ゲーテの言葉をかりれば「変化の中の持続」Dauer im Wechsel、あるいは逆に「持
続の中の変化」Wechsel im Dauer をしっかり見きわめ、時代と世代の隔たりをどう橋渡しするか、旧
時代を呼吸してきた会員と現代を呼吸している会員とのあいだに風通しのいい通路を作るにはどうす
ればいいか。些細なことのようですが、私にはこれが60周年の節目を前に考えるべき重要な課題であ
り、また難題であるように思われるのです。

そこで今一番必要なのは、会員の、会員による、会員のための日独協会という原点にもう一度立ち
返り、まず基盤をしっかり固めることではないでしょうか。基盤とはすなわち「会員」です。会員相
互のつながりです。まず会員が互いに親睦を深め、互いをよく知り合うことが肝心です。これが、会
員が会員であることに満足をおぼえ、協会活動を共に担う歓びを感ずるための基本であり、日独の友
好親善に寄与するさまざまな活動を、協会の内においても、協会の外へ向けても、積極的に展開する
ための精神的な基盤であると思われます。

ドイツに関心がある、ドイツが好きだ、ドイツのことをもっと知りたい、これは老若を問わず会員
の誰にも共通しています。では、何に関心があり、何が好きで、何をもっと知りたいのか、会員それ
ぞれのドイツへの思いはどこにあるのか。まず何よりも、協会活動の要である「例会」および「懇親
会」を、そういうことが知り合える場にする。大山鳴動して……と思われるかしれませんが、これが
鍵だと信じます。話題は何でもいい。遠慮なく、思いの丈を語る。そしてそれを糸口に新旧の世代間
に対話が生ずる。そういう場を作り出し、自然な世代交代を徐々に実現する。そんな対話がはたして
可能か。もちろん可能です。なぜなら対話の根柢には、時代は異なっても、世代は違っても、話す事
柄は別々であっても、つねに「ドイツ」、「ドイツ人」、あるいは「ドイツ語」、「ドイツ文化」という
キーワードがあるからです。

〔2014年５月発行「年報」第38号より、ただし16ページ第５段落の年号等に一部修正あり〕

（いけだ こういち　第４、第６代会長）
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ディルンドゥルと私
高田 淑

〈寄稿〉  60周年に寄せて

それはニュルンベルクでのことであった。当
時私はフランクフルトで留学生活を送ってい
て、折を見ては、ユーレイルパスを利用してド
イツ各地への独り旅を試みていた。その時は夕
食をとるためのレストランを物色していたのだ
が、夕方の街が急に賑やかになり始めた。手に
手に提灯を持った人々の行列が坂を上って行く
様子に気付いた。聖アンナ祭の行事だとか、私
は沿道の人々に交じって見物していた。すると
目の前の愛くるしい金髪の女の子に目が留ま
り、傍らの母親と覚しい女性に、その子の写真
を撮る許しを求めた。それがイングリットだっ
た。彼女の方でも私に興味を持ったらしく、そ
の後、自宅でお茶を御馳走してくれた。私が翌
朝にはもう次の街に出発することを知るや、彼
女は近いうちに改めて彼女の家を訪ねて来るよ
うにと、招待してくれた。この招待に応じて彼
女のアパートを再び訪れたとき、驚いたことに
彼女のご主人は、前回一緒に居た男性とは別人
で、あれはあの可愛い女の子の父親で、あの日
は娘との面会日であったとのこと、その後はこ
のイングリットを通じて、ドイツ女性の逞しい
生き方を色々と見聞することになったが、それ
は本稿のテーマではない。

その日の夕方は、イングリット夫妻に伴われ
街に飲みに出ることとなり、どういう切っ掛け
であったか、彼女に見せてあげようと私が持参
していた桜の小紋の和服と、彼女が着る予定に
していた衣装とを交換して街に繰り出すことと
なった。それがディルンドゥルであった。当時
の私はその民族衣装の名前すら知らなかった
が、日常着ではなく、晴れ着であることは判っ
た。私はそれを身に着けていると、非日常意識、

いわば仮装気分ですっかり大胆になり（ワイン
ばかりのせいではない）、通りすがりの男性に
帽子の下の顔を覗き込まれても、平気で見返す
度胸まで付いており、我ながら驚くばかり、日
本では経験したことのない開放的な一夕を過ご
すことになった。

ディルンドゥル Dirndl（以下 Drdl と略記す
る）とは本来 junges Mädchen（若い娘）を意味
するバイエルン地方およびオーストリアの方言
で、転じて Dirndlkleid 即ち、彼女らが着る民族
衣装をも指す語で、本論のテーマはもちろん後
者である。私がヘッセン州のフランクフルトで
生活している限り目に留まらなかった Drdl に、
ニュルンベルクの女性と知り合った途端に出
会ったのには、それなりの理由があったわけ
で、ニュルンベルクがバイエルン州の都市であ
るからだった。また、今から三年ほど前のこと、
私はDrdlを入手したいと思い立ち、在日ドイツ
人の友人に、彼女のご家族にお願いして私のた
めに一着手に入れて欲しいと頼んだところ、彼
女は「私はチュービンゲン出身よ」と困った顔
をされた。それはバーデン・ヴュルテンベルク
州の都市である。ドイツ人にとってDrdlとはそ
のような民族衣装かと、改めて思い知ったこと
であった。

ディルンドゥル初体験
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帰国して以来すっかり忘れていた Drdl に再
会したのは、平成11年に大学を定年退職して、
西日本日独協会の事務局長をお引き受けした後
のことであった。クリスマス会であったと思う
が、高柳英子さんが紺色の可愛らしいDrdlを着
て出席なさったときである。彼女のお話による
と、九大のドイツ人講師であった大河内夫人、

ロスヴィータさんとは、長い間日独協会のため
に一緒に活動してこられた仲で、若い頃に着て
おられたDrdlを彼女からプレゼントされ、御自
分の寸法に合わせ手直しされたものとのこと、
とても似合っておられた。白いブラウスはレー
スで、そしてジャンパースカートは白いじゃば
らテープで飾られていた。私は心密かに思っ
た、私にも縫えないかしらと。洋裁は若い頃か
ら私の実益を兼ねた趣味であった。高柳さんに
お願いして、暫くその Drdl をお借りした。事務
局長をお引き受けして以来、幾人もの女性会員
の方々が、陰になり日向になりして私の仕事を
サポートして下さっていた。その一つに、平成
12年に立ち上げた、ドイツからの留学生のため
の「日独親善促進活動基金」を維持発展させる
ために、ビアーフェストやクリスマス会の折に
募金をお願いする仕事がある。その際にDrdlを
着、募金箱を持って各テーブルを回ったらどう
だろう。募金係りであることが目立つ一方、私
がニュルンベルクで経験した仮装から来る一種
の度胸のお蔭で、係の方の気後れが和らぐので
はないかと考え、お借りしたDrdlをお手本にし

て縫ってみようと思ったのである。試作第一号
は出来るだけお手本通りに、但しスカートの色
は赤、レースはたっぷり使って、着用する人が
嬉しくなるように作った。喜んで着てくださる
人、恥ずかしがる人、色々であった。中には有
頂天になって募金集めはそっちのけ、写真に
撮って貰うことに熱心なお嬢さんもいた。しか
し、一人だけというのでは矢張り気後れされる
かもと、同じ型紙を使って縫った二着目も赤
だった。藤本瑞枝さんはブルーが好きであっ
た。彼女には是非着て貰いたかった私は、早速
青い布地で三着目を縫い、着て貰った。そして
この青の Drdl は私
にとって、思いが
けず早逝された藤
本さんの思い出の
品ともなった。

私の Drdl がテレ
ビに出演したこと
もある。平成14年
のこと、行徳収司
さんのお世話で、
RKB の「夕方どん
どん」という番組の「掲示板」というコーナー
で、わが日独協会のドイツ語講座の宣伝をした
のだが、番組の性格上１分足らずの出演であっ
た。日独ということを印象づけたいと、萱野通

子さんと加藤道子
さんがDrdlを、私
は和服を着て出演
した。その顚末は
年報27号の ENDE 

GUT, ALLES GUT

に詳しい。また、
平成22年以来、福
岡市の冷泉公園特
設会場で開催され
ている「福岡オク

藤本さんの思い出の
ディルンドゥル

テレビに出演したディルン
ドゥル（萱野さんと加藤さん）

高柳さんのディルンドゥル
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トーバーフェスト」でも、私の Drdl が活躍して
いる。このフェストの発足当時、実行委員会に
わが日独協会も名を連ねており、その関係で私
に依頼があって、交替で司会を務める RKB ラ
ジオの茅原あいりさんを初めとする女性レポー
ターさん達が舞台で着るために、それ以来毎年
お貸ししている。これも RKB とは、何か特別の
ご縁があるのかもしれない。

高柳さんのDrdlで作った型紙を使って、これ
まで５着の Drdl を縫ったが、これを始めた頃、
同じ大河内夫人が遺していかれたという、紫色
の細かいチェックでワンピース型の Drdl が事
務局に保管されていることが判明した。何故
か、破れたり、綻びたり、ボタンが取れたり、
という状態であったが、タグには Aus Bayern

とあり、立派な本場物で、エプロンは白でなく
濃い紫色の縞模様、ワンピースとは趣味の良い
配色である。手入れが必要な状態なので、私が
引き取り、洗濯・修理して、今は他の Drdl と一
緒に立派に働いてくれている。最初にこれを着
て下さったのは、当時有能な事務局員として私
をサポートして下さっていた荒木啓子さんであ
る。このワンピースタイプをモデルにしたDrdl

も一着縫ってみた。

このように見て来ると、私の Drdl の源はすべ
て大河内夫人に発していることが判明する。夫
人が遺していかれた２着の Drdl が、二通りの経
路で私の所にやって来て、受け継がれ、増殖し
て、現在わが日独協会のお役に立っている。私

自身は夫人とは時期的に殆ど接点がなかった
が、彼女の日独協会のための貢献が小さいもの
でなかったことは、一緒に仕事をされることの
多かった高柳さんのレポートなどで明らかであ
る。それが Drdl という形であれ現在に痕跡を留
めていると考えると、特別な感慨を禁じ得ない。

二年前、遂に私も本場物の Drdl（オーストリ
アはザルツブルク製）を手に入れることができ
た。買ったのではなく、頂戴した。九大・独文
の後輩で、今も親しくしている女性が私の Drdl

作りのことを聞いて、ヨーロッパに長期出張を
されたお父上が愛娘へのお土産に買って帰られ
たものを、私にプレゼントして下さったのであ
る。とても上質な緑色の無地で、小さなバラの
花を散らしたエプロンは、当時高校生だった少
女に似合って、さぞ可愛いかったことであろ
う。それを私は後期高齢者向きに手を加え、一
昨年のクリスマス会では、グリューワインの
サービスに当たって下さる女性会員の Drdl グ
ループへの仲間入りを果たした。これら大河内
夫人由来のDrdlは、最近ではグリューワイン同
様、日独協会のクリスマス会お馴染みの風景と
なった。製作者としては、引き続き喜んで着て
頂き、クリスマス会を盛り上げて下さることを
願っている。

（たかた とし　会員、佐賀大学名誉教授）

2015 年のクリスマス会で勢揃いした
ディルンドゥル＋黒一点

「これから募金に廻ります」（荒木さんと高柳さん）
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袖触れあうも協会の縁
高柳 英子

〈寄稿〉  60周年に寄せて

当協会歴40年、その半分を理事、常任理事と
してお手伝いした程度だが、おかげで一会員に
すぎない身が、実に多彩で著名なお歴々とお近
づきになれたものだと、振り返って今さらなが
らに驚く。その中から故人となられた大物たち
にまつわる、ごくごくささやかな私的エピソー
ドを三つ。

千代正一郎氏
私のドイツ語歴は、まったくの独学で始まっ

た。まずは九大の言語学科を出た兄から、語学
学習シリーズ本の「ドイツ語４週間」とリンガ
フォンの会話レコードを貸してもらい、それを
８週間かけて終えた。次に何を読めばいいのか
と問うと、昔、教養部でドイツ語をとった友人
がいたと、その男から使い古しの教材を数冊手
にいれてくれた。

その中に、名詞の性や格変化を教えるため
だったのだろう、「人間は一つの頭と胴体と二
つの手と足を持っている。顔には鼻が一つと口
が一つ、目と耳が二つある」などという人体標
本みたいな文章が、真面目腐って書き連ねて
あって、妙に印象に残った。その著者が、ドイ
ツ語教育に生涯を捧げられ、後に勲二等瑞宝章
を受けられた千代正一郎先生だった。私の当協
会入会当時は幹事であられたろうか。

ドイツ語教育黎明期の明治時代には、「三タ
ロウ」と称された「～太郎」と名の付く偉大な
教師が三名いたが、私にとってはこの「一郎」
先生が、直接の教えを受けたわけではなくと
も、自分にとっての最初のドイツ語教師だった
と、勝手に考えている。もしもあの世でお会い
できたら、「人間は一つの頭と…」とドイツ語で

暗唱してみせて、感謝を伝えたいものである。

木村政資氏
当協会をここまで大きく育てた第一人者であ

る木村会長には、副会長時代から大変にお世話
になったが、木村先生の本職の方でも一時期お
世話になったことがある。20年前、私は脳梗塞
になり、退院時に主治医から、もうじき自分は
クリニックを開業するので、その間の数か月間
だけ、近所の医者に通いなさい、と言われた。
木村内科のビルの地下に当協会の事務局があ
り、そこでドイツ語教室をもっていたミヒェル
先生のクラスを受講したり、事務のお手伝いに
しょっちゅう訪れたりしていたので、木村先生
に臨時主治医になっていただくのが、一番手っ
取り早かった。そこで「会長」対「会員」の関
係から、「医師」対「患者」の関係が生じること
になった。

血圧を測って薬を出してもらうだけなので、
診察にはものの数分もかからない。ところが、
木村先生、私が行くと、こちらが手渡す血圧記
録にはろくに目を通そうともせず、ちょうどい
い気分転換の話し相手が現れたとでもいう具合
に、診療はそこそこに日独協会の相談を延々始
めてしまうのである。「次の卓話の講師がまだ
決まっていないが、誰か候補者はいないか。」

「今度のクリスマス会はどんな趣向にしよう
か。」外には大勢の患者が順番待ちをしている。
こんな話が漏れ聞こえたら、どんなに恨まれる
ことかと、こちらは気が気でなく、「先生、その
話は後で事務局の方で」と水を向けるのだが、
先生は一向に動じない。

それなのに、事務局にお邪魔して事務員さん
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と協会の仕事をしていると、お昼休みに降りて
きた木村先生が私を見つけ、「おお、ちゃんと散
歩など、運動してるか。水分の補給を忘れるな。
今朝の血圧はどうだ？」とか、今度は医師とし
ての質問をぶつけてくるのである。「そんなこ
とは上の診察室で…」と思うが、これまた動じ
る気配がない。ずいぶんいい加減な先生だと、
そのころは内心あきれていた。

ところが私が木村先生のところを離れてほん
のわずか後、今度は先生ご自身が脳梗塞で倒れ
られた。無事に回復されて例会に復帰なさった
ら、「お前から病気をうつされた」と言われて、
あっけにとられた。「脳梗塞って、伝染する病気
だったんですか？」と問うと、「おお、医者が、
心を懸けて治療している患者と同じ病気になる
のは、よくあることなのだ」と、冗談だか、本
気だかわからない真顔で宣った。

後年、ハタと気づいた。心療内科の権威だけ
あって、当時、すぐに私を典型的な「タイプ A」

（人間の性格を分類する心理学用語で、すぐ
カッカときて攻撃的なタイプ）であることを見
抜いた木村先生は、診察室では血圧の数値に拘
泥している私の気をそらそうと、協会の話を
し、事務局で年報の編集の仕事にカッカときて
いる私を見ては、ストレスを緩和すべく健康法
の話題を、意図的に口になさっていたのではあ
るまいか。名医であられたのだ。これまたいつ
かあの世で先生に再会できたら、あの時は脳梗
塞をうつして、すみませんでしたと、謝りたい
と思っている。

原田光博氏
関東から引っ越してきた女性が、オーストリ

ア旅行を前に、私の短期個人レッスンを受けに
きた。数日のツアーだからほとんど会話のチャ
ンスはないだろうけど、「ダンケ」や「ビッテ」
の一言でも口にしたいとの思いからだという。
旅行から戻って、「お土産です」と、差し出され

たものを見て「？」となった。ザルツブルグの
名物「モーツアルト・クーゲル」はいいとして、
もう一つ千鳥屋さんの「チロリアン」が一包み
添えてあったからだ。

いわく、「チロリアンって、チロルにはなく
て、福岡のお菓子だったんですね。私、知りま
せんでした。」なんと彼女は、私にチロル地方で
買った本場のチロリアンをプレゼントしたく
て、奔走したのだそうだ。ウイーンでも、どん
な土産物屋でもそれらしいのが見つからず、最
後のザルツブルグで入ったお菓子屋で、ここで
手に入らなければもう、買い物のチャンスはな
いと、意を決して、習い覚えたわずかのドイツ
語を総動員したのだという。

まずは店員さんと目を合わせて、ニッコリし
て南のご挨拶。「グリュース・ゴット！」ああ、
通じた。次に、「チロリアン、ビッテ！」あれ、
通じない。そうか、チロルはドイツ語で「ティ
ローる」だった、R と L の区別をはっきりしな
いと、ダメだって先生がいってたっけ。それに
アクセントの位置も大切だって。
「ティローりアン、ビッテ！」これでも通じな

い？ああ、どうしよう。そうだ、あの牧歌的な
チロル高原が映ったコマーシャルで流れていた
曲、あれは、こちらでも有名じゃないかしら？

そこで彼女はモーツアルトやエリザベートの
肖像画のついたチョコレートなどの商品が所狭
しと並べられた優雅なお店の中で、朗々と歌っ
たのだ。
「ティ・ロ～り・ア～～ン♪」
店員や客の呆気にとられた顔を尻目に、真っ

赤になって店を飛び出す彼女を想像して、私は
笑いがとまらなかった。そうしてこの話を、博
多方言で「千鳥屋」が「ちろりや」になるとこ
ろから名付けたというチロリアンの産みの親、
原田氏に話してきかせたいものだと、手ぐすね
ひいていた。

けれども人気者の氏は、例会でお会いした折
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には、一座の中心になっている。ドイツから一
等功労十字賞を受けたり、協会の副会長へと昇
進したり、「子どもの村福岡」などの福祉活動に
お忙しそうだったりと、一介の会員には長話を
するチャンスがめぐってこず、そのうちいつか
と思いながら、時が過ぎた。そうして惜しくも
氏は69歳の若さでお亡くなりになってしまわ
れた。

このエピソードが原田氏への冥土の土産に
なった折りには、進言したいものだ。これだけ
和食が海外でもてはやされ、回転寿司もラーメ
ンも人気を博しているのなら、メロンパンやカ
レーパン等、和製パンがヨーロッパ人を魅了す
るのも時間の問題でしょうから、「スベンスカ」
がその先鞭をつけたり、本場チロル地方で

「ティロ～りア～ン」の歌が流れるのを天国か
ら眺めるのも、乙なものではないでしょうか、
と。

60周年の当協会、創立当初からのメンバーは
どのくらいご存命なのであろうか。年報も最初
は今よりもう一段小さな A5サイズだった。私
の入会は、表紙にミヒェル先生が Jahresbericht

のタイトル文字をお書きになったころだったろ
うか。どんどん進化し、様々な分野の人々が集
う協会、今後、例会でどんな大物たちと袖を触
れあえるのか、楽しみなことである。

（たかやなぎ えいこ　会員、ドイツ児童文学翻訳家）

〒112-0005　東京都文京区水道 1-10-7
TEL 03(3816)7011 FAX 03(3816)7044
　

同 学 社 http://www.dogakusha.co.jp/
振替00150-7-166920 （価格税別）

上
江
憲
治
／
野
口
広
明
編

カ
フ
カ
後
期
作
品
論
集

荻
野
蔵
平
／
齋
藤
治
之
著

歴
史
言
語
学
と
ド
イ
ツ
語
史

根
本
道
也
編
著

オ
ノ
マ
ト
ペ

和
独
小
辞
典

斎
藤
成
夫
著

エ
デ
ィ
プ
ス
と
ド
イ
ツ
近
代
小
説

ド
イ
ツ
的
言
説
に
み
る
神
話
志
向

Chr
・
M
・
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
著

小
黒
康
正
訳

王
子
ビ
リ
ビ
ン
カ
ー
物
語

Fr
・
デ
ュ
レ
ン
マ
ッ
ト
著

平
尾
浩
三
訳

約
束
―
推
理
小
説
に
捧
げ
る
鎮
魂
歌
―

ド
ー
リ
ス
・
デ
リ
エ
著

小
川
さ
く
え
訳

サ
ン
サ
ー
ラ

擬
音
語

擬
態
語)

(

23



総会
立花 健吾

60周年記念
全国日独協会連合会年次総会

Ⅰ. 総括
本協会の創立60周年記念事業の一つとして、

本協会主管により2016年全国日独協会連合会
年次総会が福岡市で開催された。先ず、この催
し開催までの経過を概観しておきたい。

我が国各地の日独協会（名称は色々である）
連絡機関として連合会（事務局は東京の日独協
会）があり、毎年１回年次総会が開催される。
2015年４月の総会（福島県いわき市）におい
て、次年度、つまり2016年総会は東京以外の地
方での開催が決定し、総会主管開催を引き受け
る地方協会の募集が告げられた。

この件について、本協会は第２回理事会
（2015年５月９日）において種々検討し、この年
次総会主管開催を申し出ることにした。その背
景として、2016年が本協会創立60周年に当た
り、その記念事業の一つとして連合会総会を開

催したいという願いがあったからである。
その後、他の日独協会からの主管開催申し出

もあったようである。しかし、この総会がこれま
で大阪・神戸以西の西日本地区で開催されたこ
とがないこと、当協会創立60周年記念事業の一
つとして開催されることなどを考慮された結果
であると思われるが、2016年連合会総会は本協
会主管開催に決定した旨の通知がもたらされた。

これを受け、ただちに、最も急がれる重要な
開催期日確定と会場予約をした。期日は2016年
４月22日／23日、会場は KKR ホテル博多大
ホールである。その後、本協会内に連合会総会
実行委員会を設け、東京の連合会事務局と打合
せをしながら、準備に取りかかった。第３回理
事会（2015年７月25日）において「2016年全国
日独協会連合会年次総会実施要領」を確定、以
後、この要領にしたがって具体的総会開催準備
作業を進めた。この間、全国日独協会連合会副
会長協会会議（2015年10月16日、連合会事務
局）に出席し、あらためて上記実施要領につい
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て了承を得た。
詳細は省くが、その後も着々と準備がなさ

れ、以下の総会と一連の付随的行事が開催され
た。これらの個々の催しについては、それぞれ
個別的に報告・記録を掲げる。
１. ４月22日（金）

⑴		 年次総会　10時～16時
⑵		 懇親会　18時～20時30分

２．４月23日（土）
⑴		 	エクスカーション：福岡県柳川観光、佐

賀県唐津観光
⑵		 	日独若者交流会議（日独ユース・ネット

ワーク）：会議と懇親会
ところで、今回どうしても触れておかなくて

はならないことがある。当総会開催一週間ほど
前に起こった熊本大地震（前震４月14日、本震
４月16日）である。熊本地方、阿蘇南部、大分県
西部方面など、広範囲に多大な被害が出た。被災
された方々には心からお悔やみ申し上げるとと
もに、速やかなる復興をお祈り申し上げます。

福岡市でも、震源地から北へ100km あまり離
れているとはいえ、この地震発生時には相当な
揺れを感じ、非常に驚いた。一方、この大地震
のために、連合会総会参加者の参加辞退が多い
のではないかと心配せざるを得なかった。そも
そも、余震が続いていたため、総会および関連
行事そのものを中止することも関係者で検討し
た。しかし、本震発生後数日の内に、余震の規
模が小さくなり、福岡ではほとんど揺れを感じ
ない程度までになったので、すべて予定通り実
施することにした。

参加辞退のことは杞憂であった。交通網が断
たれたため来福できなくなった鹿児島からの参
加予定のお一人を除き、参加辞退者はなかった
のである。フォン・ヴェアテルン駐日ドイツ連
邦共和国大使はじめ皆様ご参加いただき、すべ
ての予定行事を無事終了することができた。心
から感謝申し上げます。

最後に、事後処理の一つである会計決算につ
いてであるが、これは当初の予算に比して赤字
金額が大幅に少なかった。赤字を埋めるための
当協会からの補助金は１万６千円あまりで、ほ
とんどすべて協会参加費と個人参加費で賄うこ
とができた。これは総会および懇親会でお世話
になった KKR ホテル博多のご理解とご協力の
おかげであり、感謝しなければならない。また、
総会後の懇親会に、多くの当協会役員、委員の
方々が参加していただいたことも大きな要因で
ある。ありがとうございました。

Ⅱ. 総会
2016年年次総会は４月22日、KKR ホテル博

多大ホールで開催された。９時～10時受付、10
時開会、12時30分～13時30分昼食、午後30分の
休憩後16時閉会。参加協会は23の地方協会と

「日独ユース・ネットワーク」、出席者は48名、
内若手会員７名であった。閉会は17時の予定の
ところ、各協会報告が思いの外手際よく簡潔に
なされ、１時間早まり16時であった。18時の懇
親会開始までの空き時間ができたわけである
が、参加者の皆様はそれぞれ気ままに過ごされ
たようである。

総会議事などについては連合会事務局から報
告されるので、ここでは触れない。ただ、印象
的だったのは、大分県竹田市を本拠とする大分

総会

25



懇親会
北芝 幹怡

日独協会の連合会復帰が承認されたことであ
る。竹田市は熊本大地震後の余震震源地の一つ
であり、大きな被害も出ていた。そのため、今
回の総会参加申込はなされていたが、キャンセ
ルの連絡が入っていた。ところが、総会前日、
連合会復帰願いをするということがあるので、
急遽総会だけは参加するという知らせがあっ
た。３名の方が役所の車で駆けつけ、午前の総
会に出席、昼食時の様々な交流の後、竹田に戻
られた。この大分日独協会の連合会復帰は同じ
九州地区の当協会として大変喜ばしいことで
あった。

また、今回の総会で「日独ユース・ネット
ワーク」が連合会の一団体として承認されたこ
とは画期的であろう。この新しい団体は、これ
まで主として関東地区で日独交流活動を展開し
てきた若者たちを中心に努力がなされ、連合会
所属日独協会の「若手会員の集い」を新たな形
で組織化したものである。当協会は今回の連合
会総会を機に、総会翌日「若手会員の集い」開
催を提案・企画したのであるが、それがこのよ
うな形で結実したことは、「青年部」を有する当
協会として誠に喜ばしいことであった。この新
しい組織・団体の若者たちの今後の活動に期待
する。

（たちばな けんご　2015年度事務局長、 
連合会総会副委員長） 

懇親会は、各日独協会から集った代表メン
バーが寛いだ雰囲気の中で情報を交換し、親交
を深めることができるという意味で重要であ
る。福岡の銘酒や博多の新鮮な魚を味わいなが
ら大いに盛り上がった。

当日は熊本大震災本震（４月16日）の翌週で

あり、黙禱を以て開会され、挨拶に立たれた
方々もそれぞれに震災への思いを吐露された。

特記すべきは、フォン・ヴェアテルン駐日ド
イツ大使が伊勢志摩サミットを前にした多忙の
中、東京からとんぼ返りでご参加いただき、た
めに懇親会の意義が一挙に高まり、参加者を感
激させたことである。ゲストとしてレムゴ・ケ
ンペル協会（独日協会）会長 G. キューバルト氏
がドイツ本国から参加され、在福岡ドイツ名誉
領事の小川弘毅氏もご出席くださった。

さらに、奈良からお越しいただいたソプラノ
歌手の岡田由美子さんが幕開きにドイツ国歌と
日本国歌をご斉唱いただき、会の途中でも「希
望の歌」（「歓喜の歌」の新日本語バージョン）
をはじめ、ご当地ということで柳川出身の北原
白秋の歌をご披露いただくなど、満場を唸ら
せ、和やかな雰囲気を醸し出してくださった。
岡田さんは奈良日独協会の理事でもあり、いわ
ば奈良と福岡のコラボレーションが実現した恰
好である。その意味でもこれは「連合会」懇親

駐日ドイツ大使フォン・ヴェアテルン大使

懇親会
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エクスカーション 柳川・唐津
立花 雅子

会に相応しいアトラクションであった。
福岡からは、1953年以来の伝統を誇る九州大

学男声合唱団コールアカデミー OB が出演を
買って出て、学生歌「ガウデアームス・イギ
トゥル」と「ローレライ」をドイツ語で歌い、
これもご当地ということで博多どんたく祭の

「どんたく囃子」を披露し、喝采を浴びた。

（きたしば もとい　副会長、実行委員）

４月23日、柳川観光を希望された東京、湘
南、大阪、香川の各日独協会７名の皆様と、当
協会会員４名が連れだって、朝９時半、福岡天
神発の西鉄電車で柳川へ向かう。
「水の都」と呼ばれる城下町柳川には、掘割り

が街中を巡っている。したがって、観光の目玉は
「川下り」である。しっとりとした川の水に竿さ
して白秋の童謡などを歌う船頭さんの美声に聞

き惚れながらゆっくり掘割りを進む。新緑あふ
れる中、岸辺の風情ある町並み、色鮮やかなツツ
ジ、薄紫の藤の花、そしてどんこ舟に乗り込む白
無垢打ち掛け姿の花嫁さんなどを目にしながら
の川下りは実に心和む楽しいものだった。

立花邸「御花」のレストランでの昼食は、な
ごやかに会話がはずみ、各地の協会の方々から
貴重なお話しを伺うことができた。その後、旧
柳川藩主立花家に伝わる見事な雛飾り、部屋一
杯に飾られた柳川名物の「さげもん」と呼ばれ
る吊るし飾りを目にした時は、その華やかな美
しさに皆さんうっとりされているご様子だっ
た。２月下旬から４月にかけて、柳川はおひな
さま一色に染まるという。

次に大広間の前に広がる「松濤園」を散策。
掘割りの水を引き込んで作られた池の周囲は植
栽のすべてが松の木で統一され、その圧倒的な
美しさに魅了される。最後に戦国時代から立花
家に伝わる歴代藩主の武具、甲冑などが展示さ
れた「立花史料館」を見学する。

柳川観光の最後は、「御花」から歩いて10分
ほどで行ける距離にある、沖の端の北原白秋記
念館。館内には白秋の著書や遺品、その詩魂を
はぐくんだ柳川の風物ゆかりの資料などが陳列
され、在りし日の白秋を偲ぶことができた。

一日だけの短いエクスカーションだったが、
「水の都」そして「白秋の故郷」柳川での、各地

独唱する岡田由美子さん

九大コ－ルアカデミー

掘割りの川下り
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の日独協会の皆様方とのなごやかな交流は、忘
れられない思い出として心に残るものとなった。

なお、同日同時刻、柳川と併行して唐津への
エクスカーションも催された。

唐津は古来大陸との交渉で重きをなした城下
町である。また玄海灘を漁場とする漁師町でも
あり、申すまでもなく唐津焼の本場である。北
陸日独協会と新潟日独協会から４名の方が参加
され、当協会から３人の会員が同行した。あい
にくの小雨模様であったが、唐津焼窯元、旧高
取邸、曳山展示場（唐津おくんちの曳山を展
示）、そして唐津城天守閣から雨にけぶる玄界
灘を望み、途中魚料理に舌鼓を打ち、歓談と親
交を深めた一日であった。

（たちばな まさこ　理事、実行委員）

立花邸「お花」にて
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若手会員の集い（日独ユースネットワー
ク）に参加して

木村 竜

2016年４月23日、全国日独協会連合会総会の
翌日、ドイツ料理店「シュタット・マインツ」
で、全国日独協会連合会「第10回若手会員の集
い」が開催されました。参加者は、６協会（北
海道、大阪、横浜、NPO 神戸、公財・東京、西
日本の各協会）17名でした。
「日独ユースネットワーク」は、前日に開催さ

れた連合会の総会で設立が決議されました。設
立目的は、「日本国内全体で日本とドイツの青
年交流の活性化を行うこと」、「日独交流にかか
わる若者たちの受皿となること」です。役割と
しては、日本国内の青年交流の促進のハブとし
ての役割を担い、DJJG（独日青少年協会）の日
本側のカウンターパートです。活動内容は、ハ
ロープログラムの企画運営、若手会員の集い、
地方でのイベントの企画等々になります。

当日は、各協会の紹介や活動報告、日独ユース
ネットワークの紹介や質疑応答が行われました。
大阪日独協会は、入会時に審査があるというこ

とでしたが、神戸日独協会は基本的に来る者拒
まずというスタンスでした。入会に関しても協
会によって様々だと感じました。ドイツに関係
しないイベント（街歩きや酒蔵見学等）も若手メ
ンバーで開催されているとも伺い、私たちの協
会にも取り入れていきたいと思いました。

今回の「若手会員の集い」は、我が協会の青
年部の活動も、気軽に参加できるものも含め、
今後企画していくうえで参考になった集まりで
した。

（きむら りゅう　会員、青年部部長）

「シュタット・マインツ」入口
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交流行事を終えて
国際交流委員長　中村 昭

企画から実現まで

60周年記念
バイエルン独日協会との青少年交流

2016年初頭、西日本日独協会創立60周年記念
行事の一環として「バイエルン独日協会との青
少年交流」の実施が決まり、１月の拡大理事会
で実行委員会が発足、私が委員長を仰せつかり
ました。「大丈夫、実現できますよ」という池田
会長の力強い声に背中を押され爾来８か月、委
員一同一致協力して実現に尽力し、８月31日の
バイエルン側からの派遣者帰国をもって無事予
定通り行事を終了、肩の荷をおろすことが出来
ました。この間、執行部を始め会員各位の財政
面を含めての絶大なご協力に心よりお礼申し上
げます。

特に１週間もの間、ホームステイを快く引き
受けて下さったホストファミリーの皆様、およ

びバイエルン派遣に積極的に参加してくださっ
た若者の方々、皆様が手を挙げてくださったか
らこそ、この相互交流プロジェクトは実現でき
ました。あらためて、深く感謝申し上げる次第
です。当初は、盛り上がりも今一つ、また、熊
本での大地震の発生など、実現が懸念された時
期もありましたが、変わることなく支え続けて
くれた実行委員の皆様、誠に有り難うございま
した。

この夏のひと時、福岡やバイエルンのホスト
ファミリーの家々で、またもろもろのイベント
の場で、日独の若者同士また世代を超えた交流
の場面が繰り広げられました。その一

ひと
齣
こま

一
ひと

齣
こま

は
皆様の心に深く刻まれていることでしょう。今
回の行事が弾みとなり、この触れ合いの蕾がい
つか大きな花を咲かせることを心より願ってお
礼の言葉といたします。

シュリールゼーへピクニック
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Jugendaustausch 2016・青少年交流
の記録

国際交流委員　宮崎 亮

2015年秋、バイエルン独日協会より青少年相
互交流の提案がなされたことから本事業は始
まった。当協会においては、「ホストファミリー
になっていただける家族がどの程度で、何人の
学生を受け入れ可能なのか？まだ、はっきりし
たスケジュール、プランはなく、予算もわから
ない段階で果たして、何人の学生が福岡からバ
イエルンに興味を持ってくれるのか？」全く、
予測のつかないことであった。そこで11月に、
当協会会員へのアンケートを行うこととなっ
た。その結果、バイエルン訪問（ホームステイ）
を希望する学生・生徒がいること、バイエルン
からの若者を受け入れるホストファミリーに名
乗りを上げる福岡側の複数の家族がいることが
確認できた。

2016年１月の拡大理事会で、プロジェクトの
実施を決定し、実行委員会を発足させることに
なった。２月の協会理事会でも、青少年交流を、
60周年記念事業の一つと位置づけ、予算化も行
われることが決定された。当初、バイエルン側
の積極性に比し、福岡側はかなり慎重論が強
かった。中村理事とホルスト理事を中心に、北
芝副会長・藤野事務局長・宮﨑理事・藤評議
員・緒方青年部委員で準備会を作り、実現の可
能性、問題点など出し合った。

2016年の交流事業は、４月22日の福岡で催さ
れた「全国日独協会連合会総会」から始まった
といえる。東京在住の３人のドイツ人若者が連
合会総会とその翌日の「若手会員の集い」に参
加された。いずれも日本語に堪能な東京の日独
協会の職員で、それぞれにテーマを持って研究
されている。

４月22日夜の総会懇親会（KKRホテル博多）、

薬院の焼き鳥屋での二次会。その後、２泊３日
を立花理事、萱野通子さんと小生宅にホームス
テイしていただいた。４月23日、午前中、小生
の運転で志賀島と福岡タワー周辺、ロボスクエ
アーを案内した。４月24日、ホストファミリー
と別れ、帰京。福岡の街を堪能するには短かす
ぎたであろうが、日本での研究のことや、東京
で関わっている日本人学生への評価・感想など
を聞くことができて私には楽しい時間であっ
た。そして、８月の交流事業への自信につな
がった。

準備会が頻繁に行われるようになるのはその
後５月になってからである。ホストファミリー
は、立花理事、宮﨑理事、佐田評議員、藤評議
員の友人である長崎さんのいずれも福岡市内と
決まった。ホームステイ先への連絡は宮﨑が
行った。また、福岡から送り出す若者は、福岡
大学、九州大学、福岡女子大学、北九州市立大
学からと、藤評議員の高校生の娘さん。団長は
緒方青年部委員に決まり、ホルスト理事を中心
に、バイエルンでのホームステイとドイツ旅行
のプランが練られた。

６月12日、ホームステイ家族の会合を持ち、
バイエルンからの訪問者５名のプロフィール
と、家族の希望を確認し、マッチングはスムー
ズにできた。佐田評議員にはお二人のステイを
お願いすることとなった。７月22日にミュンヘ
ンのショッピングモールで18歳の若者による
銃撃事件があり、交流事業に水を差すのではな
いかと危惧したが、特に障害にはならなかっ
た。できるだけホストファミリーの負担を軽減
するために、協会としてイベントを準備した。

以下は、ミュンヘンからの若者５人グループ
の行動である。

８月17日、ミュンヘンからヘルシンキ経由で
午前中に福岡着。藤野事務局長がグリーンホテ
ルで荷物を預かる。彼らは早速、福岡の街を散
策、豚骨ラーメンなどを楽しんだ様子。夕方、
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中村・宮﨑がホテルで対面し、今後の予定など
を説明した後、天神の居酒屋で懇親。

８月18日午前中博多駅を出発し、長崎へ向
かった。（８/18～８/24のドイツ人グループに
よる小旅行は、彼らの寄稿を参照のこと）

８月24日、新幹線で広島から再び博多に戻っ
た彼らを、北芝・中村・宮﨑で出迎え、ウエル
カムパーティーの会場、レストラン「シュタッ
ト・マインツ」まで路線バスで移動。５人のバ
イエルンからの若者と、ホームステイ先の４家
族との対面。その夜から各々の家庭でのホーム
ステイとなった。また、ミュンヘンから福岡の
祖父母宅に里帰りしていた吉岡二郎君はシュラ
イバー兄弟の友人でもあり、複数のプログラム
に参加された。

８月25日は太宰府観光。光明禅寺、太宰府天
満宮へ。佐田評議員から西高辻宮司に連絡をし
ていただいたこともあり、丁寧なご案内とお土
産までいただいた。

８月27日午後、大濠能楽堂での子ども向けの
能楽教室に参加。能の「羽衣」と狂言「柿仙人」
を鑑賞。その後、ホルスト・宮﨑の案内で鴻臚
館と福岡城跡の散策。夜は、博多埠頭・ベイサ
イドプレイスでの花火とレーザーと音楽の
ショーを楽しんだ。

８月29日、千鳥屋工場見学と新宮海岸での
バーベキュー。

８月30日、西鉄イン13階のブロッサムでフェ
アウェルパーティー。５人のドイツ人によるス

ライドによるふるさと紹介と懇親会。ホスト
ファミリーからの感想とメッセージ。協会会員
と福岡からバイエルンに送り出した若者も参
加。別れを惜しんだ。

８月31日、ホストファミリーに見送られ福岡
空港から帰国の途についた。

さらに、ベルリン独日協会との交流も行われ
た。2016年７月にギムナジウムを卒業し、アビ
トゥアを取得したばかりのメラニー・ゲルマー
さんで、祖父母は北九州に在住されている。日
本語検定１級を目指している。ベルリン独日協
会からの推薦で、９月の３週間、福岡でのホー
ムステイをすることとなった。藤野事務局長を
中心にお世話をし、ホームステイ先は博多区古
門戸町の長崎さん。９月24日、直接の関係者の
みで、実習証明書の交付と送別会を持った。彼
女は2017年秋の大学入学予定で、今後もベルリ
ンで独日友好・交流のキーパーソンの一人に
なってくれるものと信じている。

2016年の夏、福岡とドイツの若い人たちが
お互いを訪問し交流できたことは、その参加者
の個人的な体験だけに終わらず、今後の福岡と
ドイツ各地との交流を発展させるステップに
なったと確信できる。今回、初めての企画で、
福岡でのホームステイ先は、協会関係者だけで
あったが、今後バイエルンでホームステイを経
験した若い人たちにも、ホストファミリーに
なっていただくことを考えたい。今後も、様々
なレベルでの交流のチャンスを生かしたい。

九州国立博物館で

新宮海岸でのバーベキュー

32



相互交流の中から生まれた企画
国際交流委員　スウェン・ホルスト

つれづれなるままに、ドイツ
バイエルン派遣団団長　緒方 愛美

根本前会長が、長年学生の研修旅行先として
引率し訪れていたアメラング村（バイエルン）
に、西日本日独協会の訪問団と一緒に訪問した
のは2012年のことである。この訪問をきっかけ
に、我が協会とバイエルン独日協会との交流が
始まった。

私も毎年春休みに学生の研修旅行を引率して
いて、３月にミュンヘンに２週間滞在してい
る。そのときに研修旅行の学生がバイエルン独
日協会の Stammtisch（居酒屋での定例集会）へ
招待され、私も２回独日協会の集まりで講演し
た。また、バイエルン独日協会の浅野事務局長
が我が日独協会で講演したり（「年報」第38号
参照）、シュトレープ独日協会評議員が福岡を
訪問されたりして両協会の交流が深まっていっ
た。

そのような中、両協会のあいだで青少年交流
の話が持ち上がり、ホームステイの問題をはじ
め種々の困難が予想されたが、協会が創立60周
年を迎えるのを機に、それを記念する一大企画
として実行に移された。2015年末にバイエルン
独日協会に正式に提案し、2016年の年明けに

「バイエルン独日協会との青少年交流」の実施
が決まったのである。

今回我が協会を通じてバイエルンへ派遣され
た日本人若者のドイツ滞在の詳細については、
派遣団団長の緒方愛実さんにご報告いただき、
各ホームステイ先との交流については参加者各
人に書いていただくことにした。

好ましくない天気（寒すぎたり暑すぎたり）
や携帯の破損、メガネの紛失、ユースホステル
の汚いシャワー室、不便な位置のユースホステ
ルなどいろいろ問題もあったが、参加者が様々
な経験をし、ドイツをより良く理解できる企画
になったと思う。

協会から派遣された若者たちの、ドイツでの軌
跡を少々砕けた表現で報告させていただきます。

2016年初春、突如決まったドイツ渡航に私は
有頂天だったが、すぐに現実に引き戻された。
メンバーの中で最年長ということで団長の称号
が与えられた。今回の旅は、ミュンヘンでの
ホームステイ参加を主軸とし、その後の日程は
自己責任・判断で自由に行うというもの。さら
に、渡航日、滞在日程等が順調に決まっていた
５月、ホルスト指令から伝令。「ドイツ時間で８
月５日７時ごろ、ホルスト先生の待つフランク
フルト国際空港へ集合」なんという斬新な、現
地集合・現地解散。その後私の元へ続々とメン
バーから集まる問い合わせに、なるほど、団長
というのはこういうことなのか、と私はしみじ
みと実感した。私の今回の任務は、スリなどの
物的被害、参加者の健康的被害もなく、無事に
この企画が終了することである。そして、もう
ひとつは年齢という壁を越えての参加者との意
思疎通。１月にはなかった別のドキドキが私の
思考を染めていった。

８月４日～５日。福岡空港からフランクフル
ト国際空港へ。今回の渡航に協会会員の藤真理
さんという心強い同行者があり、問題なく全員
無事ドイツの地に降り立ち、集合することがで
きた。すぐにバスと列車でミュンヘンへ移動。
ミュンヘン HB（中央駅）に降り立つと、小雨
が降っており８月だというのに肌寒く、急いで
上着をはおった。駅にはホームステイファミ
リーのみなさんが待機されていて、それぞれの
家族と家へ向かい２日間を過ごした。

８日～11日。バイエルン・ミュンヘン独日協
会の会員、若手会員の方々に興味深い場所へ案
内していただいた。協会事務所では、協会の活
動や在独日本人の生活・就労事情などについて
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伺った。市内観光では、現職の裁判官である会
長さんの案内で民事裁判所へ潜入し、裁判官席
で記念撮影をしたりして大いに楽しんだ。「白
バラ」（注）に関係する場所へも案内していただ
き、貴重なお話しに胸が痛む。夜は協会会員の
方々と夕食会を行った。

郊外のビール工場も見学し、工場長からの熱
意あるビール談義に耳を傾けた。工場長のビー
ルジョークをいつの日か理解できるようになっ
てみせる、と心に誓う。見学後は、蛇口からほ
とばしり出る出来立てのビールを試飲すること
ができた。やはり香り、のど越しは格別だ。

BMW ミュージアムでは、展示されている最
新車やバイクでの乗車記念撮影が可能で、全員
大喜びで高級車に不敵な笑みで乗り込んだ。書
店では、本場のグリム童話や日本の独語訳の漫
画など宝の山であった。休憩に英国式のカフェ
に入り、博多弁と独語、それぞれの早口言葉の
教え合いなどに花を咲かせた。

最後のミュンヘン観光では、郊外の山にある
バイエルンの中世の暮らしを再現した体感・農
場施設を見学した。山中のため雲が陽射しを隠
すと非常に寒く感じた。幸い、雨後のぬかるみ
に転倒したのは冷え性の私だけである。私は反
面教師であり、ドイツの大地を体感した唯一の
人間である。

ホストファミリー、先に帰国する１名とミュ

ンヘンで爽やかに別れ、ホルスト先生の案内で
ハンブルクへ。貿易で栄えた都市のため、荷を
昇降するクレーンや、レンガ作りの倉庫群の建
物が目を引く。久方ぶりの日差しを浴びて観光
船に乗り、流れる景色を見ていると眠気に誘わ
れ、静かにみんな脱落していった。塩漬けのマ
スサンドが予想外に美味であったが、あのウナ
ギスープとあのハムサラダは今後口にすること
はないだろう。移動遊園地に運よく出会い、噂
で聞いた硝子がない高速で回る観覧車に乗っ
た。見た目以上のスピードと強風により、生き
た心地がしなかった。

リューベック観光は日曜日で、人通りの少な
い道を歩き、教会の鐘の音を聞き、礼拝を覗く
と心が洗われるような気持ちになった。

シュヴェリーン観光では、城の見学は叶わな
かったが、教会の塔に登ることができた。通路
の幅は人が離合できないほど狭く、しかも果て
しなく長く、メンバーが一人、恐怖のため疲労
困憊していた。大きなショッピングモールの
他、昔ながらのカフェや、散策できる庭園や湖
もあり、とても住みやすそうな都市だった。メ
ンバーはいたくお気に入りのようだった。

ブレーメンは、町のいたるところにメルヘン
に出てくるブロンズ像があり、クリスマス
ショップや「ブレーメンの音楽隊」のグッズが
町を彩り、中世の建築物も多く、可愛らしさと
荘厳さが合わさった町だった。午後からは、

裁判所内、裁判長席で

バイエルン独日協会の皆さんとの夕食会
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「ミク、珈琲はいかが？」
清家 美来

福岡からミュンヘンへ

各々の目的地へ旅立った。
帰国後、日本で無事全員と対面することがで

き一安心した。全員、ミュンヘンでのホームス
テイ、各地の旅行を有意義なものにできたよう
だ。危惧していた日本人メンバーとの意思疎通
の懸念も、彼女たちの友好的な性質と、私の過
ぎる口とハプニング等により補われ、杞憂に終
わった。

ドイツというひとつの縁ではじまったこの交

流が、私たち日本人メンバー同士や、私たちと
バイエルンのみなさまとを結びつけたように、
友好の輪が広がっていくことを願います。この
交流企画に携わったみなさまに御礼を申し上
げ、今回の報告を締めさせていただきます。

（注）白バラ：1943年、ミュンヘン大学の学生、教授ら
のグループが反ナチスの活動をして逮捕され、裁判に
かけられ死刑判決を受けた事件。

南ドイツでの朝は、毎日ミルクたっぷりの温
かな珈琲から始まった。「Guten Morgen!」と
ファミリーに挨拶をする時、私はいつも少しだ
け緊張していた。照れ笑いを浮かべつつ朝食の
席に着くと、決まってホストマザーかファー
ザーが私に尋ねてくれたものだ。「Miku, trinkst 

du Kaffee?（ミク、珈琲はいかが？）」と。
壮観たるアルプスの山々に抱かれた南ドイツ

の早朝は、思わず両腕の皮膚が粟立つほどの寒
さだった。慣れない冷気の中、マグカップ越し
に指先から伝わる熱と舌触りの良い仄かな甘さ
……その一杯がどれほど私を温めてくれたこと
か。そしてファミリーと囲む毎朝の食卓が、ど
れほど滞在中の原動力となっていたことか。

もちろん意思の疎通が思うように図れず、歯
痒く感じる毎日でもあった。会話に混ざって
も、ただ笑って相槌を打つしかできない自分が
本当に情けなくて。「日本語ならもっと気の利
いた言葉が言えるのに」と何度落ち込んだか分
からない。せっかく持ってきた愛用の辞書も、
実際の会話の前ではただのお荷物と成り下が

る。そういえば、日本の家庭料理を味わってほ
しくて炊いた白米が餅のように粘っていた時な
ど、本当に申し訳なくて泣きそうだった。今思
い出しても頭が痛い。

悪戦苦闘の一週間、「今日も一日頑張ろう」と
いう勇気を絶えず与えてくれたのは、毎朝の和
やかな食卓だった。ドイツで見聞きしたものは
全てかけがえのない経験であるが、いっとう大
切な宝物は、何と言ってもホストファミリーと
の交流に他ならない。

彼らとの思い出は、今も私の背中を押してく
れる。

次に彼らと会う時は、しっかりと自分の想い

ホストファミリーの レーダーマン 夫妻
Klaus（左）Judith（右）
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異文化交流で学んだこと
中村 麻理那

楽しかったお祖母様の誕生日パーティ
二ノ宮 瞳2016年８月に約20日間、私たち日独協会青年

部の６人はドイツに滞在した。その間はバイエ
ルンの独日協会の方の家でそれぞれがお世話に
なった。私は九州大学の中野さんと２人でメヒ
タップさんのお宅にホームステイした。メヒ
タップさんは日本語を学んでいて、来日経験も
あったため、日本人のことをよく理解してくれ
た。メヒタップさんはドイツ語、英語どちらで
も説明してくれ、日本語のことも尋ねてきたた
め、異文化交流をしているという実感が湧い
た。日中にいろいろなミュンヘンの観光地を
回った後に、夜は家でドイツ語と日本語を教え
あったことが印象的だ。

また、彼女はドイツ人の普段の生活を教えて
くれた。ミュンヘンで人気のブレックファース
トが食べられるレストランや、学生の間で話題
のアイス屋、湖へピクニックに連れて行ってく

れた。地下の洗濯機や乾燥機、大きな貯蔵庫、
オーブンなども見ながら説明してくれた。ホー
ムステイをすることによってホテルに泊まって
観光ブックを見るだけでは得られない、リアル
な生活を垣間見ることができた。それに、メヒ
タップさんの細かな気遣いにより、私は何不自
由なく生活することができた。

今回の交流で学んだことはドイツの文化だけ
ではなかった。彼女たちバイエルン独日協会の
方々が日本に来たとき、自分が案内する側に
なって改めて彼女たちの苦労を理解した。ま
た、自国のことをあまり知らないと感じた。ド
イツ語、英語で日本のことを説明することの難
しさを知った。これから、ドイツ語を学んでい
くと同時にもっと自国についての知識も増やそ
うと決意した。

（なかむら まりな　福岡女子大学学生） 

2016年８月にドイツに三週間ほど滞在しま
した。最初の一週間のホームステイ中、家族の
お祖母様の誕生日パーティに招いていただきま
した。たくさんの緑に囲まれたところで親族の
方々が祝うために歌やダンスなど様々な出し物
をしており、大人数で集まって誕生日を祝って
いました。またヨーデルやバイエルンならでは
の踊りなど伝統的な祝い方も見ました。バイエ
ルンに住む人たちの生活を肌で体感することが
出来、大変貴重な経験となりました。誕生日会
に参加した私もとても心温まりました。

そしてホームステイの後にドイツの北のほう
に行きました。ドイツ南部と違い赤煉瓦が多い
街並が印象的でした。そして中でも最も印象に
残っている場所はシュヴェリーンです。シュ

を伝えられるように……いや、せめて美味しい
白米くらいは振る舞えるように、色々と精進し
たい。

（せいけ みく　福岡大学学生）

ホストファミリーのメヒタップさん（右端）、
そのお友達と一緒に

36



長いようで短かったホームステイ
太田 このみ

ヴェリーンは「七つの湖の街」とも呼ばれてお
り、辺りは湖に囲まれています。そしてシュ
ヴェリーン城というお城があります。その時は
特に天気も良く、空と湖の青さと緑と城がうま
くマッチしていてとても美しかったです。

私はこのドイツにいる期間にデンマークとベ
ルギーにも行きました。デンマークへは船とバ
ス、ベルギーへは電車で行きました。ドイツか
ら国境を越えるのはすごく簡単で値段も安かっ
たです。隣国への行きやすさもまた魅力である
と思いました。

ドイツの人々は親切な人が多かったように感
じます。まだまだドイツについて知らないこと
や、行ったことのないところがたくさんありま
す。またドイツに旅行してその地の文化に触れ
て楽しみたいと思いました。

（にのみや ひとみ　福岡女子大学学生）

日独協会のプログラムとして２週間ドイツへ
滞在することができ、とても貴重な体験をする
ことが出来た。私にとってドイツへ行くのは二

度目であったが、夏に行ったのは初めてであっ
た。特に想い出に残っているのはホームステイ
先の家族との交流である。休日には私を複数の
教会へ案内してくれた。日本にいる私にとって
教会は馴染みがないものだが、とある教会へ行
くと結婚式が行われており、新郎新婦が教会か
ら出て車へ乗るのを見送った後、すぐにさっき
まで結婚式があった教会の中へ入った。花の飾
りや内装が綺麗でずっと見ていたくなるほど
だった。

ホームステイ先では、日本での普段の生活の
ことや、どのような音楽を聴いているのか聞か
れたり、私がドイツの城について卒業論文を書
いていると伝えたら、翌日にはインターネット
で調べた情報を紙に印刷して私にくれたり、と
ても親切であった。娘さんは法学部ということ
もあり、日本の法律について興味を持っていて
お互いに意見交換することができてよかった。

大学生最後の夏休みを大好きなドイツで過ご
せたことを一生忘れず、また機会があればドイ
ツへ行きたいと思った。少しドイツ語が話せる
程度で、時には誤解をまねくような場面もあっ
たが、諦めずに話し続けようとする気持ちが身
に付いた。

普通の観光であれば現地のドイツ人と話す機
会は少ないが、今回のプログラムには１週間の

シュヴェリーン ホストファミリーの姉妹
左が次女のテラー、右が長女のシャリーネ
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ドイツの家庭に飛び込んで
藤 ゆりか

そして夢はつづく
緒方 愛実

ホームステイがあり、ドイツ人と直に話す機会
に恵まれ、良い体験をさせてもらった。長いよ
うで短いホームステイで、一週間はあっという
間に過ぎていった。こんなにドイツ人と話す機
会は今後ないかもしれないが、今回は学生時代
にしかできない貴重な体験をすることができ、
このプログラムに参加して本当によかったと感
じている。

（おおた このみ　北九州市立大学学生）

これまで観光でしかドイツを訪れたことのな
かった私は、今回「バイエルン独日協会との若
者交流」に参加して、初めてドイツの家庭での
暮らしを体験することができました。

８月５日、フランクフルト空港に着いてから
すぐに列車でミュンヘンに向かう途中、私は不
安でいっぱいでした。しかし同時にわくわくし
ていました。ミュンヘン中央駅に着くとすぐ、
皆それぞれのホストファミリーに引き取られて
いきました。私を迎えてくれたのは、ハウマー
家の人たちです。

私は、ただでさえ人見知りなので、はじめは
緊張して、相手の言葉に相槌とぎこちない笑み
を返すだけでしたが、これではいつまで経って
も自分のことを解かってもらえないと思い、相
手の話が聞き取れないときは理解するまで聞き
返し、自分の伝えたいことは下手でもいいから
言葉にするように心がけてからは、少しずつ会
話がスムーズになっていきました。

ハウマー家の皆はとても優しくて、私の覚束
ない英語に熱心に耳を傾け、日本の事について
色々聞いてくれました。お互いドイツ語や日本
語を教え合ったりもしました。また、両親の仕

事場に連れて行ってもらったり、親戚やホスト
ブラザーのルイスの友人達とバーベキューなど
の楽しい交流をもちました。こうして私は、明
るく笑いの絶えない家庭でドイツの人々と夢の
ように楽しい生活を共にしたのです。

この経験を通して、人々の生の生活に飛び込
んで異文化を肌で感じること、恥ずかしがらず
に積極的にコミュニケーションをとることの大
切さを学びました。思い切ってこのプログラム
に参加して、本当によかったです。私を受け入
れてくれたハウマー家、お世話になったホルス
ト先生、団長の緒方さんと団員の皆さん、バイ
エルン独日協会の方々、そして長い時間をかけ
てこの計画を練りあげてくださった日独協会の
皆様に感謝いたします。

（とう ゆりか　福岡高校１年生）

2016年８月、私の夢のひとつが突然叶うこと
になりました。私にとってドイツは憧れの地で

お別れの日、ミュンヘン中央駅に見送りに
来てくれたお母さんのクリスティーネとルイス
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あり、同時に遠い国でもありました。自身のド
イツ語の水準に不安もあり、ただ漠然と、叶わ
ない夢だと思っていたのです。

ドイツへ到着した当初は、私たちは親交が浅
かったことなどから、フランクフルトからミュ
ンヘンへ向かう列車内では話し声もなく、とて
も静かでした。しかし次第に打ち解けていき、
皆さんとお互いのことを話し合うようになりま
した。やがて沈黙の代わりに笑い声が絶えなく
なり、心の距離が近づいたように感じ、嬉しく
思いました。

ミュンヘン滞在中、ホストファミリーには本

当に沢山のものをいただきました。私のつたな
いドイツ語に辛抱強く耳を傾けてくださり、勉
強中だという日本語でもお話ししてくださいま
した。食事も貴重なみそなどを使い、日本食も
作ってくださいました。特に心に残るのは、リ
ンダホーフ城の帰り、日本の家族に送るために
と絵葉書を渡された時のことです。「毎日メー
ルしてるから大丈夫」と言う私に、「電話やメー
ルをするのも良いけど、手紙を送るのもとても
大事よ」と教えてくださいました。それ以来、
ドイツ滞在中と帰国後も家族と友人に手紙を送
ることを続けています。

ハンブルクのホテルで水回りのハプニングが
あり、みなさんが「福岡か、ミュンヘンの家族
の許に帰りたい！」と嘆く姿を見て、「彼女たち
の心にもミュンヘンは第二の故郷として思われ
ているのだ」と感じ、ひとり密かにほくそ笑ん
でしまいました。

ドイツという縁で出会った同行のみなさんを
愛すべき妹のように感じました。今回のドイツ
との良い縁を機に、これからもお互いのつなが
りを大切にしていけたらと願っています。私も
次の夢のため、ドイツ語の鍛錬にはげみつつ野
心を燃やし続けます。

（おがた まなみ　会員、青年部副部長）

ホストマザーの
ウルリケ・ネイガーさんと
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Bericht Japanreise 2016
Dennis Klingel

2016年日本旅行の報告
デニス・クリンゲル

ミュンヘンから福岡へ

Vom 17. bis 31. August unternahmen 4 Schüler und Studenten eine Reise nach Japan unter der Leitung 

von Dennis Klingel.

Der Jetlag und die extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit machten die ersten Tage für die Reisenden nicht 

leicht. Daher wurde das Programm sehr großzügig gestaltet.

Der erste Tag in Fukuoka diente der Eingewöhnung. Es wurde ein Spaziergang entlang des Naka River 

und zum Kushida-Schrein gemacht. Dieser erste Eindruck japanischer Sakralarchtitektur hat alle 

Reiseteilnehmer nachhaltig beeindruckt. Es wurden noch weitere Tempel und Schreine in Nagasaki, 

Hiroshima, Miyajima, Dazaifu und Fukuoka besucht. 

Ein weiterer unvergesslicher Aspekt der Reise war die japanische Küche. Den Teilnehmern wurde 

bewusst, dass die japanische Küche nicht nur aus dem in Europa allgegenwärtigen Sushi besteht. Egal, 

ob gemeinschaftliches Okonomiyaki-Essen in Hiroshima oder ein gemütlicher Abend im Izakaya mit 

einigen Gläsern Sake. Jedes Essen hat einen überaus positiven und bleibenden Eindruck bei den 

Reisenden hinterlassen.

Aber nicht nur die Vielfalt der japanischen Küche hat die Teilnehmer überrascht. Auch die 

Freundlichkeit der Japaner war ein Höhepunkt der Reise. Die Gastfamilien haben keine Mühen gescheut 

den Teilnehmern das Leben in Japan nahezubringen. So wurde einigen das Tragen eines Kimonos oder 

der Besuch eines Baseballspiels der SoftBank Hawks ermöglicht.

Es wird sicher nicht der letzte Besuch in Japan für die Teilnehmer gewesen sein, da es für jeden 

einzelnen eine unvergessliche Zeit gewesen ist, auf die man mit Freude zurückblickt. 

Im Namen der Reiseteilnehmer und der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Bayerns möchten wir uns 

nochmals für diese einmalige Gelegenheit und für Ihre Mühen bedanken.

８月17日から31日まで、合わせて４人の高校
生と大学生が、デニス・クリンゲルをリーダー
に日本を旅した。

到着後の最初の二三日は、時差ぼけと、猛暑
と、湿気に悩まされた。そのためプログラムは
無理のないよう極めてゆるやかに組まれた。

福岡での初日は、馴れることに当てられた。
那珂川沿いを櫛田神社まで散歩したのもそのた
めである。しかし、初めて見た日本の宗教建築
は参加者全員に強い印象を与え、この最初の印
象はいつまでも心を離れなかった。その後さら
に、長崎、広島、宮島、太宰府、そして福岡の
街中でも、神社やお寺を訪ね歩いた。

今回の旅で忘れがたいもう一つの経験は、日
本料理である。われわれが思い知ったのは、
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Impressionen von der Japan-Reise 2016 aus Fukuoka, Hiroshima und Nagasaki 
Tobias Schreiber

ヨーロッパで広まっている寿司だけが和食では
ないということである。広島のお好み焼きのよ
うに大勢の客が一緒に食するか、夕刻に居酒屋
でお酒をいただきながらこぢんまりと寛いだ雰
囲気の中で食するか、それはどちらでも構わな
い。ともかく何を食べても、われわれにはその
すべてが飛び切りおいしく大好評で、いまなお
忘れがたい。

しかしわれわれを驚かせたのは和食の持つ多
様性ばかりではない。日本人の親切さもまた今
回の旅のハイライトの一つであった。ホスト
ファミリーはわれわれに日本の生活や文化をよ
く知ってもらおうと、労を惜しむことがなかっ
た。そのおかげで、たとえば着物を着せても

らった者もいれば、ソフトバンク・ホークスの
野球観戦を楽しんだ者もいた。

旅に参加したわれわれには、これが最後の日
本訪問ということには絶対にならないだろう。
なぜといって参加者一人ひとりが、思い出すだ
けでも嬉しくなるような、忘れがたい一時を経
験したのだから。

旅の参加者とバイエルン独日協会の名におい
て、われわれはいま一度、この稀有の機会を与
えてくださり、そのために労を惜しまれなかっ
た方々に対して感謝の意を表したい。

（レーゲンスブルク大学法学部）

Das Kennenlernen der japanischen Lebensführung und Mentalität stellte für mich die bedeutsamste 

Erfahrung der Japanreise dar, da es zum Teil große Unterschiede im Vergleich mit Deutschland gibt. Da 

wäre zum Beispiel die unerschütterliche Hilfsbereitschaft von Japanern gegenüber Europäern; selbst 

wenn wegen mangelnder Kommunikation der Informationsfluss gering ist, möchte man gerne helfen. 

Eine Japanerin hätte mich in Fukuoka nachts 2 km zu Fuß bis zum Hotel begleitet, nachdem ich lediglich 

die grobe Richtung wissen wollte. Die allgemein vorhandene Höflichkeit, die hohe Sicherheit und die 

Sauberkeit werde ich vermissen. Im Gegenzug zu diesen positiven Aspekten fiel mir manchmal eine 

gewisse Scheu der Japaner gegenüber den andersartig aussehenden, sich nicht immer ganz korrekt 

verhaltenden, aber lernwilligen Deutschen auf, welche es erst zu überwinden gilt. Auch wird bei nicht 

verstandenen Wörter oder Sätzen von japanischer Seite aus (wahrscheinlich aus Höflichkeit) häufig nicht 

nachgefragt, und schon nimmt das Gespräch eine lustig-bizarre Dimension an. Die legendäre 

Gastfreundschaft der Japaner bedar f keiner weiteren Empfehlung und ist eine herausragende 

Eigenschaft.

Persönliche Highlights der Reise sind unter anderem die Besichtigung der Schreine und Tempel, die 

nicht selten mitten in der Stadt zu finden sind. Das ungezwungene, lockere Verhältnis der Japaner zu 

Shintoismus und Buddhismus ist eine willkommene Abwechslung zu den dogmatischen Religionen 

Europas und mir persönlich sympathischer. Sozial bedeutsamer als das regelmäßige Praktizieren der 

„Religionen“ in Japan scheinen gruppenbezogene Ereignisse zu sein – in Japan ist man selten ganz allein, 
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2016年の日本旅行の印象　
―福岡、広島、長崎を旅して―

トビーアス・シュライバー

Eindrücke der Japanreise vom 16. – 31. August 2016
Ulrich Schreiber

日本人の生き方とメンタリティに触れたこ
と、これが僕にとって今回の日本旅行の最も重
要な経験であった。事によってはドイツと比べ
て甚だしい違いがあるからである。たとえば日
本人の揺るぎない親切心などがそうである。意
思疎通がうまく行かずよく分かっていない場
合でも、なんとかして相手の助けになりたいと
思う。福岡でのことだが、ある日本人の女性
は、僕は大体の方向を知りたかっただけなのだ
が、２キロの夜道をホテルまで徒歩で道案内し
てくれるつもりでいた。どこででも示される礼
儀正しさ、治安の良さ、清潔さ ― ぼくはこれ
を帰国後もいつまでも懐かしく思うだろう。こ
れらの肯定的な側面とは逆に、時折気になった
のは、外見の異なる、振舞い方が必ずしも適切
ではない、しかし何でも知りたがるドイツ人に
対する、日本人の一種の怖気というか尻込みで
ある。これはぜひ克服してもらいたい。また、
こちらの言う単語や文が日本人の側で理解で
きない場合でも（たぶん失礼になってはいけな

いという気持ちからであろうが）聞き返されな
いことがよくあって、会話はたちまちとんちん
かんで滑稽な様相を呈することになる。日本人
のもてなしの心についてはいまさら取り立て
て言うまでもないことだが、実に卓越した特性
だと思う。

ぼく個人にとっての旅のハイライトは何より
もお寺や神社の見学であり、それが街のど真ん
中に存在していることも稀ではなかった。神道
や仏教に対する日本人の捉われない、ゆるやか
な関係は、教義を重んずるヨーロッパの宗教に
馴れた目には気持ちの好い気分転換になり、僕
個人はかえって親しみを覚えた。日本の「宗教」
の場合は定められた信心のための行いや参拝そ
のものよりも社会的にいっそう重要なのは、集
まって一緒に何かをやるということであるよう
に思われる―日本ではまったく一人ということ
は稀である。むろんこれには良い面も悪い面も
あるが。いずれにせよ僕は今回の旅を全体とし
て大いに楽しんだ。できれば近いうちにもう一
度日本を訪れたいものだ。

（フンボルト大学医学部　シャリテ・ベルリン学生）

was Vor- und Nachteile hat. Alles in allem habe ich die Reise sehr genossen und freue mich auf eine 

hoffentlich zeitnahe Wiederholung.

Die Japanreise hat mir deutlich gemacht, dass die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und 

Japan trotz der voranschreitenden Globalisierung immer noch sehr groß sind – umso wichtiger sind 

Veranstaltungen wie diese, um andere Kulturen besser zu verstehen und schätzen zu lernen.

Zum Glück ist auch das japanische Essen und Trinken – bis auf wenige Ausnahmen – seinen 
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日本旅行の印象
ウルリッヒ・シュライバー

今回日本を旅してはっきり分かったことは、
グローバル化が進行しているいまもなおドイツ
と日本のあいだには非常に大きな文化的な違い
があるという事実である―それだけに今回のよ
うな企画は、異なる文化をお互いによりよく理
解し評価する上で、いっそう重要であると思
う。

幸いなことに、日本の食べ物や飲み物につい
ても、ごくわずかな例外を除いて昔のままの形
が保たれていた。ということで僕は、福岡滞在
中はほとんど毎朝のように伝統的な日本のスー
プを味わうことができた。日本茶、つまり緑茶
の淹れ方にもいろいろあって、ホストファミ
リーの父母から詳しく説明していただいた―改
めてお礼を言います、フィーレン・ダンク！

僕の目を引いたのは、日本人の自然との特別
な関わり方である。ほとんどすべての大都市は
コンクリートと合成物質からできているが、こ
の人工的な世界のまわりに、コントラストをな

すかのように手つかずの、実に美しい自然が広
がっていて、外国人観光客にも日本人にも同じ
ように喜び愛でられているのである。

旅の最初の週は、日本の歴史と宗教について
たくさんの新しいことを学び知ったが、この間
はホストファミリーのお世話になり、日本人の
客に対する親切なもてなしは単なる伝説にとど
まらず、感嘆すべき現実でもあるということを
われとわが身で思い知った。僕は立花教授ご夫
妻のお世話になっているあいだ中いつも、まる
でわが家にいるようにくつろぐことができた。
素晴らしい日帰りの外出や遠出、共に過ごした
楽しい夕べのことを、これからも折につけ繰り
返し思い出すことだろう。特にいつまでも記憶
に残るだろうと思うのは、阿蘇山に出かけたこ
と、そしてそのあと温泉に立ち寄ったことであ
る。僕は、日本という素晴らしい国とそこに暮
らす人々をもっとよく知るために、いつの日か
日本に戻りたいと切実に願っている。

（パッサウ大学法学部）

Ursprüngen treu geblieben. So durfte ich während meines Aufenthalts in Fukuoka fast jeden Morgen 

eine traditionelle japanische Suppe genießen. Auch die verschiedenen Zubereitungsarten von grünem 

Tee wurden mir von meinen Gasteltern genauestens erklärt – noch einmal vielen Dank dafür!
Auffallend war für mich das besondere Verhältnis der Japaner zur Natur: der künstlichen Welt aus 

Beton und Kunststoff in fast allen großen Städten stehen unberührte und wunder-schöne Landschaften 

entgegen, von Touristen wie Japanern gleichermaßen geschätzt.

Während ich in der ersten Woche der Reise viel Neues über die Geschichte und Religionen Japans 

erfahren habe, hat mir der Gastfamilienaufenthalt bewiesen, dass die Gastfreundschaft der Japaner nicht 

nur eine Legende, sondern auch bewundernswerte Realität ist. Ich habe mich bei Herrn Prof. und Frau 

Tachibana stets äußerst wohl gefühlt und denke immer wieder gerne an die schönen Ausflüge und die 

gemeinsamen Abende zurück. Besonders in Erinnerung bleiben werden mir die Exkursion zu Mount Aso 

und der anschließende Besuch eines Onsen. Ich hof fe sehr, dass ich eines Tages nach Japan 

zurückkehren werde, um noch mehr von diesem wundervollen Land und seinen Menschen kennen zu 

lernen.
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Jugendaustausch zwischen München und Fukuoka
Mehtap Mutaf

Dieses Jahr [2016] bot die Deutsch-Japanische Gesellschaft Bayern in München (DJG) ein besonderes 

Programm in Zusammenarbeit mit der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Westjapan in Fukuoka (JDG) 
an. Dabei handelte es sich um ein Austauschprogramm, bei der einige unsere Mitglieder zunächst 

japanische Gäste hier in München begrüßen durften, bevor anschließend eine deutsche Jugendgruppe 

herzlich von den Familien in Japan empfangen wurde.

Die Anreise der japanischen Jugenddelegation erfolgte Anfang August in München unter der Be-

treuung von Herrn Dr. Sven Holst von der JDG Westjapan. Für die japanischen Studentinnen wurde ein 

einwöchiger Aufenthalt in einer Gastfamilie geplant. Das Wochenende stand den Gastfamilien frei zur 

Verfügung. Wochentags wurde den Teilnehmerinnen ein umfangreiches Programm geboten, wie 

beispielsweise ein gemeinsames Abendessen mit den Gastfamilien und Mitgliedern der Gesellschaft 

sowie ein Ausflug zum Schliersee. 

Es freute mich, während dieser Zeit, zwei japanische Studentinnen bei mir zu Hause in München  

begrüßen zu können und ihnen einen Einblick in mein Leben zu geben. Ich wünsche mir, dass Rika und 

Marina ihre Zeit bei mir in München genossen haben und ihnen die Woche mit mir gefallen hat. Ich fand 

es besonders toll beide in Fukuoka wiedersehen zu können, denn sie sind gute Freundinnen für mich. 

Anschließend hatte eine deutsche Jugendgruppe die Gelegenheit unter der Betreuung von Dennis 

Klingel auf einer zweiwöchigen Reise Japan zu erkunden. In der ersten Woche war zunächst ein 

touristisches Programm geplant, bevor in der zweiten Woche das eigentliche Austauschprogramm mit 

der JDG Westjapan in Fukuoka stattfand. Nach der Ankunft in Fukuoka hatten die Jugendlichen die 

Gelegenheit erste Eindrücke des Landes zu sammeln und sich an das heiße und schwüle Klima zu 

gewöhnen. Anschließend besuchten die Jugendlichen Nagasaki, Hiroshima und Miyajima, bevor es 

zurück nach Fukuoka ging. 

Für den zweiten Teil der Japanreise war das eigentliche Austauschprogramm mit der JDG Westjapan 

vorgesehen. Die deutsche Jugenddelegation wurde herzlich in Fukuoka in Empfang genommen und nach 

einem gemeinsamen Abendessen mit den Gasteltern und Mitgliedern der Gesellschaft im Restaurant 

„Zur Stadt Mainz“ in die Obhut ihrer Gastfamilien übergeben. Wie bereits für die japanische 

Jugendgruppe in Deutschland war auch diesmal ein einwöchiger Aufenthalt in den Familien in Fukuoka 

vorgesehen, für den die JDG Westjapan ein umfangreiches Wochenprogramm für die Jugendgruppe 

organisierte. Dabei wurden die deutschen Teilnehmer immer wieder von japanischen Studentinnen auf 

ihren Unternehmungen in Fukuoka begleitet. 

Der Schwerpunkt des Reiseprogramms sollte jedoch der interkulturelle Austausch mit den 

Gastfamilien sein. Hierfür wurde neben den organisierten Tagesausflügen genügend Freiraum für 

gemeinsame Zeiten mit den Gastfamilien gestellt. Dadurch konnten alle Reiseteilnehmer individuelle 

Erfahrungen sammeln und einen unvergleichlichen Einblick in die japanische Kultur und das japanische 
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ミュンヘンと福岡の青少年交流
メヒタップ・ムタフ

Familienleben erhalten. Am letzten Abend organisierte die JDG Westjapan noch eine Abschiedsfeier für 

die deutsche Jugenddelegation. Dabei wurden alle Gastfamilien, die japanische Jugendgruppe sowie 

weitere Mitgliedet der Gesellschaft herzlich eingeladen.

Zusammenfassend bin ich davon überzeugt, dass alle Teilnehmer und auch Gastgeber dieses 

besonderen Austauschprogramm, sowohl in Deutschland als auch in Japan, eine einzigartige und 

aufschlussreiche Zeit erlebt hatten. Mich persönlich beeindruckte vor allem die große Gastfreundschaft 

und die herzliche Aufnahme von uns Reiseteilnehmern in den jeweiligen Gastfamilien in Fukuoka. Man 

fühlte sich förmlich „wie zu Hause“. Die Gastfamilien haben sich besonders bemüht uns den Aufenthalt 

bei ihnen so angenehm wie nur möglich zu machen. 

Besonders möchte ich mich bei meiner Gastfamilie, der Familie Nagasaki bedanken. Ich hatte eine 

unglaubliche schöne Zeit und fühlte mich bestens bei ihnen zu Hause aufgehoben. Ich hatte viele 

aufschlussreiche Gespräche mit meiner Gastmutter über unsere verschiedenen Kulturen um letztendlich 

festzustellen, dass doch mehr Gemeinsamkeiten vorliegen als zuvor angenommen. Ich habe vieles 

gelernt, viele Familienmitglieder und Freunde kennen lernen dürfen und neue Dinge ausprobieren 

können. Vielen Dank für all die Mühe und das tolle selbstgekochte Essen zu Hause. 

Vielen Dank für diese wertvolle Erinnerung!

今年2016年、ミュンヘンのバイエルン独日協
会は福岡の西日本日独協会と協力して、特別の
計画を発表しました。それは青少年の交流計画
で、まず私たちの協会の何人かの会員が日本か
らの客を温かく家庭に迎え入れ、そのすぐあ
と、今度はドイツの青少年グループが日本の家
庭の歓待を受けるということになったのです。

日本からの青少年派遣グループは、西日本日
独協会の Dr. スウェン・ホルスト氏に引率さ
れ、８月の初めにミュンヘンに到着しました。
女子学生ばかりで、これから一週間は、彼女た
ちはホームステイをしながら協会の側が用意し
たプランに添って行動する、ただし、週末の過
ごし方は各ホストファミリーの自由に任される
ということになっていました。ということで
ウィークデイには、たとえばホストファミリー
と協会の会員とが集って彼女たちと夕食を共に

したり、シュリールゼー（シュリール湖）にピ
クニックに出かけたりするなど、多彩なプログ
ラムが提供されることになったのです。

この期間、嬉しいことに私は二人の日本人女
子学生リカとマリナをわが家に迎え、私の生活
を実地に見てもらうことができました。たぶん
二人はミュンヘンのわが家で過ごした一時を楽
しみ、私との一週間を喜んでくれたことでしょ
う。私は間もなく福岡でこの二人に再会できる
のだと思うといつになく胸が躍りました。彼女
たちはすでに私の親友だったからです。

日本からドイツへの訪問に引き続いて、今度
はドイツの青少年グループが、デニス・クリン
ゲルをリーダーに二週間の予定で日本探索の旅
をする機会に恵まれました。まず最初の週は観
光旅行、そして続く第二週に西日本日独協会と
の本来の交流というプログラムが組まれていま
した。福岡到着後、私たち青少年グループは、
福岡がどんなところか近隣をちょっと見てまわ
り、暑くて湿気の多い気候にも馴れるための時
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間を少し与えられました。そして引き続き、長
崎と広島と宮島を訪れ、そうして福岡に戻った
という次第です。

そして日本の旅の第二部、つまり本来の交流
プログラムの開始です。私たちドイツからの青
少年派遣グループは福岡で温かい出迎えを受け、
ホストファーザー、ホストマザー、それに協会の
会員の方々とレストラン「シュタット・マイン
ツ」で夕食をいただいたあと、それぞれのホスト
ファミリーに委ねられました。先に日本人の派
遣グループが一週間ドイツでのホームステイを
経験したように、私たちも一週間福岡の家庭に
滞在し、この週のために西日本日独協会では多
様で豊富なプログラムを用意してくださってい
たのです。しかもその際、再三にわたって日本人
女子学生が私たちに同行してくれました。

とはいえ、今回の旅の重点はホストファミ
リーとの異文化交流に置かれていました。です
から見学や遠出などの全体企画の他に、ホスト
ファミリーと一緒に自由に過ごす時間もたっぷ
り取られていました。それを通じて今回の旅の
参加者全員が、それぞれに個人的な見聞を広
め、日本の文化と日本の家庭や家族の生活につ
いて普通では考えられないほど深く知ることが
できたのです。その上、最後の晩には西日本日
独協会によるドイツ青少年派遣グループとのお
別れパーティまで催され、すべてのホストファ
ミリー、日本からドイツに派遣されて帰国した
青少年グループのメンバー、さらには協会の会
員が招かれました。

今回の特別の交流プログラムでは、すべての派
遣メンバーが、そしてまたホスト役を務めた人々
も、ドイツにおいても日本においても同じよう
に、類まれな、実り豊かな時を体験した―全体的
に見て私はこう確信しています。私個人にとって

特別に印象的だったのは、福岡のそれぞれのホス
トファミリーが私たちドイツ人派遣メンバーを
遇された驚くほどの親切さと、温かい心遣いで
す。文字どおり「まるでわが家に居るような」感
じでした。私たちが各家庭でできるかぎり快適に
過ごせるよう心を砕いてくださいました。

特に私が感謝したいのは私のホストファミ
リーである長崎家の方々です。信じられないほ
ど素晴らしい時を送り、いつも本当に手厚い世
話を受けていると感じていました。ホストマ
ザーとはお互いの文化の違いについて何度も実
りある対話を重ね、とどのつまりは、それでも
それ以前に想定していたよりは多くの共通点が
あることを確認できました。たくさんのことを
学び、長崎さんのご家族やご親戚やお友だちと
たくさんお知り合いになり、初めての経験にい
ろいろ挑戦させていただきました。これらすべ
てのお骨折りに、そしてお宅でいただいた素晴
らしい手作りのお料理に、心より感謝します。

旅の貴重な思い出の数々、本当にありがとう
ございました。

（アウクスブルク大学法学部）

ホストファミリー・長崎さん一家の皆さんと
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Ein Sommer, wie er im Buche steht
Jessica Burger

Im Sommer dieses Jahres wurde mir und einer Gruppe von Leuten die Möglichkeit gegeben, an einem 

Japanaustausch über die Deutsch-Japanische Gesellschaft in Bayern und die Japanisch-Deutsche 

Gesellschaft Westjapan in Fukuoka teilzunehmen.

Zuerst war eine japanische Reisegruppe bei uns in München zu Gast, wo sie von ihren Gastfamilien 

herzlich empfangen wurden. Auch ich freue mich, eine japanische Studentin aufgenommenn können zu 

haben. Es war eine schöne Erfahrung, jemanden aus einer anderen Kultur zu Gast zu haben und ihr 

meine Heimatstadt näherzubringen.

Während es für die japanische Delegation nach einer Woche Homestay noch mit einer Reise durch 

andere Städte weiterging, brach die deutsche Delegation – fünf Leute inklusive dem Leiter der Gruppe – 

ihrerseits nach Japan auf.

Wir landeten in Fukuoka, wo wir auch für die erste Nacht übernachteten. Wir wurden von einem 

Empfangskomitee begrüßt, Herr Miyazaki und Herr Nakamura, mit denen wir auch anschließend zu 

Abend aßen. Dort konnten wir sie auch schon etwas kennenlernen. Mich hat dies besonders gefreut, da 

ich in der zweiten Woche bei Herrn Miyazaki und seiner Familie untergebracht war. Herr Nakamura 

begleitete uns in der zweiten Woche bei den meisten unserer Ausflüge und unsere ganze Gruppe ist war 

ihm sehr dankbar dafür.

Bevor es aber in der zweiten Woche an den Homestay ging, hatte die deutsche Delegation eine Art 

Rundtrip durch Nagasaki und Hiroshima mit Tagesausflug zu Miyajima geplant. Für drei Tage waren wir in 

Nagasaki und sahen uns unter anderem das Bombenmuseum, Dejima, Kofukuji und Meganebashi an. Als 

nächstes fuhren wir für ebenfalls drei Tage nach Hiroshima. Dort besuchten wir auch das Bombenmuseum 

und hatten die Chance, Okonomiyaki zu essen.  Besonders beeindruckt hat mich der Tagesausflug nach 

Miyajima. Von der Landschaft über die  Tempel und kleinen Buddhastatuen am Wegesrand bis zum großen 

torii, alles, was wir an diesem Tag gesehen haben, wird mir noch lange in Erinnerung bleiben.

Als wir von Hiroshima nach Fukuoka zurückkehrten, wurden wir gleich am Zuggleis abgeholt. Wir 

sprachen noch einmal das Programm der folgenden Woche durch und verbrachten den Rest des Abends 

mit unseren Gastfamilien und ein paar Studentinnen, die mittlerweile aus Deutschland zurückgekommen 

waren, im Restaurant „Zur Stadt Mainz“.

Das Homestay-Programm war teilweise mit Gruppenaktivitäten, aber auch zu großen Teilen von Zeit 

mit den Gastfamilien gefüllt und ich glaube, das Homestay-Programm hat mir sogar mehr Spaß gemacht 

als die Rundreise. An dieser Stelle möchte ich meiner Gastfamilie und allen Leuten, die diesen Austausch 

möglich gemacht haben, herzlichen Dank aussprechen.

Danke für die wundervolle Zeit, die ich mit Ihnen verbringen durfte. Ich habe sie bis ins Letzte genossen.
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お伽話のような夏
ジェシカ・ブルガー

今年2016年の夏、私と幾人かの仲間に、バイ
エルン独日協会と福岡の西日本日独協会を通じ
て、日本との交流の機会が提供されました。

まず、日本からの派遣グループがミュンヘン
の私たちのもとを訪れ、ホストファミリーに温
かく迎え入れられました。嬉しいことに、私も
日本人の女子学生を一人受け入れることができ
ました。異なる文化圏から客を迎え、自分の故
郷の町を知ってもらうという経験は、実に素晴
らしいものでした。

日本からの派遣グループが一週間のホームス
テイののち、さらにドイツの他の都市をめぐっ
て旅を続けている間に、今度は私たちの番にな
り、リーダーを含め５人で構成されたドイツ側
派遣グループのメンバーが日本へと旅立ちまし
た。

一行は福岡空港に着き、第一日目の夜は福岡
のホテルに泊まりました。そこに西日本日独協
会「青少年交流委員会」の宮崎さんと中村さん
がお見えになり、歓迎の挨拶を受けたあと、引
き続きお二人と夕食を共にしました。おかげで
私たちはお二人のことを前もって少し知ること
ができたのですが、私個人は第二週目のホーム
ステイでは宮崎さんとそのご家族のお世話にな
る予定でしたので、到着早々その宮崎さんにお
会いでき、嬉しさも一入でした。中村さんも、
第二週目に実施された私たちの見学や遠出のほ
とんどに付き添ってくださり、グループ全員が
感謝の気持ちで一杯でした。

しかし第二週目のホームステイが始まるその
前に、私たちドイツ人グループは自分たちだけ
で、長崎、広島、さらに日帰りの宮島観光を加
えて一種の周遊の旅を計画していたのです。長

崎に三日滞在し、特に原爆資料館、出島、興福
寺、眼鏡橋を見学してまわりました。次の目的
地は広島で、ここにも同じく三日間滞在し、原
爆資料館を訪ねたのはむろんのこと、名物のお
好み焼きを味わう機会にも恵まれました。私に
とって特に印象深かったのは、宮島への日帰り
の旅です。景色の素晴らしさ、寺々とその参道
や道端の小さくて可愛いらしいお地蔵さまた
ち、そしてあの厳島神社の大鳥居にいたるま
で、この日見た何もかも、そのすべてが、いつ
までも忘れがたく私たちの記憶に残りつづける
ことでしょう。

広島から福岡に戻ってくると、すぐさま、到
着した駅のホームで出迎えを受けました。私た
ちはこれから始まる第二週目のプログラムにつ
いて詳しく話し合ったのち、その夕べの残りの
時間は、ホストファミリーを引き受けて下さっ
た方たちと一緒に、また、その間にドイツから
帰国していた日本人女子学生も二三人加わっ
て、レストラン「シュタット・マインツ」で食
事と歓談に過ごしました。

ホームステイ・プログラムは、部分的にはグ
ループで行動する企画も組まれていましたが、
大部分の時間はホストファミリーと一緒に過ご
すようになっていて、私には例の周遊旅行より
もホームステイ・プログラムの方がはるかに楽
しく感じられました。この場を借りて、私のホ
ストファミリーと、この青少年交流を実現に漕
ぎつけてくださった方々に、心からお礼申し上
げます。

皆さまと過ごしたお伽話に出てくるような素
晴らしい日々に感謝します。その一刻一刻を、
思う存分楽しむことができました。

（ギムナジウム学生）

	 〔以上、和訳はすべて池田紘一氏による〕
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Japanisch-deutsch, zwei verschiedene Sichten besitzen
Jiro Yoshioka

日独、二つの目を持つ
吉岡 二郎

In der Mitte einer Wippe stehend versuche ich sie zu balancieren. Behutsam nach links oder nach 

rechts. Jedes Mal verändert das Brett unter meinen Füßen seinen Winkel und meine Sichtweiten daraus. 

An beiden Ecken der Wippe befinden sich jeweils das deutsche Ich und das japanische, das mir fröhlich 

zulächelt. So waren meine Sommerferien dieses Jahres.

Ich bin ein Japaner, der in Deutschland geboren ist und dieses Jahr bei meinen Großeltern in Fukuoka 

die Ferien verbrachte. Zufälligerweise überlappte mein Urlaub mit dem meiner Familienfreunden Ulrich 

und Tobias. Diese zwei kannte ich schon lange und ich stellte mir vor wie schön es doch wäre, mit ihnen 

die Zeit in Japan zu verbringen. 

Als meine Mutter die japanisch-deutsche Gesellschaft anschrieb, lud man mich herzlichst in die 

Willkommens-Party ein. Nach einigen Tagen brachte uns der Familiengastgeber von Ulrich Herr Prof. 

Tachibana zum Wandern in den Nijo-dake, ans Meer Itoshima, in den Aso-Gebirge und weitere schöne 

Orte. Viele Sachen, wie z.B. das Schwimmen im Meer, das Nackt-Baden im Onsen, das Hanafuda-Spiel, 

sowie die Tee-Zeremonie waren neu für mich.

Ich bin in der Lage sowohl auf Deutsch als auch auf Japanisch ohne Probleme zu sprechen, doch ich 

hatte keinerlei Erfahrungen bei Übersetzungen. Deswegen war es sehr schön in Japan miterleben zu 

dürfen, wie es den gegenseitigen Sinn der beiden Sprachen so zu übertragen ist, dass es verständlich 

bleibt. Es war sehr interessant, da ich das Gefühl hatte, als würde ich das japanische Ich und das 

deutsche Ich separat anschauen. Es war eine neue Entdeckung zu wissen, wie es ist, wenn man mich von 

innen betrachtet.

Auf der Informationstafel der Großgebirgen Aso war die Silhouette der kontinuierlich verbreitenden 

Vulkane als ‚liegender Buddha‘ vorgestellt. Am Anblick dessen, entsann ich mich der ‚schlafenden Hexe‘ 

im Nationalpark Berchtesgaden, welche sich in einem Ort, von meinem Wohnort München mit Auto 2 

Stunden entfernt, befindet. In Japan wird Buddha dargestellt, in Deutschland die Hexe. Auch wenn die 

Grundideen identisch sind, Bergformen mit entsprechenden Gestalten zu benennen, sind natürlich 

Formen und die Art und Weise ihrer Interpretation, beziehungsweise die Denkweise voneinander 

abweisend. Als ich die grandiose Landschaft der Aso-Gebirge betrachtete, fing ich langsam an.

シーソーの真ん中に僕はいて、心持ち右の方
へ或いは左の方へと重心を傾ける。その度に僕
の足元の板は傾きを変え僕の視線と視野を変化

させる。シーソーの両端にはそれぞれドイツ的
な僕と日本人の僕が微笑んでいる。そんな風に
今年の夏休みは過ぎていった。

ドイツで生まれ育った日本人の僕が福岡の祖
父母の許で夏を過ごすことになった。奇しくも 

家族同士の付き合いで小さい頃から兄のように
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慕っていたトビーアスとウルリヒも同時期福岡
に滞在すると聞いて彼らと一緒ならどんなに楽
しいだろうと思った。

母が西日本日独協会へ問い合わせてくれたと
ころ会員ではない僕を特別に歓迎パーティーへ
と招待してくれるという。後日、ウルリヒのホ
ストファミリーの立花先生が僕たちを二丈岳や
糸島の海、阿蘇山などに連れて行ってくれた。
海水浴も、裸で入浴する温泉も、先生に教わっ
た花札も、奥様の茶道も何もかもほとんど初体
験だ。

僕は日本語もドイツ語も全く支障なく喋れる
けれど通訳というのはやったことがなかった。
日本ではパーティーの時も旅行中もドイツ人と
日本人の橋渡しになって相互の意を伝えるとい
う体験をさせてもらったけれど、これは僕の意
識をある時はドイツ側から次の瞬間には日本の
側から見つめさせてくれる不思議な感じがした

ものだ。僕という人間を内側から見るとこんな
風に見えるのかという新しい発見だった。

阿蘇山の大観峰の案内板には中央火口丘（阿
蘇五岳）のシルエットが「眠れる仏陀」の形を
していると記されていた。それを見て僕は僕の
住む街ミュンヘンから車で２時間ほどのところ
にある国立公園ベルヒテスガーデンにある「眠
れる魔女」と呼ばれる山の稜線を思い出した。
日本では仏陀、ドイツでは魔女。山の形に人の
姿を認めるところは同じでも片や仏様であった
り或いは魔女であったりと国によって感じ方は
違う。阿蘇の雄大な風景を見上げながら僕は日
独両方の目を持つということの意味を考え始め
ていた。

（よしおか じろう　ミュンヘン在住 
ギムナジウム学生）

	 〔和文も筆者本人による〕
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Danke für die vielen Erlebnisse in Fukuoka!
Melanie Germar

〈特別企画  ベルリンから福岡へ〉

Fukuoka 盛りだくさんの福岡体験に感謝！
持田 メラニー

Letztes Jahr absolvierte ich in Berlin das Abitur und nach langem überlegen entschied ich mich, bevor 

eine Universität zu besuchen, Japan besser kennen zu lernen und die Sprachprüfung JLPT abzulegen. 

Dank der Empfehlung der DJG Berlin konnte ich Kontakt zur JDG Westjapan aufnehmen. 

Herrn Fujino, Geschäftsführer der JDG Westjapan, der trotz meiner plötzlichen Email an die JDG sofort 

einen Aufenthalt in Fukuoka organisierte und der Familie Nagasaki, die mich vom 9.9. bis 25.9. aufnahm, 

bin ich unendlich dankbar. 

Herr Fujino, Mitglieder der JDG und Familie Nagasaki zeigten mir unter anderem Itoshima, 

Nokonoshima und das Fukuoka Schloss. So konnte ich zahlreiche Orte in Fukuoka besichtigen. Bei der 

Familie Nagasaki versammelten sich Freunde und Familie, sodass ich zum ersten Mal die Gelegenheit 

hatte, mit gleichaltrigen Japanern zu reden. Durch die vielen Gespräche lernte ich Kulturunterschiede 

und die so freundlichen und großartigen Menschen aus Fukuoka kennen. 

Als ich bei der JDG aushalf, lernte ich viel über die zahlreichen Kulturaustauschprojekte der 

Gesellschaft. Im Hakozakigū durfte ich als Miko aushelfen und obwohl wegen dem Houjoue Fest alle sehr 

beschäftigt waren, konnte ich bei mehreren traditionellen Veranstaltungen teilnehmen und bekam so 

einen noch besseren Einblick in die japanische Kultur. Dank Herrn Fujino und Herrn Sakai, Mitglied der 

JDG und Lehrer der Fukuoka Universität, konnte ich am Germanistik Unterricht der Universität 

teilnehmen und so viele Gleichaltrige kennenlernen. 

An dem japanisch Unterricht von Mitglied Herrn Nakamura konnte ich ebenfalls teilnehmen, welcher 

mir bei der Prüfung sehr half. Bei der Rede des ehemaligen Firmenpräsidenten von Kirin Beer, 

Matsuzawa Kōichi und der folgenden Zusammenkunft, konnte ich viele wertvolle Gespräche führen. In 

Dazaifu nahm ich zum ersten Mal an einer Tee-Zeremonie teil. 

In diesem kurzen Zeitraum konnte ich sehr viel über die japanische Kultur lernen und wunderbare 

Erfahrungen sammeln. In der Zukunft werde ich diese einsetzen um den Kulturaustausch zwischen 

Deutschland und Japan noch enger zu gestalten. Vielen Dank!

私は2016年ベルリンのギムナジウムでアビ
トゥーア（Abitur 高校卒業・大学入学資格試
験）を取得し卒業しました。しかし進路に悩ん

だ末、ドイツの大学に入る前に日本語能力試験
一級を受験すると同時に日本の事をより良く知
るため半年間日本に滞在したいと思いました。
実現のため色々調べたのですが、幸いな事にベ
ルリン独日協会の推薦を受け、西日本日独協会
と連絡を取ることができました。
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急なお願いだったにも関わらず、福岡での
ホームステイを手配してくださった事務局長の
藤野さんをはじめ西日本日独協会の皆さま、そ
して９月９日から25日までホストファミリー
となってくださった長崎家の皆さまには深く感
謝しています。

ホストファミリーの父母は私を糸島など様々
な場所に連れて行ってくださいました。藤野さ
んと会員の皆さまにも能古島や福岡城跡などに
連れて行っていただき、福岡の多くの名所を見
る事が出来ました。長崎家では度々親戚や友達
が集まってくださり様々な話をする事ができま
した。今までは年が近い人と日本語を話す機会
がなかったので、そこでの会話から新しい言葉
や文化の違いを知ることが出来、多様な職業や
個性的な方々に会え、福岡の人々の親切と素晴
らしさを実感しました。

日独協会の事務所ではお手伝いをしながら文
化交流のための様々な仕事について教えていた
だきました。筥崎宮では巫女の仕事を体験させ
ていただき、放生会で忙しい時期であるにも関
わらず神社の行事や幕だしにも参加させてもら
い、日本の伝統文化に触れる事が出来ました。ま

た、藤野さんと日独協会会員で福岡大学教授の
堺さんのおかげで福岡大学のドイツ語学科の授
業に参加でき、受講後は日本の同年代の人達と
初めて買い物や食事など楽しむ事ができました。

日独協会会員の中村先生の日本語クラスの授
業も受けさせてもらえました。そこでの試験対
策は非常に役立ちました。日独協会の例会では
キリンビール元社長松沢幸一氏による卓話「ド
イツが育てたビール産業と文化」を聞き、懇親
会でも貴重な話を伺うことが出来ました。太宰
府天満宮では初めてお茶会に参加しました。

最後には送別会までして頂き、短い期間なが
ら日本の文化をより良く知る事ができ、素晴ら
しい経験をする事ができました。進路に悩む
今、このような体験ができたことに心から感謝
しています。ここでの体験を生かし、いつかド
イツと日本の文化交流に関わるような仕事に就
く事が出来たらいいと思います。皆さま、本当
にありがとうございました！

（ベルリン在住　学生）

	 〔和文も筆者本人による〕
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ホストファミリー報告

佐田家
デニス・クリンゲル君（24歳、レーゲンスブ

ルク大学法学部）とトビーアス・シュライバー
君（23歳、フンボルト大学医学部シャリテ・ベ
ルリン）の二人がわが家にホームステイ。

私のドイツ留学から30年以上の月日が経ち、
ドイツ語もすっかり忘れてしまっており、コ
ミュニケーションを取るのに大変苦労する。

３人でヤフオクドームに野球観戦に行ったが、
ドイツで野球は超マイナースポーツで、２人は全
くルールを知らない。そんな二人にドイツ語で一
から教える事がどれだけ大変だったか…。しかも
ホークスが勝って花火でも観られれば私の苦労も
少しは報われただろうが、無念の逆転負けで疲れ
が倍増した。しかし、後日ヤフオクドームで観る
ことが叶わなかった花火を観に、２人をベイサイ
ドプレイスに連れていった。

それと南無阿弥陀仏の意味を尋ねられたのにも
閉口した。私でこれだけ大変だったので、家内は
もっと大変だったろうと思う。しかし若いイケメ
ンドイツ人と仲良くできたので意外と楽しんでく
れたのではないだろうか。

２人とも日本の文化を貪欲に吸収しようとして
おり、眼がすばらしく輝いていた。私も大変刺激

を受け、元気をもらった。７日間という短い間
だったが、彼らと生活を共にして、きっと立派な
医者と弁護士になってくれると確信した。また会
えることを楽しみにしている。	 （佐田 正之）

二人ともとても礼儀正しく、きちんとしてい
るというのが第一印象だった。暑い時期だった
こともあるでしょうが、１日３回シャワーを浴
びていた。日本の文化にも深い興味があり、自
分たちの人生設計も持っていて、実際の年齢よ
りもしっかりしているように感じた。私たちも
普段とは違い、刺激のある一週間だった。

（佐田 道子）

宮崎家
ジェシカ・ブルガーさん（16歳、ギムナジウ

ム学生）がわが家にホームステイ。両親は長期
的に日本に滞在したことがあり、日本語が話せ
る。

８月26日、「SUITO FUKUOKA」にて博多人
形絵付け、習字、着物着付けなどの日本文化体
験と警固神社参拝をする。高校生の娘と一緒に
着物姿で警固神社周辺を散策できたのはうれし
かったらしい。

翌日、午前中は福岡タワー、ロボスクエア、
西公園へ行く。ロボットに興味をもって遊んで
いた。次の日の午前中は夫の実家訪問。午後は
志賀島、海の中道、マリンワールドへ行く。一
番のお気に入りはクラゲ。

帰国前日の30日、キャナルシティー､ 天神で
ショッピング。ふりかけやワサビ、せんべいな
どを土産に買っていた。

とても賢い子で、ドイツ語、英語、ブルガリ
ア語、日本語と４ヶ国語話せる。趣味もピアノ、
キーボード、空手と多才。現在アビトゥーアに
向け､ 勉強中とのことである。ただ、今回バイデニス、トビーアス　野球観戦
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エルンからやってきた若者のうち、彼女だけが
未成年だったため、他の４人といっしょに夜、
街中にでかけ、カラオケやお酒を楽しむことが
できなかったのは残念だったようだ。帰国の
日、日本語（ローマ字）で感謝のメッセージを
残してくれた。	 （宮崎 亮・美智代）

立花家
わが家にホームステイしたのは、ウルリッ

ヒ・シュライバー君（21歳、パッサウ大学法学
部）。オーストリアとの国境の町パッサウ在住、
実家はミュンヘン。

８月26日、佐田家にホームステイしている兄
のトビーアス君、吉岡二郎君（ミュンヘン在住、
ギムナジウム学生）も一緒に１泊２日の予定で
糸島に出かける。午前中は二丈岳山歩きを楽し
む。午後は大入の海岸で水泳の予定だったが、
台風の影響で波が高かったため、少しだけ泳い
だあと、しばらく砂浜で遊ぶ。トビーアスは海
風が気持ちいいと言ってしばらく海辺で読書を
していた。

室内に戻って、夫が３人に花札の遊び方を教
える。カラフルなカードに興味津々の様子。そ
の後、私が表千家の抹茶の点て方と飲み方を教
える。これにも興味をそそられたようで、ウー
リ（ウルリッヒの愛称）はドイツに抹茶をおみ
やげに買って帰ると言う。それで私は帰国前、

彼に茶碗、茶筅、茶杓、柄杓（ひしゃく）、懐紙
をプレゼントした。

８月27日、車で糸島半島をドライブ。立ち
寄った芥屋の大門近くの海岸は白波がたち、そ
の雄大な風景に感激している。野北漁港に寄っ
たあと、九大の伊都キャンパスへ。図書館を見
学した後メンザ（学生食堂）で昼食。バイエル
ンの若者３人はピリ辛ラーメンに舌鼓を打つ。
その後福岡市内に戻り、大濠公園の能楽堂へ。

８月28日、夫の運転で阿蘇、九重へ遠出をす
る。同行者はウーリ、二郎君、私どもの孫二人、

（10歳の女の子と５歳の男の子）と私。ウーリと
二郎君は、初めて見る壮大な外輪山と釈迦涅槃
像の形をした中央火口丘からなる世界最大級の
カルデラに感嘆の声をあげていた。そのあと、
やまなみハイウエイを通って牧ノ戸峠のレスト
ランで昼食。そして近くのタデ原湿原散策。

少し車で走ったあと、ウーリが楽しみにして
いた温泉体験をする。そこは美しいくじゅうの
山並みに囲まれ、何種類もの泉源をもつ露天風
呂だった。よほど気持ちが良かったのか、ウー
リと二郎君は、目をつむってのんびり１時間も
湯に浸かっていたという。さながら温泉を楽し
んでいる日本猿みたいだったとは夫の弁。

最後に筋湯温泉の近くにある「小松地獄」を
見に行く。谷間のあちこちからぐつぐつ噴き出
る熱湯と湯けむり、温泉玉子作りの道具などを

歓迎パーティの席で　宮崎家とジェシカ

糸島の海岸で　左から二郎、トビーアス、ウルリッヒ
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ウーリと二郎君は興味深そうにじっと眺めてい
た。

ウーリたちバイエルンからやって来た若者た
ちと過ごした一週間はほんとうに楽しい日々
だった。ウーリは明るく素直、真面目で落ち着
いていて、まさにドイツ人といった好青年だっ
た。二郎君、トビーアス、ウーリは３人とも
チェロを弾くという。トビーアス同様ウーリは
読書を好み、毎日夜遅くまで本を読んでいたよ
うだ。様々な社会問題にも関心をもち、原発問
題、文学などいろいろな話題について会話がは
ずんだ。実に優秀な青年で、法律家のお父さん
同様、将来ドイツを担っていく人材の一人にな
ることは間違いないと感じた。	 （立花 雅子）

長崎家
メヒタップ・ムタフさん（21歳、アウクスブ

ルク大学法学部）がわが家にホームステイ。
８月25日、ドームで野球観戦後、博多駅でお

茶をする。翌日は藤真理さんと義妹さんが篠栗
の南蔵院を案内して下さる。そのあと日本の女
の子たちと一緒にテニスをしたり、「大浜の流
れ灌頂」というお祭りに連れていったりする。
次の日は娘と娘の友達、デニスとトビーアスも
一緒に大名のレストランに行く。

８月28日、西区の愛宕神社にお参りし、お餅
を食べた後、下関の唐泊市場へ行く。帰る途中
に古賀市の興山園を散策。その後メヒタップの
希望で、娘と二人で清川の水タバコの店に行
く。

８月29日、主人の誕生日だったので、家で焼
き鳥を焼き、ケーキを食べて軽くパーテイをす
る。日本語で「誕生日おめでとうございます」
と言ってくれる。帰国前日の30日、御供所地区
にある博多を代表するお寺、東長寺、聖福寺、
承天寺に行く。途中博多水引きの店に立ち寄る
と、きれい、美しいと感動していた。

トルコ系なので、ドイツ語、英語の他トルコ

語と、少し日本語を話す。豚肉は食べない。和
食に感動していて、特に味噌汁が気に入ったよ
うだ。メヒタップと一緒に過ごすことが出来
て、娘も貴重な体験ができたと、とても喜んで
いた。 

８月下旬に滞在したメヒタップに続き、９月
５日から25日までベルリン独日協会から推薦
を受け、メラニー・ゲルマーさん（18歳、ギム
ナジウム卒業、2017年１月まで日本滞在予定、
お母さんが日本人、お父さんがドイツ人）がわ
が家にホームステイ。

メラニーの日本滞在の目的は「日本で色々な
体験をし、多くの人と交流し世界を広げるこ
と、日本語がもっとうまくなること」とのこと
だった。しかし、私たちから見れば、日本語に
関しては全く問題なかった。

そんな中、筥崎宮での巫女体験、福岡大学の
ドイツ語クラスのお手伝いや講義への参加、日
独協会事務所でのお手伝いや例会参加などの体
験は、日本文化に触れたり、同世代の友人がで
きたり、協会会員の方々との交流ができたり
と、彼女にとって本当に貴重なものになったと
思う。

メヒタップ　下関の唐泊市場にて次女の紀奈と
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その他、福岡に住む親戚に初めて会ったり、
空手道場の体験をしたり、糸島の塩作りの工房
でオーストリア人スタッフとドイツ語で会話し
たり、息子たちと映画に行ったり、実に様々な
経験をし、充実した楽しい日々を送ったよう
だ。最後の週の日曜日には、地域の人、親戚を
招待し、日独協会からは宮崎さん、藤さんにも
来て頂き、メラニーを紹介するパーティーを開
き大変盛り上がった。また、宮崎さん、藤野さ
ん宅に食事に招いて頂き、ホストファミリー以
外の家庭の雰囲気も味わえたと思う。

バイエルンからのメヒタップ、ベルリンから
のメラニーと、二人の素敵なドイツの娘さんた
ちと交流する機会を得たことを本当に嬉しく
思っています。私たち家族の心の中に何か暖か
いものを残してくれました。	 （長崎 香苗）

メラニー　長崎家のお座敷で
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大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事
ヴェルナー・ケーラー氏講演 「現代のドイツについて」

2017年2月特別例会 Februar

2017年２月11日、大阪・神戸ドイツ連邦共和
国総領事ヴェルナー・ケーラー氏（Dr. Werner 

Köhler）をお迎えして講演会が催された。2016
年９月に総領事に着任された直後から、創立60
周年を記念してご講演にお越しいただき、会員
とも親しくご懇談願いたいと申し出ていたとこ
ろご快諾いただき、ご多忙のなか実現の運びと
なった。

ケーラー総領事は若き外交官として駐日ドイ
ツ大使館に勤務されたことがあり、昨秋、およ
そ30年ぶりにドイツ総領事として再び日本の
地を踏まれたのである。

ご講演では現今の世界情勢ないしはヨーロッ
パ情勢を見据えながら、ドイツや EU が抱える
諸問題とその行方を三つの観点から論じ、さら
には日本とドイツが共有する諸課題に言及さ
れ、まとめとして、国際的な協力関係こそ問題
解決の最も重要な前提条件であることを改めて
強調された。外交官としての豊かな経験と識見
にもとづく率直かつ真摯なお話しは、日独交流
の将来を考える上で大いに示唆に富むもので
あった。最後には「ルターの宗教改革500周年
である今年、ぜひともドイツへの旅を！」とい
うユーモラスな宣伝文句が飛び出して、満場の
関心を呼び起こし、笑いを誘った。

その後活潑な質疑応答が展開され、引き続き
開かれた懇親会でも参加者が総領事を取り囲
み、入れ替わり立ち替わり質問を投げかけ、総
領事はほとんど食事もままならないありさまで
あった。講演においても、懇親会の席において
も、ケーラー総領事の真摯で、ユーモラスで、

温かいお人柄を満喫した夕べでもあった。
ご講演の内容については、当日見事な通訳を

務められた総領事館の飛鳥井たまきさんにご無
理をお願いして要約版をおつくりいただいた。
以下にそれを掲げる。飛鳥井さんのご協力に深
甚の謝意を表する。	 〔文責　池田 紘一〕

＊　　＊　　＊

講演「現代のドイツについて」（要約）

１ 私達はますます複雑化・不安定化する世界
に生きている

「グローバル化」と「デジタル化」は私たちの
仕事や日常を急速に変えました。これが進歩で
あることは疑う余地がありません。

人類全体としては今ほど豊かな時代はありま
せんでした。ついこの前までは考えることもで
きなかったようなことが、新しい技術で出来る
ようになりました。

同時に、全ての人がこうした利益に与る訳で
はありません。だんだんと強まる圧力に常にさ
らされると感じ、不安になる人もいます。これ
まで安泰と思われてきた職場が新しい技術に
よって失われています。

私は、変化をドイツではリスク、日本ではチャ
ンスと捉える傾向があるような気がします。

同時に私たちの多くは、豊かさを維持するた
めには技術的な進歩の最先端に立っていなけれ
ばならないと自覚しています。ですからドイツ
と日本ではこのような進歩を生み出すことが課

60周年記念例会
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題となっています。ロボット、自動運転、人工
知能などがそれに当たります。しかしこれらの
技術が私たちや私たちの社会をどのように変え
ていくかは、まだ分かりません。

⃝		 地球温暖化問題では、我々の生存基盤が長
期的に脅かされており、気候変動・エネル
ギー政策上の大きな課題となっています。

⃝		 国際テロリズムは主にイスラムに起因して
います。

⃝		 プーチン大統領率いるロシアの動きはドイ
ツの世論の一部を動揺させています。

⃝		 中国の台頭、インドの急激な発展などが、
相対的なパワーシフトにつながっています。
アメリカ、ヨーロッパ、そして日本も政治的
影響力を失いつつあります。

これらの現象はすべて、多くの人々の不安感
につながります。ポピュリズムを志向する動き
はその結果です。彼らに共通するのは、エスタ
ブリッシュメントの政治家に対する十把一絡げ
の非難、国家・民族・宗教への回帰、単純な解
決策の模索、あるいは独裁的な指導者などで
す。皮肉なのは、まさにデジタル化とグローバ
ル化によってもたらされたツール（ソーシャル
メディアやインターネット）がこの動きを強め
る役割を果たしていることです。

２ ヨーロッパとドイツが直面する困難な課題

近年、ドイツとヨーロッパにとって重要な問

題は以下のものでした。

⃝		 ユーロ圏の債務危機と主要国の低成長。こ
れは大筋で乗り越えたと思いますが、更なる
取り組みが必要です。

⃝		 ロシアによるクリミア併合とウクライナ内
部の対立へのロシアの干渉。これはヨーロッ
パに衝撃を与えました。冷戦後にヨーロッパ
において達成された秩序の破壊でした。冷戦

終結後初めて、国境が再び暴力によって変え
られたのです。

⃝		 移民・難民問題。 EU には多くの移民を受
け入れる準備がありませんでした。

⃝		 ブレグジット（イギリスの EU 離脱）。これ
はさらなるショックです。私の考えでは、EU

もイギリスも、両者共に敗者となります。 

⃝		 アメリカの新しい行政が予測不能になった
ことも付け加えられるかも知れません。

こうした観点から、今後の政治に何が起こ

り、どんな対策が行われるのでしょうか。

私たちは難民問題についてヨーロッパ共通の
解決策を必要としています。この点に関しては
既にいくつかの取り組みが始まっています。例
えば EU 圏外に接する国境の保安強化や、トル
コとの難民引取りに関する合意、ドイツやヨー
ロッパの行政機関の間の情報交換の改善、庇護
申請手続きの統一化の努力等です。

ヨーロッパ共通の政策は、減らすべきどころ
か、さらに必要とされています。ドイツは今後
もしっかりと関与していかなければなりませ
ん。ドイツはウクライナ危機では「ノルマン
ディー形式」（ドイツ・フランス・ロシア・ウ
クライナ４国による停戦協議）や OSCE（欧州
安全保障協力機構）の関与を促すことにより、

講演中のヴェルナー・ケーラー総領事
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良い働きかけを行いました。しかし最終的な解
決にはまだ至っていません。全体としては、私
たちはEU のパートナーと共に安全保障の取り
組みを強めていかなければならないことで
しょう。

EU が対ロシア制裁を行っているのは、ドイ
ツの政策に負う部分もあります。しかしながら
国際的な問題の多くはロシアの協力なしには解
決できないことも明らかです。

間もなく始まるイギリスの EU 離脱交渉は、
理性的に行わなければなりません。EU は離脱
を魅力的なものにしてはならないのは当然です
が、だからと言って離脱（とこれから作る新た
なつながり）が両者の利益を無視したもので
あってはなりません。

これらすべてが特にドイツにとって何を意味

するのでしょうか。

私たちは国際的な責任を引き受けます。そし
てそのために時として批判もされます。例えば
経済政策においては行き過ぎた緊縮が批判され
たり、私の目から見ると明らかに違うのです
が、時には覇権主義を目指していると疑われた
りすることもあります。

ドイツは2016年の OSCE に続き、2017年に
は G20の議長国を務めます。今回は、潜在的な
移民問題も見据えて、アフリカに焦点をあて
ます。

難民・移民問題に関していえば、移民圧力は
持続するでしょう。庇護申請、移住、統合にま
つわる問題を制御するために、連邦政府はこれ
までの間に多くの対策を実施しました。

それに並行して国内から出てくる問題にも対応

しなければなりません。

⃝		 例えば少子高齢化問題。この問題について
日本で私がお話しすることは何もありませ
ん。私たちは同じ課題を抱えています。

⃝		 就労者数の減少はドイツの豊かさにとって
何を意味するのでしょうか？

⃝		 どのように医学を進歩させていけばよいで
しょう。費用はどう負担するのでしょうか？

⃝		 私たちは何歳まで働くべきなのでしょうか。
働けなくなった人はどうなるのでしょうか？ 

⃝		 技能労働者の不足にはどう対応するので
しょうか？（製造業でもサービス業でも。キー
ワードは「介護」です。）
		 ちなみに、ドイツの老人介護システムは現
在、外国、特にポーランドからの介護労働者
が多いのが特徴です。しかし、これは打開策
と言えるでしょうか。日本ではロボットを介
護に投入しようとしていると聞いています。
この考え方にはドイツ人は今の所、どちらか
というと不安を感じるようです。

⃝		 教育とイノベーションについていえば、私
たちの教育システムを21世紀に相応しいもの
にしなくてはなりません。そのための良い条
件は整っています。ドイツには優れた研究機
関、大学が揃っており、また、職業教育シス
テムも整っています。 

３ EUというプロジェクトは私達にとって重要
で、他に選択の余地はない

EU が私達にもたらした大きな収穫は、一部、
影が薄くなってしまいました。対立していた敵
が友となり、緊密なパートナーとなり、70年以
上も平和が続いています。経済成長はヨーロッ
パ全土にこれまでにない豊かさをもたらしまし
た。私達は移動の自由と職業の自由を謳歌して
います。共通通貨ユーロは生活を簡便にし、私
達の関係をより近しいものにしています。

しかし、現在は、EU への批判がこれら全て
をかき消してしまうのではないかと思われるよ
うな様相を呈しています。ブリュッセルの行き
過ぎた官僚主義や、EU の民主的正統性の欠如、
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冷戦後の EU 拡大により EU が広がり過ぎてし
まったことなどが批判を受けています。ブレグ
ジットによってヨーロッパ崩壊の危機さえ示さ
れています。

EU は弱体化しています。しかし、ヨーロッ
パの国は一つとして（国連安全保障理事会常任
理事国のフランスやイギリスさえも）一国では
国際政治の中で本質的な影響力を行使すること
は出来ないのです。

したがって、ドイツから見るとヨーロッパは
まだ発展しなければなりません。危機はいつも
最終的には発展のための一助となってきまし
た。私たちはヨーロッパの協力関係を強化しな
くてはなりません。（このためには交流が大切
です。青少年は互いを知り、理解することを学
ばなければなりません。）

ヨーロッパというプロジェクトを特に若い
人々にとっても再び魅力のあるものにすること
は、重要な課題となるでしょう。

４ 日本とドイツは問題や課題を共有している
（しかし対策は時として異なる）

両国は共に資源に乏しい国ですが、非常に
発達した工業国です。人材が我々の唯一の資
本であるため、教育や学術、研究開発などは私
達の社会にとって極めて重要な意味を持って
います。

日独は自由市場の発展を支持しています。私
たちは EU 日本自由貿易協定協議の早期決着を
望んでいます。自由貿易に対して懐疑的ないし
は敵対的な姿勢が強まっている新たな政治状況
の中ではなおのこと、日独の協力は必要とされ
ています。私たちは自由で民主的な社会の価値
観を共有しています。これらの主張も力を合わ
せて国際的に認めさせていくことが重要です。
ただ、ドイツの世論の一部は新しい包括的自由
貿易協定に対し（特にもともと計画されていた

EU とアメリカとの間の TTIP に対し）、懐疑的
ないしは拒絶的な態度で接していたことにも触
れておきたいと思います。

日独は急速な高齢化社会を迎えています。私
たちの社会には色々と相違点がありますが、そ
れでも経験について情報交換しあうことによっ
てお互いに多くのことを学べると思います。

温暖化防止への関心も、両国を結び付けてい
ます。ただ、原子力の将来的な位置づけが、日
本とドイツでは異なっているようです。皆さん
もご存知の通り、ドイツでは、福島で起こった
三重の大災害が、脱原発を加速する決定的な要
因となりました。

うまく協力していくためにはお互いのこと
を良く知らなければなりません。ですから旅行
や留学や仕事での滞在等を通じた個人的な交
流は歓迎されるのです。総領事館としては、日
本人、特に若い日本人に、ドイツへの関心を
持っていただけるようにすることが大切だと
思っています。

５ 結論

これまでの話で私が申し上げたかったのは、
欧州内や国際的な協力関係こそが、様々な課題
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を乗り越えて行く上で最高の前提条件である
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

と
いうことです。

前外相で次期大統領に内定しているフラン
ク・ヴァルター ･ シュタインマイヤーは、少し
前に、ドイツや他国の人々の不安感について次
のように述べました。「アイデンティティーの
問題の中にはコントロールを失うことに対する
不安が隠されています。また、外部とのつなが
りを絶つことや国粋主義によって、自らの将来
についてより良い決定ができるという幻想も隠
されています。正しいのはその逆です。我々の
時代の大きな問題は、一つとして、加盟国一カ
国で解決できるものではありませんし、まして
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やより良く解決できるものではありません。」
私自身は大いに懐疑的ではありますが、紛争

を協力して解決していくということが、国際政

治の中で再びより大きな価値を持つようにな
り、2017年に選挙が行われるドイツと他国の市
民がそのような道を選んでくれれば嬉しく思い
ます。

そして日独関係においては、両国の多くの
人々がお互いを知り、あらゆる分野で協力を深
めることを願います。

皆様が次の休暇をどこで過ごすかまだ決めて
いらっしゃらないのであれば、是非、ドイツに
行くことを真剣にご検討下さい。皆さんがご存
知の通り、あちこちに美しい場所や魅力的な催
しがあります。また、2017年は宗教改革500周
年に当たりますので、宗教改革ゆかりの地の多
くは特別な企画をしています。

〒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

懇親会
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5月例会 Maiヴォルフガング･ミヒェル氏講演
「人間はみな一つの太陽を仰ぐ ― ケンペルの日本研究について ― 」

池田 紘一

2016年は、『廻国奇観』や『日本誌』の著者
として、また「鎖国」の名付け親として知られ
る エ ン ゲ ル ベ ル ト・ ケ ン ペ ル（Engelbert 

Kämpfer 1651-1716、日本滞在1683-1715）の歿
後300年に当たる（「鎖国」は志筑忠雄による訳
語）。これを記念してケンペル研究の権威であ
る九州大学名誉教授のミヒェル氏にご講演いた
だいた。ケンペルは日独文化交流の祖ともいう
べき存在であり、わが協会の創立60周年を記念
する上でもぴったりの企画であった。ミヒェル
氏はケンペルの校訂版全集の責任編集者の一人
であり、解読不能として200年以上も大英博物
館に眠っていた幻の遺稿  “Heutiges Japan”（今
日の日本）を読み解いて世に問い、その功績に
より、2005年にドイツ連邦共和国功労勲章を受
章された。

ケンペルは出島オランダ商館の医師として来

日した人物であ
る。当時は、中央
ヨーロッパ人がア
ムステルダム（東
インド会社）で試
験を受け、船に乗
り、バタヴィアに
短期間滞在したあ
と日本に向かうの
がお決まりのコー
スであったが、ケ
ンペルの場合は万
事がこれとは異
なっていた。講演では、来日までの異例の回り
道について詳しく紹介され、東方文化との出会
い、日本への関心に目覚めた経緯、そして何よ
りもその比類ない好奇心と学究的態度、医学は
もちろん地理・植物・動物・言語・宗教・文
化・政治・社会・歴史にわたる多岐多様な成果

ケンペル肖像（原画はレムゴーの
ケンペル・ギムナジウムに飾られている）

ケンペルの日本地図

『日本誌』フランス語版題扉
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月 例 会 感 想5 ケンペルのアカデミックな旅路に思いを馳せて
加藤 道子

に関して話された。出島生活や有名な江戸参府
についてはむろんである。こうしてケンペルの
特異な人物像とその博物学的偉業が、明快に、
ユーモアをまじえて浮き彫りにされ、満場を魅
了した。

最後に、ケンペル生誕350年の2001年、当時
の連邦議会議長ヴォルフガング・ティールゼが
議会でケンペルを顕彰した言葉が紹介された。
すなわち、その知的好奇心と開かれた心、寛容
な心、異文化を持つ者との共生の姿勢、自分の
文化を相手の目で眺める相対化の態度である。
まさに正鵠を得た評言であるが、これは同時に
ミヒェル氏について言われた、すなわち、来日
以来40年以上にわたってドイツ語教授として、
東西文化交渉史研究者として、何よりもケンペ
ル研究者として、さらには日本での生活に親し
み、長い間わが協会の熱心なドイツ人会員とし
ても協力を惜しまれなかったミヒェル氏その人
に対する評言であるかに思われた。

（いけだ こういち　前会長）

５月例会はヴォルフガング・ミヒェル先生に
よる「ケンペルの日本研究」についての講演で、
大変興味深く拝聴させていただきました。ケン
ペルを取り巻く当時の世界と日本について思い
を巡らし、想像力を膨らませることができまし
た。講演から学んだこと、感じたことなどを、
日々の高校の授業内容を織り交ぜながら、記し
たいと思います。

ケンペルの東方への長旅、出島オランダ商館
での生活、江戸参府と将軍綱吉との出会い、そ
して帰国後の執筆活動と、ケンペルの生涯と功
績を辿るなかで、私がとりわけ強く心惹かれた

のは、その「アカデミックなさすらい」につい
てでした。

元禄の日本を観たドイツ人、エンゲルベル
ト・ケンペルは1651年ドイツ北部のハンザ同
盟都市レムゴに生まれました。ドイツ三十年戦
争（1618～48）で長年戦場となったドイツは、
約３分の１が失われたといわれるほど人口が激
減し、荒廃していました。さらにレムゴは例外
的に魔女狩りが遅くまで残っていて、ケンペル
の叔父が最後の魔女狩りの犠牲者として処刑さ
れたということでした。
「ハーメルンの笛吹き男」で有名なハーメル

江戸城白書院で踊りを披露するケンペル
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ンのラテン語学校で学んだ後、ハンザ同盟の盟
主として繁栄したドイツの都市リューベックな
どから地球を半周する大旅行が始まりました。
三十年戦争後、勢いを増したスウェーデン国王
がロマノフ朝ロシアとサファヴィー朝ペルシア
に派遣する使節団に随行し、モスクワで当時11
歳だったピョートル大帝に拝謁しています。の
ちに西欧化政策を進めたロシア皇帝の11歳の
頃はどんな雰囲気の少年だったのだろうと、ケ
ンペルと対面している姿を想像してみました。

次にサファヴィー朝の首都イスファハーンを
訪れます。イスファハーンは、音楽と文芸とワ
インを愛した王として知られるアッバース１世
が都として以来繁栄し、この町を訪れたヨー
ロッパの外交官や商人は「イスファハーンは世
界の半分」と、その栄華を称えたといわれます。
絹を扱うアルメニア商人、両替・金融に影響力
のあったインド商人、イギリスやオランダの商
館も置かれ、多様な言語・宗教の人々が集まる
国際都市イスファハーンは美しいモスク、学
院、庭園などで、さぞや壮麗な都市だったこと
でしょう。

さらにペルセポリスの遺跡で、粘土板に刻ま
れた楔形文字の研究を行い、意味不明ながらも
朝から晩まで書写し続けたという話に、ケンペ
ルの粘り強さを窺い知ることができました。 古
代、アケメネス朝ペルシアの国王ダレイオス１
世によって建設された首都ペルセポリスはイス
ラーム以前のイランの栄光の象徴でした。その
宮殿は惜しくも、後にマケドニアのアレクサン
ドロス大王によって廃墟とされてしまいました

が、それでも今尚残るレリーフは、その寛容な
統治を象徴しているといわれます。

ケンペルは、その後、インド、バタヴィア、
シャム経由で日本に渡り、1690年（元禄３年）、
オランダ商館付の医師として、約２年間出島に
滞在し、２度江戸参府し、将軍徳川綱吉に謁見
しました。白書院で踊りを披露した姿が「日本
の宮廷でのオランダ使節団」の絵に描かれてお
り、当時の様子を垣間見ることができました。

ヨーロッパに帰還後、「日本誌」の草稿である
「今日の日本」を執筆し、「日本誌」のフランス
語版が出版されました。ディドロの「百科全書」
の日本関連項目の記述が、「日本誌」を典拠とし
たことによって知識人の間で一世を風靡し、
ゲーテ、カント、ヴォルテール、モンテス
キューらも愛読し、19世紀のジャポニスムに繋
がっていったということから、このような錚々
たる面々も影響を受けているということに新た
な発見がありました。

ミヒェル先生の講演を拝聴し、ケンペルの生
涯をたどるなかで、世界史の教科書に著されて
いる内容をより身近に感じ、300年前のケンペ
ルの旅路を、自分もその場に居合わせたかのよ
うにイメージを膨らませながら追体験すること
ができました。

日々、高校で世界史を教えている私にとっ
て、多方面に物思いをいたす有意義な講演で
あったと感謝しています。

（かとう みちこ　会員、　高校教員）
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7月例会 Juli分山貴美子 くちぶえ演奏会
小鳥になって、 そよ風のように
― ウクレレの弾き吹きと口笛レッスン ―

池田 園子

世界的な口笛奏者として知られる分山貴美子
さんを東京からお迎えして、その「くちぶえ」の
美しさと魅力に触れ、さらには皆で一緒に吹き
方の手ほどきを受け、そのうえ質問にもお答え
いただけるという夢のような音楽会が実現しま
した。企画に当たっては、貴美子さんのお母さ
まである本協会会員の分山邦子さんが仲介の労
を取ってくださいました。

分山貴美子さんは福岡市のお生まれで、福岡
中央高校を卒業後、国立音楽大学でピアノや声
楽を学ぶうちに、幼い頃自宅で飼っていたセキ
セイインコを真似て吹き始めて以来、得意とし
ていた口笛に改めて開眼し、プロの口笛奏者へ
の道に進まれました。そして2007年、米国ノー
スカロライナ州ルイスバーグで開かれた「第34
回国際口笛大会」のポピュラー、クラシック両
部門で第１位となり、成人女性の部グランド
チャンピオンの栄誉に輝き、一躍脚光を浴びる
ことになります。これを境に、ライブはむろん
のこと「くちぶえ天国」（ビクター・エンターテ
インメント）などの CD アルバムでも、その小鳥
のさえずるような、そよ吹く風のようなひびき、
その３オクターブの音域に及ぶラブリー・
チューンが人々を魅了してきました。

分山さんはピアノやウクレレを自分で弾きな
がら口笛を吹く「弾き吹き」という演奏スタイ
ルで有名ですが、会場の関係で今回はウクレレ
でお願いしました。これに音を出すいろいろな
小道具や可愛らしいキャラクターまで登場し、
分山さんのお人柄も相まって、演奏者と聴衆が
一つに融け合い、口笛の魅力に浸ることができ

ました。「くちぶえは、いつも自分の近くに居ま
す／吹きたいと思ったその時にいつでも吹ける
／吹くことによって、何かを表現したり、発散
したり、聴くことによって、何かを感じたり、癒
されたりすることがあります／くちぶえで、ゆ
るゆるしてみよう／くちぶえで、ほんわかして
みよう…… 」という言葉が分山さんにはありま
すが（上記 CD アルバム）、まさにこのメッセー
ジ通りの一時となりました。

例会の開かれる直前に同じビクターから「く
ちぶえ天国２“ ピース ”」がリリースされたばか
りで、当日のプログラムにもその中の曲がいく
つか組み込まれ、フレッシュなナマ演奏で味わ
うことができたのは幸いでした。以下に当日の

「口笛」演奏中の分山さん
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月 例 会 感 想7 ブン、ブン、ブン ― 感銘を受けた口笛コンサート ―
岡嶋 泰一郎

プログラムを記しておきます。
プライヤー「口笛吹きと犬」・モーツァルト「夜

の女王のアリア」・マックヒュー「明るい表通り
で 」・分山貴美子「くちぶえピース」・シューベ
ルト「セレナーデ」・ボーマン「12番街のラグ」・
アブレウ「チコ・チコ・ノ・フバー」、以上８曲

です。「くちぶえ教室」ではドイツ民謡「ブン、
ブン、ブン」など３曲の指導を受けましたが
……、これについては微笑ましいハプニングも
ありました。岡嶋さんの感想をご覧ください。

（いけだ そのこ　会員、元図書館司書）

“ ホワイトクリスマス ”。クリスマスの時期に
なると必ず聞こえてくる名曲です。作曲した
バーリンは、自分の作った曲の中で最高のもの
になるだろうと言い、その通りになりました。
様々な歌手によって歌われ、名唱と評価されて
いる録音も数多く残されています。その中で
も、私は元祖「ホワイトクリスマス」とも言う
べき、ビング・クロスビーによる歌唱が最も好
きです。古き良きアメリカのクリスマスの雰囲
気が、クロスビーの甘いバリトンに乗せて心地
よく伝わってきます。このクロスビー盤が忘れ
がたい理由はもう一つあります。それは歌の間
に聞かれる素敵な口笛の演奏です。クロスビー
自身の口笛か？あるいは別の名手が奏でている
のか？いずれにしてもコンピューターによる合
成音などのない時代ですから、生の人間が吹き
込んだものに違いありません。よどまず、かす
れず、うっとりと聞き入ってしまいます。すば
らしい “ 芸 ” をもった人がいるものだとずっと
思っていました。そう、私は口笛が上手なこと
は “ 芸 ” と思っていたのです。

そして、今回の分山貴美子さんの口笛コン
サートを聴いて、その “ 芸 ” が “ 芸術 ” にまで
高められたものとなっていることを知り、感銘
をうけることとなりました。そのキャリアから
推して知るべく、私たちは世界で一流と評価さ

れたすばらしい口笛の演奏に触れる機会を持て
たのです。分山さんは、その高度な技術を披露
される一方で、いろいろな親しみやすいキャラ
クターを駆使して、誰でも楽しめる素敵な時間
を演出してくれました。口笛教室では、「ブン、
ブン、ブン」が、「蝶々」に変わってしまうとい
うほほえましいハプニングもありました。限ら
れた時間の中で、“ 芸 ” と “ 芸術 ” の間を行き来
して、私たちに豊かなひとときを与えてくださ
いました。まさに、口笛という親しみの持てる
楽器（？）だからこそ、なしえるものでしょう。
今後、ますますご活躍され、多くの方々に喜び
を与えてくださることを願っております。

コンサートが終わって、どなたかから尋ねら
れました。「ドイツ人は体も大きいし、腹筋も強
そうだからさぞかし口笛も上手でしょうね？」
と聞かれて、30年以上も前の記憶が呼び起され
ました。フライブルク大学医学部の薬理学研究
室に留学していたころのお話です。毎日、恩師
ヘルティング教授の指導のもと、ラットを使っ
た内分泌学の実験をしていました。隣の実験台
ではトーマスという精神科医が同じように毎日
頑張って研究をしていました。単調な実験の繰
り返しにあきると、二人でオペラのアリアを口
笛で吹きあって楽しんでいました。トーマスは
ヴェルディの「リゴレット」の中で歌われるア
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リア、「女心の歌」が得意でした。ある日、私が
何気なく、レハールのオペレッタ「微笑みの国」
でテノールが歌うアリア、「君こそわが心のす
べて Dein ist mein ganzes Herz」という曲を吹
いた時のことです。隣の部屋で、実験を補助し
てくれていた妙齢の女性、Frau Heldt（ヘルト
夫人）が興奮した面持ちで飛び込んできまし
た。そして、「オー、ドクター・オカジマ、Dein 

ist mein ganzes Herz!（あなたこそ、わが心のす
べて！）」と言ったのです。一瞬、ドキッとしま

したが、これは彼女の思いを述べたのではな
く、単に私が吹いた口笛の曲名であったことに
気づき、ほっとしました。彼女の好きな曲を、
極東から来た日本人の医者が知っていたことに
驚き、感動したのでしょう。あの時、彼女が浮
かべた満面の笑みを懐かしく思い出しました。

（おかじま たいいちろう　会長、社会保険仲原病院 
院長、国立病院機構小倉医療センター名誉院長）

◎診療時間　月・火・水・金／9：00～12：30　14：00～18：00
　　　　　　木・土／9：00～12：30
◎休診日　　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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9月例会 September松沢幸一氏講演
「ドイツが育てたビール産業と文化」

加藤 元也

記録的猛暑の夏もようやく開けた９月中旬、
協会創立60周年記念例会としてキリンビール元
社長の松沢幸一氏をお招きして卓話と懇親会が
開催されました。ビールが一番美味しくなる時
期でもあって、会員外の方々もたくさん来場さ
れました。終始和やかな語り口で、同氏とビール
との関わりから始まり、ビールの効用、歴史・文
化、技術革新等にわたる楽しいお話を伺うこと
ができました。本稿では、その中から印象に残っ
たお話しをかいつまんでご紹介いたします。

松沢幸一（まつざわこういち）氏

プロフィール

キリンビール（株）元代表取締役社長 農学博士
〈公財〉日独協会会員、福岡工場（朝倉市）に入社
後、ベルリン工科大学ビール醸造学科に留学、醸
造マイスターを取得。現在は北海道大学新渡戸カ
レッジフェロー、参天製薬社外監査役などの傍
ら、月刊誌「たる」と日独協会機関紙「Die 

Brücke」にビール随想を連載中

ビールは世界で一番たくさん飲まれているお酒
― その理由と効用

ビールは世界で一番多く飲まれているお酒で
す。最近は中国で消費の伸びが著しく13年連続
世界一、日本は７位です。１人当たりではチェ
コ、ドイツなどが上位で、残念ながら日本はドイ
ツの半分以下の51位です。ビールは昔から栄養
補給の飲食物として貴重なものでした。最近は
世界中でビールの効用について科学的な研究が
され、ストレスの発散、くつろぎ、癒し、コミュ
ニケーション促進などの効用が認められていま
す。また、１日の飲酒量と死亡率の関係をみる
と、全く飲まない人に比べて缶ビールで最大２
～３本／日まで飲む人の死亡率が最も低く、そ
れを超えると再び上がる「J カーブ効果」と呼ば
れる調査結果が出ています。代謝促進、食欲増
進、低アルコールと炭酸ガスがもたらす開放感
やホップの効果などの美味しさが相まって、世
界中にこれだけ普及したものと思われます。

ビールの造り方と歴史
ビールは4000～5000年昔にメソポタミアで生

まれたお酒です。蜂蜜酒やワインのほうがずっ
と古いのですが、これらはもともとある糖分を
発酵させたシンプルなお酒です。穀類が原料の
ビールでは、でん粉を発酵しやすい糖まで分解
させる、より複雑な ｢糖化｣ という工程が必要
で、ワインよりは後に出現したお酒です。

大麦を水に浸しておくと発芽が起こり、穀粒
中に大量の「酵素」が生成します。昔の人はこ
の発芽した麦を乾燥して、長期間保存できるよ
うにしました。これが、酵素とでん粉を豊富に講演中の松沢氏
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含む「麦芽」です。それを砕いてお湯で溶くと
酵素が働き、どこでも簡単に甘い液体（水あめ）
ができることを発見しました。これが「糖化」
で、甘い液体はビールのもとになる麦汁です。
麦汁にホップを加え煮沸・冷却後、酵母を加え
てアルコール発酵させ、さらに低温で熟成させ
て炭酸ガスを溶け込ませたものがビールです。
今のビールにつながる技術は、中世の修道院や
荘園を中心にして発展しました。そのうちの一
つ、バイエルン州立ヴァイフェンシュテファン
醸造所（Staatliche Brauerei Weihenstephan 1042
年創立）は現存する世界最古のビール醸造所で、
現在はミュンヘン工科大学の敷地にあります。
実はこの醸造所とキリンビールは縁が深く、
2010年秋からここで造った「一番搾り」がヨー
ロッパ大陸の各国へ出荷されています。

ビール純粋令とその意義
今年は世界最古の食品関係法といわれる

「ビール純粋令（Das Reinheitsgebot）」の制定500
周年にあたり、各地で記念行事が行われていま
す。1516年 に ミ ュ ン ヘ ン で バ イ エ ル ン 侯

（Herzog in  Bayern）が発布した法令で、ビール
の小売り・製造の規制と罰則を定めたもので
す。製造面では「ビールは大麦、ホップおよび
水以外のものは使用してはならない」と定めら
れ、安全で良質なビールを造る基本が書かれて
います。この法令の意義は「基本をしっかりし
て、ものづくりが磨かれた」という点ではない
でしょうか？現在ドイツではビール醸造業だけ
でなく、関連の原料や醸造・食品関係の機械、
グラス・樽など用品関係の産業も世界に冠たる
ものとして栄えています。ものづくりの基本を
法令でしっかりと定めたからこそであり、今や
世界のビール造りにおけるデファクト（事実上
の標準）になっています。ここがドイツのすご
い所だと思います。

ビールの主原料である大麦は、比較的幅広い

気候帯で栽培できます。また、栽培期間が短い
という特徴があり、実にはでん粉が多い反面、
たん白質が少なく、ビールが造りやすい穀物で
す。また爽やかな苦味のもとのホップには、他
のグルート（薬草・ハーブ）より味が良く、健
康に無害でビールの大敵の乳酸菌を抑える静菌
作用や清澄効果があるなどビールに都合の良い
利点がたくさんあります。おそらく純粋令以前
のビールには様々な原料が使われ、健康に有害
な物などもあったようです。経験的にとはいえ、
500年も昔に原料を統一したことは先見の明が
あったと思います。

ドイツがビール大国になった理由は？
純粋令のほか気候や原料事情、食習慣などの

要因も考えられますが、ドイツでビール造りが
一大産業になった理由は、ドイツ人のものづく
りに対する姿勢・価値観が大きいと思います。
ドイツ人は、ものづくりへの執念・関心が強く、
また理論化・普遍化が好きな人たちです。何よ
り現場労働へのリスペクトを持つ社会です。制
度上も職業学校と実務を通じて人材育成をする
マイスター制度が充実していて、基本をしっか
り教えながら、現場のものづくりの技が磨かれ
ていきます。学問上も「ビール醸造学」なる分
野があり、その中心のミュンヘン工科大学やベ
ルリン工科大学の教授、そして３つのビール専
門学校の教員は、現場で実務を経験した者が務
めています。

ドイツにおける地域毎のビール文化
日本人と違って連邦国家のドイツ人は自分の

郷里が一番という想いをしっかり持ち地域の独
立性が明確です。ビールの味も東西南北で違い
ます。例えば、たった40km しか離れていないケ
ルンとデュッセルドルフにおいて、ケルンは淡
色の Kölsch、デュッセルドルフは茶色の Altbier

と味も外観も全く違うビールです。ともに上面
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発酵ビールですが、お互いにご当地ビールを自
慢し、優劣を張り合っています。一般に苦味が
強いといわれるドイツビールですが、バイエル
ン州では、苦味が弱く、はんなり・まったりし
た淡色 Helles や Weizen（小麦ビール）が好まれ
ています。

なお、有名なオクトーバーフェストは200年以
上の伝統がありますが、ビールを提供できるの
はミュンヘンの６大ビール会社だけです。長い
歴史の中で、この祭りに１度だけ外国のビール
会社が民族パレードに出場したことがありま
す。1998年私がキリンヨーロッパの社長をして
いた時、財政難から海外のビール会社がスポン
サーを兼ねたパレードへの参加を誘われまし
た。バドワイザー（米）ハイネケン（蘭）キリ
ン（日）に声が掛かり、お国の伝統的な出しも
のという基準に合致したキリンの出場が決まり
ました。ミュンヘン在住の邦人やデュッセルド
ルフからも50人以上のご協力をいただき、和太
鼓と屋台で演出した馬車を提供しました。翌年
も参加できるオプション契約がありましたが、
新聞テレビなどで大々的にとりあげられて目立
ちすぎたのか、残念ながら実現には至りません
でした。

ビール産業と技術革新
ビール造りが大産業に発展した背景には19世

紀の技術革新があります。古くは動力としての
蒸気機関（1785年 ワット・英）が最初にビール
工場に導入され、1842年には現在のビールの主
流となるピルスナー（Pilsener：淡色麦芽と軟水
で仕込み下面発酵と長期熟成するビール）が
チェコのピルゼン市民醸造所で誕生しました。
その後もビール工場で最初に実用化した冷凍機

（1872年 リンデ・独）が四季醸造を可能にし、世
界中のビール工場で今も行われている低温殺菌
法（1876年 パスツール・仏）の発明は流通を拡
大しました。酵母純粋培養技術 (1889年 ハンゼ
ン・デンマーク）の発明は品質向上に、王冠栓
(1892年 ペインター・米）の発明は、アメリカ西
部開拓時代に腐らせずに遠距離輸送を可能にす
るなど、重要な発明はほとんど19世紀に生まれ
ました。20世紀には、設備の大型化・自動化・
高速化の３方向で生産技術の革新が進み、今で
は明治時代の100～500倍の大きさの釜やタン
ク、そして数百倍のスピードの充填機械で製造
されるようになり、ビール品質はもとより、価
格の低減にも大いに貢献しました。

どんな産業もそれに携わる人々の熱心な興味
と努力、そして、旺盛な経済と消費がなければ
発展出来ません。飲み物であるビールも人間の
生活に深く関わりながら栄枯盛衰を辿るものだ
と思います。現在のミュンヘンには先端産業が
集中しており、経済は発展し続けています。そ
れ故に、ミュンヘンのビール産業はこれからも
繁栄を続けていけると思っています。

（かとう もとや　会員、元麒麟麦酒勤務）
ミュンヘンのオクトーバーフェストに参加した

「キリンビール」の山車
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月 例 会 感 想9 ドイツと日本 ― 現場力の源 ―
加藤 元也

９月の例会は、特別の想いで聴くことができ
ました。数年前まで技術者として、従業員の教
育研修に携わっていた私は、社内の改善・提案
活動の旗振り役をしていたこともあり、改善・
提案活動や製造部門の従業員の動機付けに関す
る書籍を読み漁っていました。そんな私にとっ
て、松沢さんによるマイスターのものづくりに
対する執念や姿勢についてのお話しは、現役時
代の想いを蘇らせ「わが意を得たり」の感があ
りました。

10年前KAIZENという日本語はすでにグロー
バルな概念として世界各国に拡大し、製造業を
飛び出してあらゆる産業に波及しつつありまし
た。その一方で日本の改善提案活動が本当に外
国人にも理解され、定着しうるものか？という
点にはやや疑問もありました。

KAIZEN は英語で Continuous Improvement、

コツコツ継続的に創意工夫を積み重ねていく活
動という意味です。その対極にあるものは
Radical Innovation、エジソンやスティーブ・
ジョブスのような時代を画する人による大革新
です。Innovation（革新）に対し環境に適応し
て最適化を追求していく KAIZEN を Evolution

（進化）と表現する人もいます。日本にはイノ
ベーターは出にくいようですが、ＮＨＫ番組

「凄ワザ」に登場するような創意工夫の達人は、
あらゆる産業の現場にいます。天才でなくとも
小集団で地道に工夫を積み上げられる優秀な職
人こそ、ものづくり日本の原動力だと思いま
す。

ドイツにも日本のカイゼンに匹敵する、もの
づくりの精神を現すキーワードがあることに気

づいたのはその頃です。それが “Tüftler” です。
Web で調べると「tüfteln とは、細かい手作業や
試行錯誤、実験、色々と考えることで何か新し
いものを生み出したり難しい課題についての解
決方法を見つけようとすること」、「必ず〔手を
使った作業〕がかかわるということ。さらに工
夫によって製品の質を高めたり、それまでにな
かった特徴を付け加えたりすること」とありま
した。「LEGO は Tüftlergeist を育てる」という
宣伝もありました。

狭義にはドイツ南部シュワーベン地方を代表
とする頑固なまでに細かい作業に執着する人の

「ものづくりへのこだわり」を意味するようで
す。この地方はダイムラー、ポルシェ、ボッ
シュなど世界的製造業の故郷として有名で、特
殊な分野で、世界的に有名な中小企業も目白押
しとのことです。

今回の松沢さんの言葉「理論化・普遍化が好
き」、「基本をしっかり教えながら、ものづくり
の技が磨かれる」に象徴されるマイスターの精
神、そしてこの Tüftler のこだわりの精神が、ド
イツのものづくりの現場を支え、代々継承され
ている強力な価値観ではないでしょうか？

日本ではマイスターのような社会的リスペク
トを伴う人材育成制度が十分でないのは残念で
すが、一方で、改善・提案活動が各国に浸透し、
世界のものづくりの現場を変えつつあること
は、これからもっと世界に誇って良いのではな
いかと思いました。

（かとう もとや　会員、元麒麟麦酒勤務）
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11月例会 November近世ドイツの日常史
― 食べ物は？ 兵役は？ ―

神寳 秀夫

序
本日は、身分制の下での近世ドイツ（＝神聖

ローマ帝国）の平民（農民、市民）がどのような
日常生活を送っていたのかを、「食生活」と「兵
役義務」の観点から述べることにします。その前
提として、以下の３点を指摘しておきます。第１
点は、16世紀から19世紀初頭までの時代（宗教
改革期－三十年戦争－神聖ローマ帝国滅亡）を
最近は「近世」と見なし、中世と近代の間に位置
する独自の時代としてとらえるということです。
第２点は、君侯の政治事件史を中心とした旧来
の歴史学に対し、近年は「新しい歴史学」＝「社
会史」が標榜され、社会の全体（構造史）や日常
の歴史も対象になっているということです。そ
して第３点は、中欧ドイツの近世においては、

「国民国家」成立が進んだ西欧諸国と異なり、社
会の主な枠組みが約300の「領邦国家」であった
ということです。聖俗の領邦君主は防衛主体の
山城から平城に移り、絶対主義的な統治に努め
ていきます。

〔１〕食の歴史
中世の前半は農業生産性が低く、１粒の麦を

播いても２～３粒しか収穫できず、多くの人々
は慢性的に栄養失調状態でした。それを農民は、
時に領主と協力しつつ、克服し（「中世農業革命」
による三圃制の展開）、生産性を３～４倍に高
め、パン、粥、乳製品をより安定的に供給するこ
とができるようになりました。また、14世紀中
葉のペスト流行の後になると、村落に比し死亡
率の高かった都市では、肉類の消費量が増大し
ました。

ところが近世にはいると、肉類の消費量は落
ち、肉類は社会的ステイタスの指標となりまし
た。食用の肉類としてはベーコンやソーセージ
が主であり、三圃制の下で農業を営む農民に
とって牛は基本的に耕作用でした。主食は植物
であり、例えば近世末の北ドイツの食事を見ま
しても、朝食と夕食は、夏は粥（ライ麦粉か粗挽
きのソバ粉を水か牛乳で溶いたもの）、冬はジャ
ガイモとバター付パンであり、メインの昼食は
アイントプフ（エンドウ豆、インゲン豆、蕪、
キャベツの煮込み料理）とジャガイモでした。動
物性蛋白質は少なく、せいぜい凝固しかけた牛
乳程度であり、豆類や種類の少ない野菜が主た
る食材でした。近世の平民は、毎日ほぼ同じ種類
の質素な食事を立ってとっており、18世紀後半
以降のジャガイモ栽培で、ようやく人々は飢餓
から徐々に脱していくことができたのです。

コーヒー、砂糖、肉類が一般化するのは近代以
降のことです。

〔２〕軍事史：二元兵制
国家を持続させるには物的強制力（軍隊、警

察）が必要です。近世は、日常的に局地的戦争が
起きていた中世に比し確かに平和であり、ドイ
ツ国内では戦争は禁止されていました。だが、他
国の王位継承戦争や対トルコ戦争があり、領邦
国家バイエルンは２年に１度、遠征していまし
た。従来の学説では、近世ドイツの領邦軍隊は私
企業的傭兵軍、その後はそれを再編した「常備
軍」（17世紀後半の第２次軍制改革）であるとさ
れていましたが、近年は、そうした職業軍と並
び、兵役義務により平民の中から選抜された「徴
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兵的選抜民兵軍」（16世紀末以降の第１次軍制改
革）が第二の軍隊であったと考えられています。
（１）傭兵軍ないし職業的常備軍

領邦君主は、中世後期以降、従来の封建騎士軍
に換え、戦争のたびに傭兵隊長と契約を結び、戦
争を行いました。しかし、傭兵軍にはデメリット

（例えば、即時徴募や契約解消の不可能性、契約
金前払い後の兵士の脱走、傭兵隊長の強い指揮
権、兵士の軍事技術の劣等性、領邦臣民への裏切
り、悪疫流行）が多かったのです。そして、三十
年戦争（1618-48年）の後には傭兵軍を常時雇うこ
とにより、領邦君主は自らの指揮権の下に職業的
常備軍を成立させましたが、それの維持のために
は平時ですら国家予算の半分が必要でした。
（２）徴兵的選抜民兵軍

そこで領邦君主は、16世紀末以降、自武装原
理の徴兵的民兵軍を創設しました。当時流布し
ていた、徴兵制創始者のナッサウ伯ヨハン７世

の軍事書『ナッサウ伯領防衛書』（1594／95年）
によりこの軍隊の特徴を述べますと、以下の通
りです。彼は自らの宗派であるカルヴァン主義
の「相互援助義務論」を援用して、中世以来の共
同体（村落、都市）の相互郷土防衛義務を「領邦
防衛義務」に再編しました。君主は、①共同体単
位で特定の平民を兵士として選抜し、②領主層
を将校に任じ、③選抜民兵に平時の定期的な組
織的教練を施し（春は毎週、夏は日曜午後、晩夏
ないし秋は総教練）、君主と城塞を警護させ、④
地方行政管区制を軍管区制へと再編し、民兵以
外の者に銃後の護りを義務付けたのです。

かくして領邦君主は平民に対し生殺与奪権を
握り、郷土を遠く離れた地に派兵し、軍管区制を
敷きました（近代の国民皆兵制の前段階）。兵士
数は選抜民兵軍の方がやや少ないのですが、両
軍合わせて総人口の２～３％を占め、社会の軍
事化が進んで行ったのです。

（しんぽう ひでお　九州大学名誉教授）

賭け事に興じる傭兵 ヴュルツブルク司教領武器庫
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月 例 会 感 想11 食事情にみる普遍性
平松 智久

古代ギリシアの哲学者アリストテレスは、歴
史家と詩人について述べた『詩学』第９章冒頭
で、「歴史家が〈すでに生起した事実〉を語るの
に対し、詩人は〈生起しうる事象〉を語る点で
異なる」ことを明示した。ただしその直後に続
けられた、「個別的な事件」を扱う歴史が、「普
遍的な事柄」を扱う詩に劣るという評価に対し
ては、後世の歴史家が強く批判したとおりであ
る。まさにそれを体現してくださったのが、11
月例会における神寳先生の卓話だった。

西洋史学をご専門とされる神寳秀夫先生は、
１時間という短さの中で、14世紀から19世紀に
かけてのドイツの「平民の食生活」と「選抜民
兵制」について物語る。中世のドイツ人たちは
一体、何をどれくらい食べていたのか。14世紀
のペスト大流行でどのような変化がもたらされ
たか。そして近世の状況はどのような形で現代
に伝えられているか。長年の研究成果が裏付け
るその確かな語り口は、「事実」を重ねることに
よってますます力強くなり、時おりユーモアを
挟むことで満席の会場を魅了した。

11世紀ないし12世紀のドイツでは、１粒の麦
から２粒の麦しか栽培できず、しかも翌年の種
として１粒は残すため、人口の８割を占めた農
民たちは常に飢えていたという。あまりの飢え
のため、あるいは旅人を殺して、あるいは自ら
の母親までも殺めて、死体の肉を口にしたほど
だったらしい。牛馬を利用するようになった中
世農業革命（三圃性）以降は６～８粒の生産性
を得られるようになり、はじめてパンやお粥が
安定的に供給されるようになったというが、そ

れでも同時期、江戸時代の日本で米１粒から約
30粒はできていた状況に比すると、その生産性
の低さが際立つ。

14世紀のペスト大流行時には３分の２にま
で人口が減少したため一時的に肉消費量が拡大
し、ドイツでは一人当たり一日平均300グラム
も肉を食したようだ。しかし近世では、1820年
頃の北ドイツの記録によると、肉類が食べられ
るのは上層階級のみで、週１回、父親だけがお
よそ189グラムを食した程度である。動物性蛋
白質は週２回ほど、卵から摂取された。貴重な
食材だったので贈り物にも喜ばれたという。今
でも金の卵か銀の匙かは新生児への出産祝いの
定番だ。

卓話を拝聴しながら、アレクサンドル・ソ
クーロフ監督の映画『ファウスト』（2011年）
に、妖しく肉を喰らう場面、厳かに卵を贈る場
面が描写されていたのを思い出した。M・リー
バーマンの絵画『食卓の祈り』（1884年）には、
一家７人で２～３枚の皿を回して立食する様子
が描き出されている。子供３人の前に皿はな
い。食材も少なく、食べ終われば即座に農作業
に戻るのだろう。奥には同居する農作業用の牛
が数頭休む。地階に家畜を住まわせる住居形態
は現在でも南西ドイツに確認できる。

とかく厳しい食事情が審らかにされるうち
に、聞き手は皆、個別的な「事実」だけでなく、
人間の「生」そのものについての「普遍的な事
柄」を見出したに違いない。

（ひらまつ ともひさ　会員、福岡大学人文学部准教授）
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12月例会 Dezemberクリスマス会
Von vorne betrachtet
― Die Weihnachtsfeier aus Sicht der Moderatoren ―

Maren Godzik & Masashi Sakai

Als Abschluss der Veranstaltungen zum 60-jährigen Jubiläum der Japanisch-Deutschen Gesellschaft 

Westjapan wurde am 14. Dezember ab 18 Uhr im KKR Hotel die traditionelle Weihnachtsfeier begangen. 

Es nahmen 105 Personen, darunter 14 Kinder, sowie 11 Austauschstudierende aus dem deutsch-

sprachigen Raum teil. Es war eine friedliche Feier, wie es dem Anspruch, ein Fest für Kinder und 

Austauschstudierende zu sein, entsprach. Mit einer musikalischen Klangstäbe-Darbietung von 

Mitgliedern der Gesellschaft begann der Abend, und wie auch im letzten Jahr führten die Autoren auf 

Japanisch und Deutsch durch das Programm.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Moderatoren ist, auf den richtigen Zeitpunkt für den traditionell 

gereichten Stollen und Glühwein zu achten. Neben dem Moderatorenpult werden dem selbstbereiteten 

Glühwein, aufpassend, dass er nicht überkocht, vorsichtig wohlriechende Gewürze hinzugefügt. Nicht 

wenige warten, durch den Duft verführt, ungeduldig. Auch auf den vertrauten Stollen des tradi-

tionsreichen Geschäfts für deutsches Gebäck, Chidoriya, freuen sich alle. Sobald der Geschmack des 

Glühweins stimmt, beginnt der Ausschank sowie auch das Servieren des Stollens durch einige Dirndl 

tragenden Mitglieder der Gesellschaft. Dies ist einer der Höhepunkte des Abends. 

Die Geschichte des Glühweins und des Stollens in ihrer heutigen Form reicht übrigens bis in die 

Neuzeit zurück, als der Zimt, der in beiden enthalten ist, im frühen 16. Jahrhundert nach Deutschland 

kam und zur gleichen Zeit mit dem verbreiteten Anbau von Zitrusfrüchten in Italien begonnen wurde. 

Schlägt man „Stollen“ im Grimmschen Wörterbuch nach, findet man das Wort „stellen“. Die hölzernen 

Stützpfeiler, die beim Tunnelbau im Bergbau verwendet werden, heißen auch „Stollen“, weshalb die 

unterirdischen Gänge ebenfalls „Stollen“ genannt wurden. Dem Stollen liegt also das Bild eines 

„Baumstamms“ zugrunde. 

Der bekannteste Weihnachtskuchen des Nachbarlandes Frankreich, die Bûche de Noël, ebenfalls ein 

Baumstamm, geht auf vorchristliches Brauchtum zurück. Um die bitterkalten europäischen Winter zu 

überstehen, war ausreichend Brennholz nötig, das sich in der Moderne in einen Kuchen verwandelte. In 

Deutschland hingegen wurde der Kuchen in Form eines Holzscheits mit Puderzucker bestäubt. 

Nachdem das Christentum im Mittelalter zur vorherrschenden Religion geworden war, sah man in ihm 

später nicht mehr den Holzscheit, sondern das in Windeln gewickelte Christkind. 

Im allgemeinen Trubel lässt die alljährliche Weihnachtsfeier der Japanisch-Deutschen Gesellschaft 

Westjapan mitten in der Adventszeit ganz sicher Gedanken an deutsche weihnachtliche Gemütlichkeit 

aufkommen.
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クリスマスの夕べ鳥瞰図
― 司会者の視点から ―

マーレン・ゴツィック、堺 雅志

2016（平成28）年に60周年を迎えた西日本日独
協会の記念例会として、恒例のクリスマス会が、
12月14日（木）18:00より KKR ホテル博多にて盛
大に執り行われた。参加者は総勢105名、うち子
ども14名、ドイツ語圏からの留学生11名が参加
し、「子どもと留学生のための」と銘打たれた会
にふさわしい和やかな会となった。会員有志に
よるトーンチャイムの演奏が会の始まりを告げ
て、昨年に引き続き筆者たちがドイツ語と日本
語とで会を進めた。

司会席にいてもっとも気を使うことの一つと
いえば、恒例であるシュトレンとグリューワイ
ンのサービスの頃合いである。手作りのグ
リューワインは司会席の隣で、沸騰しないよう
に丁寧にスパイスの芳香が加えられている。香
りに誘われて今や遅しと来られる方も少なくは
ない。もう一つの楽しみは、日本におけるドイツ
菓子の老舗でもある千鳥屋提供のお馴染みの
シュトレンである。グリューワインの香味が決

まった瞬間が、サービスの始まりである。ディル
ンドゥルに身を包んだ会員有志の方々が、ワイ
ンとシュトレンのサービスにあたってくださる。
会が沸く瞬間の一つはこうして迎えられる。

ところで、グリューワインもシュトレンも歴
史をたどってみると、現在の形となったのはお
そらくは近世以降のこと、双方に使われる原料
のシナモンがドイツに渡ったのは16世紀前半と
されているし、柑橘類の栽培が始まったのもイ
タリアと同時期である。シュトレン（Stollen）の
語源をグリムの辞典でみると、動詞の「立てる」
stellenである。採鉱のためトンネルを掘るときに
使われる木の支柱もStollenであり、ここから「坑
道」も Stollen と呼ばれるようになったらしい。
Stollen の元のイメージは「木」である。

お隣フランスのクリスマスケーキといえば、
ブッシュドノエル。これはキリスト教以前の越冬
の儀式と関係がある。ヨーロッパの厳しい冬を越
すためには充分な薪が必要である。収穫祭に飾ら
れていた薪が、時代を経て薪型のケーキに変化し
たという。一方のゲルマン、ドイツでは薪型の
ケーキに白い粉が振るわれている。キリスト教が
浸透した中世を経た近世には、それがキリスト生
誕時のお包みに見えたのかもしれない。

毎年アトヴェント（待降節）のさなかに行われ
る西日本日独協会のクリスマス会は、巷のクリ
スマスの喧噪から離れて、ドイツのクリスマス
の慣いに思いを馳せられるひと時であるに相違
ない。

（マーレン・ゴツィック 　会員、福岡大学准教授）
（さかい まさし　会員、福岡大学教授）

ト－ンチャイムの演奏
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Weihnachtszeit – schönste Zeit
Deutsche Weihnachtstraditionen in Fukuoka

Annelie Säurig

月 例 会 感 想12

Die Weihnachtszeit ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Es ist eine Zeit der Besinnlichkeit und 

Gemütlichkeit, die man mit der Familie und Freunden teilt. Man trinkt zusammen einen Glühwein auf 

dem Weihnachtsmarkt, nascht Plätzchen in der hauseigenen Weihnachtsbäckerei, singt Weihnachtslieder 

zusammen in der Kirche und genießt einfach das Zusammensein mit seinen Lieben. Weit weg von Zuhau-

se war es daher umso schöner diese Stimmung auch hier in Fukuoka zu erleben – bei einem Weihnachts-

fest der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Westjapans. Jedes Jahr im Dezember veranstaltet die Gesell-

schaft dieses Fest für alle Mitglieder, deutsche Austauschstudenten und auch sonst alle Freunde der 

deutsch-japanischen Kultur und Sprache. 

Begleitet von Klavier und Klangstäben wurden wir mit Liedern wie „Freude schöner Götterfunken“ 

empfangen, bei denen dank der abgedruckten Liedtexte in Deutsch und Japanisch auch jeder mitsingen 

konnte. Anschließend wurden wir mit einem deutschen Festessen verwöhnt. Hierbei konnte man nicht 

nur einige Leckereien und Geschmäcker genießen, die man nach langer Zeit in Japan als Deutscher 

schon sehr vermisst hat, sondern auch viele neue Bekanntschaften mit weltoffenen, sehr interessanten 

Menschen schließen. Die weihnachtliche Stimmung war komplett, als der duftende Glühwein ausge-

schenkt wurde, zusammen mit einem leckeren Christstollen, der natürlich an Weihnachten nicht fehlen 

darf. Der Höhepunkt des Abends für alle Kinder begann, als die Lichter im Saal ausgingen und nach ein 

paar kräftigen Schlägen an der Tür der Nikolaus mit seinem Gehilfen, dem Krampus, hereinkam. Für je-

des der Kinder hatte er ein Geschenk in seinem Sack dabei und brachte die kleinen Kinderaugen zum 

Strahlen. Der Krampus (im Norden Deutschlands auch oft Knecht Ruprecht genannt) in seinen schwar-

zen Gewändern und mit der Rute in der Hand musste dieses Jahr keine unartigen Kinder ermahnen.

Auch in Deutschland kommt der Nikolaus am 6. Dezember persönlich zu den Kindern, doch vielerorts 

ist er des Nachts ganz heimlich unterwegs. Am Abend des 5. Dezember putzen die Kinder ihre Stiefel bis 

sie blitz blank sind und stellen sie vor die Tür, in der Hoffnung, ihn am Morgen gefüllt mit Nüssen, Man-

darinen, kleinen Geschenken und vor allem Schokolade vorzufinden. Kinder, die das Jahr über nicht sehr 

brav waren, müssen sich allerdings hüten, denn sie könnten statt Geschenken auch schwarze Kohlen in 

ihren Stiefelchen finden. 

Für ungeduldige Kinder ist die Vorweihnachtszeit oftmals unerträglich, da sie Heiligabend und beson-

ders die Bescherung gar nicht erwarten können. Wie gut, dass es da den Adventskalender gibt! Jeden 
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Dezembermorgen dürfen die Kinder eines der 24 Türchen öffnen, hinter dem sich oftmals ein Bildchen 

oder ein Stück Schokolade befindet. Manche Eltern basteln diesen Adventskalender aber auch selbst und 

füllen ihn mit lauter netten Kleinigkeiten. 

An Heiligabend selbst gehen viele Familien in die Kirche oder erzählen sich die Weihnachtsgeschichte, 

bevor die Bescherung beginnt. Dann endlich wenn das Glöckchen klingelt, ist klar: das Christkind war da 

und hat Geschenke unter den geschmückten Weihnachtsbaum gelegt. In vielen Familien gibt es das gro-

ße Festessen mit der Weihnachtsgans erst an den darauffolgenden Weihnachtsfeiertagen. An Heilig-

abend wird oft noch ganz einfach Würstchen mit Kartoffelsalat gegessen. 

Weihnachten ist eine Zeit voller alter Traditionen. Es war schön, bei diesem Fest ein paar davon auch 

im fernen Fukuoka erleben zu können!

クリスマス、最高に素晴らしい時
― 福岡でドイツの伝統的クリスマスに出会う ―

アネリー・ゾイリッヒ（福岡女子大学留学生／ミュンヘン大学生）

クリスマスは私にとって一年中で一番素晴ら
しい時です。静かに物思う時、同時に楽しくく
つろぐ時、そして何より肝心なのは、家族や友
だちとこの時を分かち合うということです。ク
リスマス市で一緒にグリューワインを飲み、ク
リスマス用に焼いた自家製クッキーをかじり、
教会では一緒にクリスマスの歌をうたう。何を
やっても愛する人たちと一緒にそれをやるとい
うことが幸せなのです。ですからこの気持ち
を、故郷を遠く離れたこの福岡の地でも味わえ
たのは、なおさら素晴らしいことでした。西日
本日独協会は毎年12月に、会員はもちろんドイ
ツ語圏からの留学生や独日の文化や言語に興味
のある人たちのためにクリスマス・パーティを
催す慣わしで、私もそこに招かれたのです。

ピアノとトーンチャイムの伴奏による「歓喜
に寄せて」やクリスマスの歌を皮切りにパー
ティは始まりましたが、ドイツ語と日本語を併
記した歌詞が配られていたおかげで誰もが一緒
にうたうことができました。続いて振舞われた
ドイツ風クリスマス料理は顎が落ちそうでし
た。ドイツを離れ日本では久しく口にせず、夢
にまで見た懐かしいドイツの美味の数々、これ

に舌鼓を打ったのはもちろんですが、この間
に、明るく親切な、とても興味深い方々とたく
さんお知り合いになることもできました。そし
て香り高いグリューワインが注がれ、これまた
クリスマスに無くてはならない美味しいシュト
レンが登場するに及んで、クリスマスの気分は
非の打ちどころのないものになりました。それ
から、すべての子どもたちが待ちに待った今夜
のクライマックスが始まります。会場の広間の
明かりが消え、入口のドアをドンドンと大きく
叩く音がし、聖ニコラウスが従者クランプス

（Krampus）を伴って入って来たのです。ニコラ

留学生と子どもたち
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ウスのかつぐ袋には子どもたち一人ひとりへの
プレゼントが入っていて、子どもたちの小さな
瞳は輝いています。従者クランプスは（クラン
プスは南部／オーストリアでの呼び名で、ドイ
ツ北部ではループレヒト〔Ruprecht〕と呼ばれ
ることが多い）、黒い衣を身にまとい、鞭を手に
していますが、どうやら今年は聞き分けのない
子をおどして諫めるには及ばなかったようで
す。

ドイツでも聖ニコラウスは12月６日に子ど
もたちのもとを直接訪れますが、真夜中に気づ
かれないようこっそりやって来るところも方々
にあるようです。その場合は子どもたちは12月
５日の晩に、自分の長靴をぴかぴかに磨いて扉
の外に置き、翌朝くるみや、マンダリンや、小
さなプレゼントの数々、なかでもチョコレート
で一杯になっているよう祈ります。ただしその
一年を通じてさほどお利口さんではなかった子
どもはご用心、プレゼントの代わりに長靴には
石炭が入っているかもしれません。

せっかちな子どもにとってはクリスマス前の
待降節の期間がしばしば辛抱できません。クリ
スマス・イヴ、特にそのときに贈られるプレゼ
ントが待ち切れないのです。ですから「待降節

カレンダー」は実に名案です。12月の24日間、
毎朝24の小窓の一つを開けてみると、その裏側
にしばしば絵の描かれた一枚のカードや一片の
チョコレートが隠されているという仕掛けで
す。なかには待降節カレンダーを自分たちの手
で作り、子どもの喜ぶ小さな贈物ばかりを隠し
ておく親たちもいます。

クリスマス・イヴ本番になると、多くの家庭
では教会に出かけたり、クリスマスのお話しを
語り合ったりした後ではじめてプレゼントとい
う段取りになります。ついにその時が来て、鈴
が鳴る。幼子イエスが現われて飾り付けられた
クリスマスツリーの下に贈物を置いてくれた合
図なのです。多くの家庭では続く25,26日のク
リスマス休日には、鵞鳥をしつらえた盛大なお
祝い料理が出されます。イヴの晩はまだ小さな
ソーセージにじゃがいもサラダを添えた程度の
質素な食事ですませます。

クリスマスは古くからの伝統がいっぱいにつ
まった時です。それらの伝統のいくつかを遠く
離れた福岡の地で体験できるとは、なんと素晴
らしい一時だったことでしょう。

	 〔和訳  池田 紘一氏〕
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若者目線のドイツ― ミュンヘンへの派遣団による報告会 ―

編集委員会　立花 雅子

3月例会 März

2017年3月18日、福岡市国際会館にて、バイ
エルン独日協会との青少年交流派遣団による報
告会が開催された。

最年長リーダーの緒方愛実さん、大学生の清
家美来さん、二ノ宮瞳さん、太田このみさん、
中村麻里那さん、高校生の藤ゆりかさんが、そ
れぞれパワーポイントを使って昨年夏に体験し
たバイエルンでのホームステイ、バイエルン独
日協会の方々との交流、その後の北ドイツ旅行
について生き生きと語ってくれた。

当年報（35～39ページ）に掲載されている彼
女達のレポートは字数制限があり、ホームステ
イの体験談が主であったが、今回はその他の
様々な経験についても若者らしい新鮮な目線で
楽しい報告をしてくれた。

出席者はおよそ30人ほどであったが、そのほ
とんどがドイツ滞在、ドイツ旅行を経験されて
いる方々で、福岡大学のマーレン・ゴツィック
先生もいろいろな話しをして下さり、プレゼン
テーション後の質疑応答は例をみないような活
発な意見交換がおこなわれた。プレゼンテー
ターと出席者の対話もはずみ、大いに盛り上が
り充実した楽しい会になった。

最近日本では海外に留学する若者が減少して
きていると言われているが、やはり若者は内向
きにならず、積極的に世界に飛び出し、自分の
目で世界を見、異文化を肌で感じることが大切
だと思う。それによって多様な価値観を知り、
広い視野を持ち、寛容な精神で様々なことに見
識を持って対処していく能力を身につけていく
ことができるようになると思う。

今回ドイツに派遣された若者たちが、このド
イツ体験をきっかけに、ドイツとの交流の輪を
広げ、さらに羽ばたいて次代を担う心強い存在
になって欲しいと心より願う。

バイエルンへ派遣された若者たちの報告会
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なつかしいドイツでの暮らしと我が家の家族

明石 英俊

寄　稿

私は現在、外科医として久留米大学病院に勤
務しております。私がドイツとの関係を考える
ようになったのも、心臓血管外科医として、ド
イツへの留学を考えたことに始まります。1990
年代初めの頃は日本人の留学先として、アメリ
カかドイツやイギリスなどのヨーロッパが殆ど
でした。アメリカで臨床（人間相手の医療）を
行うことは、非常に難しく、手紙でのアプライ
を何度か繰り返しましたが、臨床は無理で、研
究ならばということでした。当時、ドイツでは
まだ、臨床での留学がかろうじて可能な状況で
あり、ドイツのハノーファー医科大学（MHH）
への留学を決意しました。手紙では簡単に私の
留学受け入れを認めてくれましたが、日本でド
イツ領事の推薦書や日本での無犯罪証明書など
を取り、1991年５月に一人でドイツへ発ちまし
た。

ハノーファーに着き、ホテル暮らしを２週間
ほどしている間に、MHH へ行き、挨拶をしま
したが、言われたことは、「住むアパートは無い
ので、自分で探しなさい！」、「ドイツ語が話せ
るようにドイツ語学校へ行きなさい！」という
ことでした。と言われても、私はドイツ語が殆
ど話せず、英語を少々程度で、アパートの探し
方もドイツ語学校の探し方も全く分からず、途
方に暮れました。まず、ドイツの不動産屋さん
に行きましたが、話が通じず、変な日本人と思
われたようで、あまり相手にしてもらえません
でした。次に MHH に留学している日本人を捜
して、相談しました。アパートは見つかりませ
んでしたが、ドイツ語学校をゲッティンゲンの

ゲーテインスティテュートに紹介してもらうこ
とができたのです。寮もあり、大収穫でした。

６月からゲーテ通いが始まり、その間にア
パートを探すことができました。また、日本へ
帰る留学生から車を中古で売って頂き、足もで
きました。３ヶ月間のドイツ語勉強を終了し、
８月から MHH で仕事を始めることになり、家
族をドイツに呼び寄せました。私の妻と３人の
娘と付き添いで妻の母がドイツのフランクフル
ト国際空港にやってきました。この時Arrivalで
ドアが開き、末の娘（３歳）が私の顔を見つけ
て、走って来ました。抱え上げると、周りに居
たドイツの人たちが大きな拍手をしたのです。
私は恥ずかしく、また、嬉しく、周りのみんな
にお辞儀をして、感謝の意を示しました。

25 年前　ハノーファーの自宅前で
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それから、家族５人での１年間ドイツ暮らし
が始まったのです。アウスレンダーアムトにも
行き、キンダーゲルト（子どもの扶養手当）も
申請し、頂きました。月に１回は週末に（金、
土、日）車で旅行をし、MHH での仕事は月曜
日から金曜日までで、土曜日は緊急手術でよく
呼び出されました。約半年でドイツ人の同僚と
も仲良くなり、特に後半の半年は充実した仕事
内容とドイツでの暮らしができました。長女は
ドイツの普通の小学校に、次女は幼稚園に通い
ました。

こんなこともありました。幼稚園は少し遠
かったので、妻が毎日送り迎えをしていまし
た。そんな時、その日は寒かったので３歳の三
女をアパートに残し、歩いて迎えに出かけたの
です。幼稚園から次女を連れての帰り道、３歳
の三女が一人で幼稚園に向かって歩いて来るの
に気付いたのです。それまでの途中には大きな
道路もあり、長い横断歩道もあります。妻は驚
いて、肝を冷やしたようです。後で三女に聞く
と、横断歩道はドイツ人のお婆さんが、手をつ
ないで一緒に渡ってくれたそうです。誰か分か
りませんでしたが、本当に感謝しました。子供
達もドイツにいる間、一度も病気になりません
でした。緊張していたのでしょう！

帰国後既に25年以上になりますが、数年前に
家族みんなでドイツのハノーファーから旅を初
め、アウトバーンをレンタカーで走り、昔行っ
たビュルツブルグ、ローテンブルグ、ケルンな
どを見て回りました。長女、次女は覚えていま
した。その後、長女はドイツへ語学留学し、次
女は CA（キャビンアテンダント）となり、海
外へよく出かけます。ワールドカップのサッ

カーでは日本の次にドイツをみんなで応援しま
す。白ソーセージやニュルンベルガーソーセー
ジには目がありません。最初きつかった留学で
したが、ドイツでの生活を家族で経験すること
ができ、また日本人に優しいドイツの人たちに
接することができ、良かったと、留学に感謝し
ているこの頃の私です。また、近いうちに、家
族でドイツを旅行したいと思っています。今で
もドイツの運転免許は持っていますが、おそら
く、使用できるのではないかと思っています。

最後に、私に優しくして下さった、今も元気
でおられるドイツの MHH の前教授、Hans G 

Borst 教授とドイツという国に感謝の意を表し
ます。

（あかし ひでとし　会員、久留米大学教授、 
外科学講座　血管外科）

５年前、20年ぶりに家族でハノーファーを訪れたとき、
ラートハウス前で
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ベルリン随想
― 宮沢賢治・朗読オペラ「セロ弾きのゴーシュ」公演 ―

山本 成宏

私がベルリンを拠点に作曲活動を始めてまも
なく20年が経とうとしています。ベルリン大聖
堂の委嘱作「オルガン・ミサ曲」をはじめ、フ
ルート曲「風の道」、3.11追悼コンサート「ミゼ
レーレ」等、これまでに数々の公演を行ってきた
ベルリン。そのベルリンで昨年９月６日に自作
の宮沢賢治・朗読オペラ「セロ弾きのゴーシュ」
の公演をする機会を得て、関係者の皆様のお陰
で大盛況の内に無事に終える事が出来ました。

この作品は宮沢賢治生誕100年の年にパリ日
仏文化交流芸術祭からの出品委嘱を受け「やま
なし」「よだかの星」「セロ弾きのゴーシュ」の
三作を “ 朗読オペラ ” として作曲し初演して以
来、これまでに国内外で37回の公演を重ねて参
りました。この “ 朗読オペラ ” とは、朗読と音
楽と映像によって視覚と聴覚で愉しむオペラの
ような朗読劇です。昨年は偶然にも宮沢賢治生
誕120年と重なりベルリンで公演出来ました事
は私にとりまして大きな喜びとなりました。

本公演の話が持ち上がったのは一昨年春にベ
ルリン独日協会事務局長シュミット女史と御一
行が来福された折に、西日本日独協会との懇親
会が持たれた時に始まります。シュミット女史
と初対面だった私は色々とお話しをさせて頂く
中で、かつてこの朗読オペラをハンブルクと
デュッセルドルフの日本人学校で公演した話し
をしたところ、大変興味を持って頂き、その場
で「ベルリンでもやりましょう！」と即決即
断！私の方が驚いている内に具体的な計画まで
話しが及びました。

ベルリンでの公演が決まったものの、肝心の
「セロ弾きのゴーシュ」のドイツ語訳があるの

か…と言う問題がおきました。なぜならドイツ
語訳の「セロ弾きのゴーシュ」が出版されてい
ないことが判明したからです。翻訳者を探すし
か手はないと思っていた矢先、岐阜大学の小森
潔教授とハンス・レーダー教授の共訳が見つか
り、早速に使用許可を快諾頂いた時には九死に
一生を得た位の思いでした。

シュミット女史との福岡での初対面から約
10カ月後の昨年１月、私は打ち合わせを兼ねて
ベルリンへ飛びました。到着の翌日、ベルリン
独日協会主催の新年会があり、在ドイツ日本国
大使ご夫妻や様々な関係者が参加される中、私
達夫婦もお招きに預かりました。異国で味わう
日本風の新年会に興味津々…何と！ “ 餅つき大
会 ” なるものまであり、私までお声がかかった
ので、ベルリンの地で杵を持って餅をつくと
は！楽しい思い出となりました。

その翌日から関係者の方々と打ち合わせを重
ね、公演日も９月６日に決定。また会場は “ ベ
ルリン日独センター ” で開催することも決ま
り、ここは19年前に私が「室内楽・隠れキリシ
タンの祈り “オラショ ”」を初演した思い出の会

打ち上げにて　関係者のみなさんと
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場でした。滞在中にはシュミット女史のご自宅
での手料理による心温まるおもてなしを頂き親
交を深めることが出来ました。

そしていよいよ９月となり、再びベルリン
へ。今回は私にとっては初めてのドイツ語の朗
読による公演であり、作曲者としてまた指揮者
として朗読と音楽の掛け合いを十分に掌握する
事に大変な努力と時間を要しました。そして一
番気にかけていた朗読者はオペラ歌手を目指す
21歳の青年。当初「オペラ歌手で果たして務ま
るのか…」と内心不安だったのですが、初リ
ハーサルでその不安は一掃されました。演技力
を養っているだけあって、その表現力の豊かさ
と語り声の響きの良さ、それに音楽を学んでい
るだけあって音楽の理解力もあり、彼の朗読の
素晴らしさがこの公演の成功の大きな一因でも
ありました。それに６人の奏者（フルート、
オーボエ、クラリネット、チェロ、打楽器、オ
カリナ）も、みな20代のベルリン音楽大学生の
若い女性達によって編成され、そのフレッシュ
な印象と共に高度な演奏技術も備わっていて、
わずか２回のリハーサルで見事な演奏をしてく
れました。

主催者から公演の一週間前には満席だとは聞
かされてはいましたが、当日開演前の入口には
長蛇の列が出来ていて、驚きと嬉しさと同時に
その期待の高さに少々プレッシャーも感じてい

ました。日本の童話作家・宮沢賢治の作品がド
イツの人々にどのように伝わるのか、果たして
朗読オペラを理解してもらえるのか…様々な想
いが頭をよぎりましたが、公演終了後、ロビーで
多くの方々から『宮沢賢治の童話と音楽がマッ
チしていて言葉を越えて理解できた。感動した
…』という声をたくさんかけて頂き、ほっと胸を
撫で下ろしました。この場を借りて、ベルリン独
日協会・シュミット女史、ベルリン日独セン
ター副事務総長・坂戸勝様、文化部長・河内彰
子様のご尽力に心から感謝を申し上げます。

そしてベルリン公演から帰国後、11月22日に
アクロス福岡・円形ホールで「セロ弾きのゴー
シュ」と新作「注文の多い料理店」の２作品の
公演を行いました。この公演は西日本日独協会
の後援を頂戴し、池田会長はじめ会員の皆様の
ご来場も頂き、お陰様で満席の公演となりまし
た。こうして西日本日独協会のご縁で宮沢賢治
生誕120年の年にベルリンと福岡で公演が出来
ました事を、あらためて厚く御礼申し上げます。

海外ではあまり知られていない宮沢賢治です
が、どの作品においても “ 人間と自然 ” のふれ
あいを通して自然から学ぶ事の大切さを語りか
けています。“世界全体が幸福にならない内は、
個人の幸福はありえない ” という賢治の有名な
言葉には、賢治の理想郷とも思える願いが込め
られているのだと思います。世界が大きく変わ
ろうとしている今の時代、この素晴らしい宮沢
賢治の作品を音楽を通してこれからも一人でも
多くの人々に伝えていきたいと思っています。

（やまもと しげひろ　会員、作曲家・指揮者・ 
希望郷いわて文化大使）

（注）		 希望郷いわて文化大使：学術、芸能、食文化、
スポーツ、マスコミなどの各分野で、いわての文
化を県内外に情報発信している人々が任じられる

（現在約140名）。山本氏は「宮沢賢治・朗読オペ
ラ」が評価され、大使に任じられた。

ベルリン公演の様子
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私と娘のドイツとドイツ語
― ハンブルクから帰国して ―

折登 美紀

私と娘のハンブルク
北ドイツにドイツ第２の都市ハンブルクがあ

る。ドイツ観光のゴールデンルートにないた
め、日本人観光客はわざわざ訪れようとは思わ
ないかもしれない。しかし、ドイツで行われる

「住みたい都市ランキング」で１位になる常連
の都市である。洗練された街並みと、水と緑豊
かな大都市というのが影響しているのだろう。
確かに、美しい。私と娘（高校生）は、１年間
のハンブルク滞在を終え、2016年夏に帰国し
た。何度も滞在しているハンブルク。外国人や、
外資系のカフェなどがかなり増えたが、中心市
街地の街並みはほとんど変わらない。

労働時間厳守
良い意味でも悪い意味でも、ドイツは労働者

中心の社会である。役所では、相当な時間待た
される。外国人登録のために役所に行った折に
は、１回で終わらず、何度も足を運ぶことに
なった。また、日本から来た小包が税関に留め
置かれた際、税関からの通知文には「〇〇時ま
でが開所時間であるが、〇〇時の45分前までに
は来るように」と書いてあった。開所時間とは、
税関職員の勤務時間を表すようである。商店で
も、閉店間際に行こうものなら、嫌な顔をされ
る。こんなこともあった。何か月も前から予約
していた病院受診予約も、病院側の都合でキャ
ンセルされた。しかも、代わりの予約ができる
わけでもない。ある商店が改装のため閉店。店
には「in Kürze geöffnet」( すぐに開店）と書い
てあったが、結局１年間閉まったままであっ
た。日曜日にはほとんどのお店は閉店。日本の

「コンビニ」など望むべくもない。仕事を切り上
げる時間は厳守、サービス提供の日時は提供者
側が決めるという「ドイツ流」。消費者中心の
サービス提供をモットーとする「日本流」。ドイ
ツでは待つことと忍耐を学ぶことになる。

ドイツの学校
ドイツ南部、ガルミッシュ・パルテンキル

ヘェン（Garmisch Partenkirchen）から車で１時
間の所にグライナウ (Grainau）という小さな村
がある。娘は、ゲーテ（Goethe Institut という語
学学校）主催の「青少年向けコース」(Jugend 

Kurs）に参加。夏期休暇中３週間宿泊してドイ
ツ語を学び、様々な国籍の青少年と交流した。
グライナウはアルプスの山々に囲まれ風光明媚
で楽しめたとのこと。娘は、ハンブルクの高校

（Gymnasium）とインターナショナル・スクール
(International School）にも通った。Gymnasium

での授業はドイツ語、International での授業は
英語。当然、日本語は通じない。どの学校でも、
生徒が積極的に発言し、議論する。宿題も、自

ハンブルクのアルスター湖
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分で調べてレポートを作成するというのが中心
であった。ある日の宿題は、「幸福とは何か」に
ついてレポートを書くというもの。まず知識の
獲得から始めるという日本人はこの種のことが
苦手である。ドイツ人でも、自発的に勉強しな
ければならず、自分で課題をこなす能力に乏し
い生徒は「置いてけぼり」になる。これもドイ
ツ流の教育姿勢の現れか。日本の学校の教師
は、生徒がわかるまで教える、多くの生徒を引
き上げることを旨とするが、ドイツではそうい
う意識が薄いようである。

私と娘の「ドイツ語」
ドイツで英語はよく通じるが、やはりドイツ

語は必要。列車が遅れる時やバスが通常のルー
トを変更する時などの臨時のアナウンスは、ド

イツ語のみ。日常生活で英語を見聞きすると、
「あ～、英語は簡単だ」とホッとする。「英語」
と「ドイツ語」を同時に習得することはできる
のか、今もわからない。私の場合、両方を同時
にやると混乱して、間違いが増える。特に似て
いる単語のスペル－ Englisch（ドイツ語）と
English（英語）、Institut （ドイツ語）と institute

（英語）など。つい、英語の文中で、Englisch と
書いてしまう。娘は、「ドイツ語の響きは好きだ
が、断然英語が楽！」と言う。ハンブルク在住
の友人（日本人）は、年々日本語が変になって
いる。当人も自覚している。母語の日本語です
ら怪しくなっていくのであれば、日本で暮らす
私や娘が、日本語と同時に「英語」「ドイツ語」
を学んで大丈夫なのか。どれも中途半端になる
のではないか。

ハンブルクで不思議な体験をした。村上春樹
はドイツでも大人気の作家である。書店で、彼
の „Die Pilgerjahre des Farblosen Her r n 

T a z a k i “（『色彩を持たない多崎つくると、彼
の巡礼の年』）を購入した。娘は英語版を購入し
た。日本語よりも、ドイツ語版や英語版のほう
が読みやすく、楽しめた。この体験は、私と娘
の日本語、ドイツ語、英語習得の危うさを物
語っているようでならない。と同時に、ほぼ日
本人だけの日本の学校教育、そこで語られる

「国際化」とは何だろうと考える。言語の相違や
文化的衝突を超え、多様性を承認していく過程
に「国際化」があると思う。困難と覚悟を伴う
途である。

（おりと みき　会員、福岡大学法学部教授）

アルプスの山に囲まれたグライナウの風景

グライナウ付近の湖
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「日独協会秋祭り」に参加して

森 光一郎

青年部通信

2016年、９月22日木曜日、雨。しとしとと降
る雨が、空気を湿らせる昼下がり。私は半透明
の傘を差し、東京都港区南麻布の一角を歩いて
いました。普段はなかなか足を運ぶことのない
場所、ドイツ連邦共和国大使館に向かっていた
のです。福岡の西日本日独協会の一員として、
ドイツ大使主催の「日独協会秋祭り」に参加す
るためです。

道すがら、有栖川宮記念公園に寄りました。
雨の中、深閑とした空気に包まれる公園を歩
き、身も心も落ち着かせてから会場へ赴きま
す。招待状を手に、入口での手続きを淡々と済
ませて中に入ると、緑に囲まれた大使公邸が見
えてきました。男性はクールビズで身を包み、
女性は着物をお召しになられた方もおられれ
ば、カジュアルな恰好をされている方もおられ
て様々。会場に入る頃には、降っていた雨も小
雨程度。始まりは落ち着いたものでした。

秋祭り
この秋祭りでは、様々な方との対話や意見交

換を行うことができました。
会としても、バリエーション豊かなドイツ料

理やデザート、それに飲み物が振る舞われ、出
席されていた皆さまの明るさと相まって、とて
も盛会でございました。

出席者の年代は幅広く、ベテランの日独協会
員と思われる方から大学生まで、多くの方が参
加されていたようです。その中には、2016年４
月に福岡で行われた全国日独協会連合会「第10
回若手会員の集い」でお会いした方々もちらほ

ら。また、大使館ではフォン・ヴェアテルン大
使とお話しする機会にも恵まれました。大使と
は、2015年８月の西日本日独協会特別例会「ド
イツ大使歓迎の夕べ	―	講演と懇親会	―」でお
会いして以来で、約１年ぶりのことです。前回
お会いしたときと変わらず、とても丁寧に柔ら
かにご対応いただき、お写真も快諾してくださ
いました。

つながりとひろがり
前述の、福岡で催された「若手会員の集い」

に、私が出席させていただいたのが４月のこ
と。そこで「日本全国をフィールドに日独青年
交流を行っていくこと」を目的とし、「日独ユー
スネットワーク」なる団体が設立されると知り
ました。その時、福岡にいらしていた現代表の
高橋さんや副代表の山崎さん、事務局長のタベ

フォン・ヴェアテルン大使と筆者
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アさん達と半年ぶりにお会いしました。そこで
は、立ち上げたばかりのユースネットワークの
リーフレットを話題に、様々な話をしました。
日独交流を盛り上げていこう。ただ、具体的に
どのようにして広げていこうかなどと意見交換
を行い、それをきっかけに、大阪の日独協会の
仲間との新たな出会いもありました。そこで私
が感じたのは「つながり」です。そして、それ
は人と人の出会いによってひろがっていくとい
うことを改めて実感した次第でした。

他にも、同年代で在京の福岡出身の方ともお
会いしました。東京で働きつつ、こうした日独
の会に参加し、ユースネットワークのイベント
にも参加しているそうです。その方がドイツに
在住していた頃の話を聞き、そこから、自分た
ちの普段の働き方の話になりました。普段の業
務内容や退社時間など、お互いの労働環境につ
いて簡単な話をしつつ、小雨の音も聞こえるよ
うな穏やかな庭園で、生い茂る木々を眺めなが
らそのひとがつぶやいた「私は頭の中がドイツ
人なので」という言葉がとても印象に残ってい
ます。

この「秋祭り」では、本当に色々な方とお話
をさせて頂きました。皆さまとてもフランク
で、気兼ねなくコミュニケーションに応じてく
ださり、とてもアットホームな雰囲気でした。
年長の協会員の方ともお話しする機会があり、

「あなたはどちらから？」と聞かれ、福岡ですと
答えると、その方は朗らかに笑い、ちょうど私
の幼少の頃と重なる福岡の話をしてくださいま
した。設立したばかりのダイエーホークスの
話、よかトピアの話、私が生まれる前の平和台
球場の様々な逸話……。あまりにも濃密に話さ
れるもので、余程福岡を知る方なのだろうと考
え、思い切って尋ねてみると、「いや、行ったこ

とはないんだよ。全て知り合いから聞いた話で
ね」とまた朗らかに笑いながら、庭に面した外
のテーブルでタバコを吹かしていました。積み
重ねた知識の密度の濃さに、驚かされる日でも
ありました。

振る舞われた料理を堪能しつつ、それぞれの
所属する地域や、「日独」を切り口として様々な
方と意見交換をしながら過ごしたドイツ大使館
公邸での時間。思えば、あっという間でした。

それから
充実したひとときを「日独協会秋祭り」で過

ごしてから、福岡に戻り、この報告文をしたた
めています。多様な方との交流と、その在り方
を見ることのできた貴重な経験です。

ところで、「日独ユースネットワーク」の方か
ら、2017年１月に福岡で「中二病で学ぶドイツ
語」講座を開催する話が進んでいる、と知った
のもこの会でのことです。2015年、東京で開催
された本講座は、一般的な語学講座とはまた少
し異なる切り口で、ドイツ語に触れることがで
きるというもの。また、主に若い方、とりわけ
普段ドイツ語を学ぶ機会がないような方でも、
アニメーションやジュブナイル、ビデオゲーム
等のサブカルチャーを知る若い方の興味も引く
面白い企画だと感じました。

今回の会で、すれ違ったのではなく、出会っ
たひとの数の多さ。とても有意義に過ごさせて
いただきました。また、日独協会という組織が、
人と人、組織と組織を通じ、ネットワークがと
ても広く繋がっているのだということを改めて
認識した一日でございました。

（もり こういちろう　会員、青年部会員、 
福岡商工会議所）
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ドイツ語圏セミナー
「中二病で学ぶドイツ語 in 福岡」

伸井 太一

2017年１月29日、福岡大学中央図書館多目的
ホールで開催されたセミナー「中二病で学ぶド
イツ語 in 福岡」は、西日本日独協会、日独協会
ユースネットワーク、そして福岡大学からの多
大なご協力のおかげで開催のはこびとなりまし
た。第一に関係者のみなさまに感謝を申し上げ
ます。

本講座名には、人によっては聞き慣れない
「中二病」という語が入っていますが、これはサ
ブカルチャーにのめり込んでいる「10代の気持
ち」を表した言葉です。つまりこの企画は、日
本のマンガ・アニメ・ゲーム・小説（ライトノ
ベル）などで用いられている「ドイツ語」に注
目したイベントなのです。日独協会ユースネッ
トワークからのご依頼でしたので、若い人たち
にドイツ語・ドイツ文化に関心をもっていただ
ければ嬉しいというコンセプトでイベントを準
備しました。

たとえば、すでに「古典」となりつつあるア
ニメ『新世紀エヴァンゲリオン』（庵野秀明監
督、1995年～）ですが、その組織名には、「ゲ
ヒルン（Gehirn）」「ゼーレ（Seele）」、「ネルフ

（Nerv）」、「ヴィレ（Wille）」というドイツ語が
用いられています。各組織が、作品内でどのよ
うな役割を果たすかは、それぞれの意味である

「脳」「魂」「神経」「意志」に対応しているので
す。このように、ドイツ語が分かるとアニメ作
品の楽しみ方も増えますし、逆にドイツ語自体
の楽しみ方にもつながるのではないかという意
図で本イベントを企画しました。

当日は、①アニメ・マンガに出てくる「かっ
こいい？」ドイツ語、②ドイツ語の文字や数字

を「かっこいい？」響きから学んでみる、③歴
史・文学・哲学・音楽と「かっこいい？」ドイ
ツ語という三つの観点から、「かっこいい？」ド
イツ語についてお話しました。たとえば歴史で
は、フリードリヒ大王、文学ではフリードリ
ヒ・シラー、哲学ではフリードリヒ・ニーチェ
の（偶然ですが）三人のフリードリヒに触れま
した。

そして実は、この「かっこいい」に「？」が
付いているところがミソでして、私の主観的な

「かっこいい」評価に対して、タベアさんをはじ
めとして、みなさんが「そうだ、そうだ」、「そ
うかな？」、「いや、違う」と感じていただくの
を主眼としています。これを通じて、感情的な
参加が可能となるのです。この講座は「何かを
体系的に学ぶ」のではなく、「何かを感じる」と
いう極めて特異なものです。ただそれゆえにラ
イブ感にあふれ、みなさんとも一体感を味わえ
るものとなったと思われます。

この一体感の成果が、みなさんのアンケート
の感想に溢れていて嬉しかったです。また、イ
ベント後半の座談会も盛り上がり、私自身も楽
しい時間をすごさせていただきました。

西日本日独協会のさらなる発展を願いつつ。
そしてまたお会いできる日を楽しみにしており
ます。どうもありがとうございました。

（のびい たいち　ドイツの文化・歴史ライター）

筆者とタベアさん
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鎌田 タベア

「中二病で学ぶドイツ語」って？と思う方も少
なくないと思いますが、ドイツ語の格好よく聞
こえる発音から語学の勉強に興味をもってもら
おうという新しいアプローチです。伸井太一先
生が長年、アニメ・文学などに出てくる様々な
例を集めて、それを当日参加された74人の前で
発表しました。しかし、その話はたまに少々マ
ニアック過ぎるところもありますので、冷静に
つっこみを入れるのは、私の役割です。だって、

「クーゲルシュライバー」のいったいどこが
カッコいいですか？ドイツ語の響きに憧れてい
る日本人を見るのは嬉しいことですが、ネイ
ティブスピーカーからするとさっぱりわからな
いのです。

しかし、逆をいうと、日本語がとても格好い
いと思う人がたくさんいます。私もまだ日本語
を習っていないとき、アニメのセリフを真似し

たり、卒業アルバムの自分のページに意味の分
からない漢字を書いたり、知っているディズ
ニーソングをあえて日本語で聞いたりしまし
た。知らないからこそ、言語はやはり魅力的に
聞こえますね。そして、その言語を本格的に勉
強し始めたら、新たな世界が広がります。その
楽しさが当日少しでも伝わったとしたら、嬉し
く存じます。

講演後の座談会のときも、語学に関してだけ
ではなく、様々な質問が出て、西日本日独協会
の皆さまと当日の参加者の半数以上が示した高
い関心度を実感しました。機会がありました
ら、是非ともドイツ（プロイセン）代表の一人
として福岡を訪ねたいです。

Bei „Deutsch mit Chûnibyô“ handelt es sich um 

einen neuartigen Ansatz, die deutsche Sprache 

anhand der Aussprache zu erlernen. Taichi Noby 

hat dafür viele „cool“ klingende deutsche Wörter 

aus (Sub-)Kulturen zusammengetragen und 

vorgestellt. Da es sich um meine Muttersprache 

handelt, kann ich diesen Reiz nicht immer 

nachvollziehen. Doch als ich noch kein Japanisch 

gelernt hatte, faszinierte mich die so ganz anderes 

klingende Aussprache ebenfalls sehr. Wenn man 

diese Sprache dann tatsächlich lernt, eröffnet sich 

einem eine ganz neue Welt - allen Lernenden 

wünsche ich viel Spaß auf dieser Reise!

（かまだ たべあ　日独ユースネットワーク会員、 
公益財団法人日独協会職員）

福岡大学中央図書館でのセミナー
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「中二病で学ぶドイツ語 in福岡」始動！
青年部副部長　緒方 愛実

この企画は2015年12月、東京の日独協会で開
催されたセミナー「中二病で学ぶドイツ語」か
らはじまりました。日本で制作されたアニメ、
漫画、小説などに、「響きがカッコいい！」とい
う勢いだけで、ドイツが舞台でなくてもドイツ
語が作中に多用されているという現象がありま
す。それをあえて批判的にとらえるのではな
く、絶好の機会とし、ドイツ語を学ぶことへの
ひとつの道としてとらえるという画期的な講演
会でした。東京での開催時は、参加者100名、
キャンセル待ちが200名という大成功をおさめ
たというお話を私は、主催者の１人であり、友
人であるタベアさんが発信する SNS で拝見し
ておりました。なんて大胆で魅力的な催しなの
だろうと、遠く離れた福岡で参加することが叶
わない私は、指をくわえておりました。

2016年４月、福岡で「全国日独協会連合会総
会」と「若手会員の集い」が催されました。そ
の際久方ぶりにタベアさんと再会し、場の緊張
感、対面できたことのうれしさで私はつい、「あ
の催しはすごい、うらやましいです！福岡でも
そういうことがしたいです！」と深く考えもせ
ず口走ってしまいました。すると彼女は笑顔
で、「ありがとうございます。では、福岡でもし
ましょう！」とおっしゃったのです。予期せぬ

彼女の言葉に一瞬気を失いかけましたが、次の
瞬間には、「はい、ぜひ！」と、タベアさんの両
手を強くにぎり熱い握手を交わしていました。
あの光景はまるで調印式のようでしたが、歴史
的に動く大事件ではもちろんありません。です
が、私はこの光景を彼女の笑顔と手のあたたか
さ、ふるえるほどの感動、無鉄砲な自分の勢い
を思い出し赤面すると共に、生涯忘れることは
ないでしょう。そして、東京での講師であった
伸井先生にもご快諾をいただき、発足したばか
りの日独ユースネットワーク（東京を中心とし
て全国の日独の若者が主体となって交流を行う
ネットワーク JG-Youth）の初催しとして認定し
ていただき、心強いお力添えもいただくことと
なりました。こうして福岡での一大計画が始動
したのです。

当日のアンケートより
・	先生とタベアさんの掛け合いに、日独の文

化・考えの差異が感じられて面白かった。
・タベアさんの冷静なツッコミが面白かった。
・	どんな内容だろうと思っていたが、面白かっ

た。
・	アニメの知識が無いので、わからない所が

あった。
・	自分はフランス語専攻だが、ドイツについて

も興味がでた。
・	東京での講演についてネットニュースを見

て、福岡で体験できてよかった。
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創立60周年を記念して、今回は主に「私とドイツ」、「私

と日独協会」をテーマとしてお書きいただきました。

ライプツィヒに照る荒城の月は……
緒方 敏郎

私が日独協会に入会したのは、新設の国立九
州芸工大に赴任した1968年からしばらくして
からのことでした。その頃ヘンデルのオラトリ
オ「メサイア」のソロなど多くの演奏活動をし
ていました。その中で忘れがたい思い出は、北
九州聖楽研究会が30年という節目の年を迎え
るに当たり、人類最高の音楽遺産を残したバッ
ハ縁の地、ライプツィヒヘの演奏旅行にソリス
トとして参加したことです。

その旅行で、聖トーマス教会の大バッハの墓所
や公演会場となった聖ニコライ教会でオルガン
や合唱を通じての音場としての魅力、殊にオルガ
ンの音色の豊かさと迫力には圧倒されました。

思いがけない感激としては、エヴァンゲリス
トとして一世を風靡したウィーン国立音楽院の
教授クルト・エクヴィルツ氏（丁度その頃
ウィーンに留学していた娘、美知子の恩師でも
ありました）がニコライ教会での私達のリハー
サルから本番まで何かとアドバイスを頂いたこ
とです。又この公演旅行で最も銘記すべきこと
は、かの滝廉太郎の留学地であり、彼が病身と
慣れない気候風土、そして希望と不安の中で過
ごした縁の地、ここライプツィヒで、彼の不朽
の名作「荒城の月」を演奏する機会が与えられ
たことです。

様々な思いを巡らせながら「荒城の月」のメ
ロディーは当地の人にどのような印象を残すこ
とができたのでしょうか……

（おがた としろう　合唱活動指導・指揮者）

「青少年交流」に同行して
藤 真理

2016年8月、わが協会創立60周年記念事業の
ひとつ「バイエルン独日協会との青少年交流」
に福岡女子大のホルスト先生と共に同行した。
７人の団員中、中途でひとり帰国しなければな
らない高校生の娘を無事「回収」するためだが、
会員のひとりとして、私もかの地の協会の人々
と交流を深めることができた。

ミュンヘンで若者たちがホームステイをして
いる間の私は、友人知人や親戚と旧交を温めた
り、一人で観光や買い物をしたり自由なミュン
ヘン滞在を楽しんだ。一方、団員たちのために
用意された歓迎会や見学のプログラムにも、参
加させていただいた。きめ細かなお世話をして
くださった独日協会の方々に感謝したい。

ミュンヘンを離れたあとは、ホルスト先生の
案内で、ハンブルクからブレーメン、ケルンな
どの方面へ見学旅行に向かった。そして名残惜
しかったが、私達親子はハンブルク観光の後、
一行と別れて帰国の途に着いた。

帰国後はドイツからの団員を迎えて、日独の
若者同士素晴らしい交流ができた。今回、出発
直前に、ヨーロッパの中では比較的安全と思わ
れていたドイツで、テロや無差別殺人事件が立
て続けに起きてしまった。そんな中でも西日本
日独協会の節目の年に、この企画が成功したこ
とは意義深い。昨今の不穏な国際情勢の中で
も、「次代を担う存在」には、萎縮することなく
若いうちに広い世界をもっともっと識ってほし
い。	 （とう まり　福岡女子短大非常勤講師）

会 員 だ よ り
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ドイツへの想い
行徳 收司

私は1947年に小学校へ入学し、上級生になっ
て教科書で1936年ベルリンオリンピック陸上
競技日本選手の活躍を知りました。印象に残っ
ているのは、フィンランド３選手を相手に
10,000メートル競走の村社講平選手４位入賞、
夜間照明の中で戦われた棒高跳び、アメリカの
メドウス選手の優勝が決まると、西田修平、大
江季雄両選手は２位３位を争わず、銀銅メダル
を半分ずつ分けたこと、また三段跳びで田島直
人選手が16メートル世界新記録で優勝したこ
とです。その後、オリンピックの記録映画「民
族の祭典」で、マラソン優勝の孫基禎、３位南
昇竜両選手の黙々とした走りを見ました。

このことが私の刷り込みとなってドイツに対
して関心を持ち始めました。長じて2000年９月
にベルリンマラソンツアーに参加して、オリン
ピック当時のスタジアムを見学しました。観客
席の最前列でトラックや、幅跳びの砂場を目前
にした私にとっては夢の実現でした。

音楽の世界では、ウイルヘルム・フルトヴェ
ングラー指揮ベートーベンの交響曲が好きで
す。特にバイロイト祝祭管弦楽団の「第九」は
私の人生を励ましました。故人となった私の妻

（旧姓依岡）が、学生時代にリア・フォン・ヘッ
サート先生に師事したこともドイツへの関心を
高めました。

哲学の世界では、エマニエル・カントの偉大
さを知りました。今日の国際連合、その前の国
際連盟はカントの著作「恒久平和のために」が
土台になっていると聞きました。その後哲学の
流れの中から経済学のマルクス、エンゲルスを
生み出し、その思想は21世紀の世界に生きてゆ
こうとしています。

ヒトラーを忘れることはできません。石田勇
治著「過去の克服」という本でドイツがいかに
ヒトラー時代を克服しようと努力しているかと

いうことを、当協会の石村善治先生の解説で学
習しました。

（ぎょうとく しゅうじ　元 RKB 毎日放送 
勤務、大濠ランナーズ会員）

南ドイツの田舎で幼稚園と小学校の、なんと
楽しかったこと

舩津 邦比古・まり子
私達の二度目のドイツ留学は30年程前のこ

とです。住まいは南ドイツ、テュービンゲン市
のはずれで、人口1600人ほどのリンゴ畑が広が
る小さな集落でした。

住んで２ヵ月ほど経った頃のことです。幼稚
園に入園した次女が「明日お絵かきするから、
絵の具が付いてもいいようなおとうさんのシャ
ツを持ってきなさいと、先生が言ったよ」と言
うのです。半信半疑で幼稚園に電話をかける
と、はい、そのとおりですと先生が言われるの
で、幼児の語学能力に驚嘆しました。もっとも
次女のドイツ語は、帰国後数ヶ月で頭から消え
去りました。

長女が入学した小学校で思い出すのは、親子
協力創作活動です。私達はパン焼きグループに
加わりました。広い庭に焼き釜を持つご父兄
が、自宅を開放してくれました。大きな釜なの
で、ご主人は早朝暗いうちから火を入れたそう
です。パンの粉は前日グループで、製粉所へ買
いに行きました。製粉所は集落を離れた小川の
畔にポツンと建っており、それは昔水車を利用
していた頃の名残でした。ひいたばかりの小麦
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粉やライ麦粉と、クルミ、ひまわりの種、亜麻
仁などを買って帰りました。芝生が美しい庭に
設けた作業台で、親子で賑やかに粉をこねまし
た。焼くのは最近日本でもよく見かけるライ麦
入りパンです。次々焼きました。焼き上がった
パンの香ばしいこと！ふっくら温かいパンを頬
張ったときの、美味しかったこと！ドイツに来
て良かったと、心から思いました。

父親と男の子達は協力して、校庭の大きな木
の上に小屋を作りました。中に本職の大工さん
がいたので、人の背丈の高さ辺りの幹と太い枝
の間に、子供が３人ほど入る大きさの頑丈なも
のが出来ました。子供達は大喜びで探検ごっこ
を始めました。

ある日先生が、「今日は天気がいいから森へ
遊びに行きましょう」と言い出し、歩いて10分
ほどの森に行きました。皆、鬼ごっこや野いち
ご探しに夢中になりました。あの余裕はどこか
ら来たのか、楽しい田舎生活でした。

（ふなつ くにひこ　伊都の丘病院院長　精神科医）

忘れ得ぬ言葉　„Liebeskummer“
村上 康子

私は、1988年と1999年にそれぞれ数ヶ月ず
つ、家族と共にドイツ南部にあるボーデン湖畔
の風光明媚な町コンスタンツで暮らしました。
そのため「ドイツ」と聞くと、すぐに湖畔の美
しい風景やそこでの様々な経験が思い浮かびま
す。ドイツ語習得に向けていつにない努力をし
たこともその一つです。折々に聞くドイツ語の
醸す豊かな情感に惹かれ、一度目の滞在中にド

イツ語を習い始め、二度目の滞在の折には四週
間だけでしたがコンスタンツ大学で開講された
ゲーテ・インスティテュートの夏期集中講座に
参加しました。

当時の私の日課の一つは湖畔の散歩でした
が、散歩中も教材テープを聞いていました。講
座の終了試験が間近に迫ったある日、試験に備
えて例の如くテープを聞いていると聞き取れな
い単語があります。幾度聞いても分かりませ
ん。何とかして知りたいと思い辺りを見回した
時、湖畔のベンチで休息中のシックな装いの中
年の女性が目に入りました。思い切ってその方
にお願いするとテープの音声を聞いてから、明
瞭な発音で „Liebeskummer“ と教えてください
ました。お礼の後、すぐに確かめると意味は分
からないのに不思議に音声は聞き取れるので
す。お陰で辛うじて試験に合格できました。調
べたところ „Liebeskummer“ は、「恋の悩みや
失恋の苦しみ」を意味する言葉でした。

後日談ですが、この話を知ったドイツ人の知
人が、1964年にシュー・マルムクヴィスト

（Siw Malm- kvist）が歌って大ヒットしたという 

„Liebeskummer lohnt sich nicht“（恋に悩むこと
なんてないわ！）という歌を教えてくれまし
た。心はずむ陽気な歌声を聞きながら、ドイツ
語の歌詞を介して恋の行方を想像して楽しんだ
りもしました。以来、„Liebeskummer“ は、私
にとって忘れられない言葉となったのです。

（むらかみ やすこ　日本語の絵本の 
言葉の特徴を研究中の主婦）

私とドイツ
  松本 浩二朗
私が初めてドイツを知ったのは、1988年６月

の新婚旅行でロマンチック街道をフュッセン～
ノイシュバンシュタイン城～ローテンブルク
etc. を巡ったのがきっかけです。それまでヨー
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ロッパは未知の世界でした。テレビや写真で見
るだけのドイツは、実際に訪れてみてその町並
みや田園の美しさ、歴史、文化、自然を大切に
している姿など、自分にとってカルチャー
ショックでした。

翌年、国際心身医学会がマドリードで開催さ
れた折、九大心療内科の大先輩である元西日本
日独協会会長、木村政資先生と一緒に旅行しま
したが、グラナダ、バルセロナの後、ミュンヘ
ン、ハイデルベルグを訪れ、改めてドイツが好
きになりました。

帰国後、木村先生に勧められて、1989年、西
日本日独協会に入会、さらに当時、新天町、富
士銀行横の木村クリニック地下でのミヒェル先
生のドイツ語クラスに通い始めました。同年秋
に Wende（ベルリンの壁崩壊）が起こり、ミ
ヒェル先生にはドイツ語だけでなく、壁のかけ
らを直に見せてもらいながら、生々しいドイツ
の社会状況を教えてもらいました。話題豊富で
実に刺激的な授業をして頂いたことに心より感
謝しております。

その後、ある縁で南ドイツ、バート・ヴェー
リスホーフェンにクナイプ療法（19世紀ドイツ
のクナイプ神父が創始した自然療法）を見学に
行きました。その流れで、現在、日本での代替
自然療法の第一人者、丹羽靭負（にわゆきえ）
先生が院長を務める全国医療法人、修命会土佐
清水病院の九州分院・院長をしております。

（まつもと こうじろう　修命会 福岡クリニック・院長）

クリスチャン夫妻との交流
蘇木 嘉啓

平成４年、ボリショイサーカスを見に行って
帰っている時、福岡市内で外国人親子４人が歩
いていた。男の子が走り出したとき、父親が

「フォルジヒト」と言った。その言葉を聞いて、
私はドイツ人だと思って話しかけ、写真を撮っ
て送った。それからそのドイツ人クリスチャン
との文通が始まった。彼の妻リーザは日本が大
好きで話題が多く、楽しい文通が続いた。

平成12年の夏休みに同じ高校勤務の教師２
人でドイツ旅行をした時はクリスチャン宅に泊
めてもらい、彼の車で市内観光、そして名所な
どを案内してもらった。

平成17年３月、クリスチャン夫妻が日本に来
られた時は、私の家で食事会をし、阿蘇山にも
行った。その５年後に再来日された時は、八女
工芸館や成田山を案内した。さらに４年後の来
訪時は、福岡天神で会い、小石原の陶芸館見学
や太宰府参拝後、京料理を楽しんだ。

そして平成28年５月来訪時は、母の留め袖
（着物）を渡し大変喜ばれた。杷木の平成ビュー
ホテルで一緒に食事も楽しんだ。

今年５月にまたクリスチャン夫妻が来られる
ので、今度はどこを案内しようかなと思ってい
る。

人生は全て出会い。出会いを大切にして日々
過ごしていきたい。

Nichts geht über die Freundschaft.

（そのぎ よしひろ　元高校教員）

ドイツ語事始め
長澤 和賀子

バッハが好きで、ホテル日航チャペルのオル
ガニスト池田泉先生のレクチャー付きオルガン
演奏会に定期的に通っています。先生は毎年
ヨーロッパの教会や聖堂で演奏をなさってお
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り、その「おっかけ」でこれまで２回ドイツに
行きました。バッハおよびヨーロッパ音楽を学
ぶほどに、「キリスト教とドイツ語」をもっと勉
強しなければ、その本質は理解できないと思う
ようになりました。

大学でドイツ語を選択して単位のための最小
限学習でお茶を濁していたのが、もう40年近い
昔のこと。NHK のドイツ語講座を聴きながら
少しずつドイツ語学習を再開した頃に、文学部
の同窓会で高田淑先生にお目にかかり、西日本
日独協会のことを伺いました。高田先生からド
イツ語教室のことを教えていただき、マーティ
ン先生の教室に出席するようになって現在４期
目です。

思い返せば、これまでおもしろいと読んでき
たものは、小学生の頃のプロイスラーから始ま
り、ケストナー、ヘッセ、マン、カフカなどド
イツ文学が多かったし、大学で専攻した社会学
ではマックス・ヴェーバーはじめドイツ語圏の
文献を読みました。私が今の私であることにド
イツ的成分（？）が多分にあるような気がして
います。

少しずつ仕事も楽になり、今春から本腰をい
れてドイツ語の勉強をしようと思っています。
新たな外国語学習は衰え行く脳の鍛錬にもいい
かな…と。夢は、辞書引き引きでも、ドイツ語
の本を気軽に読めるようになることです。

（ながさわ わかこ　高校非常勤講師）

ドイツ語勉強中
森山 順子

ライアーという小さなハープのような楽器を
奏でています。ドイツ製ということもあり、ラ
イアーの曲集には必ずドイツ語の歌詞が載って
います。そこで、テレビの講座でドイツ語を数
年学ぶうちに、ドイツのエコロジー、音楽、ワ
イン等に興味を持ちました。中でも日本と違っ
て、犬猫の殺処分がなく、保護は一生のティア
ハイムという施設があることに驚いています。 

一度ドイツに行ってみたいと思い、ロマンチッ
ク街道ツアーに、高校を卒業したばかりの娘と
参加しました。
「お母さんはドイツびいきね」と言っていた

娘ですが、旅行で何を感じ取ったのか、大学で
のゼミはドイツ文化を専攻しました。私が何年
かかっても遅々として進まないドイツ語を、娘
はさっさと学んで独検も受け、ついに昨年３月
から一年間の交換留学にデュースブルクに行っ
てしまいました。

私は我流ではなく、一度きちんと勉強してみ
ようと決心して、昨年の春期ドイツ語教室から
受講を始めました。先生曰く、皆さん会話から
入りたがるけど、まずは文法をきちんとおさえ
ることが大切と。はい、文法がんばります。入
門 A クラスは、私の発音はちょっとあやしいも
のの、ふむふむ今までの学びの復習のようで、
だいたい内容は把握できました。ところが B ク
ラスになると、あららどうしましょう、ずっと
ついてまわる格変化に枠構造、主文副文、再帰
動詞‥‥、もうこんがらがってきました。

それでも、何とか独検４級に挑戦して合格し
たものの、これからが大変です。次の教室に進
もうかどうしようか。物覚えの悪い私なので、
B クラスを自主留年することにしました。本田
先生、再度よろしくお願いいたします。

（もりやま じゅんこ）
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自己紹介を兼ねて
清水 真弓

九州大学病院に勤務しています清水真弓で
す。大学２年の時に、この会の前会長である根
本先生のドイツ語の講義を受けた縁で、先生主
催のドイツ研修旅行に参加しました。初めての
海外旅行でドイツの良い面・良い人にたくさん
出会い、ドイツが大好きになりました。

次の夏休みには一人でスイス・ドイツを１ヶ
月半旅行し、そこでも新たな友人ができまし
た。大学院終了後にはドイツ学術交流会の奨学
金を得て、ハンブルク大学の病理と耳鼻科で２
年間（1993-95）唾液腺腫瘍の超音波診断の研究
に従事しました。その研究成果とドイツの地で
生活できたことが今でも大きな糧になっていま
す。最初の研修旅行の際に偶然知り合ったご家
庭とはずっと交流を続けていましたが、そのご
家庭がハンブルク郊外であることもあり、留学
中はまるで自分の実家のように月に一度は泊ま
りに行き、充実した留学生活を送らせていただ
きました。

早いもので帰国後20年が過ぎてしまいました
が、今でも英語圏よりドイツ人の友人の方が多
く、ドイツ語をキープするためにドイツ語で手紙
やメールを書いたり、日めくりの Reisekalender

を読んだりしています。
この会には根本先生に声をかけられて数年前

に入会しましたが、オクトーバーフェストの当
番を２回ほどしただけで、なかなか行事に参加
できずにいます。興味深い企画も多く、いつか
は参加したいと思っていますので、これからも
よろしくお願いいたします。

（しみず まゆみ　九州大学病院講師）

2016年の山登り　
立花 健吾

2014／15年は本協会事務局長として忙しく
ほとんど山に登らなかったが、16年は山登りす
るゆとりがあり、念願の登山もできた。それは、
まずペルー・マチュピチュ遺跡背後に聳えるワ
イナピチュ山（２月21日～３月５日「南米アン
デス縦断の旅」で）、次に九州百名山登頂で残っ
ていた祖母山系の大障子岩（６月）、屋久島の黒
味岳（６月）と宮之浦岳（８月）の三座、最後
に11月のネパール・ヒマラヤ「エベレスト街
道・トレッキング」である。いずれも思い出深
いが、ワイナピチュ登山は、15年の早春訪れた
同じく南米のロライマ山頂台地での印象深い体
験と相俟って、南米大陸への興味を高める。ま
た、九州百名山はすべて登ったことになった。
これで何だか憑きが落ちたような具合で、これ
からはのんびり、ゆったり九州の山々に登り、
山麓や稜線歩きを楽しむつもりである。

エベレスト街道・トレッキングは、その最終
目的地の半ばくらいまで行ったに過ぎない。出
発前から風邪気味できつかったが、７日間、標
高2.5～４千メートル辺りを約55km、何とか歩
き通すことができた。色々な面でネパールでの
この体験は新鮮であった。それは前年８月のス
リランカ旅行の時に感じたことと共鳴し、チ
ベット、ネパール、インド、スリランカという
宗教的・文化的範疇の存在を思ったりした。
参照：http://kenta-sanjin.moo.jp/index.html（「kenta 山
人山行録」で検索）	 （2016年12月12日記）

（たちばな けんご　福岡大学名誉教授）
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2017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
池田 紘一 九州大学名誉教授

２．役員
役　職 氏　名 備　　考

会長 岡嶋 泰一郎 国立病院機構小倉医療センター名誉院長、 
社会保険仲原病院院長

副会長
北芝 幹怡 （株）千鳥饅頭総本舗顧問
高田 淑 佐賀大学名誉教授

財務 高﨑 隆一 （株）西日本マネジメント開発代表取締役
事務局長 藤野 成爾 チーズプロフェッショナル協会顧問

理事

小黒 康正（企画） 九州大学人文科学研究院（独文学講座）教授
立花 雅子（年報編集） 元高等学校教員（英語）
堺 雅志（ドイツ語教室） 福岡大学人文学部教授
中村 昭（国際交流） 元九州電力関連会社代表取締役常務、日本語講師
立花 健吾（青年部） 福岡大学名誉教授
Holst, Sven（国際交流等） スウェン・ホルスト、福岡女子大学文学部准教授
Godzik，Maren（国際交流等） マーレン・ゴツィック、福岡大学人文学部准教授
松野 正邦（企画等） 理研農産加工（株）
宮崎 亮（企画等） 木村病院副院長
山崎 勝幸（企画等） 声楽家

監事
福元 圭太 九州大学言語文化研究院教授
荒木 啓子

評議員

有吉 泰徳、 石村 善治、 大塚 潤、 緒方 敏郎、 加島 清士、

久保 敬司、 古賀 勲、 小杉 依子、 萱野 通子、 佐田 正之、 藤 真理、 二本木 一哉、 

舩津 邦比古、 村上 康子、 葉 照子、 横川 洋、 分山邦子（以上17名）
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３．委員会
委員会 委員長 委　　員

企画委員会 小黒 康正
池田 園子、岡嶋 美佐子、加藤 元也、北芝 幹怡、
堺 雅志、高田 淑、松野 正邦、宮崎 亮、
山崎 勝幸、葉 照子

年報編集委員会 立花 雅子 池田 園子、垣本 知子、加藤 道子、中村 直樹
ドイツ語教室委員会 堺 雅志 平松 智久、Martin Strodthoff、本田 和親

国際交流委員会 中村 昭 緒方 愛実、Sven Holst、藤 真理、宮崎 亮
青年部委員会 立花 健吾 緒方 愛実、平松 智久

４．事務局
役職 氏名 備　　考

事務局長 藤野 成爾
webmaster 立花 健吾 青年部委員会委員長兼務
事務局員 喜多村 由布子

事務局報告

Ⅰ．2016年度活動報告
１．2016年度会員動向（敬称略）

（1）	2016 年度入会者　個人８名
加藤 道子、森山 順子、平野 智香、古賀 淳子、香取 久美子、冨重 純子、江口 舞、ライヒャルト・
アンドレ

（2）	2016 年度退会者　個人 27 名、法人３社
伊福 雅、野口 広明、岩本 恵、調 重昭、調 朝子、小野 洋祐、福崎 ひとみ、島田 隆士、稲元 萠、
森友 冬美子、五十嵐 三代子、木村 亜由美、甲斐 素子、金崎 見誉子、赤松 雅子、赤松 誠彦、	
岩永 華帆、大久保 雅子、小田 直隆、木下 義章、田淵 豊久、土屋 朋子、三浦 宏幸、森山 正伸、
木村 竜、吉田 美枝子、近藤 泰明、（株）佐賀銀行営業部、（株）JTB 九州福岡支店、（株）千鳥饅
頭総本舗

（3）	2016 年度末会員数　
○ 名誉会員：６名
○ 法人会員：３法人　城島印刷（株）、西部ガス（株）、（農）南州農場
○ 個人会員：142名（一般107名、家族８名、青年17名、学生４名、法人指名６名）

２．諸会議
（1）	2016 年度定期総会

2016. 4.17（日）17：00～18：15、KKR ホテル博多、出席39名
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（2）	理事会、評議員会
第１回理事会＆第１回評議員会　2016.4.17　KKR ホテル博多、出席21名
第２回理事会　2016. 7.16　協会事務所、出席12名
第３回理事会　2016. 9.17　協会事務所、出席11名
第４回理事会　2016.11.19　協会事務所、出席11名
第５回理事会　2017. 1.29　福岡大学中央図書館、出席11名
第６回理事会　2017. 3.18　福岡市国際会館、出席13名

（3）	その他
2016年全国日独協会連合会年次総会　主催 : 全国日独協会連合会  （西日本日独協会創立60周年記
念事業の一環として当協会が主管となって福岡で開催）
2016. 4.22（金）総会　KKR ホテル博多　53名出席（内当協会員３名）　懇親会
2016. 4.23（土）エクスカーション　柳川と唐津　計18名参加（内当協会員７名）
2016. 4.23（土）若手会員の集い　シュタット ･ マインツ　18名参加（内当協会員６名）

３．人事
池田会長の健康上の理由により、５月から岡嶋副会長が会長代行を受諾

４．創立60周年記念例会等の諸行事
（1）	総会（2016.4.17）後のオープニングセレモニー & パーティー、　出席 38 名

独唱：山崎勝幸氏（会員）　伴奏クラヴィノーヴァ：多田裕子氏（会員）
（2）	５月例会　2016. 5.28（土）17：30 ～ 20：00、KKR ホテル博多、出席 25 名

卓　話「人間はみな一つの太陽を仰ぐ ― ケンペルの日本研究について ―」
講　師　ヴォルフガング・ミヒェル氏（会員、九州大学名誉教授）
懇親会　レストラン「シュタット ･ マインツ」、参加18名

（3）	７月例会　2016. 7.22（金）18：30 ～ 21：00　 KKR ホテル博多、出席 83 名、懇親会 46 名
「くちぶえ　演奏会」
演奏と語り　分山貴美子氏（会員家族、2007年世界くちぶえコンクール優勝者）

（4）	８月例会　2016. 8.30（火）18：30 ～ 21：00　西鉄イン福岡「ブロッソ」、参加 39 名
「バイエルン独日協会派遣学生５人のフェアウェルパーティー」
第１部　ドイツ人学生の故郷紹介と来日印象のプレゼンテーション
第２部　懇親パーティー、今後の友好を誓い、全員で合唱

（5）	９月例会　2016. 9.17（土）17：30 ～ 20：00　KKR ホテル博多、出席 45 名、懇親会 42 名
講　演「ドイツが育てたビール産業と文化｣　
講　師　松沢幸一氏（元キリンビール社長、（公財）日独協会会員）

（6）	11 月例会　2016.11.19（土）17：30 ～ 20：00　KKR ホテル博多、出席 32 名、懇親会 29 名
講　演「近世ドイツの日常史―食べ物は？兵役は？―」
講　師　神寶秀夫氏（九州大学名誉教授）

（7）	12 月例会クリスマス会　2016.12.15（木）18：30 ～ 20：30　KKR ホテル博多
テーマ「子どもたち、ドイツ人留学生と祝う　楽しいドイツ風のクリスマス」
参加96名＋招待ドイツ人留学生11名
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（8）		2017 年２月特別例会　2017. 2.11（土）16：00 ～ 18：30　KKR ホテル博多、出席 57 名、懇親会
42 名
講　演「現代のドイツについて」
講　師　ヴェルナー・ケーラー氏（大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事）

（9）	３月例会　2017.3.18（土）16:15 ～ 18:00　福岡市国際会館、出席 27 名
「若者目線のドイツ ― ミュンヘンへの派遣団による報告会 ― 」
報告者　緒方愛美氏（会員）ほか５名

５．60周年記念事業募金
総会で決定した当協会創立60周年記念事業のために会員に呼びかけた募金は、法人会員２社、個
人会員59名から応募があり、醵金総額は当初の目標 60万円を上まわり657,000円に達した。その
ほかにプロジェクター１台の現物寄贈があった。

醵金頂いた方々のご芳名（敬称略、五十音順）
城島印刷（株）、西部ガス（株）、麻生 誠、有吉 泰徳、池田 紘一、石村 善治、伊東 忠一郎、	
稲元 萠、梅野 健、岡嶋 泰一郎、緒方 敏郎、小黒 康正、小野 洋祐、垣本 知子、加島 清士、	
加藤 元也、加藤 道子、萱野 通子、北芝 幹怡、喜多村 由布子、桑原 康子、黒須 眞紀子、古賀 勲、
小沼 和夫、ゴツィック , マーレン、佐田 正之、佐藤 秀美、島松 和正、調 重昭、蘇木 嘉啓、	
高崎 隆一、高田 淑、高柳 英子、多田 裕子、立花 健吾、立花 雅子、楯岡 和子、藤 真理、	
永岡 喜代太、中里 公哉、長澤 和賀子、永野 秀子、中村 昭、中村 和子、西尾 昭彦、福島 久哲、
福元 圭太、藤野 成爾、舩津 邦比古、ホルスト , スウェン、松本 浩二朗、宮崎 亮、村上 康子、	
森山 順子、諸岡 須賀子、矢壁 和彦、山本 明子、山本 成宏、葉 照子、横川 洋、吉田 美枝子
醵金の使途を以下の通りとした。

○ 留学生基金の充実〔留学生基金に移管〕	 314,720円
○「年報」創立60周年記念特別号（第41号）の発行
　〔発行費補助として2017年度協会予算に移管〕	 200,000円
○ 全国日独協会連合会「総会」および「若手会員の集い」（４/23~24）へ補助	 16,592円
○ バイエルン独日協会との青少年交流（８月相互訪問）費用へ補助	 118,768円
○ 募金応募者送金手数料	 6,920円

６．委員会等活動
（1）	年報編集

「年報第40号」発行　2016. 5.25
「年報第41号（協会創立60周年記念号）」編集　2017. 5.30  発行予定

（2）	ドイツ語教室　講師：本田和親（協会事務所）、シュトロートホフ・マーティン（天神ビル）
2016年度春期　2016. 3.30～2016. 7.14　６クラス　受講者13+41=54名
2016年度秋期　2016. 9.28～2017. 1.26　６クラス　受講者８+29=37名

（3）	国際交流　
バイエルン独日協会との青少年交流
５名来福　歓迎会2016. 8.24　ホームステイ　2016. 8.24～8.30

101



８名渡独　ホームステイ　2016. 8.4～8.11　ドイツ各地旅行　2016. 8.12～8.19
ベルリン独日協会から青少年来福　１名　ホームステイ　2016. 9.9～9.24

（4）	連合会総会実行委員会
（5）	ホームページ運営　順次ウエブサイトを可能な限り簡素化ののち特別委員会解散
（6）	事務局　「会員名簿」発行　2016. 5.25
７．共催・後援・支援

（1）	後援　2016. 4.16 ～ 6.5　「色彩の奇跡」印象派展　福岡県立美術館　主催：同美術館ほか　
（2）		後援　2016.04.23　「J.S. バッハのカンタータ」演奏会　西南学院　主催：シンフォニエッタ福岡
（3）		後援　2016.06.18　第１回ドイツ語スピーチコンテスト九州　福岡大学　主催：在福３大学有志
（4）	後援　2016.11.22　「宮沢賢治・朗読オペラ」公演　アクロス福岡　主催：福岡楽友協会
（5）	支援　2016.12.15　クリスマス会場にて「子どもの村福岡」募金 

（6）	支援　2017.01.29　ドイツ語圏文化セミナー「中二病で学ぶドイツ語 in 福岡」　福岡大学
　　　　　主催：西日本日独協会青年部 / 日独ユースネットワーク / 福岡大学人文学部ドイツ語学科

（7）	共催　2017.02.06　福岡で楽しむ EU　西鉄グランドホテル　約 200 名参加（内当協会員６名）
８．その他 

　　総領事主催「ドイツ統一記念日レセプション（ケーラー新総領事お披露目パーティー）」
　　2016.10.07　池田会長出席　大阪 ･ 神戸ドイツ連邦共和国総領事館

Ⅱ．2016年度決算報告、留学生基金収支報告、監査報告
１．2016年度　西日本日独協会　会計決算報告 ―2016年4月1日～2017年3月31日―

（1）	【収入】（単位：円）

費　　目
項目

予算 決算 増減
区分 記帳項目名

運営費

繰越金 246,786 246,786 0

年会費
個人年会費 900,000 706,000 △ 194,000
法人年会費 160,000 140,000 △ 20,000
広告費 120,000 119,568 △ 432
雑収入 214 1,484 1,270

活動費
（参加費等）

総会懇親会 150,000 132,000 △ 18,000
例会参加費 1,050,000 1,069,000 19,000
講演会 200,000 0 △ 200,000

事業費
（ドイツ語教室）

春期受講料等 890,000 1,028,700 138,700
秋期受講料等 950,000 737,552 △ 212,448
次年度分前受金 0 666,992 666,992

合計 4,667,000 4,848,082 181,082
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（2）	【支出】

費　　目
項目

予算 決算 増減
区分 記帳項目名

運営費

経常費

事務所家賃 240,000 240,000 0
光熱水道費 65,000 56,088 △ 8,912
電話代 80,000 83,370 3,370
インターネット 5,000 4,838 △ 162
人件費 600,000 588,000 △ 12,000
事務経費 20,000 38,896 18,896
通信印刷費 110,000 64,256 △ 45,744
会議費 10,000 776 △  9,224
渉外費 65,000 50,240 △ 14,760
旅費交通費 25,000 31,620 6,620
青年部補助費 30,000 30,000 0
年報発行費 270,000 275,400  5,400
名簿発行費 25,000 30,240 5,240
雑費 20,000 6,326 △ 13,674
予備費 22,000 0 △ 22,000

活動費
（参加費等）

総会懇親会 150,000 119,920 △ 30,080
例会 1,050,000 1,034,420 △ 15,580
講演会 200,000 0 △ 200,000

事業費
（ドイツ語教室）

春期教室経費 830,000 801,490 △ 28,510
秋期教室経費 850,000 781,708 △ 68,292

合計 4,667,000 4,237,588 △ 429,412

　　【区分別収支計算】（単位：円）
2016年度

Nr. 費用区分 収入 支出 増減
1 運営費 1,213,838 1,500,050 △ 286,212
2 活動費 1,201,000 1,154,340 46,660
3 事業費 1,766,252 1,583,198 183,054

次年度分前受金 666,992 0 666,992
合計 4,848,082 4,237,588 610,494

収入合計－支出合計＝4,848,082－4,237,588＝610,494（次年度繰越金）

（3）	2016 年度　留学生基金　収支	―	2016 年 4 月 1 日～ 2017 年 3 月 31 日	―

2016年度
適用

収入金額 支払金額 差引残高
項目・費目 備考

4/1 前年度繰越金 10,196 10,196
12/1 60周年募金より 200,000 210,196
12/20 クリスマス会 留学生招待：2,500円×11名 27,500 182,696

2017/3/19 60周年募金より 114,720 297,416
3/31 次年度繰越金 297,416 0

合計 324,916 324,916 0
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２．会計監査報告

2016年度西日本日独協会会計および留学生基金監査報告書

　　西日本日独協会
　　会長　池田 紘一 殿

　	　	2016年度（2016年4月1日～2017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報告します。

2017年4月11日   

監事　福元　圭太　印
監事　原田広太郎　印

Ⅲ．2017年度活動計画
１．会議　2017. 4.23（日）第１回理事会＆評議員会と定期総会

随時、理事会、評議員会開催
重要課題は協会財政の健全化：会員勧誘などの増収策と経費見直しなどの節減策

２．例会等の行事
（1）	2017.04.14（金）例会　講演会　バイエルン独日協会　シェーン会長
（2）	2017.05.27（土）例会　卓話　村上康子（会員、絵本研究者）
（3）	2017.07.15（土）例会　講演会　平野啓一郎氏（作家）
（4）	2017.09.09（土）例会　卓話　武田利勝（会員、独文学者）
（5）	2017.11.11（土）例会　卓話　小黒康正（会員、独文学者）
（6）	2017.12.21（木）例会　クリスマス会
（7）	2018.02.12（月）例会　卓話　志田尾友晴（会員、ドイツ料理人）
３．委員会等活動

（1）	年報発行　「年報第 41 号（協会創立 60 周年記念号）」2017.5.30 発行予定
（2）	ドイツ語教室　講師：本田和親、シュトロートホフ・マーティン
　　 2017 年度春期　2017.3.29 ～ 2017.7.13　　2017 年度秋期　月日未定

（3）	その他
４．共催・後援・支援

（1）	後援　2017.05.22　コンサート「復活への道」　主催：カンタータプロジェクト実行委員会
（2）	後援　2017.06.17　第２回ドイツ語スピーチコンテスト九州　主催：在福岡３大学有志
（3）	共催　2017.10　　 宗教改革 500 周年ポスター展　主催：福岡大学ドイツ語学科
（4）	支援　2017.12.21　クリスマス会場にて「子どもの村福岡」募金
（5）	共催　2018.02　　  第９回福岡で楽しむ EU　主催：福岡 EU 協会
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Ⅳ．2017年度　西日本日独協会　予算　―2017年4月1日～2018年3月31日―

１．【収入】（金額単位：円）

費　　目
項目 前年度 2017年度

区分 記帳項目名 予算 決算 予算 前年比

運営費

繰越金 246,786 246,786 610,494 363,708

年会費
個人年会費 900,000 706,000 700,000 △ 200,000
法人年会費 160,000 140,000 100,000 △ 60,000
広告料 120,000 119,568 105,000 △ 15,000
60周年募金から 200,000 200,000
寄付金 100,000 100,000
雑収入 214 1,484 506 292

活動費
（参加費等）

総会懇親会 150,000 132,000 例会に集約
例会等参加費 1,050,000 1,069,000 1,200,000   △200,000
講演会 200,000 0 例会に集約

事業費
（ドイツ語教室）

春期受講料等 890,000 1,028,700 183,000 △ 707,000
秋期受講料等 950,000 737,552 850,000 △ 100,000
次年度前受金 0 666,992

合計 4,667,000 4,848,082 4,049,000 △ 618,000
  ＊ 1：2017 年度繰越金 610,494 はドイツ語教室 2017 年度前受金 666,494 を含む。

２．【支出】（金額単位：円）

費　　目
項目 前年度 2017年度

区分 記帳項目名 予算 決算 予算 前年比

運営費

経常費

事務所家賃 240,000 240,000 240,000 0
光熱水道費 65,000 56,088 60,000 △ 5,000
電話代 80,000 83,370 85,000 5,000
インターネット 5,000 4,838 5,000 0
人件費 600,000 588,000 249,000 △ 351,000
事務経費 20,000 38,896 25,000 5,000
通信印刷費 110,000 64,256 80,000 △ 30,000
会議費 10,000 776 0 △ 10,000
渉外費 65,000 50,240 50,000 △ 15,000
旅費交通費 25,000 31,620 0 △ 25,000
青年部補助費 30,000 30,000 15,000 △ 15,000
年報発行費 270,000 275,400 470,000 200,000
名簿発行費 25,000 30,240 0 △ 25,000
雑費 20,000 6,326 10,000 △ 10,000
予備費 22,000 0 10,000 △ 12,000

活動費
（参加費等）

総会懇親会 150,000 119,920 例会に集約
例会 1,050,000 1,034,420 1,150,000 △250,000
講演会 200,000 0 例会に集約

事業費
（ドイツ語教室）

春期教室経費 830,000 801,490 800,000 △ 30,000
秋期教室経費 850,000 781,708 800,000 △ 50,000

合計 4,667,000 4,237,588 4,049,000 △ 618,000
  ＊ 2：2017 年度人件費予算は特例として 30 万円とする。249,000 との差額を協会収支の 
  改善によって充当できない場合は、それに見合う勤務時間の削減で対処する。

＊1

＊2
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青年部報告

Ⅰ．2017年度青年部役員および青年部会員
１．2017年度青年部役員および青年部会員

役　職 氏　名 備　考
部長 緒方 愛実 新任（任期は１年）、前副部長

副部長（注）
平松 智久  
田野 武夫  東京駐在副部長

	 （注：欠員の副部長 2 名はできるだけ早急に補充する予定。）

２．2017年度青年部会員 ― 2017年４月１日現在 ―
（1）	協会会員：21 名（青年会員 17 名＋学生会員 4 名） 

（2）	非協会会員：21 名
（3）	合計：42 名

Ⅱ．2016年度青年部活動報告
１．諸会議

（1）	定期総会：2016 年 4 月 17 日（日）15：00 ～ 15：50、KKR ホテル博多
（2）	第 1 回青年部運営会議：2017 年 1 月 9 日（月）、西日本日独協会事務局
（3）	その他（所属団体・機関・組織等）
	 1）	 全国日独協会連合会「第 10 回若手会員の集い」（日独ユースネットワーク）
	 	 2016 年 4 月 23 日（土）、ドイツ料理店「シュタット・マインツ」
	 	 出席者：木村 竜、緒方 愛実、高橋 明子、森 光一郎、青年部委員会委員長　立花 健吾
２．活動・イベント

（1）	第 4 回ドイツゲーム会：2017 年 1 月 9 日（月、祝日）、西日本日独協会・事務所、参加者 3 名
（2）	ドイツ語圏文化セミナー「中二病で学ぶドイツ語 in 福岡」：2017 年 1 月 29 日（日） 

	 福岡大学中央図書館多目的ホール、参加者 74 名
（3）	ドイツ語映画鑑賞会
	 【各回共通事項】
＊	主　催：福岡大学人文学部ドイツ語学科、福岡大学エクステンションセンターとの共催
	 	 　　（市民カレッジ「映像に見るヨーロッパ文化 ― ドイツ語圏 ― 」）
＊	企画・運営：福岡大学公認愛好会「ドイツ語クラブ」
＊	場所：福岡大学図書館 多目的ホール

1）	 第 25 回ドイツ語映画観賞会：『Ｍ』（日本語字幕・解説付）５月 12 日（木）
2）	 第 26 回ドイツ語映画観賞会：『ハンナ・アーレント』（日本語字幕・解説付）６月９日（木）
3）	 第 27 回ドイツ語映画観賞会：『白バラの祈り』（日本語字幕・解説付）７月２日（土）
4）	 第 28 回ドイツ語映画鑑賞会：『会議は踊る』（日本語字幕・解説付） 10 月６日（木）
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5）	 第 29 回ドイツ語映画鑑賞会：『ラン・ローラ・ラン』（日本語字幕・解説付）11 月 10 日（木）
6）	 第 30回特別篇・第４回ドイツ音楽鑑賞会：J.S. バッハ『マタイ受難曲』（解説付）12月１日（木）
7）	 第 31 回ドイツ語映画鑑賞会：『門前』（日本語字幕・解説付） 12 月８日（木）

（4）	その他
1）	 	ドイツ大使館主催 ｢日独協会 秋祭り｣：2016年 9月 22日（木）午後、ドイツ大使公邸（東京）
	 主催：ドイツ連邦共和国 フォン・ヴェアテルン駐日大使
	 　　　参加者（青年部会員）：森 光一郎

Ⅲ．2016年度青年部会計収支決算報告および会計監査報告
１．2016 年度会計収支決算

（1）	収入

費　　目 予算 決算 増減
予算−決算 備考

繰越金 24,563 24,563 0 　
青年部補助費 30,000 30,000 0 旅費補助など
行事参加費 70,000 0 70,000 　

雑収入 437 0 437 寄付、銀行利子他
合計 125,000 54,563 70,437 　

（2）	支出

費　　目 予算 決算 増減
予算−決算 備考

運営費 30,000 400 29,600
活動費 70,000 40236 29,764
雑費 20,000 6,580 13,420

予備費 5,000 0 5,000
合計 125,000 47,216 77,784

（3）	収支計算

　 収入 支出 収支計算 備考
合計 54,563 47,216 7,347 次年度繰越金

２．2016 年度青年部会計監査報告

2016年度西日本日独協会青年部会計監査報告書

　　西日本日独協会
　　会長　池田 紘一 殿

　	　	2016年度（2016年４月１日～2017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報告します。

2017年４月４日 西日本日独協会
事務局長　立花 健吾　印
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Ⅳ．2017年度青年部活動計画
（1）	青年部定期総会
	 日　時：2017 年 4 月 23 日（日）13 時 30 分～ 14 時 30 分
	 場　所：福岡市国際会館・4 階国際交流フロア大会議室
	 出席者：2 名、オブザーバー 1 名

（2）	行　事：未定（年 4 回ほどの開催を目標）

Ⅴ．2017年度青年部会計収支予算
１．収入

費　　目
2016年度 2017年度

予算 決算 予算 前年度比
繰越金 24,563 24,563 7,347 △ 17,216

青年部補助費 30,000 30,000 15,000 △ 15,000
行事参加費 70,000 0 30,000 △ 40,000

雑収入 437 0 53 △ 384
合計 125,000 54,563 52,400 △ 72,600

２．支出

費　　目
2016年度 2017年度

予算 決算 予算 前年度比
運営費 30,000 400 1,000 △ 29,000
活動費 70,000 40236 40,000 △ 30,000
雑費 20,000 0 1,400 △ 18,600

予備費 5,000 6,580 10,000 5,000
合計 125,000 47,216 52,400 △ 72,600
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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2-9-6 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、あわせて
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．例会および特別例会。
２．ドイツ語教室および各種関連講座。
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
援。
５．本会の目的に合致する催しなどの主催、共
催および後援。

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
別に定める。

第３章　会員

第６条 会員の種別と区分　本会の会員の種別
および区分は次の通りとする。
１．名誉会員　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
とする。
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2名を個人会員とし
て指名することができる。
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
た個人であり、以下の通り区分される。

（1） 一般会員　
（2） 家族会員　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。

（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る
個人会員。

（5） 法人指名会員　法人会員によって指名され
た個人会員。

第７条　入会　個人会員および法人会員は、所
定の入会申込書を提出し、申込書受理後、所定
の会費を納入することで入会手続きを完了す
る。

第８条　退会
１．退会を希望する者は退会届を提出しなけれ
ばならない。
２．退会に際しての会費納入は会費細則に定め
る。
３．2年以上会費を滞納した場合は退会と見な
される。

第４章　名誉会長および顧問

第９条　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。
１．名誉会長は理事会の推薦により、会長がこ
れを委嘱する。
２．名誉会長は、会長の求めに応じ、協会の諸
会議および諸事業に出席もしくは参加すること
ができる。

西日本日独協会会則
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第10条　顧問　本会に若干名の顧問を置くこ
とができる。
１．顧問は理事会の推薦により、会長がこれを
委嘱する。
２．顧問は、会長の求めに応じ、理事会に出席
して意見を述べることができる。

第５章　役員

第11条　役員　本会に次の役員を置く。
１．会長　1名。
２．副会長　3名以内。   

３．財務　１名。
４．事務局長　1名。
５．理事　常設の委員会担当理事および各種専
門理事、計12名以内。
６．監事　2名。
７．評議員　20名以内。

第12条　役員の選出
１．会長は理事会が推薦し、評議員会および総
会の承認を得る。
２．副会長、財務および事務局長は会長が個人
会員の中から推薦し、理事会の議を経て、評議
員会および総会の承認を得る。
３．理事は理事会が個人会員の中から推薦し、
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、評議員会および総会
の承認を得て、会長が委嘱する。
５．評議員は理事会が第11条1. ～6. の役員を除
く個人会員の中から推薦し、評議員会および総
会の承認を得て、会長が委嘱する。

第13条　役員の職務
１．会長は本会を代表し、会務を統括する。
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．財務は本会の財産を総合的に管理する。
４．事務局長は本会の会務に関わる業務を統括
する。

（1） 事務局業務遂行のため、事務局員を置くこ
とができる。事務局員は理事会により任命され
る。
５．理事は理事会を組織し、会務を執行すると
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
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。

第14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。

第６章　委員会

第15条　本会の事業遂行のために常設の委員
会を設ける。
１．常設委員会とその任務は以下の通りとする。

（1） 企画委員会　企画委員会は、例会、特別例
会、協会主催あるいは共催各種イベントなどの
事業を企画し、そのすべての業務を行う。

（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
はドイツ語教室およびドイツ語やドイツに関す
る各種講座およびイベントに関するすべての業
務を行う。

（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。

（5） 青年部委員会　青年部委員会は協会の委員お
よび青年部役員の委員をもって構成し、協会と青
年部相互間の連絡および各種調整を行うととも
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る。
３．各委員会委員は、委員長が個人会員の中か
ら選び、会長が委嘱する。
４．各委員会は必要な場合、より専門的業務を
担当する部会を設けることができる。部会員は
委員長が個人会員の中から選び、会長が委嘱す
る。

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
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
する。

第７章　会議

第17条　本会の会議は総会、理事会および評議
員会とする。

第18条　総会
１．総会は第６条2. に規定する個人会員をもっ
て構成する。
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。
（2） 予算および決算。
（3） 役員の承認。
（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　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19条　理事会
１．理事会は会長、副会長、財務、事務局長お

よび理事をもって構成する。
２．理事会は必要に応じて会長が招集し、議長
は会長とする。
３．理事会は以下の事項を審議する。

（1） 会長の推薦。
（2） 副会長、財務および事務局長の承認。
（3） 理事、監事および評議員の推薦。
（4） 活動報告、活動計画、決算および予算に関
する事項。

（5） 会則の変更。
（6） その他審議することが必要な事項。

第20条　評議員会
１．評議員会は会長、副会長、財務、事務局長、
理事、監事および評議員をもって構成する。
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。
４．評議員会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、財務、事務局長、理事、監
事および評議員の承認。

（3） 活動計画。
（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
もって決議する。

第８章　会費および会計

第21条　会費　会員はその種別および区分に
より、会費細則に定める会費を納入しなければ
ならない。

第22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。
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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。

第９章　会則の変更

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。

付則

１．昭和51（1976）年　会則制定。
２．この間、数回の一部改正。
３．平成25年5月12日　一部改正。
４．平成26年4月13日　全面改定。
５．2015年4月12日　一部改正。

会費細則

１．個人会員の年会費は以下の通りとする。
（1） 一般会員  6,000円
（2） 家族会員  3,000円
（3） 青年会員  4,000円

（4） 学生会員  1,000円
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。
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る。

（2） 学生会員および法人会員はその申し出の時
期にかかわらず、当該年度の会費全額を納入し
なければならない。
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。
７．付則

（1） 昭和51（1976）年（?）　会費細則制定。
（2） この間、数回の一部改正。
（3） 平成25年5月12日　一部改正。
（4） 平成26年4月13日　全面改定。
（5） 2015年4月12日　一部改正。
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第１章　総則

第１条　名称　本組織は西日本日独協会青年部
（以下、青年部と略称）と称する。
 

第２条　組織　 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
れる協会の下部組織であり、協会の青年部委員
会の監査下に置かれる。
 

第３条　本拠　青年部の本拠は、福岡市中央区
白金2-9-6 城島印刷気付 西日本日独協会内とす
る。

第２章　目的、運営と活動および事業
 

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、
日独の若者たちの多方面にわたる交流を促進
し、日本の若者たちのドイツに対する興味・関
心を喚起するとともに、その活動を通じて自ら
の文化的・国際的視野を広げ、国際交流という
面において地域社会に貢献できる力を身につけ
ることを目的とする。
 

第５条　運営と活動
１．青年部の運営および活動は青年部によって
自主的になされる。
２．ただし、その運営と活動は協会青年部委員
会における審議と承認を前提とする。
３．青年部は上記目的に沿い、日独の関連諸団
体との交流を行う。
４． 青 年 部 の 活 動 は 自 由 で あ る が、"Die 

Verantwortung in der Freiheit" というモットー
のもと、品格ある活動を心がける。
５．青年部は協会の諸活動に、積極的に参加・

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
催および後援等の事業を行う。

第３章　青年部会員

第７条　青年部会員　青年部構成員は青年部会
員と称し、45歳以下の協会会員、および第４条
の青年部の目的に賛同する非協会会員とする。

第８条　入会　青年部への入会は以下の通りと
する。
１．協会の学生会員および青年会員は自動的に
青年部会員となる。
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９条　退会　青年部からの退会は以下の通り
とする。
１．青年部会員が４月１日時点で45歳に達した
時は、自動的に退会する。
２．非協会会員青年部会員が４月１日時点で45
歳に達する前に退会を希望する場合は、退会届
を提出しなければならない。

第４章　役員

第10条　役員　青年部に次の役員を置く。
１．部長　１名。
２．副部長　４名以内。
３．青年部の役員は協会青年部委員会の委員と
なる。
第11条　役員の選出
１．部長は青年部総会で選出する。
２．副部長は部長が推薦し、青年部総会の承認
を得る。

西日本日独協会青年部規定
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第12条　役員の職務
１．部長は青年部を代表し、青年部を統括する。
２．副部長は部長を補佐し、部長に事故ある時
はその職務を代行する。

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。

第５章　委員会

第14条　実行委員会　実行委員会は、部長が必
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。
１．実行委員会は個々のイベントや行事等の業
務を行う。
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。

第６章　会議

第15条　青年部の会議は総会および運営会議
とする。
 

第16条　総会
１．総会は第７条に定める青年部会員をもって
構成する。
２．定期総会　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。

（1） 活動計画および活動報告。
（2） 予算および決算。
（3） 部長の選出。
（4） 副部長、委員長の承認。
（5） 規定の変更。
（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
協会青年部委員会からの請求があった場合、部
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。
５．総会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できる。
 

第17条　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。
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
できる。

第７章　会費および会計

第18条　会費　青年部の会費は無料とする。

第19条　会計
１．青年部の運営費および活動費は協会予算、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
する。

第20条　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。

第８章　規定の変更
 

第21条　規定の変更　青年部規定の変更は運
営会議および協会青年部委員会で審議し、青年
部総会で決定の後、協会の理事会および評議員
会の承認を経て、協会総会の承認を得ることを
要する。

付則

１．本規定は平成26年４月13日より発効するも
のとする。
２．2015年４月12日　一部改正。
３．2016年４月17日　一部改正。
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西日本日独協会年報　第41号（2017）

編集後記

　　年報第41号をお届けします。本号は協会創立60周年記念号となりますので、それにふさわしい
企画を試みました。
　先ず特集として「西日本日独協会60年のあゆみ」を掲載し、揺籃期から現在に至る協会の歴史
をふりかえりました。天児民和会長の協会設立時の回顧（年報創立30周年記念第11号）とそれか
ら60年近くを経た協会の現状と課題に関する池田紘一氏の文章（年報第38号会長就任挨拶）を再
録し、さらに高田淑氏、髙柳英子氏の今回の記念号にふさわしい興趣あふれる寄稿をも掲載して
います。これらの特集記事によって、協会60年の歴史に想いを馳せ、今後の協会の発展に繋げて
いければと願います。
　また60周年記念事業として福岡で行われた「2016年全国日独協会連合会年次総会」と「バイエ
ルン独日協会との青少年相互交流」に関する報告に力を注ぎました。これらの事業に関わり、編
集委員の執筆依頼に快く応じていただいたすべての方々に対し、心よりお礼を申し上げます。
　例会報告の冒頭に掲載しています大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事 ヴェルナー・ケーラー
氏による特別講演は、創立記念例会にふさわしい素晴らしいものでした。
　また、昨年初めて企画し、好評だった「会員だより」は、本号も引き続き多くの方々から原稿
をお寄せいただき、会員相互交流、情報交換の場として重要な意味をもつようになってきている
と感じています。
  本号は創立60周年記念事業募金という、会員の皆様からの貴重なご芳志の一部を発刊費用に補
充させていただくことにより、通常より多いペ－ジ数、一部カラーの記念号を発行することがで
きました。会員の皆様に心からの謝意を表します。
　今後とも会員の皆様に喜んで読んでいただき、会員同士の交流のきっかけになるような年報を
目指して努力していく所存ですので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2016 年度 年報編集委員会委員長　立花 雅子　
（委員　垣本知子、池田園子、加藤 道子、中村 直樹）
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