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巻
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の
辞

日独交流150周年を記念して
巻頭の辞

西日本日独協会会長

根本　道也

　東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福
を心よりお祈りし、被災地の一刻も早い復興
を願ってやみません。
　1860年にプロイセンの東方亜細亜遠征隊
が江戸沖に来航し、翌1861年に江戸幕府とプ
ロイセンとの間に修好通商条約が結ばれまし
た。それから150年目の今年は日独両国の各
地で大小さまざまな記念行事が行われます。
　明治新政府は国の近代化のために欧米か
ら多くの文物を取り入れました。中でもドイツ
は短期間に統一国家を成し遂げた点で良きお
手本でした。明治期の若き英才たちがドイツ
に学び、多くの知識や技術を持ち帰ったこと
は周知の通りです。
　その後大正期の第一次世界大戦で対立す
る時期もありましたが、昭和期の第二次世界
大戦では盟友として戦い、共に無残な敗北を
喫しました。しかし、両国は廃墟の中から奇蹟
的復興を成し遂げました。このような歴史を共
有したからでしょうか、地理的には遠く離れて
いても「お互いに気になる」同志です。
　奇しくも「日独交流150周年」の年に東日本
で大震災と原発事故が起こりました。この大
災害がドイツでも大々的に報じられた結果、

本年に予定されていたドイツからの来日計画
がことごとく中止になりましたが、その代わり
にドイツ各地で「日本の災害に思いを寄せる
集会」が催されたり、災害救援のための募金
活動が盛んに行われたと聞き、胸が熱くなり
ました。またドイツの知人たちから安否を気遣
う電話やメールをもらった方もたくさんいらっ
しゃいます。大災害を機にこうしてドイツから
寄せられた温かい友情を私たちはしっかりと
受け留めて、今年を日独交流再スタートの年
にすることを誓いたいと思います。
　さて、過去150年の日独交流史を今一度掘
り起こしてみると「埋もれた宝」が数多く発掘
されます。この機会にそれらを洗い直して、広
く一般の方々にもご披露したいと思っていま
す。ただ、その際に私どもが留意すべきことは、
「埋もれた宝」の鑑賞を単なる懐古趣味に終
わらせることなく、「日独間の未来」への架け
橋にすることだと思います。ドイツ大使館も次
のように表明しています。「昔からのしっかり
とした絆に留まらず、新たな絆を結び、新しい
媒介手段を講じて日独両国の結びつきを強化
し、両国の青少年の心を獲得するのがその目
的です。特に若い人たちの互いの国に対する
関心を高めたいと願っています。」私たちも同
じ志をもって、相互に学び合い、助け合い、励
まし合う日独の交流関係を育てていきたいと
思います。
　周囲を見渡しますと社会のあらゆる分野で
ドイツと何らかの形で相互関係をお持ちの方
がたくさんいらっしゃいます。そのような方 と々
幅広く連携を保ちながら「日独間の未来」を切
り開いていきたいと願いつつ「日独交流150周
年記念号」を刊行いたしました。ご一読いただ
ければ幸いです。
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　1990年の東西ドイツ再統一後に首都に返り
咲いたベルリンは現在、人口約350万人、面
積約890㎢のドイツ最大の都市となっていま
す。ドイツの他の街と比べてインターナショ
ナルな雰囲気が支配しており、外国人にとっ
ては住みやすい場所だと思います。このよう
な雰囲気もあってか、昨年はローマを抜いて

　下薗りささんと水守亜季さんのお二人は、現在ロータリー財団国
際親善奨学生としてドイツの大学で勉強中です。2010年秋よりベル
リンとビーレフェルトという別々の町で新しい生活を始めているお
二人にお願いして、ドイツの生活の様子を知らせてもらいました。
同じドイツ国内とはいえ、暮らしぶりはずいぶん違うようですね。

ドイツ便り
下薗　りさ
水守　亜季

ベルリン　Berlin

日独交流

　福岡市と比べると人口は４分の１以下、面
積も約258㎢と、若干規模は小さいです。日
本人にあまり知られていないだけでなく、ド
イツ人の間でも「ビーレフェルトは存在しな
い」というジョークが広まる程、影の薄い町
として有名です。
　しかし、なかなかどうして見どころは少な
くありません。
　街もこじんまりとしていますが、それなり
ににぎわっており、大学から街まで市電でお
よそ十分の近さなので、学生には住みやすい
環境です。また緑の多い町で、街の中心部か
ら歩いてゆける距離に「トイトブルクの森」
があり、ビーレフェルトのシンボル、シュパ
レンブルクも森の中にあります。近郊には湖
や無料で入場できる動物公園Tierpark（動物

質問１：どんな町ですか？

ビーレフェルト　Bielefeld

ベルリンのシンボル、ブランデンブルク門（写真はLight 
Festivalの時のもので、色とりどりにライトアップされていまし
た）

ポツダム広場のクリスマスマーケット
シュパレンブルクにて大学の仲間と一緒に。ここからはビー
レフェルト市街が一望できます。

日
独
交
流
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世界で最も観光客が訪れた都市になりまし
た。音楽や出版などの文化的な中心もベルリ
ンに移りつつあり、とても刺激的な街です。
　大学や私の住む学生寮はベルリン南西部の
シュテークリッツ-ツェーレンドルフStegliz-
Zehlendorf区にあります。1920年にベルリン
に編入された地域で、現在約30万人が暮ら
しています。中心部ほどのにぎやかさはあ
りませんが、ヴァンゼーWannseeやシュラハ
テンゼーSchlachtenseeなどの湖が多く点在し
ており、夏には水浴、冬にはスケートが楽
しめます。湖の周辺、とりわけニコラスゼー
Nikolasseeのあたりには古い別荘が残ってお
り、夏にはちょっとしたピクニック場所と
してベルリンっ子たちに好まれているようで
す。ベルリンの他の地区と比べて富裕層が多
く住んでいることでも知られています。

　学生用のWG＊に住んでいます。部屋自体
は一人部屋ですが、キッチンやシャワー、
お手洗いは共用です。６人用のWGで、シャ
ワーは２つあるにもかかわらず、お手洗いは
１つしかありません。現在はドイツ人３人と
日本人２人の計５人で暮らしています。毎週
日曜日の夜にはみんなで集まり、一緒に夕食
をとるのが習慣になっています。
　学生寮全体を見ると、ほとんどの住人は留
学生です。比較的広い敷地に寮の建物が点在
しており、真ん中にはラートハウスRathaus

園よりももっと自然に近いように作られてい
ます）があります。
　以前は亜麻布産業で有名でした。ビーレ
フェルトのリネンというと今でも大変な高級
品です。町のあちこちにベルリンの熊のよう
に、「Leinweber（亜麻布職工）」の置物が
立っています。またベーキングパウダーを広
めたエトカー博士から続く会社ドクター・エ
トカーの商品は世界的に有名ですが、彼は
ビーレフェルトの出身で、ここにエトカーの
本社があります。
　ビーレフェルト出身の無声映画の巨匠
F.W.ムルナウに因んで、毎年11月にはムルナ
ウ映画祭が開かれるほか、芸術イベントも少
なくありません。

　アパートで一人暮らしをしています。およ
そ20㎡のワンルームに小さなキッチンとシャ

ベルリン　Berlin ビーレフェルト　Bielefeld

質問２：どんな部屋に住んでいますか？

雪のシュパレンブル
ク。この写真を郵便
局に置き忘れ、取り
に行ったところ、局員
さんに隠しておきた
かったくらい素敵な
写真だとほめられま
した。嬉しいような恥
ずかしいような。

住居の中庭の様子。昨年は例年になくたくさん雪が降りまし
た。夏は芝生の上で日光浴をしている人もいます。
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（役所）と呼ばれている事務所やフィットネ
スクラブ、パソコン室そしてクラブの入った
建物が建っています。ほぼ毎週末どこかの部
屋でパーティーが開かれており、音楽や奇声
が明け方まで聞こえることもしばしばありま
す。

　基本的に土足禁止としていますが、人が多
く訪れるときは土足です。

ワー室がある部屋です。家賃は学生寮とほと
んど変わりませんが、電気代などを追加で払
わないといけないので、少し高めではありま
す。

　これまでお邪魔したドイツ人のお宅は、家
族住まい、一人暮らしにかかわらずほとんど
靴を脱いであがりました。土足のおうちは二
件だけでした。また時々、脱いでもよいし脱
がなくてもよい、と言われることもあり、
びっくりしました。

＊WG＝ルームシェアリングの形で暮らす住居。ヴェー・ゲーと読む。

質問３：部屋は土足？

ベルリン　Berlin ビーレフェルト　Bielefeld

寮の建物（ほぼ正
面に見えているの
が、文化遺産に指
定されているらし
い 建 物 、左 端 に
写っている建物に
クラブが入ってい
ます。庭ではとき
おりバーベキュー
をやっている人た
ちがいます）

WGのなかまたち（その日のメニューはジャガイモとハンバー
グでした）

仲良しの 知 人
のお宅で。お土
産の日本 玩 具
で遊んでいると
ころ。靴は脱い
でいます。

脱ぎ散らかされた靴の写真
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　市電Straßenbahnの停留所近くに住んでい
るので、街にゆくのにも、大学にいくのにも
市電を使います。大学、街以外の場所に出か
けるときは、時々バスも利用します。
　大学生は学期毎の分担金（Semesterbei-
trag）を払っていれば自動的に学生証が半年
分の定期券の代わりになります。一学期当た
り206.77ユーロ（約24,000円）です。それだ
けでなくノルトライン・ヴェストファーレン
州内であれば、近郊列車にはただで乗り放題
です。たとえば、ケルンやデュッセルドル
フ、ミュンスターなどにもただで行けます。

　大学のメンザ（学生食堂）にはたいてい四
つの定食があり、そのどれかを選びます。メ
インディッシュと付け合せやサラダ、そして
デザートがついて1.50ユーロ（約180円）か

　バスで近くの駅まで行き、そこから都市高
速鉄道S-Bahn、地下鉄U-Bahnに乗ります。
大学へはバスと地下鉄を乗り継いで、約30分
ほどかかります。そのうち自転車を買おうと
考えています。ゼメスターチケット（＝学期
毎の定期券）は約270ユーロ（約31,500円）
です。残念ながら、ベルリンの大学のゼメス
ターチケットはベルリン内しか乗り放題にな
りません。しかも、先学期と比べて50ユー
ロ値上がりしました。ゼメスターチケットだ
けではなく、博物館や交通機関もこの半年間
に値上がりしました。木曜夕方にあった、博
物館の無料開放もなくなりました。理由は、
「ベルリンはお金がないから」だそうです。

　学食では軽食から定食までいろいろなもの
が食べられます。学食の中はいくつかのブ
ロックに分かれており、まず手前に位置して
いるのが飲み物のブロックで、軽食も扱って

質問４：移動手段は？

ベルリン　Berlin ビーレフェルト　Bielefeld

質問５：何を食べていますか？（学食のメニュー）

ベルリン　Berlin ビーレフェルト　Bielefeld

学食のセットメニュー（セット内容はペンネとチキンカツ、そ
れにヨーグルトとサラダを付けて約３ユーロ。サラダの下に
は別料金のゆで卵が隠れていたりします）

市電の運転手さん
に手を振っている
こどもを見かけま
した。

もっと健康的なメニューもあるのですが……。チキンにポテト
というなんともジャンクなものを選んでしまいました。

ベルリンの 学 生
証。なんと紙切れ
です。
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います。昼になるとその奥のコーナー、定食
３種（うちひとつはベジタリアン用）、ヨー
グルトとフルーツ、スープ、サラダ、ファス
トフード、プレート２種そしてデザートの
コーナーが開きます。よく食べるのはセット
メニューとサラダですが、セット付け合せを
一種類とるごとに料金が加算されるのが難点
です。メインはたいてい揚げ物で、付け合せ
はジャガイモ、パスタ、米、人参、コーンな
どで、好きなものを好きなだけ取ってゆくシ
ステムになっています。

　紙類、ビン類（色なし、色つき）、プラス
チック類、その他に分かれています。どうや
らそこまで厳密ではないようです。

ら2.40ユーロ（約280円）くらいで食べられ
ます。大学Uniから少し歩いたところにある
専門大学Fachhochschuleでも食事をすること
ができます。このメンザでは、メインディッ
シュと、好きな付け合せをお椀三つ分選べて
2.30ユーロ（約270円）で、こちらのほうが
おいしいと専らの評判ですが、同じキッチン
で作られている食事だとのことです！

　私の暮らす地域では、市役所で無料配布し
ているゲルバー・ザックGelber Sack（黄色い
袋）なるものに、プラスチックなどの再生で
きる素材のごみを入れ、回収してもらいま
す。そのほかビオ・トンネBio-Tonneという
分別があり、生ごみを捨てますが、調理した
ものは捨ててはいけません。（地域によって
は捨ててもよいらしいのですが。）また、紙
も別に捨てます。
　その他いろいろ分類があるのですが、私が
驚いたのは、ここでは「燃えるごみ」「燃え
ないごみ」という区分がないということで
す。極端に言うと普通のごみとして、電球と
食べ残ったスパゲッティを一緒に捨てられる
わけで、これが私にはあまり理解できません
……。

質問６：ごみの分別法は日本と違いますか？

ベルリン　Berlin ビーレフェルト　Bielefeld

学食の様子 ジャンクフードが好きな彼女はご満悦。

左のボックスから紙、その奥は瓶、中央がその他、右は再生
可能なプラスチック類と並んでいます。
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　残念ながらあまり盛んとは言えないようで
す。ひとつにはベルリンはよそから来た人が
多いこと、そしてもうひとつにはチームが弱
いことがその原因のようです。 

　「Hiroshimastraße」、「Hiroshimasteig」
という通り名。この通りには日本大使館があ
るそうです。その他、広重の画集やバイン
ダー、ハローキティのグッズ、翻訳された漫
画本、招き猫がぎっしりと飾られたショー
ウィンドウ、日本語の本を専門に扱う古本
屋、空手や柔道教室などに「日本」を感じま
す。スーパーに白菜、しいたけ、そして総菜
コーナーにお寿司のパックが売られているの
にはびっくりしました。

　とても盛んです。残念ながらビーレフェル
トのチーム、アルミニア・ビーレフェルトは
ここのところずっと振るわず、二軍から抜け
出せずにいますが、それでもたくさんのファ
ンが応援しています。大学の近くにスタジア
ムがあるので、市電でしばしばファンのラッ
シュに会いますが、たいてい肩を落としてい
るのでちょっと気の毒になります。土曜日
などに近郊列車でどこかへ出かける時もよく
ファンの群れに出会います。みなたいてチー
ムのマフラーなどを身に着け、酔っ払ってお
り、またよく歌っているのですぐわかります。

　ビーレフェルトにも寿司を食べられるお店
が私の知るところでは３件あります。福岡生
まれ育ちの私としては、海からはるか離れた
この町でお寿司をいただく気はあまりなかっ
たのですが、ドイツ人の知人に誘われて一度
だけ食べにゆきました。思いのほか、悪くな
い味でした。
　そしてなんと日本庭園があります。小さいお
庭ではありますが、きちんと手入れされてい
ます。ベンチに座って枯山水の庭を眺めるこ
とができ、ほっと一息つくにはよい場所です。

日
独
交
流

質問７：サッカーは盛んですか？

ベルリン　Berlin ビーレフェルト　Bielefeld

質問８：町で見つけた「日本」は？

ベルリン　Berlin ビーレフェルト　Bielefeld

水守　亜季（みずもり　あき）。
九州大学大学院人文科学府（博士後期
課程）。現在ビーレフェルト大学に留学
中。

執筆者紹介
下薗　りさ（しもぞの　りさ）。
九州大学大学院人文科学府（博士後期
課程）。現在ベルリン自由大学に留学
中。

執筆者紹介

初めて（そして唯
一 ）観 に 行 っ た
サ ッカ ー は な ぜ
か、ボーフムのチー
ムの試合でした。
勝ったので気分は
よかったです。いつ
かアルミニア・ビー
レフェルトも応援
せねばと思いつつ
……。
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ドイツの青少年オーケストラとの交流
山本　成宏

　「音楽を通しての国際交流でグローバルな
視野を持った青少年を育てたい…」との思い
で今から７年前に「福岡青少年音楽の翼オー
ケストラ」を発足させました。
　私自身の30年間に及ぶ海外での音楽活動
経験を通して、音楽こそ言葉の壁を越えて心
と心を通じ合える最良の手段だと思っていま
す。
　７年間の活動の中で、フランス・韓国・ド
イツ・カナダの四カ国で海外交流公演を行っ
てまいりました。特に第３回目のドイツ・ベ
ルリンでの公演は最高の形での交流が実現し
ました。
　しかし、何事も実現するまでには様々な現
実に直面しなければなりません。語り尽せな
い幾多の困難がありましたが「子どもたちを
ドイツに連れて行きたい！」との強い念が通
じて、ベルリン在住の音楽家の友人繋がりで
ベルリンの「ヘンデル・ギムナジウム・オー
ケストラ」との交流コンサートが決定。合同
演奏曲はベートーヴェンの「田園」に決まり
ました。

　2009年３月ベルリンに向けて出発…ところ
が、成田空港で開港以来初となるアメリカの
貨物機の炎上爆発事故に遭遇！急きょ空港が
閉鎖となり出発は翌日となったのでした。楽
器を抱えスーツケースを持ち、乗り継ぎなが
らやっとの思いでベルリンに到着した時は、
子どもたちはヘトヘト状態。ところがベルリ
ン中央駅でホストファミリーが温かく出迎え
てくださり、長旅の疲れもどこへやら…団員
たちは一週間のドイツの家庭生活を体験しま
した。滞在中には学校側のご好意で、授業体
験やダンス・パーティーなどに招待頂き、驚
きや戸惑い、カルチャーショック体験など、
その全てが子どもたちにとって貴重な学びと
なった様でした。それがエネルギーに繋がっ
たのか、本番のコンサートでは600名を超す
ドイツ人の聴衆を前に臆することもなく素晴
らしい演奏をしてくれました。熱狂的な大喝
采に包まれたあの感動は、子どもたちにとっ
て生涯忘れられない思い出として心に刻まれ
たことと思います。ベルリンでの交流コン
サートはこうして大成功の内に終わりまし
た。

日
独
交
流

ドイツでの演奏
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　その感動から一年後の2010年３月に、交流
したベルリンのメンバーが福岡にやってきて
日独交流コンサートを開催。一年振りの再会
にお互いに喜びあい、10日間の滞在中は団員
の家庭にホームスティをして親交を深めまし
た。ベルリンの生徒たちは日本が初めてとい
う子がほとんどで、海や温泉体験など彼らの
喜びは日本人が驚く程でした。
　このようにベルリンのメンバーとはお互い
の国を訪問し交流を深めるという理想的な国
際交流が実現したのです。
　ドイツに出発する前はあれ程“言語恐怖症”
だった団員も、ベルリンと福岡での二度に亘
る交流を重ねてすっかり仲良くなり、今でも
メールや手紙などで交流を続けています。
　これからの彼らの長い人生において、海外
に音楽を通じた友がいることは何と素晴らし

い生涯の財産ではないでしょうか。
　このたびこれまでの活動が評価され、福岡
県の青少年アンビシャス運動の1400を超える
参加団体の中から表彰を頂くことができ、大
きな喜びと共に今後への励みとなりました。
　“美しいものを美しいと思えるあなたの心
が美しい”（相田みつを）という名言のよう
にこれからも「福岡青少年音楽の翼オーケス
トラ」の若い芽たちが、音楽の感動を通して
心に夢を抱き感性豊かな心の実を結んでくれ
ることを願いながら、指導を続けていきたい
と思っています。

ベルリンの生徒たちと一緒に

山本　成宏（やまもと　しげひろ）。
作曲家・指揮者。日本現代音楽協会会員、
福岡市民オーケストラ名誉指揮者、
NHK福岡文化センター講師、他。

執筆者紹介
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諸岡　亮子

　３月11日の大震災から早いもので一カ月
以上となりました。
　震災直後はあまりにもひどい被害の映像
がTVに映し出されるたびに、胸が痛くなり
一週間は仕事も手につかないほどでした。
この一カ月私なりにドイツについてそして
日本についていろいろと考えさせられたこ
と、いくつか書いてみたいと思います。

原発への国民の意識
　まずは、原発問題です。このドイツでは
あの震災後、原発に関する国民の考え方が
本当に変化しました。元々何十年以上も前
から反原発を党是とする緑の党が存在し、
ここ数年勢力を増していましたが、今回は
「福島」がキーワードになった3月末の州選
挙でもその緑の党が躍進し、史上初めて緑
の党が主導の政権が確立されることになり
ました。なぜ、ドイツ人は反原発の方向に
向かっているのか、その大きな原因は、ま
ず国民が原子力発電に伴う危険性を日本と
は比べものもないくらい認識していること
だと思います。私が渡独してもう25年以上
になりますが、あのチェルノブイリもこち
らで体験しました。その際ドイツ人は原発
事故の恐ろしさを本当に身にしみて感じた
のです。当時は私たちも新鮮な野菜を食べ
られるかどうか心配しました。いまでもド
イツとチェコの国境のキノコは放射能の値
が高いそうです。
　そういう背景もあって与党、野党とも、

原発からのエネルギー供給は、非常に慎重
でしたし、将来的には再生エネルギーと言
われる、風力、バイオマス、太陽光発電の
開発、設置普及を急ぎそのシェアを高める
ことにいままでも力を注いでいます。もち
ろん与党は電力会社との関係で原発の廃炉
の時期をできる限りのばそうとしています
が、今の世論では即、原発ストップが大半
を占めていて、私の予想ではヨーロッパで
も一番にドイツが原発全廃を実現するので
はないかと思います。消費者が「従来の電
源からエコ電源（Ökostrom）配給会社にど
んどん契約改定の申し入れをしている」と
昨日のニュースも伝えていました。こちら
では自由に電力会社を選択できますので、
タリフ（値段）に応じて個人で電源供給先
を決められます。

　私がよく、ドイツ人に質問されるのは、
原爆を経験した世界で唯一の国、日本が、
地震、津波、台風といった災害に毎年あう
危険を承知で、なぜこれだけの数の原子力
発電所を設置したかということです。
　もちろん私は経済、エネルギー対策の専
門家ではないのでなんともうまく答えられ
ませんが、第一の原因は私たち日本人が、
電力会社や政府の「原発は絶対安全であ
る」というキャンペーンをほとんど信用
し、あまり真剣にエネルギー問題、原発の
安全性、または危険性を考えてこなかった
ことにあると思っています。原子力エネル

長年ドイツで音楽活動をなさっている諸岡亮子さん（諸岡須賀子会
員のご令嬢）から、今回の原発事故に端を発するドイツ近況報告を
いただきました。ご紹介します。
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ギーは又、他のエネルギー供給源と比べて
安価であるとも言われていますが、私の友
人たちは、このドイツでは核廃棄物の処理
の問題も解決のめどがなく、毎年フランス
原発所からの廃棄物輸送は最終地の核廃棄
物中間倉庫ゴアレーベン（私の住んでいる
ニーダーザクセン州にあります）まですご
いデモで（今年は特に数万人集まりまし
た）１週間その警備に当たる警察の費用も
馬鹿になりません。　
　これもドイツ国民の税金からまかなわれ
ていることを考えると最終的には原子力エ
ネルギーはハイコストのものだというの
がドイツ人の理論です。今回の福島の問題
でも、原子力発電所の原子炉の廃炉、そし
て、廃棄物処理、土地の整地に30年以上
（イギリスの専門家の試算では100年）かか
るということを東芝、日立の関係者が報告
していますが、どのくらいの日本人がこの
ようなことを想定していたでしょうか。こ
の間の放射能の人体、自然への危険性はな
くなることはないのです。

自然との協調
　ドイツでは原子力（これは核兵器も含
め）の存在そのものが人類の脅威であると
いう見方が少数意見ではありません。日本
でも最近は省エネということが大きくとら
えられているようですが、ドイツでは、例
えば家電のスタンバイスイッチ（TV、オー
ディオなど、リモコン操作でオンオフする
だけで本体の電源を切っていない状態な
ど）を使わなければ今すぐにも２カ所の原
子力発電所を閉鎖することができると言わ
れていますし、日本のように昼間でも夜で
も照明をつけっぱなしにすることはほとん
どありません。これはこちらに来られたこ
とのある方々にはよく御理解いただけるか
と思います。（夜は薄暗い部屋でのキャン

ドルの光が当たり前の国ですから。）我々
人間が快適に生活していく上での大前提と
して、ドイツでは自然との協調、これがた
だの言葉やメッセージとしてだけではなく
日常生活に反映されています。ドイツのメ
ディアでは震災後一週間くらいは被災地か
らの中継や避難者の状況のなどが報道され
ていましたがその後は毎日福島原発の深刻
な状況が非常に細かく説明されています。
　私は、ドイツ、イギリス、アメリカそし
て日本の報道をインターネットで並行して
みていますが、特にドイツは放射能放出に
よる影響についてのテーマが多くなってい
ます。特記すべきは事故後、割と早い段階
でtepco（東京電力）の無能ぶり、ずさんな
安全対策を取り上げていたことです。これ
については日本は当時ほとんど触れていま
せんでした。もちろん、日本のメディアは、
不要な混乱、パニックを避けるためにあえ
て、真実をすべて報道することはできない
のでしょうが、あまりにも海外からの情報
と違いがありすぎるのが気になります。一
番、危険と隣り合わせになっている特に東
日本の方々には冷静になっていただくため
にも科学的な根拠のもと、うそのない情報
提供が必要なのではないでしょうか。私と
しては被害に遭われた地域の方々だけでな
く日本中で原発問題の議論が活発になるこ
とを、本当に希望します。高度成長の時期
を過ぎて日本のエネルギー需要は横ばいに
なると言われています。一人一人が自覚し
て省エネ、そしてエコを考えて自然と共に
生活していけば、少しは世界が変わってく
ると思います。今、私はそれをこのハノー
ファー、ドイツで実感していますから。

音楽を通しての復興支援
　さて今回の災害はあまりも大きなもので
世界中の人々がショックを受けたと思いま
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す。私も震災後、ドイツ国内はもとより、
ヨーロッパ中の友人から手紙、電話、メー
ルが入りました。地震、津波はドイツ人に
は無縁なものなので、（私はヨーロッパで
は一回だけベルギーで揺れを感じたことが
ありました）、とにかくびっくりしたよう
です。地震後の週末、私には教会での礼拝
でオルガン演奏の仕事がありましたが、早
速日曜日には特別に日本の犠牲者のための
お祈りが入りました。現在まで（もう一ヶ
月以上になります！）市の中心部のマルク
ト教会では、毎日！！６時に日本の方々の
ための夕べの祈りが行われています。
　義援金活動も活発で、各地でチャリティ
コンサート（地元の音大生、オーケストラ
のメンバー、これは日本人を中心にしたも
のですが、もちろんドイツ人も参加してい
ます。）有名なところでは、ミュンヘンで
のドイツレクイエム（ケント・ナガノ氏指
揮）とか、ベルリンフィル、シュターツカ
ペレ合同コンサート（サイモン・ラトル、
ダニエル・バレンボイム）など開かれてい
ます。ここハノーファーでも、大植英次さ
ん指揮で（大阪フィル指揮者、そしてハ
ノーファーの放送響名誉指揮者）コンサー
トが被災後10日後くらいに開かれました。
　日本はクラシック音楽家が多数来日して
いますので、他の被災国より身近に感じる
音楽家が多く、又友人を日本各地に持って
いる人たちも多いので、これだけ活発に義
援金募金活動が行われているのだと思いま
す。
　私も微力ながら数回チャリティコンサー
トで演奏させていただきましたが、先週こ
のハノーファーのメイン教会であるマルク
ト教会のオルガニストから来年３月11日
の被災一周年オルガンソロコンサートの依
頼があったのにはびっくりしました。もし
かしたら来年、今ほど皆の関心はないかも

しれないけれど、とても意義のあることな
のですぐに承諾しました。日本は経済的に
はもちろん貧しい国ではありませんが、こ
れからのこと（特に福島の状況）を考える
と経済的にもダメージはすごく大きいと皆
予感しています。周りのドイツ人の友人た
ちの善意を無駄にしないで支援できたらい
いなと思っているところです。ところでハ
ノーファー北ドイツ放送響のオーボエ奏
者、松原清さんの弟さんが仙台で被災さ
れ、彼自身も家をなくされましたが、震災
後その土地の救援活動に入られました。私
も松原さんの呼びかけで寄付をしました
が、なんとハノーファーを中心に1000万
円近く集まったそうです。本当にドイツ人
の暖かいこころざしに胸があつくなりまし
た。ゲッティンゲン大学では被災されて親
を亡くした大学生への恒常的な資金援助の
準備が進んでいるそうです。

ドイツ人から見た日本人の対応
　最後にドイツ人が今回の事故で日本人に
ついて感じたことをお伝えします。まずほ
とんどの友人がびっくりしているのは、日
本人がどんな状況でも非常に落ち着いてい
る（またはそのように見せている）こと、
混乱状態でもアグレッシブな態度を取る
人たちが少ないこと、辛抱強いこと、怒り
（政府、役人、電力会社などに対して）を
あらわにする人が少ないこと（これは数日
前の漁業関係者へのインタビューで少し見
方が変わったようですが。彼らは本当に東
電と国に対して怒っていましたから）暴
動、大きな犯罪がないこと（もちろん空き
巣、窃盗などはあるでしょうが）。
　困難な状態でも皆で助け合いながら生き
ていこうとする人々の姿に感動した、悟り
の精神は仏教からくるものか、などの質問
もありました。
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　今週の週刊新聞ツァイトには「日本人は
（我々と）違った悲しみ方をする」という
タイトルの記事が出ていました。ある友人
はどこかの記事で見た“地震、雷、火事、親
父”の序列の意味を教えてくれと言ってきま
した。とにかくこの震災の後、いろんな意
味で日本人の精神力の強さということは世
界中の人々にアピールされたように思いま
す。
　私自身も、日本人の（特に東北人と言っ
た方が良いのでしょうか）辛抱強さと、秩
序を乱さない態度に感銘しました。寒さと
集団生活で極限の生活をされる中で、人間
としての尊厳を失わないのはとても大変な

ことだと思いますが、子供からお年寄りま
で本当に頑張っていらっしゃると思います。
でももう１ヶ月すぎて限界でしょうね。

　とりとめもなく思うままに私が今感じて
いることを書いてみました。ドイツに関心
のある方だけでなくいろんな方に日本国内
では見えないもの、海外の反響など少しで
も知っていただけたら幸いです。

（2011年４月13日）

諸岡　亮子（もろおか　りょうこ）。
パイプオルガン奏者。
ハノーファー在住。

執筆者紹介
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恒吉　良隆

　福岡に在住していた時私は30年あまり西日
本日独協会に所属し、また数年間は会報の編
集委員長も務めましたが、定年退職を機に郷
里宮崎へ転居、そのため残念ながら退会いた
しました。
　さて、このたび貴誌より表題に関する寄稿
を依頼されましたので、現在私が宮崎市の
中央公民館で開講しています「ドイツ語学習
会」について、少し報告させていただきます。
　平成17年７月から月２回の授業をずっと続
けており（ただ、昨年の口蹄疫蔓延のときは
公民館が閉鎖され、２か月間の休講を余儀な
くされました）、やがて７年目を迎えようと
しています。始めた頃は、まあ２～３年も続
けばいいかなと考えていましたので、このよ
うに長命を保っていることに、担当者の私自
身が少々驚いている次第です。
　受講者は10名内外といったところで決して
多くはないのですが、元教師・元公務員・ピア
ニスト・主婦・ドイツ滞在経験者・孫娘がドイ
ツの大学に留学中の方など多士済々です。な
にしろ「超」熱心な方が多く、数年間無欠席
の方も何人か。なにより、質問の多いことが受
講者の意欲の表れと言えるでしょう。授業とい
うものは、質問が多いほど活気づく事実は、

皆様も先刻ご承知のとおりです。
　教材については、大学などで使われている
中級レベルのテキスト（ドイツの諺、グリム
童話、独作文、映画のシナリオ、独検問題
等々）のほか、インターネットで得られるド
イツの新聞の最新記事を配布して、その時々
のニュースを講読することも少なくありませ
ん。最近では、秋葉原事件、ヘルタ・ミュ
ラー Herta Müllerのノーベル賞受賞、菅首相
就任、口蹄疫発生、新燃岳噴火（この両記事
は当地宮崎に関連するニュースゆえに皆さん
の関心も大でした）、エジプトのムバラク大
統領退陣、そして東日本大震災ならびに原子
力発電問題など、日本の新聞報道とのニュア
ンスの違いなども検討しつつ、丹念に読んで
います。

ドイツ語による身辺報告
　そう言えば、あるとき受講者の一人から次
のような提案がありました。「私は米国人担
当の英語講座も受講していますが、そのクラ
スでは毎回各人に自分の身辺雑事などを英語
で報告することになっています。ここでもそ
れをやってはどうでしょうか」──早速その
次の授業から、皆さんに２、３分ずつ、ドイ
ツ語による報告をしてもらうことにしまし
た。あらかじめノートにドイツ語を書いてき
て、それを読みあげる方もいれば、原稿なし
で、つまりfrei sprechenする方もいます。
　市民講座の困難な点のひとつは、お一人お
一人のドイツ語の力にばらつきがあることで
す。しかし、たとえば実力３の方も５の方
も、そして７の方も授業に適応できるよう

ドイツ語教育
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に、教授者側で工面することが肝心だと思っ
ています。したがって、上記の身辺報告につ
いても、ドイツ語が無理な場合は日本語でも
結構ですよ、ということにしています。
　ときにはドイツ語を離れて、私がいわゆ
る講演形式の授業をすることもあります。
「ニーチェについて」、「ニーチェの妹エ
リーザベト」、「森鴎外とルートヴィヒ2世
──『うたかたの記』」、「グリム童話の背
景」、「ハプスブルク帝国末期の人物像──
皇妃エリーザベトを中心に」等々、皆さんに
大いに興味を示していただきました。また、
ドイツ映画「野ばら」（Der schönste Tag 
meines Lebens）、日独映画「舞姫」（Die 
Tänzerin）などを鑑賞したこともあります。
　受講者の年齢層は20代から80代まで。昼
間（2時～4時半）の開講ですので、在職中の
方の受講は難しいのが実情です。今までも何
人か就活中の若い人たちの参加がありました
が、幸いなことに──当方としては実は残念
ながら──そのような５、６人の方が就職先
を決めて、受講を取り止めました。（第26
回ドイツ研修旅行に参加した湯浅しおりさん
も、しばらく授業に参加していましたが、そ
の後宮崎県立図書館に就職が決まり、今は念
願だった司書として元気に働いています。）
　この「ドイツ語学習会」が開講して５年目
の昨年10月、宮崎市役所に新しく国際交流
員としてドイツから着任したサシャ・クリ
ンガーSascha Klingerさんとたまたま知り合
い、彼に授業担当の意向を尋ねたところ喜ん
で引き受けたいとのこと。市役所に正式に
「派遣依頼」を申請して承認され、その後ク
リンガーさんに授業３回のうち１回を引き受
けてもらっています。つまり、私２回、クリ
ンガーさん１回の輪番制というわけです。彼
はベルリン大学日本語コースの出身ですの
で、日本語も堪能ですが、なるべく日本語を
使わない方針でやってもらっています。

宮崎にドイツの歌声が響きます
　ご承知のように、今年は日独交流150周年
の年に当たります。以下のことは「ドイツ語
学習会」とは直接的な関係はありませんが、
ぜひ触れておきたいと思います。
　今秋10月中旬、宮崎にベルリン少女合唱団
（約50名）の美しい歌声が響きます。この合
唱団の専属ピアニストを務める延岡出身の湯
浅敬子さんと合唱団指揮者のザビーネ・ヴュ
ストホフSabine Wüsthoff さん、ならびに受
け入れ側の「宮崎公演実行委員会」が中心に
なって、この大がかりなイベントを企画推進
し、実現の運びとなりました。ドイツ大使館
からも、150周年公式記念事業としての認定
を受けました。
　私たち「ドイツ語学習会」としても、この
「ベルリン少女合唱団宮崎公演」にできる限
りの協力をしたいと考えています。ホームス
テイ受け入れ、通訳、その他諸々にお手伝い
ができるのではないかと思っています。なに
しろ、今年展開される記念事業のほとんど
は、東京・大阪など大都市中心のようですの
で、この宮崎公演は全国的に見ても特異な企
画であることは間違いありません。
　来日日程としては10月７日から17日が予定さ
れており、やがて詳しいプログラムが決定する
と思いますが、その日程にあわせてどうぞ他県
の方々もぜひ宮崎まで足を伸ばしていただき、
遠来の歌姫たちのコーラスに耳を傾けていた
だきますよう、この紙面を借りてお願いを申し
あげます。
　（注記：この原稿を提出後に、原発事故の
影響を危惧して、上記公演は残念ながら来年
の春以降に延期されることになりました。）

恒吉　良隆（つねよし　よしたか）。
福岡女子大学名誉教授。

執筆者紹介
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佐賀の超高齢ドイツ語読書会
吉中　幸平

　毎週火曜日の午後３時。かなりのお年を召
した面々が、佐賀大学の私の研究室がある建
物４階へとおいでになる。幸いこの建物には
エレベーターがあり、それを使って上がって
来られるのであるが、若い学生たちのいる場
所で、ちょっと目を引く光景である。面々の
表情はしかし、学生たち以上に張り切って見
える。週に一度のドイツ語読書会の日であ
る。
　メンバーの年齢は（91歳）〔（　）の理由
は後述〕、82歳、79歳が二人、66歳、一番
若い私が63、平均年齢76.6歳である。そも
そもこの読書会は、本年報の前編集委員長で
ある高田先生が佐賀大学在職時、ドイツ語公
開講座の講読クラスから始まったものである
（最初は確かミヒャエル・エンデの『モモ』
だった）。15年以上も前のことである。その
うちメンバーのドイツ語のレベルが高くなり
過ぎ、市民一般だれでも参加できるという公
開講座の趣旨に合わなくなってしまい、やむ
なく公開講座から撤退していただいた、とい
う経緯がある。公開講座期間以外でもドイツ
語を読みたいという熱意もあって、公開講座
から独立、場所を学外に移して断続的に続い
てきた。高田先生の定年退職後しばらくは自
分たちだけで読んでおられたが、高田先生の
後任の米澤先生、そして私が引き継いで今日
に至っている。私がお世話をするようになっ
てからは、私の研究室隣のドイツ語資料室を
会場にしている。（この間何人かの参加者の
入れ替わりがあった。）
　参加者の年齢が高いというだけならさほど
自慢にはならないが、年齢と同様、読んでい

るドイツ語のレベルが極めて高い。以前メン
バーのお一人に記憶しておられる限りでリス
トを作ってもらったことがある。作家名のみ
を挙げると、ミヒャエル・エンデ、リカル
ダ・フーフ、ジンメル、トーマス・マン、
ヘッセ、ホーフマンスタール、クライスト、
シュニッツラー、カフカ、ムージル、グリル
パルツァー、ヘッベル、メーリケ、ゲーテな
どの文学作品が多い。これらの他に、ドイツ
の介護保険についての実務的な文章や『シュ
ピーゲル』の記事、ヴァイツゼッカー元大統
領の演説などもある。約２年半前からはダニ
エル・ケールマンの『世界の測量』、引き続
き同じ作家の『私とカミンスキー』を読んで
いるが、これもあと数回で読み終わる予定。
　読書会の様子であるが、前の回で分担を決
めておき、その人が段落なり適当なまとまり
ごとに声に出して読み、訳していく。他の人
も質問したり、疑問点を出すというごく普通
のやり方である。３時から５時ちょっと前ま
でびっしりの勉強時間、毎回６～７ページを
読む。８ページ進む時もある。私はときどき
発音や文法的な点でコメントするだけで、学
生相手の授業に比べれば楽なものである。解
釈をめぐって議論になり、だれかが面白いこ
とを言って大笑いになることもある。勉強が
終わったあと、お茶を飲みながらの雑談も楽
しい。私にとっては全員が人生の先輩たち。
私の方がいろいろ学ぶことが多い。
　Ｙ野さんとＫ月さんは旧制高校でドイツ語
を習われた筋金入り。Ｙ野さんは弁護士らし
く、厳密な読解力を発揮され、細かいところ
までよく質問された。昨年末「これ以上文字
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を読むと目がつぶれる」と２回目のドクター
ストップがかかり、今年に入ってからは欠席
しておられたが、この２月に逝去された。仕
事中（最後まで会社の顧問弁護士として現役
であられた！）に倒れられ、３日後に逝かれ
たという。奥様の話では、生前この読書会を
何よりも楽しみにされており、特に自分が当
たっている日は喜々として出かけられ、帰宅
して奥様にその結果を報告されたという。私
などＹ野さんの年まで生きる自信もないが、
生きたとしても、90を越してなお、あのよ
うに正確にドイツ語を読む能力と気力がある
か？恐らくナインである。模範とすべき生き
方であった。
　紙幅が残り少なくなったが、他の方も簡単
に紹介したい。Ｋ月さんは、佐賀では知らな
い人のない老舗のお菓子屋さん。息子さんに
社長を譲って、今は悠々自適の生活。博識で
大のドイツ贔屓であられる。Ｔ富さんは元数
学の先生。数学者らしく緻密な訳をなさる。
遠く唐津からの参加には頭が下がる。ドイツ
人とドイツ語で文通をされているとも聞く。
Ｔ華さんは元音楽の先生でチェロの演奏家。
インターネットからテキストに関する資料を
取り出したり、ドイツからテキストの朗読音
声CDを手に入れ、コピーして皆さんに提供
される。今のテキストが終わる前からいろい
ろ取り寄せては、「次はこれを読もう！」と

おっしゃる。（Ｔ華さんの提案で、次ぎは
シュテファン・ツヴァイクの『チェスの話』
を読むことが決定済み。）４年前から参加さ
れているＫ保さんは九大工学部出身の新進気
鋭（60代はまだまだ若い！）の勉強家。教養
部の時に根本先生からドイツ語を習われたと
いう。かなりのドイツ語力の持ち主である。
鉄鋼関係の仕事で、ドイツその他海外滞在
経験も豊富。最後の赴任地はインドネシアの
ジャカルタであったが、定年退職の半年も前
に「退職したらもう一度ドイツ語を勉強した
い」という熱心な連絡をもらったのが始まり
であった。
　このように、皆さんドイツ語が大好きなの
である。ドイツ語が生き甲斐となっている様
子なのである。人称変化や格変化など文法関
係が明確なドイツ語は、頭の老化防止には
打って付け、年老いて学べばとてもご利益の
ある言葉。昨今の学生にはあまり人気のない
ドイツ語ではあるが、市民の中にこのような
ドイツ語愛好家がおられることはうれしい限
りである。佐賀にはこの読書会の他に毎回盛
況のドイツ語公開講座もあるが、それについ
ては他の機会に譲りたい。
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吉中　幸平（よしなか　こうへい）。
佐賀大学文化教育学部教授。

執筆者紹介

現在のメンバー（中央が筆者）
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地上の庵
福元　圭太

　壮麗な町が「何の予告もなくもっとも恐る
べき不幸に見舞われ〔…〕、大地は震え、揺
らぎ、船は砕かれた。家々は崩れ、〔…〕廃
墟のいたるところから煙が立ちのぼり、火炎
が上がっていた」。1755年11月１日午前10
時、リスボン大地震。ちょうど万聖節のこの
日、リスボンでは教会で生き埋めになった礼
拝中の信者も多くいた。「信仰箇条第一条に
より、賢明で慈悲深いものと教えられてきた
天地の創造者にして保持者たる神が、正しい
者も不正な者も等しく破滅の淵に投じること
によって、万物の父たる実を示さなかったこ
と」はまだ６歳であったゲーテの心を深く傷
つけ、そこから「容易に立ち直ることはでき
なかった」と自叙伝『詩と真実』にある。
　翌1756年、哲学者カントも立て続けに３
篇の地震論を発表した。カントは「海の大洪
水」、今では世界共通語である「津波」にも
言及している。カントは地震が我々の悪事
に対する天罰や神の復讐ではないことを強調
する（どこかの知事は「天罰」だと宣うた
が）。その証明はしかし、いささか説得力に
欠ける。カントは、キリスト教国となったペ
ルーも、異教の国であった頃と同じく地震に
遭ったのだし、他の無罪だとは僭称できない
国や都市が、はなからこの災厄を免れたので
あるから、と言うのである。いずれにせよカ
ントは、災厄に遭った犠牲者の不幸が我々に
人間愛を目覚めさせるという。しかしカント
は最後に再び神を持ち出し、このような試練
は「この世の舞台上に永遠の庵を結ぶように
は生まれついていない」人間の定めであり、
人間のもっと高貴な目的の達成を我々が望む

のであれば、災厄も神の摂理に適ったことで
あろうとし、人間に「叡知的努力」を要請す
るのである。
　「突然、青天の霹靂もさながらに、町の大
部分はめりめりと大きな音を立てて沈み、生
きとし生けるものはことごとく瓦礫の中に埋
まった。〔…〕なおも一軒の家がどっと崩れ
落ち、〔…〕はたまたその先では煙がもうも
うと立ちこめ、〔…〕瓦礫の下からまだ喘ぎ
を上げる声さえして〔…〕人も動物も氾濫す
る水との格闘の真最中で、救助に一肌脱ごう
としている健気な人がいるかと思えば、亡者
のように蒼白となって声もなく、ただ震え
る両手を天に向かって差し上げている者た
ちも見られた。」1647年５月13日にチリの
首都、サンチャゴを襲った地震を題材に、
クライストは短編「チリの地震」（1807－
1810）を書いた。クライストがこの題材を
取ったのはおそらく、カントの地震論からで
あろう。クライストはカントの熱心な読者で
あった。カントは地震論第二論文「地震の歴
史と博物誌」に、地震の恐怖や人々の絶望を
うまく説明することができれば、それは感動
的であろうし、心を打つだけに「人心を改
善」できるであろうが、それは「私よりも巧
者の手に委ねたい」としているのである。
　クライストの「チリの地震」は、結婚の秘
蹟なしに愛を交わした若い恋人たちジョゼ
フェとジェロニモの物語である。身ごもって
いることに気づかれず尼僧院に幽閉された
ジョゼフェは、僧院内で産気づく。当時この
ような「罪」は斬首刑に値した。ジョゼフェ
処刑の当日牢獄にあったジェロニモは、絶望

文学
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のあまり首をくくろうとしていた。まさにそ
の瞬間大地震が起こり、ジョゼフェと産まれ
た息子のフィリップは尼僧院から、ジェロニ
モは牢獄から命からがら逃げ出し、泉のほと
りの「避難所」で再会するのである。しかし
喜んだのもつかの間であった。ジョゼフェと
ジェロニモは知人らとともに教会のミサに参
加するのだが、そこで行われた説教は、この
大地震は尼僧院でおきた神への冒瀆行為への
報いであるという告発に他ならなかった。教
会に集まった「信仰篤き」人々は大挙して「罪
人」たちに襲いかかり、ジョゼフェとジェロ
ニモはもとより、ジョゼフェに間違われた

4 4 4 4 4

知
人の義妹も、フィリップに間違われた

4 4 4 4 4

知人の
息子も殺されてしまう。酸鼻を極めるこの結
末にはクライストの暗い情念が仄見える。
　カント（前批判期）、ゲーテ、クライスト、
いずれの場合もキリスト教の神の所作が問わ
れる。「神も仏もない」災厄の宗教的解釈は
ここではおこう。問題は文学である。暖かく
安全な部屋でクライストの短編を読むこと

は、東北・関東の被災者とどう繋がるのか。
　それはメタファーと想像力の問題であろう
と私は考える。実際に経験した者にしかわか
らないはずの恐怖と絶望をメタファーで表現
するのが文学であり、それを解読し、その経
験を想像するのが読書行為である。映像はメ
タファーを脱色し、想像力を削ぐ。想像力の
ない人間には共感能力もない。「想像力の欠
如した部分を、うつろな部分を、無感覚な藁
くずで埋めて塞いでいる」（村上春樹『海辺
のカフカ』）にすぎない。
　慰めようのない悲哀を、想像することに
よって、僅かでも共感すること。
　暖かく安全な部屋？果たしてこの国にその
ような場所はあるのか。私の部屋は玄海原発
から30キロ、この稿を書き始めたのは福岡西
方沖地震からちょうど６年目であった。

福元　圭太（ふくもと　けいた）。
九州大学言語文化研究院教授。

執筆者紹介
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（1902）
（1908） 
（1910） 
（1912）
（1919） 
（1929） 
（1946）
（1966） 
（1972） 
（1981）
（1999） 
（2004）
（2009）	

ヘルタ・ミュラーの文学世界
小黒　康正

　総じて現代の
優れた文学は、
新しい文学言語
を 創 造 し な が
ら、「周辺」か
ら立ち上がって
来る。その意味
を我々に改めて
問うのが、2009
年にノーベル文
学賞を受賞した
ヘ ル タ ・ ミ ュ

ラーの文学であろう。
　ドイツ文学史を繙くと、「周辺」の作家が
新しい文学の中心を担うことは少なくない。
ハウプトマン（シュレージエン）しかり、カ
フカ（プラハ）しかり、ツェラーン（ガリ

ツィア）しかり。「周辺」をめぐる逆転の構
図は、いまや世界的潮流になっている越境・
移民文学への関心の高まりと相まって、現代
ドイツ文学においても著しい。かつてノーベ
ル文学賞にトーマス・マン、ヘルマン・ヘッ
セ、ハインリヒ・ベル等、「ドイツ」の作家
が名を連ねたが、いまやブルガリア出身のエ
リアス・カネッティとバルト海の港町ダンチ
ヒ出身のギュンター・グラスといった「ドイ
ツ語圏辺境」の作家が新たに加わる。また、
「周辺」の問題をジェンダー論的観点から捉
えると、男性的原理によって周辺化され続け
てきた女性の書き手として、ネリー・ザック
スとエルフリーデ・イェリネクがノーベル文
学賞の栄に輝いたことも忘れてはならない。
同賞が1901年に設けられて以来、ドイツ語圏
から13人目の受賞者であり、女性としては12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

（歴史家）
（哲学者）
ベルリン
シュレージエン（現ポーランド西部）
スイス
リューベック
カルフ
ベルリン
ケルン
ブルガリア生まれ、イギリス国籍
ダンチヒ（現ポーランドのグダニスク）
ミュルツツーシュラーク（オーストリア）
バナート（ルーマニア）

テオドール・モムゼン
ルドルフ・オイケン
パウル・ハイゼ
ゲルハルト・ハウプトマン
カール・シュピッテラー
トーマス・マン
ヘルマン・ヘッセ
ネリー・ザックス
ハインリヒ・ベル
エリアス・カネッティ
ギュンター・グラス
エルフリーデ・イェリネク
ヘルタ・ミュラー

［下線は女性受賞者］

ドイツ語圏ノーベル文学賞受賞者一覧
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番目の受賞者であるヘルタ・ミュラーこそ、
二重の意味での「周辺」作家である。
　1953年、ミュラーはルーマニアのバナー
ト（Banat）地方に生まれた。そこは、18世
紀にオーストリアの国家的要請を受けてドイ
ツ・シュヴァーベン地方の人々が入植した土
地である。ミュラーはこうした「周辺」の地
で、1987年にベルリンに移住するまでチャウ
シェスクの独裁政治がもたらす恐怖に曝され
続けた。1984年の処女作『澱み』（山本浩司
訳、三修社、2010年）は、ドイツ系少数民族
の村社会に渦巻く因習や権威主義や暴力を子
供の眼差しで描く「反牧歌」である。1992
年に公刊された第一長編『狙われたキツネ』
（山本浩司訳、三修社、2010年）では、秘
密警察と相互密告に苦しむルーマニア80年
代の日常が不気味なメールヒェンと化す。ま
た、2009年に上梓された最新長編『息ブラ
ンコ』（邦訳なし）は、ドイツ系ルーマニア
人が第二次世界大戦時に旧ソ連で被った強
制労働という政治的タブーを扱う。総じて
ミュラー文学は多民族の縮図の中でマイノリ
ティーが陥った苦難を見事に証言する。
　但し、過酷な現実を書き連ねるだけでは
「文学」は成り立たない。ミュラーは言う、
「多くの人にとって私の本は証言です。しか
し私は書いている自分が証言者であると感ず
ることはありません。私が書くことを学んだ
のは沈黙からです。そこから書くことが始ま
りました」と。『狙われたキツネ』ではルー
マニアの三色旗が「赤貧の赤、沈黙を表す黄
色、監視の青」として示され、1994年の長編
『心獣』（邦訳なし）は、次のような対話で
始まり終わる。

　僕らは黙ると不愉快になるし、しゃべ
れば笑いものさ、とエトガルは言った。
　私たちはあまりにも長く床に座って写
真を前にしていた。座っていたせいで私

の足はしびれてしまった。
　私たちは、口の中のことばで多くを踏
み荒らすわ。草むらにある足と同じくら
いに。だけど沈黙でもそうするのよ。

エトガルは黙った。　　　　　　　　　
　（以上、拙訳）

　ミュラー文学における「沈黙」とは、独裁
政治によって強いられた寡黙や秘密警察に対
する黙秘だけではない。それは、過度な恐怖
によって現実が歪められた結果、加害者と被
害者、自殺と他殺、光と闇、自然と人間、こ
れらの境界が判別しがたくなったいわば「言
語を絶する状況」に他ならない。総じてドイ
ツ現代文学は言語ならざる「沈黙」にことば
を与えようとする矛盾を意図的に犯す。ミュ
ラーの場合、異質な断片的文言を組み合わせ
るコラージュ技法を巧みに用い、さまざまな
エピソードを断片化し、時に言葉そのものを
切りつめることで、饒舌な「沈黙」を現出さ
せる。こうした静けさの中、例えば『心獣』
では、老女の歌が不気味に響く。家族のこと
も分からず、自分が生きていることさえ分か
らないひとりの祖母が、死ぬまで歌い続ける。

　歌をうたう祖母は暗い女性。誰もが心
獣をもつことを知っている。祖母は他の
女から男を奪う。この男は他の女を愛
し、歌う祖母を愛さない。だが、祖母は
男を自分のものにする。相手を求めたか
らだ。相手ではなく、相手の畑を。祖母
は男を手放さない。男は祖母を愛さない
が、祖母には男を手玉にする術がある。
あんたの心獣はネズミよ、と男に言っ
て。
　その後、何もかもが無駄になってし
まった。戦後、畑が国によって没収され
たからだ。
　この没収の前に、祖母は歌い始めた。

（以上、拙訳）
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　ミュラー文学における「沈黙」には、倦怠
と沈思による「深い憂い」が伴う。古来より
芸術の霊感源と称されてきたメランコリーが、
古代ローマの農耕神サトゥルヌスや時の神ク
ロノスと深く関わる土星的資質の知的衝動で
あることを忘れてはならない。ミュラー文学
には、農地開拓の為に辺境に移住した人々の
言語ならざる「深い憂い」が、時を経て沈殿
し続けている。静謐に、しかも饒舌に。

―2010年９月18日、９月例会講演より―

〔附記〕本稿は、2009年10月23日付け「西
日本新聞（朝刊）」に掲載された記事「周
辺から生まれた饒舌な〈沈黙〉ヘルタ・ミュ
ラーの文学をめぐって」に基づきます。講演
を行った例会当日は、いわば「満員御礼」、
多数の方々にご来場いただきました。この場
をかりて心より御礼申し上げます。

小黒　康正（おぐろ　やすまさ）。
九州大学大学院人文科学研究院教授。

執筆者紹介
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ドイツ語教師が読む『ノルウェイの森』
尾張　睦

　村上春樹のベストセラー『ノルウェイの
森』は、村上作品の中でもとりわけ、死と性
に濃厚に彩られた小説である。
　それだけに、初めて読んだときは抵抗を感
じた。まだ余裕がなかったということだろ
う。私はこの小説をいわば足早に通りすぎて
しまった。二十代の終わりごろである。
　私は30歳頃から少しずつドイツ語を教え始
め、今では十年ほどになる。この仕事のおか
げで自分が多少は変わったと思ってきたが、
最近『ノルウェイの森』を読み返してみて、
そのことを実感した。ドイツ語教師という立
場であらためて読んでみると、以前には気づ
かなかったような事柄がいろいろ見えてくる
のである。言い換えれば主人公たちの、60
年代末における「外国語履修状況」に、職業
がら無関心ではいられなくなったということ
だ。　
　この小説は大学生の「僕」と、二人の女友
達との関係を軸に展開する。
　姉と恋人を自殺で失い、心を病んだ「直
子」は、東京の大学を休学して京都の山奥の
療養所に入ってしまう。「僕」は読みかけの
『魔の山』とドイツ語の教科書を持って面会
に行く（療養所そのものが『魔の山』のパロ
ディになっている）。直子を待ちながらテス
ト勉強していると、「何だかふと不思議な気
持」にとらわれる。「ドイツ語の不規則動詞
とこの台所のテーブルはおよそ考えられる限
りの遠い距離によって隔てられているような
気がしたからだ」。
　彼と直子が東京で初めて一夜をともにした
とき、直子の机の上には「辞書とフランス語

の動詞表があった」と記されている。そして
直子は療養所に入っても、フランス語を学び
続けている。患者仲間にフランス語に堪能な
人がいるからだ。彼女が住む建物は「阿美
寮」という名前である。「これはたぶんフラ
ンス語の ami（友だち）からとったものだろ
うと想像した」。
　このことが暗示するとおり、直子は結局下
界に戻ることなく、死者の仲間になってしま
う。だが「僕」は、『魔の山』に七年滞在し
た主人公ハンスとは対照的に、ドイツ語のテ
ストに間に合うよう東京へ戻る。まるでドイ
ツ語の勉強によって外の世界とのつながりを
保っているかのように。
　東京には同級生の「小林緑」がいる。緑は
直子と同じく心に傷を負っているものの、直
子とはさまざまな点で鮮やかな対照をなして
いる。たとえばドイツ語の履修をめぐって、
こう言ってのける。
　「学校が死ぬほど嫌いだったからよ。だか
ら一度も休まなかったの。負けるものかって
思ったの。（中略）それで無遅刻・無欠席の
表彰状とフランス語の辞書をもらったの。だ
からこそ私、大学でドイツ語をとったのよ。
だってあの学校に恩なんか着せられちゃたま
らないもの」
　直子と緑の違いは、言葉について特に鮮明
である。もともと無口な直子は、自分の心を
言葉で捉えることができず、うまく話せなく
て苦しんでいる。ところが緑は口が達者で、
あけすけなことを喋りまくり、原稿書きのア
ルバイトで器用に稼いだりしている。直子が
死の影にとらわれているとしたら、緑はそれ
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を跳ね返す生命力にあふれている。
　それではここに「直子＝フランス語＝死」
「緑＝ドイツ語＝生」、という図式を読み
取ってもよいのだろうか？　そして「僕」が
ドイツ語を勉強していることは、彼が緑との
出会いによって死の淵から救われることを意
味している、と言ってよいのだろうか？
　大筋ではそうなのかもしれない。だがやは
り、話はそれほど単純ではないのである。少
なくとも、「僕」と緑が結ばれるかどうかに
ついて、小説は何もはっきりしたことは述べ
ていない。
　療養所から戻った「僕」に、緑が声をかけ
てくる。「ねえワタナベ君、午後の授業ある
の？」「ドイツ語と宗教学」「それすっぽか
せない？」「ドイツ語のほうは無理だね。今
日テストがある」
　このとおり「僕」はドイツ語に妙に忠実で
ある。彼と緑は（直子とはちがって）同じ大
学の学生で、おそらく同じ学部で、どちらも
ドイツ語を履修している。にもかかわらず、
彼らのドイツ語のクラスは同じではない。つ
まりこの言語は彼らをすんなりと結びつけは
しない。「ドイツ語」に注意して読んでみる
と、それはまるで邪魔をするように、彼らの
間に何度も顔を出す。たとえば「結局その日
彼女の姿を見ることはなかった。（中略）図
書室に行ってドイツ語の予習をした」などな
ど。ここではドイツ語はむしろ、主人公の心
の中にあって、緑への急速な接近を妨げる何
物かのように見える。
　ある日「僕」は緑にせがまれて、彼女の家
に泊まることになる。二人きりにもかかわら
ず、肉体関係は生じない。疲れた緑を寝かし
つけた「僕」は、眠れないので読むものを探
す。緑の家は、廃業が決まっているとはい
え、下町の小さな本屋なのである。
　「読みたいと思うようなものは少く、その
大半はすでに読んだことのあるものだった。

（中略）長いあいだ売れ残っていたらしく背
表紙の変色したヘルマン・ヘッセの『車輪の
下』を選び、その分の金をレジスターのわき
に置いた。（中略）最初に『車輪の下』を読
んだのは中学校に入った年だった。そしてそ
れから八年後に、僕は女の子の家の台所で死
んだ父親の着ていたサイズの小さいパジャマ
を着て同じ本を読んでいるわけだ。なんだか
不思議なものだなと僕は思った。もしこうい
う状況に置かれなかったら、僕は『車輪の
下』なんてまず読み返さなかっただろう。で
も『車輪の下』はいささか古臭いところはあ
るにせよ、悪くない小説だった」
　『魔の山』と『車輪の下』。20世紀ドイツ
文学の巨星たちの作品が、まるで海から顔を
出した二つの島のように、それぞれ「直子」
と「緑」の住む世界を代表している。このこ
とは明らかに重要なので、ドイツ語を教えて
いる者としては、嬉しくなってこればかり強
調したくなる。だがもう少し冷静に見てみた
い。
　『車輪の下』への態度からもわかるとお
り、「僕」はドイツ文学に必ずしも熱中して
いるわけではない。「僕」が本当に好きなの
はフィッツジェラルド、チャンドラーといっ
たアメリカの作家で、特に『グレート・ギャ
ツビイ』には心酔している。ほかの学生が読
むのは「高橋和巳や大江健三郎や三島由紀
夫、あるいは現代のフランスの作家の小説が
多かった」。残念ながらドイツ文学は、1968
年の時点ですでに、トレンドを外れているよ
うだ。まるで「死んだ父親のサイズの小さい
パジャマ」のように。
　「やれやれ、またドイツか」――冒頭で主
人公はこうつぶやく。彼はドイツ語圏の文化
にストレートな憧れや親近感を持っているわ
けではない。それは彼にとって、どちらかと
いえば過去に属している。にもかかわらず、
冒頭で彼が降り立とうとするのはドイツであ
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り、勉強の場面でしばしば出てくるのは「ド
イツ語」であって、英語やフランス語ではな
いのだ。
　いったい彼にとってドイツ語とは、ドイツ
文学とは何なのだろう？　
　それは彼と恋人たちをつなぐよりは、隔て
るようにさえ見える。外国語学習にまつわる
悲しい現実の一端がそこにある。一般に、最
も身近な人々と母語で心を通わせることがで
きないとき、遠い異国の言葉を勉強すること
は、現実逃避や徒労のように感じられること
がある。また視野を広げるはずの外国語が、
逆に偏狭さを生み出すことも、他の言語との
あいだに溝をつくることも時にはある。
　そうしたもろもろの現実は認めつつ、それ
でも私は教師として、また一人のドイツ語学
習者として、「僕」の勉強する姿に何らかの
肯定的な意味を読みこみたいと思う。与えら
れた現実への違和感や、ありきたりの「コ
ミュニケーション」への懐疑を、どこか別の
次元における静かで深いつながりへの志向で
あると考えたい。戦前の特権的な地位を失い
つつあるドイツ語を、それでも冷静に学び続
けていることは、そうしたほとんど神秘的な
次元を模索し、かつ日常の理性を失わないた
めの、細い導きの糸となり得ないだろうか。
　「僕」には「永沢さん」という先輩がい
る。超エリートで能弁家の彼は、独学でいく
つもの外国語をマスターしている。語学は女
を手に入れるのと同じで、ゲームのようなも
のだ、と彼は言う。そして東大から外務省に
入り、外交官としてボン（そういう時代だ）
に赴任する。
　永沢の語学への態度が「僕」の心に違和感
を引き起こすのは当然だろう。のちに永沢の
恋人は死を選び、「僕」は彼からの手紙を破

り捨てる。それでいて皮肉なことに、37歳に
なった「僕」は、ルフトハンザ機で同じドイ
ツ（ハンブルク）に向かうことになるのだ。
「またどこかで出会う」という永沢の不吉な
予言に導かれるように。
　着陸と同時に、スピーカーから「ノルウェ
イの森」が流れてくる。ハンブルクは『魔の
山』の主人公の故郷であり、ビートルズが活
躍した街としても知られている。療養所で聴
いたそのメロディーは、直子とともに自然の
中を歩いた記憶を蘇らせ、「僕」を激しく混
乱させる。直子もまた、もうこの世にはいな
いというのに。
　「ノルウェイの森」「魔の山」「小林緑」
……言葉に喚起されたイメージの堆積は、私
たち読者の心の中にも、軽い混乱を引き起こ
す。緑色のポロシャツを着た「僕」に向かっ
て緑は言う。「私ね、ミドリっていう名前な
の。それなのに全然緑色が似合わないの。変
でしょ」。
　実は緑は直子であり、直子は緑なのかもし
れない。両者は対立するのではなく、目に見
えないところで、互いに結びついているのか
もしれない。そういえば『魔の山』と『車輪
の下』の主人公は、どちらも「ハンス」とい
う名前だった。そのように彼女たちは、見か
けほど隔たった存在ではなく、日常の言葉を
越えた次元では重なり合っているのかもしれ
ない。「僕」が永沢を否定しながら、どこか
で惹かれ、重なっているように……。
　それにしても当時の学生は、今よりずっと
読書家だったんだなあ。

尾張　睦（おわり　むつみ）。
九州産業大学非常勤講師。

執筆者紹介
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ドイツにおけるユースワーク広報活動・
資金の仕組みを学ぶ
蓮池　可奈子　

はじめに
　2009年10月、私は内閣府主催のコアリー
ダー育成プログラム派遣団の一員として、ド
イツの非営利組織・団体におけるユースワー
ク（青少年育成支援活動）について学ばせ
て頂く機会を得た。西日本日独協会の皆様に
は、昨年に続き、掲載させて頂いたことに感
謝を申し上げるとともに、今回はユースワー
クの広報・資金の仕組みについてご紹介した
いと思う。

行政によるユースワーク促進基盤
　EU内では友好関係を築くためには、国際
交流事業がとても有効であることが認知され
ており、ドイツとフランスの両国間では、毎
年1000万ユーロずつ出資して、学生を中心と
した交流事業が頻繁に行われている。またド
イツでは、第２次世界大戦の反省の意を込め
て、48年前に平和的に生きていかなければな
らないという理念の下、フランス・ポーラン
ド・イスラエル・チェコなど友好関係を築け
るよう今も努力を続けているそうだ。
　1990年には青少年法が施行され、その中に
は全政党が認めた民間団体（NGO・NPO）
を支援する義務が謳われているため、たとえ
政権交替があったとしてもその義務が揺らぐ
ことはない。それゆえ、青少年育成に関して
は、日本では国（行政）が大きな意味を持つ
が、ドイツでは民間団体（NGO・NPO）に
大きな期待がかかっている。
　日本では、青少年事業に関する資金援助が

３年を目安に打ち切られることが多いが、ド
イツでは金融危機・評価システムなどによっ
て財源の増減が多少あったとしても資金が打
ち切られることがない。この点がドイツにお
けるユースワークを持続的に発展させている
所以であろう。
　研修システムにおいても、国・州毎に一か
所にまとめた公共の研修施設があるため、安
価な値段で受けられるステップアップ講座や
セミナーを個人の自由によって受講出来る。
各個人がユースワークに対する意識レベルが
高いということもあるが、自治体レベルや各
個人団体に権限があるため、モチベーション
維持にも繋がっているという。今回の研修で
はユースワーク事業を民間団体に委ねられて
いることで、現場レベルでの対応が迅速かつ
適切に行われているように感じた。

青少年育成に係る資金の流れ
　ドイツでは、Subsidiarität（補完性の原
理）に基づき、郡（自治体）で解決出来ない
問題を州、連邦の順に解決するシステムと
なっているため、殆どの問題が郡レベル（自
治体）で解決されていると言っても過言では
ない。また郡（自治体）→州→連邦の順に権
限を持っているため、連邦には州、自治体へ
の発言権、決定権がなく、各自治体に任せて
いる。
　青少年事業に関する公的資金の流れをみて
も、郡（青少年局のない各自治体）84.7％、
州（青少年局及び青少年援助所轄省）

社会
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14.3％、連邦（連邦家庭・高齢者・女性・青
少年省）はわずか１％で約１億ユーロほどし
かない。また各自治体においても青少年育成
のために財源の61％を支出しており、ユース
ワークを活発化させている。　
　行政としても民間団体に任せることで、
100％出資せずに済ませることが出来る上、
民間委託する方がEUレベルの財団から資金
調達することができるため運営しやすいとい
う。しかし、この中には幼稚園も含まれてい
て、条件を満たせば95％までは出資して貰
えるが、給与、資金繰り、人材確保の面にお
いてこの制度では不十分であるという声もあ
る。この点においては日本の保育園・幼稚園
の方が進んでいるようだ。

　ドイツ連邦青少年協議会（ユーゲントリン
ク）は、1949年10月に設立され、今年で60
年を迎える。現在、24の団体（ボーイスカウ

ト、ガールスカウト、赤十字、政治関係連盟
など）が加盟し、600万人の子供達が加入し
ている。YMCAなどのドイツスポーツ青年
団だけは長い歴史とEUレベル、連邦レベル
で800万人が加入しているため、ユーゲント
リンクには含まれず、関係性のみ保持してい
る。
　ユーゲントリンクでは、年に1回総会があ
り、加入者総数が10万人以上の団体からは
３人、90万人以上では６人、100万人以上で
は９人の割合で幹部を選出し、総会に出席し
ている。年に４回行われている主要委員会で
も24団体から１人ずつ出席し、活動内容を
チェック。諮問委員会でも現役の青少年や
ユースワーカーを100人選出し、報告書を提
出させ、現状把握に努めている。また両性の
意見を均等化するためにも、委員会等の代表
者を男性・女性それぞれ３人としているとこ
ろも素晴らしい。事務局では、主に人事、経
理、国内外の活動の取りまとめを行い、５つ
の活動に力を入れていた。

ドイツ連邦青少年協議会
（DBJR:ユーゲントリンク）
～学ぶべきはその広報活動～
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　意見の取りまとめは作業準備グループが行
い、保守・左翼派などを多数決で決定する
が、時々エコロジー関係などにおいて、多数
決で決められないこともある。例えばガソリ
ン税。都市部においては公共機関が充実して
いるため、車を必要としないが、過疎部にお
いては必需品である。それゆえ、ガソリン税
を高くすることが出来ないため、少数派の意
見を取り入れたという。私は今でも、この現
場に即した適正な判断を下せるシステムに感
動したことを覚えている。
　ユーゲントリンクで特に素晴らしい感じた
ことは、バラエティに富んだ広報面である。
ユースワークを知ってもらうことが最重要で
あると感じたユーゲントリンクでは、２万部
のフリーパンフレットFree Pamphletを郵送料
のみで配布したところ、とても好評だったと
いう。この経費は継続的な予算にも含まれ、
10年前よりメディアのプロに依頼し、子ども
達にも親近感を持って貰おうと無償で配布さ
れた。また青少年に人気の俳優や女優に無料
出演して貰ったコマーシャルCDを無料で配
布したり、地方ラジオ局では30秒コマーシャ
ルなども行っていた。さらには青少年プロ
ジェクトコンテストも開催され、ハインツ・
ヴェストファール賞（HEINZ WESTPHAL 
PREIS）を受賞すると15,000ユーロ（約174
万円）もの賞金が贈られる。ポスター一つを
とっても、ユースワークへの深いメッセージ
が込められているのだ。

　なぜこれだけ広報に力を入れているかと
いうと、ドイツでも子ども達の間でITやTV
ゲームが普及し、コミュニケーション不足に
よる青少年事件が発生している状況を受け、
青少年に対する世間のマイナスイメージを払
拭するためであるという。このような社会的
ケアは日本でも見習いたい点である。
　また最近では、EU諸国でも高齢化が進
み、若者の意見を反映させ、異年齢による意
見を均等化させる働きが積極的に行われて
いるようだ。18歳（一部では16歳）から選
挙権を持つドイツでもこの影響を受け、14
歳から試験的に学校内で模擬選挙を行ったと
ころ、二大政党の他にインターネットの自由
を支持している政党に８％と意外と面白い結
果が出たらしい。国連からも、もっと若者の
声を反映させるべきではないかという要望に
応えて、ドイツから２人の若者を派遣したそ
うだ。自薦・他薦を問わず全国から選ばれた
２人は、その後ドイツ国内を回り、国内問題
を把握した上で、国際理解の深い教養人とし
ての指導を受けて代表として臨んだ。この活
動の経費や宿泊費は無料ではあるが、ボラン
ティア活動を通して、国連総会の重要な役割
を理解することが目的である。特にドイツの
場合、学校外での音楽・芸術教育が熱心であ
るとともに、政治的な知識を得て議論し、行
動する政治教育（politische Bildung）も盛ん
で、青年政治教育団体連合が各自治体と連邦
に存在している。

ユースワークの活動を表しているポスター
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　ユーゲントリンクは、青少年分野における
連邦レベルの主要民間団体としての役割を担
い、州・郡にもそれぞれ支部がある。政府に
も多大な影響を与え、様々なユースワークプ
ロジェクトの実現力も兼ね備えている。国連
の子どもの権利に関連させた『私達はドイツ
の子ども達にとっていい国にします』という
スローガンの下、現在も精力的に活動を展開
している。

おわりに
　ユースワークの基盤は、700年前のキリス
ト教徒による孤児救済が発端だと言われてい
る。それが今、人口の約１割の移民を持つド
イツでは、人種差別問題、旧東西ドイツの経
済格差、他の近隣諸国や国際問題改善などに
向けて、時代とともに新たな展開を見せ始め
ている。それを蔭で支え、人と人とを繋ぐ役

割を担っているのが、ユースワーカーであ
り、彼らが日々誇りと倫理観を持って子ども
達に接し、国の未来を見据えた教育を熱心に
行っている姿がとても印象に残った。
　日本でも現代の子ども達の現状を受け止
め、一生懸命活動している人達が沢山いる。
その人達が一つにまとまって、未来を見据え
たビジョンと時間軸を持ったならば、どれだ
け素晴らしい国になるだろう。国を発展させ
るのも、衰退させるのも人である。私自身
も、子ども達にとって本当に必要なこと、大
切なことは何なのかを見極めて、出来ること
からアクションを起こしていきたいと思う。

―2010年５月15日、５月例会講演より―

蓮池　可奈子（はすいけ　かなこ）。
社会福祉法人知恩福祉会海童保育園
事務長、佐賀県環境審議会委員。

執筆者紹介
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　「ドイツ国際平和村は1967年に設立され
ました。以来、数万人もの子どもたちがドイ
ツへ治療を受けに来ました。世界中で傷つい
た子どもたちを助けるために、協力病院は無
償で子どもたちを治療し、数え切れない方々
が寄付をしています。ドイツ・オーバーハウ
ゼン市に団体登録をしたドイツ国際平和村は
ベトナム戦争で傷ついた子どもたちを受け入
れはじめました。1988年からはアフガニス
タンへの援助を継続して行っています。その
間、アンゴラでは内戦がありました。中央ア
ジア、カンボジア、スリランカも同様です。
紛争中は特に子どもたちが傷つき、紛争がも
らたした結果に子どもたちは今も苦しんでい
ます。紛争中の地雷や爆弾によって、子ども
たちは手足や将来を奪われ、紛争が終結した
あとも、健康で人間らしい生活を不可能にす
る物不足や貧困が子どもたちを襲っていま
す。」

　「2000年に国連加盟国は、世界中の飢餓
状態にある人々の人数を半分にすることを決
定しました。それにもかかわらず、10年後の
今、当時より２億人も飢餓状態の人が増えま

した。10億人以上もの人々が飢餓状態にあり
ます。今このときもです！飢餓は病気を、そ
して人間の尊厳の喪失を意味します。飢餓は
貧困です。そして、貧困は多くの場合、紛争
を意味します。オバマ大統領の言葉を引用し
ます。数ヶ月前に彼は『平和とは紛争なき状
態のみを意味するのではなく、貧困なき状況
も意味する』といいました。ドイツ国際平和
村の援助飛行に同行した際、紛争や暴力の痕
跡を見ることもときどきありますが、貧困と
飢餓の状況は常に感じます。骨髄炎症を持っ
た子どもたち、大やけどを負った子どもた
ち、どの子どもたちにも共通していることが
あります。それは、子どもたちが貧困と飢餓
状態にあることです。」

　「ひとつのエピソードをお伝えします。
1994年、カブール市街戦が激しかった頃、
アフガニスタン国営アリアナ航空のボーイン
グ727機がカブールの飛行場にて待機中でし
た。その航空機には、当時の代表ロナルド・
ゲーゲンフルトナーと約100人の重症の子ど

生命のはざまで
中岡　麻記

©Uli Preuss

©Uli Preuss
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もたちが最後の望みであるドイツでの治療を
受けるため、搭乗していました。パイロット
が空港のコントロールタワーに、『ドイツの
人道援助組織が出発したいのだ』と伝えまし
た。数分後、ミラクルが起こりました。戦闘
のとどろきが突然聞こえなくなったのです。
当時の武装勢力、へクマティヤールと後の
ヒーロー、アハマッドシャーマスードの砲撃
が１時間、沈黙したのです。この航空機は出
発し、７時間後問題なくデュッセルドルフ空
港へ到着しました。想像してみてください。
ドイツ国際平和村と約100人の子どもたち
は、１時間の平和をカブールにもたらしたの
です。」

　「今年２月に数日、私はカブールにい
ました。2001年以来、３回目です。ヒン
ドゥクシュ山脈上を通りアフガニスタンの
首都カブールに到着する際、そこに住んで
いる人々が、住居や温かい食事、清潔な水
と衛生状況が整っていない状況でどのよう
に暮らしていかなければならないかを機内
から垣間見ることができます。今日、アフ
ガニスタンでの紛争はテロ行為により、陰
険になってきました。カブールの人々は
ほぼその状況に慣れてしまいました。市
内のどこかでとどろきが聞こえてきても
人々はほとんど反応しなくなりました。」

　｢皆さんと私たちが共に援助している子ど
もたちのエピソードをお伝えします。私がバ
スから四つん這いで降りてきたこの女の子を
アンゴラの首都ルアンダで見たとき、地面を
這って遊んでいる場合ではないのにとはじめ
は思いました。スタッフが私に教えてくれま
した。『この子どもやその他の何人かの子ど
もたちは直立歩行ができないのです。彼女た
ちはいつも四つん這いです』と。治療がなさ
れていない重度の脚のやけどは、その瘢痕が
硬く固まってしまい直立歩行を不可能にして
しまいました。この症状は、特殊な手術と医
療用クリームと
長期のトレーニ
ングによってよ
うやく改善に向
かう症状です。｣

　「紛争や危機的状況にある、それぞれの子
どもたちに必要な医療的援助は、ドイツ国際
平和村の活動の１つの柱です。加えて、現地
でのプロジェクト活動も１つの柱となって
います。アジアでもこの現地プロジェクト
活動を進めてきました。カンボジアでは現
在、14ヶ所目の診療所建設にとりかかって
います。貧困層の人々にとっての医療インフ
ラがまったく整っていない地域に建設してい
ます。例えば、モンドリキリ州のベトナム国
境近くの山々の地域です。そこで、乳幼児が

©Uli Preuss

©Uli Preuss

©Uli Preuss
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始めて予防接種を受けているところの写真で
す。この地域では雨季にマラリアが発生しま
すが、診療所ができてから効率よく早期に対
応できるようになりました。」
　プロイスは写真展挨拶で言いました。「写
真にまだ写っていない子どもたちは、ドイツ

国際平和村の援助がまだ届かず、世界のどこ
かでその援助を待っています。ドイツ、そし
て日本からの援助が緊急に必要とされている
のです。」

―2010年11月13日、11月例会講演より―
　ウリ・プロイス氏のドイツ語での講演「生
命のはざまで」の内容を、当日通訳してくだ
さった中岡麻記さんに抜粋してまとめていた
だきました。ウリ・プロイス氏は、1980年以
来、ゾーリンゲン市でプレス写真家として活
躍。1991年から余暇に講演会や写真展を開催
し、ドイツ国際平和村の活動を広めています。

©Uli Preuss

中岡　麻記（なかおか　まき）。
ドイツ国際平和村スタッフ。

執筆者紹介
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ドイツの外傷治療の現状について
竹内　直英

　2010年２月から４月までの２カ月間、ドイ
ツのマインツにあるヨハネス・グーテンベル
クJohannes Gutenberg大学のLevel １外傷セン
ターで病院研修をしましたので報告いたしま
す。

　今回の留学は、AO財団の援助で実現しま
した。このAO財団とは、Arbeitsgemeinschaft 
für Osteosynthese Fragenの略で、外傷に興味
を持つ医師を対象として、骨折手術の技術を
習熟させることを目的とした研究機関で、ス
イスに本部があります。世界中の医師がこの
AO財団の援助を受けてドイツ・スイス・ア
メリカ・オーストラリアなどの病院で研修を
行っております。 私の留学の目的は、①骨
折手術の手技（特に骨盤骨折）を勉強するこ
と、②ドイツのLevel １外傷センターのシス
テムを学ぶことでした。

トップレベルのドイツの外傷治療
　なぜ、ドイツに留学したかといいますと、
ドイツは外傷治療（けがや骨折などの治療）
で世界のトップレベルにあるからです。とい
うのも、ドイツでは1970年代ころから外傷
治療に力を入れてきました。その理由のひと

つは、交通事情にあります。ドイツの高速道
路（アウトバーン）は、日本と違って速度の
規制がほとんどなく、交通事故が必然的に多
かったという背景があります。そのため1970
年ころから、外傷を専門に治療する外傷セン
ターを地域ごとに作り、外傷患者を集約して
治療するようになりました。
　ドイツの外傷センターにはLevel １から
Level ３まであります。Level １の外傷セン
ターはその最高レベルにあり、とくに重症の
外傷患者の治療を主に行います。そしてこの
ようなLevel １外傷センターは人口100万人
に対して１つ、ドイツ全土に約80施設あり
ます。マインツの外傷センターはラインラ
ント・プファルツ州（人口約400万人）の主
要なセンターであり、救急車やヘリで多く
の救急患者が搬送されてきておりました。
そして、今回お世話になりましたロメンズ
Rommens教授は、骨盤外傷の分野で世界的
に御高名な先生で、これまで学会の講演で何
度か来日されております。
　マインツはドイツ南西部に位置する人口20
万人の小さな町で、大聖堂（ドーム）が町の
シンボルとなっています。また、大学の名前
にもなっているヨハネス・グーテンベルク
は、ルネッサンス期に印刷技術を発明した人
で、マインツの出身です。
　マインツの外傷センターは国立大学である
グーテンベルク大学のキャンパス内にあり、
地上９階地下１階建てでした。外傷外科・整
形外科の他、胸腹部外科・脳外科・移植外
科・放射線科・麻酔科がありました。
　日本では骨や関節の病気を診療するのは

ロメンズ教授と一緒に
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「整形外科」という１つの講座だけですが、
ドイツでは外傷外科(Unfallchirurgie)と整形
外科(Orthopäde)の２つの独立した講座があ
り、外傷外科が骨折を中心とした急性疾患
を、整形外科が人工関節手術・腫瘍・慢性疾
患を主に担当します。つまり、外傷センター
で働く外傷外科医は、「骨折治療の専門家」
であるといえます。
　医師の構成は、外傷外科医23人、整形外
科医19人で、外傷外科では教授（Professor） 
１人、上級医師（Oberarzt）６人、医員
（Assistantenarzt） 16人でした。 年間手術数
は外傷手術3000例、整形外科手術1000例で
した。日本の大学病院での年間手術数は1000
～1500例ですので、その規模の大きさにまず
驚かされました。手術室は外傷外科と整形外
科が使える部屋が６つあり、うち２つは外傷
専用の手術室でした。そのため、日中重症患
者が運ばれて、緊急手術が必要な状況でも、
遅滞なく手術の準備を行うことが可能なシス
テムでした。
　朝のカンファレンスは7：30から始まり、
前日の手術症例・急患症例・翌日の手術症例
について話し合います。
　ドイツは専門医や肩書きでの区分が日本以
上にはっきりしていて、名札には「○○専門
医」とか、「研修医」など、外国人の自分が
見てもすぐわかりました。またカンファレン
ス室での座る場所もはっきり決まっており、
中央の丸テーブルには教授や、上級医師、周
囲の椅子に医員・研修医・学生が座り、まさ
に「白い巨塔：ドイツ版」といった感じでした。

日本とドイツの勤務時間の格差
　１例目の患者は7：30に手術室に搬入さ
れ、麻酔開始となり、８時過ぎにはポケベル
で担当医師が呼ばれて手術室に向かいます。
そして8：30頃に手術開始となります。私も
カンファレンス終了後はすぐにオペ室に向か

い、１例目からの手術に参加しました。手術
室のハード面は日本の大学病院とほとんど変
わらなかったので、違和感はありませんでし
た。手洗い（つまり実際に手術着を着て助手
の１人として参加）は自由で、見たい手術に
参加できます。また研修医や学生で助手の人
数が明らかに多い状況でも、執刀医の上級医
師（Oberarzt）が優先的に手洗い参加を許可
してくれましたので、骨折手術のテクニック
を自分の目でしっかりと見ることができまし
た。手術のコツについてアドバイスを受けな
がら学ぶことができ、非常に有意義な経験が
できました。手術が終わると、患者は麻酔覚
醒後に回復室に移動し、手術室では次の手術
の準備が始まります。次の患者はすでに手術
室に到着しており、麻酔専用の部屋で導入が
はじまります。手術の入れ替えは10～40分く
らいで、非常に効率的な印象でした。１日10
例近くの骨折手術が行われますが、16時頃に
は予定の終了は終了し、日中勤務する医師は
17時頃に自宅へ帰っていました。17時過ぎか
ら時間外となるのですが、その後は夜勤体制
となり夜勤の医師が救急対応にあたります。
そして１～２例の急患の骨折手術が行われて
いました。ドイツでは、医師は10時間以上の
連続勤務は原則法律で禁止されています。一
方、日本人医師は夜遅くまで働き、当直の翌
日も通常通り手術や外来診療をこなさねばな
りません。ドイツの医師の勤務体系を羨む一
方で、日本の医師の労働環境の劣悪さを感じ
ずにはいられませんでした。
　また入院患者の平均在院日数は約７日と非
常に短く、その後はリハビリ病院に転院する
か、自宅退院とし、開業医の先生と連携しな
がら、定期的に外傷センターで再診を受けて
いました。約10年前までは日本と同じ20日程
度の在院日数であったということですが、保
険制度や医療費削減の関係から一定日数以上
の入院が厳しくなったそうで、こうした問題
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は日本だけではないのだなと感じました。
　このようにドイツの外傷センターは非常に
効率的で組織的な医療機関であることを実感
しました。
　ドイツへ留学したもうひとつの理由は、大
学１年生の1996年の春に根本道也会長率いる
第13回のドイツ研修旅行に参加し、その時の
ドイツの楽しい思い出が忘れられなかったか
らです。医師になってからいつかもう一度ド
イツへ行ってみたいな、と思っていました。
週末を利用して研修旅行でホームステイした
アメラングを14年ぶりに訪れ、ホストファ
ミリーのクロナスト一家と再会を果たすこと
ができました。週末1泊させていただきまし
たが、大学時代の懐かしい思い出がよみがえ
り、とても有意義な時間を過ごすことができ
ました。
　このように充実した２か月で、あっという
間に終わってしまいましたが、今回の病院研
修に参加したことで、これまで全く考えな
かった視点で外傷治療について見つめ直すい
い機会となりました。この経験を今後の診療
に生かして、現在大きな問題となっている救
急医療、外傷治療に貢献できればと考えてお
ります。
　日本においては近年、救急医療体制の充実
のために各医療機関で救命救急センターの設
立が増加しております。そこでは心筋梗塞や
脳卒中などの内科疾患や交通事故による外傷
患者のうち特に重症の患者が運ばれてきま
す。救急搬送数は全国で年450万人で、その
うち交通事故や転落による外傷患者は110万

人で約１/４を占めます。整形外科関連の患
者はそのうちの70％を占めます。そのため救
急患者における整形外科医のニーズは高いと
いえます。このような状況から、整形外科医
の使命の一つとして、外傷部門のさらなるレ
ベルアップが急務になってきております。全
身状態の評価、治療は救命救急医を中心に、
そして外傷そのものの治療については外傷を
専門とする整形外科医、外科医、脳外科医を
中心としたチーム医療の充実を行う必要があ
ると考えます。
　最後に、私の短期留学の準備に際し、さま
ざまな情報を与えてくださいました根本道也
会長、ならびドイツ語を個人的に教えてくだ
さいました高柳英子先生に深くお礼を申し上
げます。

―2010年10月16日、10月例会講演より―

根本先生記念の椅子で

竹内　直英（たけうち　なおひで）。
佐賀県立病院好生館整形外科医師。

執筆者紹介
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　古書市でアンティークの絵葉書を手に入れ
た。まわりを縁取る花は、エンボス加工が
ほどこされて浮きあがっている凝った作り
で、グラスを掲げる手が描かれ、ドイツ語で
Prosit Neujahr「新年に乾杯」と印刷されてい
る。ドイツワインといえば白のリースリング
がおいしいが、ここでは赤になっているの
は、グラスの中が白では絵としてインパクト
が薄いと考えたのか。赤と緑というクリスマ
ス・カラーにしたかったのか。キリスト教国
のクリスマス・カードでは「楽しいクリスマ
スを」というセリフの後に付足しのように
「それと良き新年を」というセリフが続くの
が通例であり、このように新年だけを寿ぐ
カードというのは非常に珍しい。
　グラスの中に「万歳」その下に「謹賀新年
明治三十六年一月一日」と書き込みがあり、
ローマ字で日本人の名が寄せ書きしてある。
切手は「ドイツ帝国」のものであり、読み取
れる03という消印から、確かに1903年に投
函したと知れる。宛名はドイツ語で「フー
ク夫人方、日本から来たドクター・サクライ
様」。なんとこれは明治時代にドイツのフラ
イブルクに留学し、帰国して九州大学医学部
の基礎を築いたかの有名な桜井教授に、同じ
留学生仲間が送った年賀状だったのである。
明治の時代、クリスマスの習慣に縁遠かった
彼らは、きっと賀状にふさわしい図柄のカー
ドを必死に捜し求めたにちがいない。
　偶然だが私は目下、この春からフライブル
クに留学するお医者さんにドイツ語を教えて
いる。この人に頼んで、昔、桜井教授が住ん
でいた家を探ってきてもらおうと思う。もし

かしたら下宿先の夫人の子孫と出会えるかも
しれない。ちなみにインターネットのグーグ
ル・アースで宛先の住所インメンタール通り
を検索してみると、この通りは今もあり、あ
たりはタール（谷）という地名から連想され
るとおり、緑地が広がる綺麗な場所だ。
　カードを手に入れ得意になってドイツ語の
生徒さんたちに見せびらかしたら、一人が声
を上げた。「わあ、おいしそうなグリューワ
イン！」いわれて遅まきながら気がついた。
絵のグラスからは確かに白い湯気が立ち昇っ
ている。グリューワインだからこそ赤だった
のだ。百年以上も前から、ドイツ人が冬の祝
い事に香料入りの熱い赤ワインを飲んでいた
確たる証拠がここにある。
　グリューワインは今でこそドイツのクリス
マス・マーケットで定番の美酒だと日本人に
認知されているが、25年前に日独協会に初め
て登場した時は、誰も知らなかった。加島氏
など私たち実行委員が、ドイツらしいクリス
マス会にしたいと知恵を絞り、ミヒェル先生
がもちこんだのが最初である。「お燗した葡
萄酒？そんなものがおいしいんですか？」と

百年前のグリューワイン
高柳　英子

文化・歴史
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皆、おそるおそるグラスを口に運んだもの
だ。古い年報を紐解いてみると第10号に、
『例年にない楽しい試みとしてグリューワイ
ンというドイツの寒い冬に飲む暖かいワイン
が供された』、と記してある。
　第九交響曲の日本初演はここだ、ドイツ・
ソーセージが日本で初めて作られたのは…、
など発祥の地がよく取沙汰されるが、我が国
の公的な場で初めてグリューワインが飲まれ
たのは、存外、西日本日独協会のクリスマ
ス・パーティだったのかもしれない。その試
みは定着し、今や私たちのパーティの恒例と

なっている。故原田氏が様々なスパイスを持
ち込んでとびきり上等の味付けに腕をふるっ
たこともある。現在では高田先生が美しい紫
の着物にワインの香をしみこませつつ、黙々
とその任にあたっておられる。日独交流150
周年の今年、クリスマス・パーティ会場で甘
い香りに誘われたら、そうした歴史に思いを
馳せながら味わっていただきたい。では、
Prosit Glühwein! 「グリューワインに乾杯！」

高柳　英子（たかやなぎ　えいこ）。
ホーフマン・ドイツ語会話福岡。

執筆者紹介

〒810-0012 福岡市中央区白金２丁目９番２号
TEL.092-526-0287　FAX.092-524-4411

〒810-0012　福岡市中央区白金2丁目9番6号
TEL.092-531-7102  FAX.092-524-4411
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　どこの国でも季節ごとに巡ってくる祝日に
は、昔から愛されてきた「とっておきのお菓
子」がありますね。お彼岸には「おはぎ」、
端午の節句には「ちまき」などがあるよう
に、オーストリア・ドイツにもおきまりのお
菓子があります。特にウィーンのクリスマス
には欠かせない伝統のお菓子、クリスマスだ
けではなく、一年中作られるようになり、各
地に伝わり今も家庭でつくられている伝統の
お菓子、その一つクーゲルホップKugelhopf
を紹介しましょう。
　その出会いはドイツ・フライブルクに始ま
り、フランスはアルザス地方・マイストラツ
ハイム、オーストリア・ウィーンへと広がっ
て行きました。二年間過ごしたフライブルク
では、授業の合間のカフェテリアで色んなド
イツ菓子を楽しみました。ハイデルベーア
クーヘン、シュヴァルツヴェルダートルテ、
バウムクーヘン等。パン屋さんで初めて目に
したのがクーゲルホップKugelhopfでした。
なんとも可愛い姿が印象的なお菓子です。
シュトラースブルクの郊外の小さな村、マイ
ストラツハイムに住む友人のお婆ちゃんは、
訪れるたびに焼いてくれました。コーヒーの
お供に、アルザスの白ワインに、朝食にも
と。日曜日の朝、焼いたら日持ちも良く美味
しくいただけます。引っ越して五年暮らした
ウィーンで、このお菓子に再会出来たのは大
きな喜びでした。これを機に自分でも焼き始
めたのです。
　暖房代わりにも重宝していた大きなガス
オーブンで焼いたクーゲルホップは絶品でし
た。一度焼いたら三日は食べたでしょうか。

いったいどれくらいの大きさなのかと云え
ば、焼き型の大きさによりますが、私が所有
しているものは直径19×10cmと14×９cm、
大きい方は焼き上がると高さが15㎝ほどにな
りますので、一人で食べるには充分な大きさ
です。
　さてお菓子の名前の由来は焼き型のクーゲ
ルフォルム（Kugelform）から。14世紀の頭
を覆う、僧帽、帽子を思い出されることから
命名されたとの由来が伝わっています。この
お菓子と私との出会いのルートは逆ルートで
したが、実はウィーンで創作されたこのお菓
子は、ハプスブルク家の女帝マリアテレジア
の娘マリー・アントワネットがフランスのル
イ16世に嫁ぐ時に、ウィーンからドイツの
都市を経、現在のフランス・アルザス地方に
伝わったといわれています。このことを知ら
ず、フライブルクで最初に出会った私にとっ
ては、アルザスでこのことを知り、感激と驚
き、そしてお菓子と共にウィーンに里帰りし
たような思いでした。
　日本ではクグロフ型、と云われているこの
焼き型、アルザスはシュトラースブルク郊外
スフレンハイム村で製造される陶器の型で
す。美しい五月、鈴蘭の花で一面覆われる
林を抜け、サクランボの花で満開の並木を通
り、訪れた村の工房には美しく彩色され、魅

ウィーンからドイツ・アルザスに伝わったお菓子
Kugelhopf	oder	Gugelhupf
山崎　勝幸

伝統のスウィーツ、クーゲルホップ
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力的なモチーフで描かれた無数のクグロフ型
が私を出迎えてくれました。そこで買い求め
た型は、ウィーンを経、日本にやって来て以
来、25年以上我が家の宝物となっています。
ウィーンには二種類のクーゲルホップが有
り、一つは発酵菓子、もう一つは無酵母の卵
たっぷりのもので、これから紹介するレシピ
はその中間の出来上がり具合のものです。

　さあ、アルザスのお婆ちゃんのレシピは。
　500g薄力粉／200gバター／100g砂糖／
１/４ℓ.牛乳／小さじ１塩／50g干しぶどう（ぬ
るま湯に浸け絞ったもの）／50gアーモンド

（無塩のもの）／25gドライイースト／２全卵。

　バターは電子レンジで溶かしておく。薄力
粉はふるっておく。干しぶどう、アーモンド
以外の材料を全て混ぜ合わせ、バターを（別
分量）塗ったクグロフ型の底にアーモンドを
敷き、干しぶどうを材料に混ぜ型に流し込
む。表面をアルミホイルで覆い、180℃に予
熱したオーブンで45分から50分焼く（陶製
の型の場合）。焼き上がって完全に熱がとれ
たら、型から取り出し、好みによりパウダー
シュガーをふる。日曜日の朝食、またデザー
トとして白ワインと一緒にどうぞ。有ればア
ルザスワインとの組み合わせは、絶品です
よ。もちろんドイツワインでも美味しくいた
だけますよ。
　おしまいにググロフ型の里と同じエリアに
ある素敵な村を紹介しましょう。その名は
ゼーゼンハイム。シュトラースブルクから

も近く、高速道路で30分程。ドイツ側から
は、バーデンバーデンからも近い所です。
文豪ゲーテが二十歳の春を過ごしたのがこ
こ。1770年４月、フランクフルトからシュ
トラースブルクに移った春、この村の牧師の
娘、フリーデリケ・ブリオンとの恋が芽生え
たのです。美しい自然の中に、木組みの家々
の並ぶ風景はアルザスならでわの美しさ感じ
させます。ここにはゲーテの博物館を訪ねる
ことも出来ますよ。博物館の前のフリーデリ
ケ通りのベンチの脇の、満開の八重桜が懐か
しく思い出されます。ゲーテと云えば　「野
ばら」、フリーデリケとの恋により生まれた
この詩、詩集「ゼーゼンハイムの歌」に含ま
れる詩は、まさに少年と赤いばら、二人の会
話そのものでしょう。作曲家フランツ・レ
ハールは、ゲーテとフリーデリケの悲しい恋
を三幕のオペラ｢フリーデリケ｣として作曲し
ました。その中にも「野ばら」がフレデリケ
によって歌われます。またゲーテの「ファウ
スト」をオペラにしたのは作曲家シャルル・
グノー。ファウストに登場する「グレート
ヒェン」、オペラでは「マルガレーテ」にも
フリーデリケの面影が投影されているとされ
ています。
　皆さんもきっと忘れがたい、とっておきの
お菓子との出会いがお有りでしょう。さあ、
思い出して作ってみてみてはいかがですか。

クーゲルホップを作る容器

店先のクーゲルホップ

山崎　勝幸（やまさき　かつゆき）。
声楽家。

執筆者紹介
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　修道院の手仕事に興味を持ち、作品に魅か
れ手法を勉強しながら西欧、主にドイツ、
オーストリアの教会を中心に資料の収集、作
品見学をしています。
　作品に使用する素材の多様さ、地方それぞ
れに違う特色等々、あまりにも奥が深すぎて
どれから手を付けたら良いのやら…と悩みつ
つも素晴らしい作品を見ると一体誰がこんな
繊細な作品を作ったのだろう？会ってみた
かった！と名も無き作者の手仕事にただただ
感動！

　日本人のモノ作りをする姿勢、つまり職人
気質と似ている気がして惹かれるのかもしれ
ません。
　近頃では古い作品の価値が見直されて来た
のでしょうか、アンティークショップでは高
額な値段がついています。過去の作品が評価
されることは喜ばしいことですが、その反面
一部のコレクターに古く貴重な作品が集中
し、興味のある人が簡単に見られない状況に
陥ることや、一過性のブームで終わり、その

結果箱にしまわれ忘れ去られないことを願う
次第です。
　たくさんの人々に修道院の伝統的手仕事に
興味を持って頂くことで、素晴らしい手仕事
が次世代へ継承されるために……。

―修道院の手仕事に魅せられて―
クロスターアルバイテン
甲斐　素子

甲斐　素子（かい　もとこ）。
ザルツブルク工芸作家。

執筆者紹介
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　ドイツの西部と北部の典型的な祭りは射撃
祭である。自治体の最大の祭りであり、田舎
の小さな自治体では、これが唯一の祭りであ
ることも少なくない。その射撃祭の担い手は
射撃協会である。射撃と銃の所有に批判的な
戦後のドイツ世論のなかで、射撃協会は活動
を続けている。そして主催する祭りを通して
自分の存在を示している。

　射撃団（Schützengruppen）は12－13世
紀頃から、フランダース地方のいくつか
の繁栄した自由都市で、防衛集団として
生まれてきた。それは教会配下の信心会
（Bruderschaft）の形をとり、広くドイツと
現在のポーランドまで広がっていた。ドイツ
には12－13世紀設立の射撃団が未だに存在し
ている。当初は弩を操り、15世紀からは徐々

ドイツの射撃祭
Sven HOLST
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に鉄砲に移っていった。17世紀には領主側の
働きかけによって民兵として召集されたりも
したが、18世紀半ば頃にはその軍事的な意
味がなくなり、領主や教会からの賞品・賞金
を共通の財産で補う親睦会・遊びの会となっ
た。信心会として会費、罰金、遺産から集め
た財産（土地・建物・教会の特別な祭壇）　
を保有し、教会の行事や信心会の行事、会員
の葬儀などを営んだ。年に１回の射撃祭り
（Schützenfest）を開いて、射撃競争で射撃
王（射撃競技の優勝者：Schützenkönig）を
決め、ビールと食事、音楽で楽しい集会を開
いていた。君主や自治体が様々な賞品を提供
して、射撃王が一年間納税を免除された例も
ある。
　近世の社会体制は19世紀初頭に崩壊し
た。射撃団と同じく信心会の形を取ったギ
ルドなどが解体されていった。しかし射撃
団は古い伝統を誇りながら、生き延びた。
信心会（Bruderschaft）という形からクラ
ブ・協会（Verein）に変身したことが、その
延命の要因である。プロイセン領土になっ
たウェストファーレンでは、射撃祭を開催
する緩やかな結合体を形成し、カトリック
系の射撃信心会の活動を妨害して、より明
確な責任体制を作るために、代わりに協会
法人（eingetragenerVerein）の創立を促進し
た。19世紀半ばから後半にかけての時期と、
1920年代、1950年代が、新しい射撃団の創

立のピークであった。
　1803年－1813年には古い体制の崩壊と、
民兵を擁した解放戦争により、射撃団は名士
の遊び場から国土の解放力へ大きく変わっ
た。市民によって民主主義的なドイツ統一の
試みがなされた、1848年のドイツ３月革命で
ある。このとき射撃団は暴動に参加したり、
逆に暴動を抑えにでたりしたのである。1861
年にゴータ市でドイツで最初の共同射撃祭が
行なわれた。射手たちがドイツの統一と防衛
と名誉の維持を呼びかけていた。この射撃祭
の後で、射撃団の代表者たちが会合して、ド
イツ射撃連盟を立ち上げた。そして1866年か
ら1871年にかけての君主主導の軍事的なドイ
ツ統一運動で、射撃団は国民の軍事教育の役
割も果たしたのである。さらに普仏戦争のあ
とに設立された軍人会（Kriegerverein）もま
た、場合によっては射撃会に発展した。第２
次世界大戦敗戦後、射撃協会はナチ党所属組
織として禁止され、軍事教育、軍国主義・再
軍備などを防止するために、射撃祭自体も開
催できなかった。その後、鷲の的を投げ落と
したり、弩を復活させたり、百年以上も前の
教会配下の信心会の形に戻ったりした。50年
代からは明確な軍事的位置づけがなくなり、
スポーツと団欒の場として再確認された。二
つの大戦を経た現在の射撃団は、むしろ社会
的な交流やコミュニティーづくり、スポーツ
や国際交流を活動の目標として挙げている。
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　安全の管理に関していえば、警察署が前科
などを調べ、射撃協会所属のスポーツ射手に
対し、自宅で安全で鍵のかかる所で保管する

Sven HOLST（スヴェン・ホルスト）。
福岡女子大学文学部准教授。

執筆者紹介

という条件で銃を所有する許可を与える。し
かし数年来、しっかり保管されていなかった
協会員の銃を使った乱射事件や、射撃協会で
練習した者による乱射事件が発生し、メディ
アや被害者家族を先頭に世論が銃の所持をよ
り厳しく制限するように求めた。しかし射
撃協会連盟は、地元のネットワークを利用し
て、陳情活動でそれを阻止することにほぼ成
功している。
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あるピアノコンサート
　昨年９月14日、福岡市中央区舞鶴の「あ
いれふホール」で、「ドイツ３大Bによるバ
ロック・古典派・ロマン派ピアノ音楽の夕
べ」と題するコンサートが開かれた。
　主催者で演奏者の河

かわ

田
た

　溥
ひろし

さんは、わが西
日本日独協会の会員で、「西日本日独協会」
と「日本ユニセフ協会九州本部」がこの企画
を後援した。
　プログラム前半はJ.S.バッハの《イギリス
組曲第３番ト短調ＢＷＶ808》に始まり、
ベートーヴェンの２つの幻想曲風ソナタ作品
27－１《ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調》
と27－２《ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調
「月光」》で休憩に入る。
　後半はまず、ブラームス作曲《ヘンデル
の主題による25の変奏曲とフーガ》、最後
がJ.S.バッハ作曲、F.ブゾーニ編曲（ピアノ
用）《シャコンヌ・ニ短調～無伴奏ヴァイオ
リン・パルティータ第２番より》で、全曲全
身全霊を込めた演奏だった。
　演奏者の河田さんは、1933年福岡市生ま
れ。九州大学医学部出身で、福岡大学医学
部教授（生理学）として奉職された。現在、
同大学名誉教授。少年時代からピアノ、絶対
音感、作曲理論など音楽の専門的教育を受け
た。師事したのは、バッハ演奏家として知ら
れた豊増昇氏である。　
　ピアノが大好きな河田さんのご母堂みやよ
さん（旧姓秋山）は、レオ・シロタという東
京音楽学校（現東京芸大）の教授を務めたピ
アニストの門下生で、豊増　昇氏も優れた門
弟の一人だった。

山田耕筰との出会い
　レオ・シロタ（1886～1965）は、ウクラ
イナのキエフ出身。幼時からピアノの神童と
いわれた。ポーランドの首相でピアノの巨匠
としても有名なイグナツィ・パデレフスキー
（1860～1941）に、門下になるよう薦めら
れたが「幼すぎる」として両親が断った。レ
オは結局キエフとペテルブルグの音楽院でピ
アノを学んだ。
　その後、幸いに当時ヨーロッパ最高の芸術
の都ウィーンに留学する。彼は後期ロマン
派きってのピアニスト、フェルッチョ・ブ
ゾーニ（1866～1924）に師事し、師との共
演でモーツァルトのピアノ協奏曲を弾きデ
ビュー。欧州主要各都市での活躍は、「リス
トの再来」と称えられた。
　キエフ周辺には、東欧ユダヤ人（アシュケ
ナージ）が多く、烈しい追放運動ポグロムが
吹き荒れたことは、《屋根の上のヴァイオリ
ン弾き》でよく知られる。その点、ウィーン
には、ピアノのルービンシュタイン、精神分
析学のフロイト、作家のツヴァイク、シュ
ニッツラーのように、ユダヤ人にも、学者・
芸術家として活躍する場があった。
　だが、1930年代に入ると、ナチの台頭
で、ウィーンもユダヤ人の住みにくい街と
なった。シュテファン・ツヴァイクはブラジ
ルに亡命しそこで自殺する。シロタもユダヤ
人で、白系露人やユダヤ人が多い旧満州まで
演奏旅行の足を伸ばした。
　1927年、ハルビンで彼の天才的演奏を聴
いた山田耕筰は、彼に「日本に来ないか」と
誘った。シロタはこれに応じた。29年、２度

日本に新風を吹き込んだユダヤ人父
おやこ
娘

～レオ（父・ピアノ）、ベアテ（娘・憲法第24条起草）～
斎藤　裕三
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目の来日には妻オーギュスティーヌと娘を同
伴した。彼は東京音楽学校の外国人ピアノ教
師として迎えられた。同校には、トーマス・
マンの双子の妹を妻としたピアニスト、クラ
ウス・プリングスハイムもいた。
　戦争末期に軽井沢に強制疎開させられるま
で、彼の赤坂・乃木坂にあった自宅は、徳川
家、三井家の人々、文化人、芸術家の社交サ
ロンとなった。　　
　常連には、山田耕筰、近衛秀麿、そして前
橋汀子、諏訪根自子などを育てたヴァイオリ
ニストの小野アンナ（オノ・ヨーコの叔母、
ロシア文学・さし絵画家ワルワーラ・ブブノ
ワの妹）らがいた。

　戦後は国内演奏旅行も行い、九大医学部講
堂（戦後まもなく福岡の演奏会場はここしか
なかった）でもコンサ－トを開いた。河田さ
んはご母堂とともに楽屋まで行った記憶があ
るそうだ。
　シロタは、最終的にアメリカに移住した
が、1950年頃まで日本に留まり、豊増昇始め
園田高弘、田中園子など多くのピアニストた
ちを育てた。　　　　　
　米国では、セントルイスで教鞭をとり、
ショパン演奏など多くの音源を残した（CD
入手可能）。

ベアテのアメリカ留学
　さて、シロタには、来日した時５歳半にな
るウィーン生まれの娘ベアテがいた。この名
は、ツヴァイクの小説の中の「ベアテ夫人」
から取られた。
　彼女は、国際的雰囲気の中で育ち、東京大
森ドイツ学園（現東京横浜ドイツ学園）に
通った。しかし、ここもナチの手が伸び、問
題児扱いされるようになり、アメリカン・ス
クールに転校した。
　ベアテは、15歳で同校を卒業し、パリの
ソルボンヌ大学への進学を希望したが、両親
は、フランスより日本に近い、カリフォルニ
ア州オークランドの全寮制女子大ミルズ・カ
レッジを薦めた。
　米国行きの前に両親と北京上海へ旅行し、
39年に両親同伴で渡米した。生地ウィーンか
らの書類が整わず、米国入国ビザの取得が困
難だったが、近くに住んでいた廣田弘毅元首
相・外務大臣の口利きで、やっと入手できた
という一幕もあった。
　40年、夏期休暇で帰日し、両親とともに
軽井沢で過ごす。その時のことを、「故国に
帰ったような気持ちだった」と述懐する。ア
メリカでは、自分が半分以上日本人であるこ
とに気づく。　　　　　　　　　
　41年夏、両親が訪米。母は米国に残ること
を希望したが、レオが音楽学校との契約を理
由に反対し、両親は日本に帰った。
　その年の12月に日米が開戦し、彼女への
日本からの送金が途絶えた。しかし、彼女
は、６カ国語に通じる語学力を生かし，日本
の短波放送を英語に翻訳する会社（後に政府
機関）でアルバイトし、十分な自活能力を得
た。専攻は文科だったが、大学の教育方針が
女性の平等と社会進出を促す内容だったの
で、人権や女性の権利などにも関心を抱い
た。当時は米国でも女性の地位は低かった。

秋山みやよさん演奏後、シューマンの楽譜の表紙に記入
された音楽家のサイン。下部にLeo Sirotaの名も見える。
1930年2月。（河田家所蔵）
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　大学を最優秀の成績で卒業したベアテは、
戦争情報局に入り、対日プロパガンダ放送
（日本人に降伏を呼びかける放送）の番組台
本作成の仕事に従事する。45年１月に米国市
民権を取得、３月には情報局を退職し、叔母
（母の妹）が住むニューヨークに移転する。
　ニューヨークでは「タイム」誌の調査員
（リサーチャー・記者の取材の準備や整理の
担当、待遇は低い）の仕事に就く。職種差
別、男女差別など社会的不平等はあったが、
彼女はこの仕事でいろいろな情報を取得する
技術を学んだ。
　45年の８月、日本は無条件降伏した。タ
イム誌の日本特派員の知らせで、両親の無事
を知ったベアテは、なんとかして日本に帰る
方法を探した。ここでも彼女の経歴と語学
能力が買われ、連合国軍最高司令官総司令部
（GHQ）の民間人要員（調査専門官）とし
て採用された。

両親との再会
　その年のクリスマス・イヴにベアテは、懐
かしい日本の厚木飛行場に降り立った。翌日
皇居堀端のGHQに初出勤し、上司に事情を
話し、両親を捜すため３日間の休暇を申請し
た。両親が軽井沢にいることがわかり電報を

打った。父レオがすぐさま東京に駆けつけ、
新橋の第一ホテルで父娘が再会する。母は、
栄養失調で上京できなかった。
　ベアテはすぐさま軽井沢に向かい、疎開先
の旧有島武郎別荘「浄月庵」で、様々な難儀
でやつれた母オーギュスティーヌと涙の再会
を果たす。そして、３日目には、両親を東京
に連れ戻した。
　GHQでベアテは政党課に配属された。女
性団体やミニ政党、女性運動家などを調査す
る公職追放担当の調査専門官で、それまでと
は違い、一人前の権限を与えられた。

新憲法草案の起草
　日本のポツダム宣言受託に伴い、憲法改正
が行われることになり、米側の草案を日本側
に示すことになった。草案の内容には、主権
在民、戦争の放棄、完全な３権分立などの基
本的概念とともに、国民の基本的人権規定も
改革が必要とされた。
　この人権条項の草案作成を、ベアテの課が
担当することになった。
　ベアテがまず行ったのは、都内の図書館を
走り回って必要な文書を集めることだった。
ここでも彼女の語学力が大いに役だった。彼
女が集めた膨大な資料は、人権条項以外の草
案作成にも役立ち、弱冠22歳の彼女の能力が
高い評価を得た。
　３名で編成された人権小委員会で、ベアテ
自身が担当したのは、社会保障と女性の権利
についての条項だった。なかでも「女性の権
利」は、世界的に見て、現在なお理想からは
ほど遠い。
　見方を変えれば、彼女の草案は、当時とし
ては、非常に大胆、急進的だった。事実、運
営委員会のケーディス大佐によって、草案の
多くの部分が削除された。理想に燃える若い
ベアテが考えた人権規定の精神は、現行憲法
の第24条、第25条、第27条に活かされてい

レオ・シロタの3枚組CD。63年12月３日、東京・日比谷
公会堂で行われた「告別演奏会」のライブ録音ほか。
（グリーン・ドア社制作）
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る。
　まず現行憲法第24条を、ここに記しておこ
う。
第24条　婚姻は、両性の合意のみに基づ
いて成立し、夫婦が同等の権利を有する
ことを基本として、相互の協力により維
持されなくてはならない。
　配偶者の選択、財産権、相続、住居の
選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する
その他の事項に関しては、法律は、個人
の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。

　彼女が書いた草案の１部は、以下のような
ものだった。
・第19条　既婚未婚に関係なく妊婦と幼児を

持つ女性は国から保護される。非嫡出子
も法的に差別されない。

・第20条　養子する場合には夫と妻の同意が
必要。長子の権利廃止。

・第21条　すべての児童が教育を受ける権利
を持つ。

・第24条　公立・私立に関係なく、児童は医
療等で保護される。成長のために休暇と
娯楽および適当の運動の機会を与えられ
る。

・第25条　児童と子どものフルタイム雇傭の
禁止。国際的最低賃金の保証。

・第26条　すべての日本人が仕事に就く権
利。最低の生活保護を受ける権利。女性
もいかなる職業にも就くことができる。
男女同一賃金を受ける権利を持つ。

　また現行憲法第24条の下敷きとなった草案
全文は下記のとおりである。
・第18条　家庭は人権社会の基礎。その伝

統は、よきにつけ悪しきにつけ国全体に
浸透する。それ故、婚姻と家庭とは法の
保護を受ける。婚姻と家庭とは、両性が

法律的にも社会的にも平等であることは
当然である。このような考えに基礎をお
き、親の強制ではなく、相互の合意にも
とづき、かつ男性の支配ではなく両性
の協力にもとづくべきことをここに定め
る。これらの原理に反する法律は廃止さ
れ、それに代わって配偶者の選択、財産
権、相続、住居の選択、離婚並びに婚姻
及び家庭に関するその他の事項を、個人
の尊厳と両性の本質的平等の見地に立っ
て定める法律が制定されるべきである。

　また憲法第14条１項（法の下の平等）草案
もベアテが起草している。
　ベアテは、次の各国の憲法条文を参照した。
　ワイマール憲法第109条（法律の前の平
等）、第110条（婚姻、家庭、母性の保
護）、第122条（児童の保護）、アメリカ合
衆国憲法第１修正（信教、言論、出版、集会
の自由、請願権）、フィンランド憲法（養子
縁組法）、ソヴィエト社会主義共和国連邦憲
法第10章第122条（男女平等、女性と母性の
保護）

平和そして人間みな平等
　GHQ案を日本語に翻訳する作業でも、ベ
アテの語学力は日米双方に測り知れない貢献
をした。日本側の考えを正しく米側に伝え、
しばしば弁護さえした。日本国憲法は、世界
でも平和憲法といわれるように、先進的な考
え方をうたっている。
　特に人権に関する項目で、ベアテ・シロ
タ・ゴードンの貢献が非常に大きかったこ
とが、日本でも次第に知られるようになっ
た。2002年には、彼女に関する記録映画を
作ろうという機運が生まれ、2004年春か
ら藤原智子監督により制作に着手、2005
年の４月に映画「ベアテの贈りもの」が完
成し、「岩波ホール」で封切りされた。
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　この映画制作は、赤松良子さん（元労働
大臣・文部大臣）、落合良氏（元ソニー社
員）、髙野悦子さん（岩波ホール総支配
人）、をはじめ岩田喜美枝さん（元労働省雇
用均等児童家庭局長、現資生堂取締役執行役
員）、市川房枝さん（元参議院議員）、緒方
貞子さん（元国連高等弁務官）、その他多く
の方々の協力で実現した。
　その後のベアテについては、アメリカに帰
り、民政局時代の同僚だったゴードン氏と結
婚し、ニューヨークに住んで訪米した市川房
枝さんの通訳として全米を回ったり、ジャパ
ン・ソサエティーで棟方志功氏や勅使河原蒼
風氏などを招待し、アジア・ソサイエティー
に活動を広げて、独創的でグローバルなパ
フォーミング・アーツをアメリカに紹介する
仕事に携わり成功させた。もともとピアノを
弾くよりダンスの方が得意だった。

　ここ数年、５月の憲法記念日になると、
日本の様々な団体から招聘され、憲法改定
時の話題、女性の平等や権利についての講
演旅行をするのが恒例になっている。福岡で
も、2004年５月14日、西南学院大学ランキ
ンチャペルで、「〈日本国憲法〉をひらく―
1945年、共生社会の原点」と題する彼女の講
演会が開催された。
　レオ・シロタ、ベアテ父娘が日本にやって
きた背景には、個人の自由と権利を否定する
全体主義ナチズムの台頭と、不当な人種偏見
の思想がある。しかし、結果として父娘が日
本の音楽文化向上に、そして国家の背骨とな
る新憲法の制定、特に女性の権利・地位向上
と、男女の平等を勝ち取った功績は、今考え
ると果てしなく大きい。
　われわれは、ショパンのピアノ曲を聴くと
き、そして世界でも希な平和と完全な人間の
平等を宣言する憲法の条文を読むとき、差別
や戦争の被害者として数奇な運命を歩んだ、
シロタ（Sirota）というユダヤ人一家が、か
つて日本に住んだことを時に思い出し、世界
の人々の平和と共存、そして人権の確立につ
いて、今一度考えてみよう。

「人間の平等」について講演するベアテ・シロタ・ゴードン。
2008年５月。

斎藤　裕三（さいとう　ひろみつ）。
福岡女学院大学元教授（客員）。
日本旅行作家協会会員。

執筆者紹介
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　クレラー・ミュラー美術館Kröller-Müller 
Museum（以下、ミュラー美術館）もゴッホ
もオランダ由来ですが、同館所蔵の作品が今
年初めに九州国立博物館で公開されたことで
もあり、ドイツから出向いたということで本
記念号に寄稿させてもらいます。美術館は
H. K.ミュラー夫人（1869－1939）が同時代
の美術作品の収集に努め、個人として最大の
コレクションに由来します。そこにはゴッホ
の油彩87点、デッサン180点ほかにピカソ、
ルノワールなどの作品が展示され、また25ヘ
クタール（500×500㎡）の彫刻庭園も付随
していていかにも広々とした美術館であり、
アートとピクニックとを兼ねて楽しめる雰囲
気です。
　デュイスブルクDuisburgから北北西100km
に位置するこの美術館に車で連れて行っても

らいました。朝８時前に一路アペルドールン
Apeldoornに向け出発、10時には同館が所在
するホーヘ・フェルウェ自然公園Park Hoge 
Veluweに到着しました。この公園は、その
面積が福岡市の１/６位もある森林とヒース
原野の広大なものなのでかなり道に迷いなが
らやっと美術館に着いたのでした。中はアム
ステルダムAmsterdamのゴッホ美術館とはま
た違った、落ち着いて作品に接する雰囲気で
あり、改めてゴッホの魅力を確認できまし
た。そんな次第ですので、ドイツまで訪れる
機会には是非ミュラー美術館まで足を伸ばさ
れるようお勧めします（公共交通機関の場
合、オランダ国鉄駅からバスが運行されてい
るとのこと；www.9292ov.nl）。同館のパン
フレット写真を添付しますので一覧下さい。

デュイスブルクから行ったK	.ミュラー美術館
林　伸行

ミュラー美術館パンフレット

林　伸行（はやし　のぶゆき）。
元法政大学、元久留米工業大学。

執筆者紹介
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　ドイツメルヘン（童話）の世界をゆっくり
と旅することは、日本人にとっては本当に珍
しい旅のやりかたかもしれない。しかし2007
年に創設された「ドイツメルヘン街道」協会
がそんな旅を可能にしている。グリム兄弟の
足跡を辿る旅はフランクフルトにほど近い
ハーナウ（Hanau）に始まり、兄弟が子供時
代を過ごしたシュタイナウ（Steinau）から
シュヒテルン（Schüchtern）、  マールブル
ク（Marburg）、カッセル（Kassel）を目指
す。どれもグリム兄弟にとっては重要な街
だ。

　グリム兄弟はドイツの古い民話を集め、初
めてそれらを書き留めた。そのようにして
メルヘン街道を進み、そして「赤ずきん」

の森や、中部から北部にかけての様々な自
然保護地域を旅した。古く美しい木組み家
屋の村々では（ほぼすべての村で）有名な
童話が語られるのを聞いた。「白雪姫」
（Schneewittchen）、「ホレのおばさん」
（Frau Holle）、「しあわせハンス」（Hans 
im Glück）、「長靴をはいた猫」（Der 
gestiefelte Kater）、そしてもちろん「シンデ
レラ」（Aschenputtel）もまさにこの地域の
お伽話だ。
　街道には古い木組みの家が並ぶ村と共に、
非常に沢山の古城も残されている。それらの
多くは博物館に改装されており、250年から
500年前のドイツの暮らしの様子やグリム兄
弟のメルヘンの世界を知ることができる。さ
らに旅はヴェーザー川の流れに沿って進み、
“笛吹き男”で有名なハーメルン（Hameln）
を通り過ぎ北に向かうと、約600kmに及ん
だ旅は世界的に有名な“音楽隊”のブレーメン
（Bremen）で終りを迎える。ぜひこのメル
ヘンの旅をご自身で体験していただきたい。
　私のお勧めする交通手段は、なんといって
もグリム兄弟も乗ったであろう馬車であるが、
現在ではおそらく馬車の旅は難しい（！）。
そこで、もし旅に何日か余裕があるのであれ
ば、是非夏にレンタサイクルで周遊するのを
お勧めしたい。もちろん、旅行会社の企画す
るバス旅行でメルヘン街道の古城や博物館巡
りをするのも便利だ。さあ、今度はドイツを
こうしてゆっくりと旅してはいかが？

文
化
・
歴
史

メルヘン街道
Martin STRODTHOFF

ドイツのメルヘン街道
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　そもそも、メルヘン街道の旅行中は小さな
グリム童話の本をずっと手許に持っておいた
方が良いだろう。というのもドイツでは子供
の頃から誰もがその童話集に親しんでいるか
らだ。あなたはどんなドイツ童話をご存知だ
ろうか？また北ドイツの料理を楽しみたいな
ら、メルヘン街道にたくさんあるヘルベルゲ
（宿屋）やガストシュテッテ（レストラン）
に寄ってみるのも良いだろう。
　私からの旅のヒントに関する詳しい情報
は、以下のインターネットサイトを参照：
（ドイツ語と日本語）
http://deutsche-maerchenstrasse.com/ja/ 
http://j.mp/fnYNv8

文
化
・
歴
史

Martin STRODTHOFF
（マーティン・シュトロートホフ）。
ドイツ語講師。

執筆者紹介
Die Bremer Stadtmusikanten
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　私のドイツへの思いは、戦雲垣間見える昭
和12年（1937年）生れ、が要因です。
　当時、親しむべき外国はドイツとロシアし
か知らされず、父と兄達に寄りかかって聴い
たレコードの外国の名曲はドイツかロシアの
ものが主でした。筋を聞きふるえ上った「魔
王」も父の膝で聴く限りは恐怖も愉しみの内
でした。意味はわからない名曲数々を只、音
の美しさ、不思議な魅力に感心して虜になっ
ていました。
　子供部屋の書棚の翻訳書はケストナー全集
とザッパーの『愛の一家』が取り易い段に置
いてあり、一冊取り出して持っていくと父か
兄がラッパの擬音も入れて面白く読んで聞か
せてくれました。自力でも繰り返し読みまし
た。

　戦後、敗戦国民として無一物で本土に引揚
げた後、暫くは本も音楽も縁遠いものとなり
ましたが、やがてラジオで、次には一枚一枚
買い集めたレコードで、昔楽しんだ美しい音
楽にまた親しめるようになりました。そうこ
うする内に、戦前と同じ装丁、挿絵入りのケ
ストナー全集が出版され、やがてザッパーの
著書も古本屋で見付け、手に入れました。
　ドイツも戦後の窮状の中にいると知ったこ
とも、ドイツへの思いをやさしくし、励まし
合えると感じていました。
　この過程で、幼児の心に蒔かれたものが、
生涯の思いに育って参りました。

150周年に寄せる想い
萱野　通子

ドイツとの接点・思い出

萱野　通子（かやの　みちこ）。
執筆者紹介
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　私はドイツが大好きである。これはしかし
ドイツの国家が好きだという意味ではなく、
ドイツ人の気質・ドイツの自然・ドイツの文
化がどれも大好きなのである。これまで長期
留学を１回、短期留学を２回、そのほかにも
何度かドイツを訪れた．私の行く先はハイデ
ルベルクである。ハイデルベルク大学生理
学教室に留学した経緯については本誌18号
（1994）、DAAD ”Echo“ 20（2004）に書い
たので繰り返さない。
　「ドイツ」という国を自分なりに意識した
のは、子供の頃家にあったレコードでベー
トーヴェンのピアノ協奏曲第５番「皇帝」を
聴いて強烈な感銘を受けて以来のことである
（譜例参照）。

　その頃から今日に至るまでベートーヴェン
の音楽を愛し続けてきた。私の尊敬する音楽
家のほとんどはドイツ人である。それだけで
はない。第２次大戦前にベルリンのシャリテ
（大学病院）に留学した父からドイツの話を
よく聞かされたし、年齢が進むにつれてドイ
ツには音楽家以外にも沢山の偉大な医学者・
科学者・文学者・哲学者・宗教家・思想家が
いることを次第に知るようになった。私が大
学１年のとき受けたドイツ語の授業で秋山六
郎兵衛教授によるメーリケの短編小説『ルー
ツィエ・ゲルメロート』”Lucie Gelmeroth“や
２年のときの毛利淨賢教授によるシュティフ
ターの『森の小径』”Der Waldsteig“は、どれ
も印象深く学んだ。とりわけ後者を通してド
イツ・オーストリアの森の美しさに魅了さ
れ、大いに憧れた。最初の留学前の数年間は
江崎シャルロッテ先生から西日本日独協会
で、また個人的にも、ドイツ語会話を教えて
頂いた。
　ドイツ国家の歴史はとても複雑である。
カール大帝によるゲルマン民族のフランク王
国、次いでオットー大帝により神聖ローマ帝
国としてスタートしたものの、内実は多数の
諸部族、さらに領邦国家の集合体であるドイ
ツはたびたび分裂や統合を繰り返し、真の統
一を阻まれてきた。ルターの福音主義に始ま
る大きな分裂、次にカルヴァン主義の洗礼を
受け（ハイデルベルク信仰問答）、政治的・
宗教的混乱が絶えなかった。また近世ではフ
ランス革命の大きな影響を受け、とくにナポ
レオン軍に敗北を喫し悲惨の中にあったプロ
イセンにおいて哲学者フィヒテがベルリンで

私はなぜドイツが好きなのか
河田　溥
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行った長大な講演「ドイツ国民に告ぐ」は疲
弊していたドイツ人を鼓舞し自覚を促すもの
であった。その後普仏戦争で勝者となったプ
ロイセンの宰相ビスマルクの辣腕により成立
した「ドイツ帝国」、20世紀に入り第１次
世界大戦に敗れたドイツからナチス ― ヒト
ラーが台頭し、侵略戦争による暴力的支配と
人種差別を通して自国民のみならず人類の多
くに壊滅的な不幸と打撃をもたらした。1945
年の第２次大戦終結後長く東西に分割されて
いたドイツがようやく再統一を果たしたのは
1990年である。分断ドイツの悲劇は私自身
も当時東ドイツに所属していたベルリン、ラ
イプツィッヒ、ワイマールなどを何度か訪れ
体験することができた。再統一に先立つ数年
前、ドイツ敗戦40年目（1985）に、第６代
の西ドイツ・ワイツゼッカー大統領が行った
演説「荒野の40年」は、ドイツの過去の犯罪
を告白しつつドイツの新生を真摯に誓ったも
ので、多くの人々に大きな感銘を与えた。そ
れだけに両ドイツの統一はドイツ人の悲願の
実現であったに違いない。
　このような試練に満ちた歴史を歩んできた
ドイツ人の国民感情には他国民のそれと比べ

るとき特別のものがあると思う。もちろん地
域や世代による違いはあるであろう。しか
し、一般的にいってドイツ人はとても親しみ
易く、親切で堅実で勤勉な国民である。また
清潔・整頓好きでもあるし社会のルールを重
んじる国民性をも備えている。自分が正しい
と思うことはどこまでも主張してはばからな
いが、いったん打解けて親密になるとその友
情はいつまでも続く。私が最初にハイデルベ
ルクに留学した50年も前に師事した生理学の
恩師の家族や研究室の友人達はもとより、師
事したオルガンの恩師や下宿した家の家族の
人々とは今もなお親しい交流を続けている。
　日本とドイツとはこれまでいつも友好関係
にあったといえる。日本は知識や文化や技術
の多くをドイツ人から学んできた。しかし、
今後はかつての日独伊三国同盟のような覇権
主義的な関係ではなく、互いに相手を尊重し
つついつまでも信頼・協力関係が続いていく
ことを願わずにはいられない。

ド
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河田　溥（かわた　ひろし）。
福岡大学名誉教授、ピアニスト。

執筆者紹介
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幼少の頃、あざなえる糸のように
　私は、ドイツが好きだ。この情感はいつど
のようにして生まれたのだろう。戦前の古き
良き時代まだ物心がつかないうち、親に手回
し蓄音機で繰り返し聴かされたというたった
２曲のSP洋盤、ワインガルトナー指揮する
ベートーベンの第七交響曲とバックハウス
演じる月光ソナタのドイツ音楽のせいだろう
か。東京の小学校での唱歌の授業で楽聖３大
Bの肖像画を前に、ドレミではなくドイツ語
読みの絶対音階で和声を教えてくださった上
野音校出の美人教生先生の賜物なのだろう
か。また、転校して京城（今のソウル）の小
学校にいた時期、小旗を振って迎えた、同盟
国から遥々やってきたユーゲントの姿が子供
心に凛々しく映じたからだろうか。或いは、
互いに帝国主義時代の敗戦という負の遺産を
担いつつ劇的な経済復興を遂げた戦後史に共
感を覚える故

ゆえ

なのだろうか。それとも、ド
イツの学制を模した旧制高校は敗戦後占領政
策によって廃止となったのだが、その最後の
入学生として、多感な一年を過ごしたためだ
ろうか。（当時の学生の日常語には、ゲル、
リーベ、メッチェン、ゾル、ドッペル、フロ
イント、エッセン、フンゲル　トリンケン　
など多くのドイツ語由来のことばが使われて
いた。）このころ、ライプニッツ、カント、
ゲーテ、ヘーゲル、カフカ、などの書籍を濫
読した。勿論、表面だけの理解に留まった
が、哲学、文学、科学、などある時代の世界
の一規範ともなったドイツ文化の精髄に触
れて、憧憬の念を埋め込んだからなのだろう
か。そして音楽への情熱もヒート・アップし

ていった。熊本時代、学校の音楽部でドイツ
語の学生歌や「第九」を歌ったり、歌

リ ー ト

曲の伴
奏をしたり、ラジオに噛り付いてドイツのヒ
ンデミットやオーストリアのベルク、ヴェー
ベルン、シェーンベルクの現代音楽を聴いた
りした。貧窮生活の中、バイトで得たお金で
ゲルハルト・ヒュッシュのシューベルトや
ヴィルへルム・ケンプのベートーベンのコン
サートを聴きに行ったりした。映画「会議は
踊る」のリリアン・ハーベイや「未完成交響
楽」のマルタ・エゲルトの歌声は印象深く記
憶に残っている。
　もろもろのことがらが、あざなえる糸のよ
うに私のドイツへのシンパシーを紡いでいっ
たのだろうか。知らず知らずのうちに、この
ドイツへの傾倒は、バッハの持続低音のよう
に、心の奥で鳴り続けていたようだ。
　さて、私の貧弱なドイツ語体験だが、初歩
学習だけは３回繰り返した。最初にドイツ
語に触れたのは陸幼に入校した13歳のとき
で、アー、ベー、ツェーから始めて初級文法
を学び、最後は、「ニーベルンゲンの歌」の
訳読までいった。旧制高校と大学教養課程で
は、ドイツ語は第２外国語で、専らヘッベル
や「トニオ・クレーガー」などトーマス・マ
ンの短編小説の訳読だった。中でもテオドー
ル・シュトルムの作品の帰らざる青春への哀
歓は胸に迫った。「みずうみ」では夥しい森
の木々や草花、小鳥たちの魅力的な名前に出
遭ったが、今はすべて忘れ去って、朗読して
くださったN先生のドイツ語の深い響きを耳
に留めるだけである。「遅咲きの薔薇」では
妻への切愛の情を語りながら、トリスタンと

ドイツ（或いはオーストリア）と私
―その音楽、その言葉、その人 と々―
中村　昭
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イゾルデの背徳の影が去来する二重進行の筋
の運びが、まるで無限の謎を秘めるかのよう
なワーグナーの旋律を彷彿させた。
　ところで　社会に出てからは、福岡の合唱
団の一員として朝日会館で森正氏指揮する九
響と「第九」を歌ったのを最後に、音楽を楽
しむゆとりのない会社人間となった。そして
国際化時代のバスに乗り遅れまいと英語に勤
しみドイツ語を顧みる余裕もなくなった。
　時は移り、新設会社への出向で２度目の東
京勤務になり、サラリーマン生活の終わりを
迎えた頃、東京の音大を卒業したばかりの娘
が突然、鉄砲玉のように、ドイツ語圏はモー
ツァルトの生地ザルツブルクへ飛んでいって
しまった。娘はそこの室内楽団でヴァイオリ
ンやヴィオラを弾きながら、音楽院に通っ
た。その後娘は居を移し、ベルリン芸大で４
年間学んでドイツ国家演奏者資格を得て卒
業、リンツブルックナー響に所属して音楽活
動を始めた。この間、病気、敬愛する師や親
友の急逝、その他さまざまの辛酸困苦もあっ
たが、多くの先生や友人方、大家さんや近隣
の皆さんなどたくさんのドイツやオーストリ
アの方々の親身なご厚情に支えられて乗り越
えることができたことを、私は心から感謝し
ている。

昔も今も
　私たち夫婦も現地に滞在してザルツブルク
やモント湖

ゼー

の音楽祭で娘も出演するコンサー
トを聴いたりパーティーに参加したりした。
また娘の家を拠点に欧州各地を訪れた。その
都度旧知の皆さんに心からのご歓待を受け感
激した。娘が所属する室内管弦楽団やオーケ
ストラと３度ほど東京サントリーホールに来
演したので、その都度、日本ファンの彼らを
伴って都心や鎌倉を案内、夜は寿司やおでん
をつまみながら楽しい交歓のときを過ごし
た。ご縁ができた方々とは、娘を中心に今で

も家族ぐるみの交流を続けている。
　ある夏、ザルツブルクからの帰り、クック
の時刻表を片手にユーレールパスを使って、
ドイツ版Ｌ特急、I

イーツェー

Cを乗り継ぎ、細切れの
観光をしながら単身、数日間、北に駆け抜け
る旅をした。ミュンヘン、ローテンブルク、
ビュルツブルクを経て、ハイデルベルクに回
り、コブレンツからマインツまでの船旅を楽
しんだ後、フランクフルトを周遊した。大き
な仕掛け時計がある市

ラートハウス

庁舎広場に群がる陽気
なバイエルン人のざわめき、雨に煙る中世の
メルヘンの町の赤の城門、明媚な教会の街を
走る可愛い路

ト ラ ム

面電車、朝霧に浮かぶ古城と大
学の町の詩情、両岸にロマンティックな古城
と緑のワイン畑が連なるドイツの父ラインの
趣、ゲーテが生まれ育ち今近代的な高層ビル
が櫛

し っ ぴ

比する国際金融都市の賑合い、ローマ時
代の歴史を遺

のこ

す城塞と教会の佇
たたず

まい、バロッ
ク様式の壮麗な聖堂や宮殿が並ぶ由緒ある州
都の風

ふ ぜ い

情など一齣
こま

一齣が鮮やかに甦ってく
る。
　また、旅の間、行きずりの一外国人にさり
げなく示された市民の厚情が忘れられない。
列車で乗り合わせた老人と片言のドイツ語で
話が弾み、大戦の話題から最後には“戦友”と
呼ばれて面食らったのだったが、快いビール
の酔いでつい、転

うたたね

寝してしまった私は、乗換
駅で彼に起こされなければ危うく乗り過ごす
ところだった。そして旅の最後の朝、フラン
クフルト駅の雑踏で道に迷い時間が迫ってパ
ニクっていたとき、それと察してくれたのか
若い女性が声を掛けてくれ、自分も同じ行き
先だからと、Ｕバーンに同乗して空港ターミ
ナルまで連れて行ってくれた。金融機関で働
いていて週末には両親がいるザルツブルクに
帰るのだとのこと、美しく心優しい彼女の親
切が心に沁みた。
　娘は20年の滞欧生活を終えて帰国し、東京
の新日本フィルの首席奏者のポストを得て音
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楽活動を続けているが、常任指揮者は旧知の
オーストリア人であり、またかつて所属して
いたリンツブルックナー響時代ゆかりの方々
が、或いは客演指揮者として、また独奏者と
して来演されることもしばしばで今更ながら
奇縁を有難く思っているようだ。
　私が退職後、福岡滞在の外国人に日本語ボ
ランティアを始め、日本語教師を志したの
も、根底には、娘が外国でたくさんの人々か
ら頂いたことへの細

ささ

やかなご恩返しの気持ち
があった。

　話は飛ぶが、図らずも昨夏、日独協会のビ
アパーティーがご縁で知り合った天神で語学
学校を経営されているビナー・アレキサン
ダーさんからご依頼を受け、この４月まで
10ヶ月足らずの短い期間ではあったが、そ
この日本語学校で、ドイツ人を中心とする延
べ50人ほどの欧米系学生に日本語を教える
機会を持った。日本語学を専攻しているライ
プチッヒやボンの大学生、夏目漱石ファンの
ルフトハンザ航空のパイロット、オペラ好
きでレッスン中いきなり「魔笛」の“夜の女
王”の一節を高らかなコロラチュラで口ずさ
んで私を驚かせた客室乗務員、日本のサブカ
ルチャー好きのアニメオタクなどなど、多彩
な若い男女学生達に毎日楽しく教えることが
できた。漢字に頼り、目から脳への回路で学
習しがちの中国系学習者と違って、漢字が苦
手な彼らは、耳から脳への直接回路で学習し
ていくようで、語彙は乏しいながら早い段階
で話すことの楽しさを身に付けてくれたのは
嬉しかった。インターナショナルパーティー
やオクトーバーフェストでも本音の交流がで

学生たちと一緒に
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中村　昭（なかむら　あきら）。
日本語教育学会会員　日本語講師。

執筆者紹介

き、親しく接する内に、彼らの優しさ、几帳
面さ、内気さ、質実素朴さ、物を大事にする
心など一昔前の世代の日本人に通じる気質を
見出せたのも収穫だった。また学生たちは日
独協会のクリスマスパーティーにも多数参加
交流してくれた。そのとき披露してくれたア
ベマリアやクリスマスソングの美しいソプラ
ノの歌声は未だ耳に残っている。
　この間大変お世話になったアレキサンダー
さんご夫妻やスタッフの皆様に心から深く感
謝申し上げたい。
　日独交流150周年にあたる今年、不運にも
発生した東日本大震災に因る福島原発事故
は、チェルノブイリ体験を持つ在留ドイツ人
に敏感な反応を齎し国外退避行動を惹起させ
た。いま、ドイツでは日本応援激励の動きも
いろいろと生まれているようだ。日本がこの
災害を克服して再活性化した暁に、更に深化
止揚した日独関係が開けるよう切に希望して
いる。
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　私がドイツ語の勉強を始めたのは、昭和35
年、高校２年生の時に「橋 Die Brücke」とい
う映画を観たのがきっかけである。大学生に
なって、ニュルンベルクのエリーザベト・ハ
イネマンElisabeth Heinemannさん、ドレスデ
ンのハンス＝ペーター・メーブスHans-Peter 
Möbusさんと文通を始めた。昭和54年には、
福岡県教員海外派遣ヨーロッパ班の通訳とし
てスイス、ユーゴ、イタリア、フランス、イ
ギリスなどの学校を訪問した。その時、スイ
スからドイツの文通相手に電話をしたら、滞
在中毎日午後８時に電話をもらい、楽しく会
話ができた。
　昭和62年に西日本日独協会の会員とな
り、九大の講師ヴォルフガング・クノーフ
Wolfgang Knofさんと知り合いになった。彼
の家族が日本に来られた時は家に招待した
り、朝倉市の三連水車や「藤井養蜂場」、江

戸時代から続く比良松の老舗、蔵元「篠崎」
の酒、「国菊」、焼酎「献上」の工場を案内
したりして親交を深めた。クノーフさんが東
独出身の方と結婚した時は、キリンビール工
場を案内して、自宅で食事会をした。
　2000年にドイツからの観光団が福岡に来
た時、ヨーゼフ・シュトライトヴィーザー博
士Dr.Josef Streitwieserと知り合いになった。
その年の夏休みには、同じ高校勤務の教師二
人でドイツ一周旅行をした。その時、大きな
荷物はクノーフさん宅に置き、お土産だけ
を持ってシュトライトヴィーザー博士、ユ
ルゲン・フレヒテJürgen Fröchteさん、アー
ニャ・アンデルセンAnja Andersenさん、ヘ
ルガ・カッチマルHelga Kaczmarさん、ク
リスティアン・ヘーリヒChristian Hörigさん
宅を訪問した。ヴォルフガングさんの紹介
で、ポツダム会談が行われた城ホテル、ツェ

ドイツと私
蘇木　嘉啓
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〈クノーフ夫妻との会食〉
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ツィーリエンホーフSchlosshotel Cecilienhof 
に泊まった。歴史の重さを感じるホテルだっ
た。また、ベルリン市内を歩いているとき、
小郡高校で一緒に勤務していた本田先生と偶
然出会い、驚いた。ドイツ訪問中は、ペンフ
レンドの人たちの自家用車で市内観光、歴史
的に有名な史跡などを見学し、大変楽しかっ
た。
　ドイツ語、英語、ロシア語などの言葉で世
界中のペンフレンドとの文通を通して感じる
ことは、外見や言葉の違いはあるけれど人間
としての心は同じだということである。

　Alle Menschen sind Brüder.　すべての人間
は兄弟である。

　人との出会いは、どんな小さな出会い、短
い出会いであれ、何かの縁で会っているのだ
から、大事にして人とのつながりを広めたり
深めたりしている。
　これからも、さらにドイツの方とのより深
い交流を願っている。

〈藤井養蜂場にて〉クノーフ家の方

蘇木　嘉啓（そのぎ　よしひろ）。
元朝倉高校・小郡高校教諭。

執筆者紹介
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1「カセットテープ 言葉の旅＝ドイツ」
（中島悠爾著、ブリギッテ・ローデ、ウータ・小平、

　ユルゲン・ザング、フォクマー・コラー吹き込み）

　昭和46年４月、日本放送出版協会から定
価3,800円で出版されたドイツ語、ドイツへ
の旅に関する本である。加藤という名前の日
本人医師が約１ヶ月半ドイツのおもな都市、
観光地、医師宅、大学病院内科、劇場、レス
トランなどを訪問し、ドイツ人に会ってかわ
すドイツ語を上記ドイツ人講師が自然の速さ
でカセット２個へ吹き込んだもので、極めて
有用なものだった。私は、昭和46年（1971
年）10月末～48年（1973年）10月までの２
年間、ゲッティンゲン大学神経内科へ留学す
る機会があったが、この本をゲッティンゲン
へ行く前も、滞在中も、帰国してからも利用
して、ドイツ語が少し話せるようになり、今
でもこの本を時々開いている。ただし、カ
セットテープは残念ながら摩耗してすり切れ
てしまい、聴けなくなってしまった。この本
のおかげで、私のドイツ留学、ドイツの思い
出が大変豊かになり、中島悠爾氏（1930年生
まれ、当時東京都立大学助教授）には、今で
も感謝している。

2 ゲッティンゲン大学神経内科留学
　当時同じ敷地内に神経内科と精神科があ
り、それぞれ約150床、計約300床もある大
学病院で、九大神経内科（30床）と規模、
内容とも異なっていた。詳しくは省略する。
写真１は、近くのカッセルでの学会に出かけ
た時、写真２は、研究室仲間との遠足時であ
る。

3 ミュンヘン再訪　
　平成23年（2011年）３月第２週のスペイ
ン・バルセロナでの第10回国際アルツハイ
マー病・パーキンソン病学会参加の途中、３
回目のミュンヘンへ立ち寄ることができた。
中央駅すぐ近くのHotel Excelsiorに３泊し
た。路面電車トラムを利用して、アルテ・ピ
ナコテーク、ニムフェンブルク城を再び訪れ
た。ホテルから歩いていけるホーフブロイハ
ウスや新市庁舎地下（ラーツケラー）でビー
ルと白ソーセージも楽しむことができた。
　ドイツはやはり楽しく、かつ懐かしい。ま
たいつか行きたい。

ドイツの思い出
岩下　宏
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写真1　1972年ゲッティンゲン大学神経内科
スタッフ
カッセルでの学会出席時（左からフェ
ルンハーバー助教授、バウアー教授、
リッター講師、私、プリル講師）

写真2　1972年ゲッティンゲン大学神経内科
臨床検査・神経生化学研究室スタッ
フ、遠足時（私の左は私の指導医ザ
メック医師）

岩下　宏（いわした　ひろし）。
北九州八幡東病院副院長。

執筆者紹介
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　自分の人生の中で、何がきっかけでドイツ
という国や人に興味を持ちそれを好きになっ
たかを考えて見ると、３つの段階があったよ
うに思います。

　最初にドイツという国を意識して覚えたの
は、幼稚園の頃でした。私は、両親共稼ぎの
家庭で育ったため、一人で遊んで過ごす時が
多く、そんな時は母が買っていた婦人雑誌な
どをながめていたものです。するとファッ
ションや料理の仕方と並んで、家事に使う道
具・器具などの記事には、必ずといっていい
くらい、ドイツ製の、刃物類は勿論、皮むき
器や缶切りなどの道具類の紹介がありまし
た。しかしなぜいつもそれらの道具が「ドイ
ツ製」なのだろうとは、幼心にも思ったもの
です。「ゾーリンゲン」という言葉は、この
頃から知ったものと思います。そして当時は
また、高級カメラの代名詞として「ライカ
Leica」という言葉が普通に使われていた時
代で、当然、当時の自分には写真などという
ものが良く分からなくても、そのライカとい
う言葉は、乾燥した独特の響きをもって、強
く印象に残ったものでした。

　そんな私が小学生になった頃、日本にも国
産プラモデルが登場するのですが、それは多
くの小学生の関心を集め、急速に普及し始め
ました。中学生から高校生の頃になると、プ
ラモデルは玩具から模型として質的レベルが
どんどん上がって行きました。色々なプラモ
デルがある中で、ある日本のメーカーが力を
入れたため、戦車などの軍用車両のものがひ

とつのジャンルとして地位を確保していきま
した。すると、それに呼応して、海外に現存
する実車の写真集なども資料として多数出版
されるようになりました。当時はその独特の
力強い形態から、「ドイツの」戦車が一番人
気（現在に至るも、世界的にも一番）で、私
も御多分に洩れず、ドイツの戦車が一番好き
だったものです。そしてドイツの戦車の写真
集を買って穴があくほど眺めていると、だん
だんと、戦車の構造など細かい部分に目がい
くようになっていきました。そこで思ったの
は、あの厚い鉄板（装甲板）を実にきれいに
溶接してあることにある種の感動を覚え、そ
もそもその厚い鉄板を製鉄所でどうやって作
るのだろうか、そしてそれを必要な寸法や形
状にどんな方法で加工するのだろうかという
ような興味が発展していきました。実のとこ
ろを言えば、この事が、大学への進学には機
械工学科を選んだ理由です。

　そうして私は京都のある大学の学生となっ
た訳ですが、当時は京都駅か新大阪駅を夜半
に発って西鹿児島あたりまで走っていく長距
離急行列車が何本かありました。私の出身地
久留米への帰省ともなれば、これらの列車の
自由席に座って帰るのが一番安い移動手段で
したので何度も利用しましたが、如何せん、
京都～久留米間の13時間座りっぱなしはさす
がに大変な事で、その間の暇つぶし、と思っ
て手にしたのが、当時は日大理工学部の教授
であった「佐貫亦男」という先生が書かれた
「飛行機の再発見」という本でした。そして
その事がドイツを好きになる決定的要因とな

ドイツ贔屓になったわけ
伊福　雅
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ります。その本は、ライト兄弟の飛行機から
超音速旅客機まで様々な飛行機の本質の技術
について面白く説明した本でしたが、特に第
一次世界大戦時のドイツの軍用機が多く取り
上げられていました。佐貫先生の解説によれ
ば、ライト兄弟による動力飛行機の初飛行か
らわずか12～13年後には、戦争に勝つため
の努力とは言え、現在の飛行機の基本的構造
となる３つの技術は既にこの時期にドイツ人
が開発したとおっしゃるのです。そうしてこ
の本で飛行機という機械も大好きになったの
ですが、それだけではなく、その文の書き方
がいかにも理系の先生の表現と思う一方、な
ぜか飽きることなく読み続けることのできる
独特の世界に興味を感じ、色々本を買い漁る
ようになりました。佐貫先生は東京帝国大学
の航空学科を卒業して日本楽器に入社され、
1941年（即ち第二次世界大戦中）に社命でド
イツへ出張され、戦争の旗色がはっきり悪く
なった1943年の末に帰国するという特異な
体験をお持ちでした。そんな大変な時期にわ
ざわざドイツへ何をしにいったかと言えば、
飛行機のプロペラの技術を学ぶためだったの
でした。当時、楽器メーカーがプロペラを
作っていたとは興味深い話ですが、本題の趣

旨から外れますので、詳しい話は割愛いたし
ます。恐らく、後年その会社がオートバイで
も有名になる流れの源流だったのでしょう。
ドイツ語が堪能な佐貫先生は、80歳を過ぎ
てもなお、気候の良い季節には、たった一人
でドイツの街をあちこち歩いて、旅の途中で
観察した街のあり方、住宅の扉や窓などの設
計に見る緻密さ、日常の道具に見られる几帳
面さ、交通標識や看板の表現に見られる気質
などについて、ドイツ文化論ともいうべき興
味深い紀行記を何冊も本にしておられます。
ドイツ人の欠点も知り尽くしておられる先生
は、時に批判される事もありますが、全体と
してはドイツへの深い尊敬の念をお持ちでい
らっしゃいます。私の中のドイツという国と
人についての印象は、佐貫先生の強い影響を
受けて固まったといって過言ではありません
が、残念なことに、その先生も1997年には
お亡くなりになりました。人生の中で、もし
チャンスがあれば、お会いしたかった方では
ありました。

　そんな佐貫先生は、ドイツカメラについて
も強い憧憬と見識を持っておられ、その中で
一番好きでいらっしゃったのは、1950年に
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愛用のライカM3型
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生産開始されたライカIIIf型でありました。
先生によれば、「身体の感覚の一部分と化し
た機動的な点」がその理由なのでした。私は
大学の中程から写真に興味を持ち始め、良い
カメラが欲しくなっていきました。そうして
とうとう、社会人になって最初に貰ったボー
ナスで、京都三条大橋の西側にあった中古カ
メラ店（現在はない）で、ライカを購入した
のです。何台かのライカの中でIIIf型を手に
持った時、これほど手にすっぽり入って馴染
む道具があるのだろうかと思いました。そし
て先生の言葉の意味がしみじみ分かったもの
です。しかし、愛玩道具としてのライカでは

なく、写真を撮るための機能性を重視してい
た私としては、装備するファインダーが格段
に進歩していたM３型を選んだのでした。16
万円で買って、５万円でオーバーホールした
記憶があります。後年、そのM３型は、製造
番号より私と同い年（1954年製）であること
が分かり、最近はめっきり出番が減ったとは
いうものの、私があの世に行くまではついて
くるだろうと思っています。
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伊福　雅（いふく　ただし）。
元機械技術職。

執筆者紹介
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1、ドイツ人の働き方と休み方
　ドイツでは個人主義が発達していて、仕事
と個人の生活の区別ははっきりしている。
　休暇（Urlaub）は生活に絶対必要な期間で
あるというのは労使共通の認識であって、通
常連続して１カ月程度とる。休暇中に病気に
なったら休暇を取りなおすという規定もあ
る。
　残業は滅多になく、終業時刻になるとさっ
と帰宅する、奥さんが迎えに来て会社の前で
キスして車に乗り込む光景もドイツでは何度
か目にした。
　会社帰りに同僚と一杯飲むなどは先ずな
い。ところが、そんなドイツの会社にも意外
なことに勤務時間終了後に職場慰安会があ
り、私も参加したことがある。

2、ドイツの職場慰安会
　　（ドイツ語ではAusflug＝遠足）

　1973年６ヶ月間のドイツ研修中、カールス
ルーエの電力会社で職場慰安会に参加した、
夕方仕事が終わってから同じ職場の課長以下
約20人が、貸切りバスで１時間程のバーデン
バーデンでカジノを見物し、近くのレストラ

ンで宴会をして夜遅く帰って来るのである。
　宴会では日本のように同じ刺身が並んでい
るのではなく、各人が好きなものを注文する
から、料理の来る時間がそれぞれ違っていて
少し奇異な感じがしたが、ビールとワインで
盛り上がると、男女で組んでダンスをした
り、全員がムカデ競走のように前の人の背中
につかまり一列になって、音楽に合わせて会
場をまわるなどした。
　幾らドイツが個人主義と言っても組織で仕
事をする以上、日本と同じようにチームワー
ク、職場の和は大事にしているのだと知り、
何となく安心したことを覚えている。

（注）、ドイツと日本の労働事情ついて
　　　もっと詳しく知りたい方は、

「休むために働くドイツ人、働くために休
む日本人」福田直子著PHP研究所2004年、
「びっくり先進国ドイツ」熊谷 徹著　新潮
社　2007年　などを参照してください。

ドイツの職場慰安会
小野　洋祐
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小野　洋祐（おの　ようすけ）。
元九州電力。
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　「初めから天才はいない、症例数を重ねな
いと腕は上がらない」、「手術は自己満足で
はいけない」これらは1984年当時、留学先
のドイツでの恩師ブラウン教授に頂いた言葉
で、今でも胸に強く刻んでいます。また、現
地で学んだ内視鏡下手術を導入した胆石症や
多汗症の手術症例数は、おかげさまで今や全
国トップレベルとなり、当院の看板手術と
なっているところです。このように私の外科

医としてのルーツはドイツにあるといっても
過言ではありませんが、ただ一つ、下戸ゆえ
本場のドイツビールの味を楽しむことができ
なかったことだけは、20年以上経った今でも
心残りであります。

外科医としてのルーツ
佐田　正之

佐田　正之（さだ　まさゆき）。
医療法人佐田厚生会佐田病院院長。
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　夫の勤務先であるフライブルク大学での３
年間の滞在を終え帰国してちょうど25年前に
なります。25年前、ドイツでは結婚12年目に
娘を授かりました。多くのドイツ人の友人た
ちに祝福され、また素晴らしい産婦人科教授
のブレックボルト先生のおかげで、数度の手
術、トラブルを乗り越えての大きな喜びでし
た。
　そんな中、妊娠中の８月12日、日本で最大
の飛行機事故が起こり、大惨事になっている
ことをラジオで知ります。帰宅した夫にそれ
を話すと、「君のヒアリングなら大丈夫！そ
んな惨事が起こるはずはない」と言うのです
が、テレビをつけると画面はくり返し大変な
惨事を伝えていました。今のようにインター
ネットなどない時代です。数日後、日本から
届いた新聞に、機内で書かれた遺書が掲載さ
れていました。初めて親になれるかもわから
ない私はそこに子供宛の遺書を見つけ、涙で
なかなか最後まで読むことができず、胸が張
り裂けそうになり、お腹の胎児の影響を心配
した夫から、読むことを止められてしまいま
した。私はその時、この飛行機事故で命を落
とされた方々の無念の気持ちを忘れてはいけ
ない、無事に産まれてきてくれたときには、
ご自分の最後の時にあんな立派な遺書を残さ
れた方々の思いを忘れることなく、自分も恥
ずかしくない親になれるよう努力しよう、と
自分と約束しました。そして、高齢出産の沢
山のリスク、手術、入院にも負けず、大勢の
ドイツの友人たちの祝福を受け、12月、娘を
授かりました。
　異国での育児奮闘が始まった数ヵ月後、

ヨーロッパ特有のどんよりした暗い空の４月
26日、外をまるでテレビから流れる空襲警報
のような、何とも不気味なサイレンが鳴り響
いています。帰宅した夫が「チェルノブイリ
という所で原発事故があったらしく、今母乳
を赤ちゃんにあげている人は直ちに止めるよ
う、そして牛乳も飲まないようにと、街宣車
が大声で街中を回っている」と話す間、体が
凍りついてしまいました。それから毎日、そ
の事故のもたらす恐ろしさをテレビ、新聞が
伝えています。そして時間の経過とともに、
母体に影響を受けた胎児がどんなに悲惨な影
響を受けたか、また成人のみならず子供たち
がどんなに大変な被害を被ったか、明らかに
なってきました。日本という平和な国しか知
らなかった私は、世界中でどれ程多くの子供
たちが理不尽な被害を受け、悲惨な目に合っ
ているか、ようやくほんの少し目を向ける
きっかけになりました。そして帰国しても、
決して世界各地の不幸な子供たちのことを忘
れず、何かできることはないかと心に留めて
おこう、と自分に約束をしました。
　いよいよ娘が６ヶ月になり、飛行機に乗せ
る許可が出、帰国することになりました。３
年間お世話になったドイツの国、友人達、ド
イツで無事に産まれてきてくれた娘の顔を見
ながら、この地を去るにあたり、人間とし
て、親として、ドイツ滞在中に学んだことを
いつまでも忘れないでいかしていこう、と自
分に約束しました。
　今、10年近く前から地区の公立小学校で、
英語の歌などを教える機会を頂いています。
12月には宗教に関係なく私の感じたドイツの

ドイツでの３つの約束
岡嶋　美佐子
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クリスマスを伝えています。たとえば食べた
いと思った10円のチョコレートを我慢する
ことで、どれ程たくさんの赤ちゃんが救われ
るか？それはドイツの友人に、「日本人留学
生はブランドの服や持ち物を身につけている
のに、なぜクリスマスには１円の寄附もしな
いのか、自分達はアルバイトをしながら大学
に通っているが、子供のころから必ずクリス
マスには恵まれない人に募金をしてきた」と
言われ、恥ずかしい思いをしたからです。ベ
ビーカーを押している時に、いかに多くの子
供達に助けてもらったか、身障者の為の駐車
場に健常者が車を停めることがどんなに重い
ペナルティーを課せられるか、学年によって
わかりやすく話します。
　日航機墜落事故、チェルノブイリ原発事故

からちょうど25年、娘と同じ年月です。そし
てまたこの３月、日本では東日本大震災が起
こり、福島原発事故という大変な状況に陥っ
ています。どれほど自分との約束を守れてい
るか、自分が恥ずかしくなります。でも今年
は日独交流150年記念の年、またこうしてド
イツ滞在中をふり返り、人として、親として
生きている限り、毎日を大切に生きたい、と
願っております。

岡嶋　美佐子（おかじま　みさこ）。
ピアノ科出身。香椎浜フラウエンコー
ル（合唱団）指導、ハンドベルの指導、
Laudare（ラウダーレ）コーラス指導、
シェーネ・ムジーク（トーン・チャイムグ
ループ）、他。
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　協会とのご縁は16年前、平成８年からで
す。故・木村会長のやや強制的なお勧めもあ
り、入会させていただきました。現在は大変
感謝いたしております。当時の木村会長は、
私の主治医であり、私が仕事の関連でヨー
ロッパとアメリカに研修旅行にチームを組ん
で出向く機会がある事をご存知でしたので、
先生の一言「あなたもドイツを勉強しなさ
い」でご縁が出来ました。私がヨーロッパ
に参りましたのは1998年の10月でEU通貨統
合の前年でした。その時のドイツ訪問は滞
在僅か2日間でした。フランクフルトとシュ
トゥットゥガルトに滞在し、企業の訪問視察
を行い、移動の途中はロマンチック街道の古
城・自然豊かな風景・石造りの街並み等が大
変印象的でした。機会を作って再度訪問した

いと思っています。
　旅行に際し、協会のドイツ語講座に参加し
ましたが、私の理解不足のため当時の根本先
生（現会長）に挨拶のポイントを直接伝授
いただき“ぶっつけ本番”の現地交流をしまし
た。楽しい思い出が沢山です。以来、協会の
諸活動に参加していますが、会員には多彩な
方が多く勉強と交流をさせていただく事によ
り、私自身の生活面に幅が出来て参りまし
た。引き続きご縁を広めるために参加したい
と思っています。

西日本日独協会と私
髙﨑　隆一
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髙﨑　隆一（たかさき　りゅういち）。
㈱西日本マネジメント開発勤務。
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　2002年６月末ラウ大統領、ミュラー経済
相と相次ぎ来日、７月１日午後５時より東京
帝国ホテルにおいて東京日独協会が主催して
歓迎会が催された。全国の日独協会より３～
４名が代表として招待され、当協会からは会
長、副会長が所要のため出席できず、代りに
常任理事の末永、原田、髙田氏それに私が出
席することになった。
　ドイツの大統領は、今まで学者出身の方が
多く、髙邁な政治理念とナチスによる非人道
的残虐行為についてのドイツ国民に贖罪を説
かれる哲学的演説で有名であったが、ラウ氏
は珍らしく党人出身の大統領であった。氏は
1931年ドイツ西部の工業都市ヴッパータール
に生まれ――そこの交響楽団が昨年来日、ア
クロスでもオール・ワグナーの作品で熱演し
話題を呼んだ――57年社会民主党（SPD）に
入党、同地の市長等を経て78年から98年まで
ノルトライン・ヴェストファーレン州首相を
経て99年から連邦大統領となられた。
　会場では皇族から秋篠宮両殿下が御出席さ
れ、ドイツ側では大統領随員、ドイツ大使始
め大使館の方々、それに全国から集った会員
で、中位のホールであったが満席の状態で
あった。その中で大統領から次のような要旨
の御挨拶があった。
　「ドイツと日本の関係は19世紀末より法
学、医学、自然科学の分野において緊密な関
係を結び、又多くの日本の友人がドイツ古典
派の文学、哲学に通じ、又多くのドイツ、ク
ラシック音楽の愛好家が居られることに驚か
されます。併し最近日本の若者からドイツ語
を学ぼうといふ意欲が薄れ、又多くの大学に

おいて第２外国語の選擇義務が廃止され、若
者達がアジアの隣国、その言葉、文化へ大き
な関心を抱くようになっております。又アメ
リカといふ理想像の世界的優位性、又英語の
果てしないグローバルな『リングア・フラン
カ』の浸透によって、日独の若者達の相互の
関心が薄れてきています。ここに我々がそし
て日独協会が果たすべき重要な使命があると
考へます。
　50年前我々両国は至る所戦争による荒廃が
みられましたが、戦勝国の経済援助と宥和的
政策により、そして両国はもてる力と知力全
てを復興のため、平和、民主主義、自由の実
現のために注いで、所謂ドイツと日本の『経
済の奇跡』、更には国際社会への復帰を果た
しました。この体験により我々は今後の重要
課題に泰然として対応してゆくことができる
と確信しております。両国の日独協会もその
ため貢献をしてゆくに違いありません。」
　スピーチが終って食事会にはいって間もな
く、大統領は次の横浜における船上歓迎会出
席のため退場してゆかれた。食事会の最中私
の席のすぐ傍らに和服姿の妃殿下が微笑をう
かべて立っておられたので御挨拶申し上げた
が、妃殿下はひとつひとつ丁寧にお答えいた
だき感動、今でも忘れ得ぬ想い出の一つに
なっている。会も２時間余りで終り、私は原
田さんと一緒に帰路についた。帰りに本日の
大統領演説の独日両文の草稿が渡され、私の
この拙文の大統領演説はそれによっています。

ラウ・ドイツ大統領の歓迎会に出席して
永岡　喜代太

永岡　喜代太（ながおか　きよた）。
元日独協会常任理事。
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　ドイツ最大のパイプオルガンと言われるベ
ルリン大聖堂より「オルガンミサ曲」の作曲
の委嘱を受けて典礼ミサ曲（Kyrie eleison～
Agnus Dei全５曲）を2006年に完成させた。
　実際の創作にはシンセサイザーをパイプオ
ルガンの音色に設定して、心の中では大聖堂
に鳴り響く音を想定して作曲を始めた。
　第１曲目のKyrie eleison を大聖堂で初演し
た時は7000本のパイプから響き渡るその荘厳
なる“音の星雲”は、まるで天上から天使達の
合唱と共に降り注いでくるような壮大さに圧
倒され言葉を失った。まさにパイプオルガン
は天と地の音の架け橋であり、神と人を結ぶ
声の器官（Organ）である。
　「貴方は仏教徒なのにキリスト教の音楽を
どういう想いで作曲されたのですか？」との
質問に、「私は少年時代、まずオルガンから
親しみ今でもバッハを最も尊敬している。こ
のオルガンミサ曲は宗教性を具象的に描写す
るのではなく、宗派を超えた抽象的な祈りの

領域でありたいと思った」と答えた。
　これまでの私の作品の根幹にはいつも“祈
り”がある。これまでにも『伎楽飛天～声明
とオーケストラ』『彩雲～笙とオーケスト
ラ』『オラショ～隠れキリシタンの祈り』
『Miserere～オーボエとオルガン』など宗教
の東西を問わず、グローバルな“祈り”の視点
で作品を書き海外での公演を行ってきた。
　“祈る”という行為は美しい。自ずと心の奥
深き沈黙に出会う。しかし現代人は社会の喧
騒の中で祈りや沈黙の時を失いつつあるよう
だ。CDでもいい、しばしの間パイプオルガ
ンの豊かな響きの中に身を置き、静寂の時を
過ごしたいものだ。

ベルリン大聖堂のパイプオルガンとの出会い
山本 成宏
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山本　成宏（やまもと　しげひろ）。
作曲家・指揮者。日本現代音楽協会会員、
福岡市民オーケストラ名誉指揮者、
NHK福岡文化センター講師、他。
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　“99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont
…..” NENAの“99 Luftballons”がヒットしてい
た1984年、大学４年だった私は夏休みを利用
して『ドイツ定期訪問団』に参加、西ドイツ
（当時）に２週間滞在した。当時は就職活動
も現在ほど厳しくなく、５月頃に資料請求の
ハガキを出し、７月初旬には数社をあいさつ
程度の訪問はしていたが、まともな就職活動
は帰国後の８月に始めても十分間に合った。
昨今は３年生のうちから活動し始めて、４年
生の夏休みに海外旅行なんて行っていられな
い、というから実にのんびりした時代だった
ものだ。
　まず、出発の１ヶ月前に東京に集合し２泊
３日の事前研修と結団式を行った。参加者は
全国から集まり、学生よりも社会人が多く、
職業も教員、市議会議員など様々で、その中
でも国鉄（現JR）職員が一番多かった。い

よいよ出発。当時は欧州直行便がなく、ア
ンカレッジを経由してほぼ１日がかりの移動
だった。よくエコノミークラス症候群になら
なかったなと思うほど窮屈で退屈な機内だっ
たが、私にとっては初めての海外旅行だった
ので、テンションは高かった。フランクフル
トから国内線に乗り換えてミュンヘン着。バ
スでドイツ南部のケンプテンに移動、さらに
アルトゥスリートAltusriedという田舎町に到
着。まずそこで６日間ホームステイし、その
後ベルヒテスガーデンの「青年の家」に６日
間滞在、その間、工場見学やノイシュヴァー
ンシュタイン城などの観光地やザルツブルク
（オーストリア）でのコンサートを楽しみ、
最後はローテンブルクを通ってメルヘン街道
を北上、フランクフルト発、再びアンカレッ
ジ経由で成田に帰着した。
　あれから25年以上が経過し、その間ベル

「シュヴェービッシュ・グミュント
　国際影絵フェスティバル2012」へ！
梶原　宏幸

アルトゥスリートの地元のお祭りで
（中央の浴衣姿が私）
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リンの壁が崩壊、東西ドイツ統一、ユーロ導
入、そして昨年は統一20周年を迎えるなどド
イツ国家の環境は大きく変わったが、私自身
はドイツとはほとんど無縁の生活を送ってき
た。しかし、趣味で始めた「影絵」がふたた
びドイツとの縁を結んでくれた。ドイツ南部
の小さな町シュヴェービッシュ・グミュント
で３年に一度開かれる「国際影絵フェスティ
バル」に行きたい、と思っているからであ
る。同フェスティバルは世界で活躍する様々
な技法を使った影絵パフォーマーが一堂に集
うもので、日本からも芸術的な手影絵で観客
を魅了する「かかし座」が出演し高い評価を
得ている。
　シュヴェービッシュ・グミュントに行きた
い。しかし、どうせ行くなら影絵作品を見る
だけでなく、現地で各国から集まってくる
人々と交流したい。そして、あわよくばホテ
ルの一室でも路上でもいいから自分の影絵作
品を披露してみたい。自他ともに認める稚拙
な芸だから笑われるかもしれないが、そこは
素人の特権、まさに天下御免の「旅の恥のか
き捨て」だ。ちょうど一年前の今頃、そんな
ことを思いつくと、まだ行く手段も費用も休
暇のめどもまったくないにもかかわらず、自
分がドイツの小さな町の路上で影絵を上演し
ている姿が頭にちらつき、いてもたってもい
られなくなった。さっそく「ドイツ公演」向
けの作品づくりに取り掛かったり、ＮＨＫラ
ジオ第二放送のドイツ語基礎講座を聴き始め
たりと、とにかく何か動いていないと落ち着
かない。そんなある日、ふらっと立ち寄った

ノイシュヴァーンシュタイン城近くで
土産売りのおじさんと

梶原　宏幸（かじはら　ひろゆき）。
会社員・影絵劇団企鵝一座（ぺんぎん
いちざ）座長。

執筆者紹介

「オクトーバーフェスト」の西日本日独協会
ブースに置いてあったチラシを見て、即入会
を思い立った次第である。
　思えば学生時代のドイツ旅行の際、ヨー
ロッパの歴史や文化に詳しいメンバーは、同
じ観光地や美術館に立ち寄っても感動の大き
さが明らかに違っていた。帰国してからその
価値や意味に気づいても後の祭りである。だ
からこそ、１年かけてしっかり「予習」して
価値ある訪問にしたい。その前にサラリーマ
ンが新婚旅行以外で１週間近くも休暇を取
れるのか、また、帰ってきたら自分の席が
残っているのか、など現実的な問題に直面す
ることになるのだろうが、そんな心配はHB
（ホーフブロイハウス）のビールの泡が吹き
飛ばしてくれるに違いない。
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７月１７日	７月恒例ビアフェスト
二本木　一哉

　７月17日。昨日までの大雨とは打って変
わって快晴の夏日。例年になく遅い梅雨明
けでした。天神駅から西鉄イン福岡の会場
まで歩きます。強い日差しが容赦なく肌を
刺してきます。ようやく夏がやってきまし
た。
　プロスト！宴がはじまりました。しばら
くの御無沙汰に、お互いの息災に、これか
らの友好にプロスト！今年は日独交流150
周年ということで、積年の国交にプロス
ト！スポーツダイナミックス代表Ibachさ
んの仲介によって、ドイツ直輸入のビール
が振舞われました。くちあたりやのどごし
が非常に柔らかく、グイグイと五臓六腑に
染み渡ります。おかげで準備された料理も
すべて完食されました。
　会場はいたるところでテーブルを移動し
て交流が行われました。
　日が陰り夜の街が目覚め始めます。中洲
の河に夜のネオンが映るころ、満員の会場
に賑やかな会話が弾みます。13階の高台か
ら見下ろすその町並みはきれいでした。
　この周年事業の為の活動資金の醵金もお

かげさまで十二分にいただくことが出来ま
した。
　ところで周年記念で託けて申し上げます
と、我々印刷業界ではグーテンベルクの活
版印刷発明555周年です。ハイデルという
ドイツの印刷機メーカーがありますが、日
本の多くの印刷会社もその印刷機を導入し
ています。本当に身近なところでドイツの
技術の恩恵にあずかっております。
　今回も様々なプレゼントが用意されまし
た。私も娘へのお土産をいただきました。
ご提供いただきました皆様に感謝します。

会場から見下ろす中洲の街

Prost!

用意されたプレゼント

西日本日独協会の行事 7月

二本木　一哉（にほんぎ　かずや）。
城島印刷株式会社。

執筆者紹介
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「ドイツ語ってどんなことば？」教室
小林　正毅

　ドイツ再統一20周年記念（2010）の企画
である「ドイツ語ってどんなことば？」（副
題：ドイツの日常生活・お国柄からドイツ語
の素顔を探る）教室に参加しました。「話し
手」は根本会長とあって企画段階から受講を
決めていました。教室は我が家に近い福岡
市赤煉瓦文化会館、受講料は３回セットで
1,500円と格安、そして３回（各1.5時間）で
ドイツ語の成立ちに触れることができるとい
う三拍子揃ったチャンスはめったにないの
で、「ドイツ語に余り興味ない」連れあいも
巻きこみ参加しました。
　開講時間は残暑の余熱を感じる午後７時、
英国風建物の旧日本生命館の２F大会議室に
25名の受講生が集まり、根本会長のドイツ滞
在時の逸話を交えた面白くかつためになる講
義に耳を傾けました（内容は次頁参照）。素
朴な疑問、ピント外れの疑問などを気楽に出

すことができる雰囲気に包まれた教室でした。
　毎回配布の10ページ余の資料には、ドイ
ツの地理、ドイツ語の挨拶・仕組み、ドイツ
のお国柄などドイツ語の基本となることが解
り易くまとめられ、講義と合わせて「ドイツ
語って、そうだったのか！」と感じることが
できました。この資料は復習にも十分役に立
つもので、特に記憶力に問題が出てきた私に
は大変ありがたいものでした。格安料金です
から資料は大変お得でした。講師料なしの根
本会長には大変申し訳ないことです。
　参加した方は一般参考書や学校では得られ
ない内容に満ちた時間を堪能したことと思い
ます。参加を渋っていた連れあいも満足して
いました。しかし、その内容をここで詳しく
報告するには私の能力が足りず残念です。今
回の機会を逃した方は次の企画があれば是非
参加してください。
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　根本会長には多くの著作があり、話足りな
いことが沢山おありようです。この教室の
後、長い間「積読」状態であった根本道也著
「ドイツの標準語－その生い立ちと辞典の個
性－」（同学社）のページをめくりました。
驚いたことに疑問に思っていたことの解がそ
こにありました。専門知識が乏しく解の一部

しか理解できていませんが、私が知りたいも
のが詰まっていました。現在、同書は本棚の
目立つ場所に収まっています。根本会長には
教室（「ドイツ語をめぐるよもやま話」の会
の続き）を何らかの形で継続していただき、
ドイツ語を通したドイツの魅力をもっと教え
てもらいたいと思います。
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日
本
日
独
協
会
の
行
事

小林　正毅（こばやし　まさき）
㈱福岡宅建

執筆者紹介
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10月

「福岡オクトーバーフェスト2010」を振り返って
小林　正毅

　日独交流150周年記念プレイベントの一つ
として取り組むこととなった「福岡オクトー
バーフェスト2010」（以下、FOF2010）は平
成22年10月22日（金）から10月31日（日）
までの10日間開催されました。当協会は主
催団体に加わり、イベントの盛り上げに貢献
しました。会場は冷泉公園特設会場（福岡市
博多区）で、その一角にドイツ情報の発信と
西日本日独協会の活動を紹介する展示ブース
（４ｍ×４ｍ）を出しました。展示ブースを
フェスト期間継続的に維持することは協会事
務局だけでは不可能なので、会員に協力を依
頼しましたところ、多数の会員から協力の申
し出を頂きました。お陰さまで期間中ブース
を一日も閉めることなく終えることができま
した。会員各位のご理解とご協力に心よりお
礼を申し上げます。
　私は世話役の一員（結果的にブース維持担
当）として10月初めより参加させていただき
ました。このようなイベントの経験がなく終
始手探りでした。準備の中で、自分の頭の整
理を兼ねて「福岡オクトーバーフェスト2010
実施要領」を作成し、関係者へ配付しまし
た。役に立ったかどうかの評価はそれぞれで

異なると思います。以下に、個人的な感想と
反省をまとめました。今後の参考になれば幸
いです。

１）準備期間
　開催時期や場所等のイベント概要は実行委
員会が検討・決定しますので、当協会として
は委員会メンバー（会長、事務局長）の対
応となります。概要が決まったらすぐに協
会の体制作り・準備を始めるべきですが、
FOF2010では一カ月を切ってからの対応でし
たので、準備会合も開けませんでした。準備
に早過ぎることはありませんが、会員への支
援の呼びかけ時期については人員配置の調整
を考えると２週間前くらいがよいでしょう。
　展示用の資機材の準備、運び込み、組立・
配置、撤収、保管についても詳しい手順が必
要です。誰が何を手配し管理をどうするかも
決めておくと安心です（５Ｗ１Ｈの吟味）。

２）体制作り
　FOF2010では、協会の対応体制作りといっ
ても大袈裟なものでなく、「協会担当者
（「世話役」です）」と「協力者」の２つの
グループに分けて、それぞれの主な役割を次
のようにしました。

・協会担当者：展示物の検討・依頼・運
搬・撤収、協力者との連絡調整、渉外

・協力者：ブース来訪者への対応、協会
の紹介と加入勧誘

　協会担当者は４名、協力者は16名（延22
名、他に応援者あり）でした。しかし、若者
（学生、留学生）からの支援が少なかったこ
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とは次回への課題です。フェスト開始後、要
領は「人員配置の欠員を補充しない」ことを
除き変更しないとしましたが、臨機応変の対
応は避けられませんでした。
　責任者への連絡手段（常時・緊急時）は携
帯電話とし、第１連絡先と第２連絡先を決め
ました。しかし、携帯電話は便利なようで不
便なものだと感じました。理由は、「電源が
入っていません」、「電話にでられない」と
いった反応、呼出音が聞こえなかったこと、
留守電を入れなっかった（聞かなかった）こ
と、手元に電話がなかったこと等です。携帯
電話に馴染みが薄い世代の言い訳です。よっ
て、補助手段として電子メール通信を準備
（メールアドレス・リストの作成等）するの
がよいと思います。

３）展示ブースへの人員配置
　展示ブースは常時２名（協会担当者＝１、
協力者＝１）としました。協力者の担当時間
は２から４時間でした。フェスト会場までの
往復時間などを考えると２時間は短過ぎたよ
うで、検討の余地があります。
　また、「こどもの村福岡」展示の併設もあ
り、独自の人員配置がありました。

４）作業内容（開場前）
　開場前に「ブース内外を点検し、配布資料
（種類、部数）その他の配置を確認する」こ
とは協力者の気配りにより確実に実行できま
した。
　ミュンヘン・オクトーバーフェスト、ド
イツ観光やベルリンの壁崩壊のDVDをスク
リーンに映写した結果、ブース来訪者の誘引
につながりました。映写機器類の搬入・設
置は協会担当者が行いましたので、「DVD
ディスクの枚数と映写順序を確認し、その日
最初のDVDを試写する」は余計な事項でし
た。

　ブーステントは借用物のため掲示物の取付
方法（粘着テープの使用等）に制限がありま
した。些細なすれ違いによる摩擦があり、事
前の細部確認の重要性を感じました。

５）作業内容（展示中）
　協会展示に対する興味の程度を測る目的で
「来場者（質問や展示を見るなどの興味を示
した人）の数を記録する」こととしました
が、初日に「来場者」を識別することが難し
いことがわかり直ぐに止めました。興味を
持っていそうな人に声かけて情報提供するこ
との方が意味のあることで、人数をカウント
するより、ブース展示に気を向けた人の気持
ち（雰囲気）を受け止めることが大切です。

　詳細な情報や連絡が欲しい人には「連絡
票」を書いてもらいました。予想を上回った
ため用紙を増刷しました。整理した上で、
フェスト後に事務局が対応することにしまし
た。
　「次の時間帯の担当者との引継（連絡事項
など）は確実に行う」ことは、お互いの挨拶
とアイコンタクトで済むことでした。堅苦し
い「要領」文は相応しくなかったと思ってい
ます。
　「来場者への説明は知っている範囲で対応
する」ことは、資料を渡すだけでなく協会加
入の勧誘を期待する含みがありました。協力
者には積極的に動いていただけました。表看
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板に「ドイツ　観光の国」とあり、観光情報
を求められる方がおられました。事情を話す
と納得されましたが、顔には失望感が漂いま
した。来場者の中にはドイツ語で語りかけて
こられる方がいて、協会員はドイツ語会話が
できると思っておられて困りました。日頃の
ドイツ語修練の必要を痛感しました。
　隣のブースは案内配布係がカウンターにい
るだけで、「トイレ等でブースを無人にする
時、隣のInfoブーススタッフに帰席時間を告
げて離席する」と「一般来場者の忘れ物は事
務局（当ブース隣の「Info」）に届ける」の
事項は現実的ではありませんでした。結果的
には、関係者の連係により無人にはなりませ
んでした。

６）作業内容（閉場時）
　スクリーン、パソコン、DVDディスクと
プロジェクターは盗難予防のためブースから
毎日撤収しましたが、「配達－設置－撤収－
保管」に時間と手間を取られました。展示内
容の見直しも含め次回への課題です。
　「ブース内を掃除・整理・整頓し、ゴミは
指定場所に出す」ことは確実に実行して頂き
ゴミは殆ど出ませんでした。ブース内で気に
なったのは床の砂（靴の裏や風によって運ば
れた）です。床材が毛足の短いクロスで、箒
や粘着ローラでも効果は薄いので無視しまし
た。また、床に関しての問題は雨天時の浸水
です。堅牢なテントは通常の降雨には問題な
かったのですが、土砂降りの雨や風雨には対
策が必要でした。閉鎖時には紙や濡れてはい
けないものはブース中央の高い場所におくこ
とも、天気予報と合わせて考えておくべき
です（FOF2010では台風14号がそれて良かっ
た）。

　次に、FOF2010の10日間を簡単に振り返っ
ておきます。

・10.22（金）　曇りのち晴れ
［協力者（以下敬称略）］石村
［協会担当者］林、高崎、小林、北芝
（こどもの村福岡）
16:20関係者集合、16:30戦災慰霊碑
（公園内）献花（根本会長）、17:00 
FOF2010開会
四千人余（主催者発表）の来場者あ
り、千人の大テント４回転！

・10.23（土）　晴れ
［協力者］南、根本、高柳
［協会担当者］林、小林、北芝
一万人余の来場者あり、閉場まで大盛
況

・10.24（日）　朝豪雨のち雨模様
［協力者］林田、安藤、高柳
［協会担当者］林、高崎、小林、北芝
朝ブース内の床が雨垂れの跳ね返りで
濡れていることを確認
→　紙資料・機器類保管時の留意点の
確認

・10.25（月）　雨のち曇り
［協力者］松井、吉田
［協会担当者］高崎
雨上がりの夕方に蚊が見られたが、気
温下がり始める
→　防虫剤・治療薬の準備がなかった
が、気温低下に助けられる

・10.26（火）　曇り時々風雨、気温低下
（気象台発表は11℃でしたが体感は
もっと低かった）
［協力者］赤松、小黒
［協会担当者］林
ブースに雨が吹きつけ気温も低下、期
間中もっとも悪天候、担当者ご苦労さ
までした
→　カイロの準備がなかった（ブース
内ではPC以外の電源使用不可、電気
ポットも不可）

西
日
本
日
独
協
会
の
行
事



81

・10.27（水）　晴れ、気温10℃台
［協力者］小杉、小野
［協会担当者］小林
前日より気温上昇、防寒対策は必要な
かった、差入れで更に温かくなった
フェスタ事務局より「こどもの村福
岡」の大テント内での募金検討の話あ
り

・10.28（木）　晴れ（夕焼）、寒さ少し緩
む、台風14号沖縄の沖で発達中
［協力者］久保、池水
［協会担当者］高崎、北芝
共催団体よりアンケート協力依頼あり
→　協会担当者対応

・10.29（金）　晴れ、微寒続く
［協力者］南、櫛田
［協会担当者］小林
ブース来訪者数は当初に比べやや減少
午後７時過ぎに大テント満席で賑わい
最高潮

・10.30（土）　曇り、微寒続く、朝までに
台風14号潮岬沖に到り九州をそれる
［協力者］松井、櫛田
［協会担当者］ 高崎、小林、北芝
昨日の「花金」に続き大テントは大盛
況、速報で通算来場者六万人！

・10.31（日）　気温相変わらず10℃台、朝
から曇りと雨が交互に、夜ドシャ降り
の雨
［協力者］久保、林田、桑原
［協会担当者］ 林、高崎、小林、北芝
若い支援者達にブース内外が活気づく
午後７時半にブース内の整理と運び出
し完了、午後８時ブース閉鎖、お疲れ
さまでした
雨模様の最終日でしたが、大盛況で幕
を閉じました。

　最後に、全体を通して感じたことを記しま
す。
　FOF2010は本場のオクトーバーフェストを
市民に実感してもらったということで大成功
だったと思います。アルコールに付き物の喧
嘩などの不祥事もなく、最初から最後まで和
気あいあいとしたムードで盛り上がりました。
期間中の殆どが10℃台の肌寒い環境にも拘ら
ず、寒さが人出に与えた負の影響は少なかっ
たようです。西日本日独協会のブースにもド
イツに関心（未知の国・異文化への憧れ、旅
行願望、語学学習…）をもつ多くの人たちが
訪れました。特に印象深かったのは多くの若
者が声を掛けてきたことです。マスコミは若
者の内向性を強調しますが果たしてそうだろ
うか違うんじゃないかという気がしました。
　西日本日独協会の知名度の低さは分かっ
ていました。FOF2010でもそれを確認しまし
た。ドイツ留学を控え専門ドイツ語を学習し
たい人、ドイツ長期滞在後ドイツと縁が切れ
た人や帰国子女の語学能力の維持に心を砕く
母親など様々なニーズを抱えた市民の来訪が
ありました。ドイツとの窓口（「福岡にはな
いと思っていた」）を求めての訪問だと感じ
ました。我が協会はこのような人たちの希望
にどれだけ応えられるでしょうか、FOF2010
より投げかけられた課題です。
　また、協会広報についても考えさせられる
エピソードがありました。大テントでウーロ
ン茶を飲みながら盛り上がっていた女性達は
ツイッターでFOF2010の盛況を知り熊本から
駆け付けたとのこと。日独協会についてツ
イートする環境があれば何が起こるのか、IT
社会への適応能力が試されています。
　終わってみれば、ドイツとの交流に対する
市民の期待の高さが分かり、会員相互のコ
ミュニケーションが深まり、西日本日独協会
が顔を外に向ける機会となったような気がし
ます。
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小林　正毅（こばやし　まさき）。
㈱福岡宅建。
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12月

2010 年クリスマス会報告
高木　ユリア

　西日本日独協会のクリスマス会が12月11
日に福岡KKRホテルにて開催されました。
今回の参加者は、約100名（子供20名、ドイ
ツからの来客20名）となりました。会場はク
リスマスの飾り付けがなされ、華やかなクリ
スマスツリーも置かれていました。まさにド
イツの伝統的なクリスマスの雰囲気そのもの
で、私の子供たちも喜んでいました。

　根本会長による開会の挨拶では、2011年は
日独交流150周年となる記念の年であること
が話題となりました。日本とプロイセン王国
は1861年１月24日に修好条約を締結し、こ
れにより日独の公式な外交関係樹立されたよ
うです。
　続いてドイツからの留学生が壇に上がり有
名なクリスマスの歌「きよしこの夜」を参加
者全員で合唱しました。この歌は1818年に
ザルツブルグ近郊のオーベルンドルフにある
聖ニコラウス教会で、村の教師フランツ・グ

ルーバーと牧師ヨゼフ・モアにより作られ、
現在では300以上の言語や方言に翻訳され世
界的に有名になっています。
　歌の後に乾杯（Prosit）がなされてブッ
フェがスタートしました。ソーセージ、キャ
ベツの酢漬け、寿司、カルパッチョ、パスタ
など世界中の様々な料理、更にはモーゼルの
ドイツワインなどの飲み物が出されました。
更には、ドイツのクリスマスに必ず登場する
グリューワインもありました。このグリュー
ワインは、髙田さんが目の前で自ら振舞って
頂きまして、大変に美味しかったです。
　会場ではドイツ人のアンネさんとサンド
ラさんにより、「鈴を鳴らそう」(ドイツの
子供向けクリスマス曲)および「アヴェ マリ
ア」が披露されました。更に、同じ会場で開
催されたクリスマスバザーでは、ドイツ語
の本、クリスマス装飾品、レープクーヘンな
ど、多くの物を買うことができました。
　しばらくすると、明かりが消えて静かにな

壇上で歌うドイツ人留学生
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り、サンタクロースがクネヒト・ループレヒ
トと一緒に会場に入ってきました。サンタク
ロースの隣にいる「飼い慣らした悪魔」であ
るクネヒト・ループレヒトは、行儀の悪い子
供を怖がらせる役です。子供達はみな驚いて
興奮していました。サンタクロースは、子供
の名前を一人一人呼んで良い子だったかとか
一生懸命に勉強したかと聞いて、最後には全
ての子供にプレゼントを渡しました。
　ヨーロッパは各地で異なる風習があります
が、ドイツでは12月６日をサンタクロース
の日としてお祝いするのが伝統です。サンタ
クロースは、トルコのリュキア（現在のデム
レ）にて西暦270～286年頃に「ミラのニコ
ラオス」として聖者の列に加えられたと言わ
れています。その後に中世頃から子供を守
る聖人として扱われるようになりました。そ
のため、ドイツや他のヨーロッパではサンタ
クロースはお行儀の良い子供にプレゼントを
持ってくる存在になりました。

　クリスマス会の最後に近づくと、名札を提
出する形式で抽選会が開かれて、多くの当た
りが出ていました。お別れには、ルートヴィ
ヒ・ファン・ベートーヴェン作曲の「歓喜の
歌」を歌いました。これは欧州連合の国歌で
すが、シラーによる歌詞の一節「汝の魔力が
再び結び合わせる、時流が強く切り離したも
のを」を聞いていると、クリスマスの雰囲気
は場所と時間とは無関係だという気持ちにな
りました。これは今宵のクリスマス会を一緒
に盛り上げて頂けた方々の心から生じたもの
で、皆さまに心から感謝を申し上げます。

　Frohe Weihnachten !!!
　クリスマスおめでとう。

サンタクロースと
クネヒト・ループレヒト
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高木　ユリア（たかき　ゆりあ）。
ドイツ人アーティスト。
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2月

日独ふれ愛コンサート
中村　昭

　昨年の９月頃でしたか、２～３年おきに開
催していたファミリーコンサートを少し衣替
えして、日独交流150周年行事幕明けのイベ
ントにしようという話が次第に煮詰まってま
いりました。名称も岡嶋副会長のご提案で
「日独ふれ愛コンサート」と決まり、副会長
と山崎先生と私の３名がお世話役を承りまし
た。
　先ず出演者の応募を月例会などで呼びかけ
て、新年早々にはほぼ固めることができまし
た。ピアノ、ヴァイオリン、リコーダー、バ
リトン独唱、女声コーラス、全体合唱　など
クラシック音楽だけでなく、今回はジャンル
を日本伝統文化にも広げることで、ドイツ人
会員のホルスト先生の仕舞と日本人会員松井
先輩の日本舞踊も加わって賑やかなプログラ
ムができました。また外国人では、ホルスト
先生のほかオーストリア人のダニエルさんも
出演を快諾して頂き国際色豊かな顔ぶれにな
りました。この間、根本会長、岡嶋副会長ご
一家をはじめ多くの会員の方々に大変なご支
援ご協力を頂いたことを深く感謝申し上げる
次第です。
　さあ、後はできるだけたくさんのお客様に
来て頂くことです。事務局長の林さんにお願
いして何度もPRして頂きました。私もあの
広いKＫRの会場を少しでも埋めるべく知己
友人の勧誘に努めました。会場に下見にいっ
たところ、やはり下見に来られた松井先輩ご
夫妻と偶然ご一緒になりコーヒーを飲みなが
ら舞踊の話を伺ったり、ピアノで出演するダ
ニエルさんを誘って、私と、そして同門下生
の縁で私と共演する羽目になった竹下嬢との

３人で、貸ピアノスタジオに入り各人各様の
スタイルで練習したりしたのも懐かしい思い
出です。
　さて、いよいよ当日になりました。なんと
前日から強い冬型の低気圧が発達当日は風雪
が強まりお客様の参加が心配される悪天候に
なってしまいました。私は空を仰いで好転を
祈りました。午後、少し風雪がおさまりかけ
たのを見計らって会場に早めに到着、気に
なっていたお客様の出足も先ず先ずのようで
一安心しました。改めて会場の点検や、出演
者にピアノ試弾のご案内、次々に来られる
お客様の応接などをしているうちに18時25
分、予定より少々早目の開会になりました。
　優しいテノールのトーンが響き声楽家山崎
先生の司会で開幕です。先ず、岡嶋副会長夫
人ほか４人の皆さんによる、リコーダー合奏
のご出演です。早春賦、エーデルワイス、ア
メージンググレイスを澄んだ音色で演奏して
くださいました。会場の皆さん、耳になじん
だメロディーにうっとりした表情でうなずき
ながら楽しんでいらっしゃいました。歌には
副会長も参加されました。次はダニエル・カ

リコーダー合奏と岡嶋副会長
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ルツェルさんのベートーベンの月光の曲第一
楽章。若い新鮮な音の運びの中に、さすがウ
イーン出身、彼の郷里の色と香りが感じられ
ました。減７和音が続くさびの部分では、ロ
マンを感じさせる味のある演奏でした。

　３番目に紋付袴姿に舞扇を手にされた松井
先輩が登場され、日本舞踊、藤間流の黒田節
を気合と品のこもった颯爽とした演舞で披露
されました。以前、今夜のコンサートにも来
てくれた友人の植村さんの画業を讃えるイベ
ントで松井先輩の舞姿を拝見する機会があり
ましたが、更に円熟された名演で感動も一入
でした。地

じ か た

方の古屋様のつやと渋味のあるの
どと両々相

あ い ま

俟って、舞踊と息のあった雰囲気
で皆さんの拍手を誘いました。２番の歌詞、
振り付けは、定番の“峰の嵐に”ではなく“皇

すめら

御
み く に

国の武
もののふ

士は”でした。私事ながら、この歌
詞は戦時中私が通学した東京都の旧制中学の
当時の校歌でもあり懐かしく存じました。
　さて、私は拙いピアノの演奏でお耳を汚し
ました。私の愛好するベートーベン第七交響
曲第二楽章の一節をジュネーブから一時帰
国されていた竹下嬢との連弾で、引き続き
シューマンからベートーベンへのオマージュ
とも言うべきこの一節の変奏曲から３曲をソ
ロで弾きました。この曲への思い入れの一端
をお汲み取り頂けたとするならば、それはす
べて共演してくださった竹下亜希子嬢のお蔭
です。このあと竹下さんはベートーベン晩期
の名曲、ピアノソナタ第31番の第三楽章を
弾かれました。嘆きの歌の旋律からフーガへ
と続く微妙な転調を繰返す音の運びは、聴力
を失っていたベートーベンが苦悩を昇華して
安らぎにいたるストーリーを彷彿させるよう
で、胸に迫る演奏でした。

　次いで舞台は香椎浜フラウエンコールの女
声合唱でゲーテの詩による“野ばら”の演奏に
替わりました。岡嶋夫人がピアノ伴奏を、司
会の山崎先生が指揮を分担されました。同じ
詩でありながら、軽く弾むようなシューベル
トの曲、静かに流れるようなウエルナーの
曲、この２つの曲を明るく、そして暖かく、
素晴らしい演奏で披露してくださいました。
皆さんの気持ちもすっかり和んで会場は楽し
い雰囲気に満ちてきたようです。

松井俊規さんの藤田流黒田節

竹下亜希子さんと私

月光を弾くダニエル・カルツェルさん
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　そして、いよいよホルスト先生の登場で
す。私は仕舞には全く知識がなく、演目の
“天鼓”が中国由来の物語という程度の認識で
語る資格はありませんが、先生が紋付袴、扇
を持って出て来られると、舞台の周りは一瞬
で異時空間に変わったように思えました。能
舞台とは違う俄仕立てのステージにもかかわ
らず、迫力のこもったしかも端麗な所作で、
緩急自在の、“静”からかなり激しい“動”ま
で、鮮やかに舞われ、まさに現

うつつ

か夢か、夢か
現か　異次元に連れていかれたような、感動
を覚えました。先生が江戸文化にご造詣が深
いということは伺ってはいましたが、あそこ
まで日本文化を体現されるとは！　正に絶句
です。

　ここで、金澤先生のヴァイオリンの演奏で
す。本日唯一の弦楽器の登場です。お医者様
のご本業がお忙しいなか、またご遠路のとこ
ろ、岡嶋先生のご友人のご縁でご出演して頂
きました。曲目はハンガリー民謡が色濃くち
りばめられた、ヴィットリオ　モンティの
チャルダッシュです。序波急のリズムの変化
が大きい曲です。先生がお忙しいので今日が
ぶっつけ本番だったようですが、ぴったり息
も合って、フリスカ調のところでは、ピアノ
の岡嶋夫人の速いテンポに乗っての競演で、
とても楽しく満場喝采でした。私は、旅の
途中ブダベストの酒場で、私達夫婦の目の前
で、若いヴァイオリニストがこの曲を弾いて
くれた昔を思い出してしまいました。

　さて岡嶋副会長にもご本業お忙しい中久し
振りにバリトン独唱をしていただきました。
勿論ピアノ伴奏はご夫人です。最初に歌わ
れたハイネの詩による「詩人の恋」より“美
しき五月に”です。冒頭ピアノの前奏だけで
シューマンならではの世界が出現、ピアノと
バリトンの掛け合いが憧憬、喜び、不安など
の交錯した雰囲気を醸し出す奥深い演奏演唱
でした。２曲目は予定を変更され、“さびし
いカシの木”でした。“アンパンマン”の生み
の親、また多才な芸術家としても知られるや

“天鼓”を舞うホルスト先生

香椎浜フラウエンコールの皆様

岡嶋副会長のご友人　金澤文高さん
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なせたかしの作詞、いま売れっ子の木下牧子
の作曲です。シンプルな言葉の裏に奥深い意
味を込めた素敵な歌曲ですが、岡嶋ご夫妻は
この歌を素朴にしみじみと演じてくださいま
した。本当にご夫婦で本格的な共演ができる
など素晴らしいこと羨ましいことです。お客
様もきっとそのように感じられたことでしょ
う。

　いよいよ最後の全体合唱曲はジルヒャー作
曲の“ローレライ”です。山崎先生のご指導の
もと、ステージに出た香椎浜フラウエンコー
ルのかたがたと一緒に会場のお客様お互いに
にこにこしながらリラックスして大きな声で
歌ってくださいました。
　コンサートが終わり、あとは事務局長の林
さんの司会で、懇親会へ場面転換です。
　一時間以上でずっぱりで行き届いた司会を
努められた山崎先生有難うございました。
　懇親パーティの冒頭根本会長より悪天候の
中、百名近い多数のご参加を頂いた皆様と出

演者に御礼のご挨拶がありました。新しいお
客様が50名もいらっしゃるので、自己紹介の
時間が取れず、ご氏名のみのご紹介になりま
した。乾杯の音頭のご指名を受けた私は、無
事コンサートが終了できたことへの感謝の気
持ちを述べながら胸いっぱいになってしまい
ました。宴が始まり、或いはワイングラスを
片手に、或いは料理をつまみながら、あちこ
ちで皆様方の談笑の輪ができました。私が天
神の日本語学校から同伴してきた、オースト
リア人学生フィリップ君やダニエル君も、ホ
ルスト先生の教え子のドイツ人女子学生や日
本人の皆さんと楽しく交流していました。日
本語だけでなく、ドイツ語や英語も飛び交う
インターナショナルパーティーの雰囲気があ
り、心地よいときが流れました。その昔旧制
の五高で同級だった九大名誉教授の徳本君が
お祝いのスピーチをしてくれたのも嬉しいこ
とでした。
　宴も深まり賑やかな恒例のくじ引きも終
わって21時過ぎにはお開きになりました。お
客様をお送りして外に出ると風も収まって、
体も温かく何か満たされた気持ちで家路に向
かうことができました。
　最後になりましたがこのコンサートにつき
まして企画、進行、出演、参加、いろいろな
面でご支援ご協力頂いた会員およびご出席の
皆様に改めて厚くお礼申し上げます。

独唱する岡嶋副会長
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中村　昭（なかむら　あきら）。
日本語教育学会会員　日本語講師。
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〔プログラム〕
１．リコーダー合奏：岡嶋美佐子（指揮・ピアノ）、喜多村由布子、西村篤子、丸山登美子

リチャード・ロジャーズ：エーデルワイス　
作曲者不詳：アメージンググレイス
中田章：早春賦

２．ピアノ独奏：ピアノ　ダニエル・カルツェル　
ベートーベン：ピアノソナタ　作品27－２“月光”第一楽章

３．日本舞踊：松井俊規　地方　古屋清浩　　　
　　　　　藤間流“黒田節”

４．ピアノ連弾および独奏：ピアノ　中村　昭、竹下亜希子
　　　連弾　ベートーベン：第七交響曲　第二楽章　（リスト編曲）より
　　　独奏　シューマン：ベートーベンの主題による変奏曲より３曲（中村　昭）
　　　独奏　ベートーベン：ピアノソナタ第31番作品110第三楽章（竹下亜希子）

５．女声合唱：香椎浜フラウエンコール　岡嶋美佐子（指揮・ピアノ）、吉田節子、
　　　　　大塚典子、黒石弘子、田坂美智子、田中せつ、馬場紀子、三浦ケイ子、
　　　　　安広順子、山内成子、大森朋子
ヴェルナー：野ばら　
シューベルト：野ばら

６．仕舞：ホルスト・スヴェン　　
　　　観世流、“天鼓”

７．ヴァイオリン独奏：ヴァイオリン　金澤文高　ピアノ　岡嶋美佐子

８．バリトン独唱：バリトン　岡嶋泰一郎　ピアノ　岡嶋美佐子
シューマン：“詩人の恋”より“美しい五月に”
木下牧子：さびしいカシの木　

９．全体合唱：出演者出席者全員　指導　山崎勝幸
　　　　　フリードリヒ・ジルヒャー：“ローレライ”

西日本日独協会150周年記念行事
日独ふれ愛コンサート
2011年２月12日　　於：KKRホテル博多

司会進行　山崎勝幸
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ュ
ー
ス藤本	瑞枝さんを悼む

髙田　淑

追 悼

　それは突然の知らせでした。昨年、
平成22年の７月の末、二人のお嬢さん
のお名前で、藤本瑞枝さんが５月10日
に亡くなったこと、ご本人のご希望で
葬儀はご家族だけで行ったことを知ら
せるお手紙を頂き、あまりに突然のこ
とに直ちには信じられず、何度もその
お手紙を読み直したことでした。
　藤本さんが当時、実家のお母様の具
合が悪く、そのお見舞いや看病に里帰
りをして、そちらに長逗留されること
も度々であったことは私も承知してい
たので、何か必要があれば、留守電に
メッセージをいれておくとやがて返電
があり、また母の所に参りますと、そ

の都度言っておられました。そういう
わけで、例会に彼女の顔が見えないと
きも、お母さん思いの彼女のことだか
ら、防府に行きっ放しなのであろうと
勝手に推量して、彼女自身の身に何か
が起こっていようとは露ほども心配し
ていなかったのです。
　直ぐに福岡在住のお嬢さんに連絡を
取り、夫共々、藤本家にお参りに伺
いました。桜坂の広壮なお邸の大き
な仏間で、数年前に亡くなったご主人
の遺影に見守られた彼女のお位牌の前
に坐ったとき初めて、藤本さんは本当
に亡くなってしまって、もう逢えない
のだという実感がこみ上げ、悲しさと
寂しさは抑えきれませんでした。ギッ
クリ腰になられて診察をうけた際に癌
が発見され、闘病が始まり、最後は肺
癌で亡くなられたとのことでした。そ
の間に私はきっと何度か彼女と電話で
言葉を交していながら、何も気付かな
かったと思われます。その事に思い
到ったとき、私はそこに彼女の強い意
志の存在を感じ、粛然とならざるを得
ませんでした。母は常に前向きに病気
と闘い、生きようとする姿勢を貫い
て、最後まで頑張ってくれました、と
のお嬢さんの言葉。しかし、終わりの
頃は、お嬢さん方を片時も側から離し
たがらず手を握っておられ、お嬢さん

藤本　瑞枝さん（右）
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二人に見守られながら安らかに逝かれ
たとのこと、それは私にとってせめて
もの慰めでした。
　藤本さんと知り合ったのは、私が事
務局長をお引き受けした直後のことで
した。『会報24号』の「一年を振り
返って」と題した私の反省記の中で、
「特別の好意を以って進んでお手伝い
くださった女性会員の皆さま」のお一
人でした。私がお願いしたことも、し
ていなかったことも、すすんで引き受
けて下さる方でした。特に留学生招待
のための資金カンパの際はいつでも、
私の手製のディルンドゥルを着て、会
場を廻って資金集めをして下さったの
です。私はそのお礼にと、彼女の好き

な青色のディルンドゥルを特別に彼女
用に縫って、着てもらっていました。
お参りに伺ったときも、お嬢さんは藤
本さんと私がビアフェストのために、
お揃いのディルンドゥルを着ている写
真（前頁の写真）を持って来られ、
「母はいつもこれを枕元に置いていま
した」と言われました。同じようにい
つも私を手伝って下さっていた萱野通
子さんが撮って下さったものです。も
の静かで優しかったけれど意志の人で
もあった藤本さんが、私の胸に開けた
穴は当分塞がることはないでしょう。
今はただ藤本さんのご冥福を心からお
祈りするばかりです。

日
独
協
会
ニ
ュ
ー
ス
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　フライブルク大学 文化人類学者
ティル・フィリップ・コルターマン氏
より、著書『独日の文化の出会いを
通して見る第三帝国の滅亡 （1933‐
1945）』（ドイツ語）が献本されまし
た。
　この本では1933年から1945年までの
日本とドイツの関係が論じられていま
す。当時ドイツ人が日本をどのように
理解していたのか、日本はヒトラーの
死をどのように報道していたのかなど
の疑問も、これまで使われていなかっ
た資料をもとに解明されています。
　事務局で保管していますので、閲覧
希望の方は事務局までご連絡ください
（目次のみ日本語訳あり）。また、著
者と連絡を取りたい方は下記のメール
アドレスをご利用ください。日本語で
も大丈夫です。

Till Philip Koltermann: Der Untergang des 
Dritten Reiches im Spiegel der deutsch-
japanischen Kulturbegegnung 1933-1945. 
Harrassowitz Verlag. Wiesbaden 2009.

献
本
紹
介

Till Philip Koltermann：koltermanntill@hotmail.com　

日
独
協
会
ニ
ュ
ー
ス
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事務局より	…	記録・報告

2010年度活動報告　（2010年４月１日～2011年３月31日）

１．会議
2010年 ４月17日（土） 　 理事会
　　 　５月15日（土） 　 理事・評議員会、総会
　 　　９月18日（土） 　 理事・評議員会
2011年 ３月28日（月）　  理事会　（持ち回り）

２．行事等活動報告
１）例会など

　前年度および本年度の事業報告・活動計画について、主として2011年度総会（2011年５月
８日に開催）資料に基づき以下に報告いたします。もって総会報告を兼ねるものとします。
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局２）ドイツ語講座

講師M.シュトロートホフ氏、学士会館会議室で毎週木曜日、18時より21時まで実施。
　春期教室；2010年５月15日～８月５日。中級10名、初級４名
　秋期教室；2010年９月30日～2011年１月17日。中級６名、初級７名

３）後援・支援
１．「ふりーでんす福岡」ボランティア活動　支援
２．「子どもの村福岡」ボランティア活動　支援
３．「朝日カルチャーセンター、文学講座「ドイツ文学散歩」後援　
４．「福岡で楽しむEU」共催（2011.２.22）
５．会員による公演会等活動の後援・支援
　　　・河田　溥 ピアノリサイタル（2010.９.14）
　　　・山崎　勝幸 テノールリサイタル（2011.２.17）
　　　・福岡青少年音楽の翼オーケストラ公演会（2011.３.21）

３．会員数（2011年５月15日現在）

個人会員　　163名　（学生　５名）、　法人会員　５社

入会者（2010年５月以降）　24名、（敬称略、順不同）
村上　道代、福原　正代、香月　悦子、福嶋　まみ、井上　由佳、伊福　雅、赤松　雅子、
上野　千晶、近藤　泰明、折登　美紀、鞭馬　直澄、執行　龍美、赤松　誠彦、
池田　美奈子、梶原　宏幸、小早川　明徳、下池　和彦、土師　さおり、小川　貴之、
前田　睦子、撫尾　桂子、野田　春生、森山　正伸、川原　典子、岡本　桂香

退会者（2010年６月以降）　12名、（敬称略、順不同）
オトマー・エーファ、関谷　由美、廣吉　明子、松崎　昭夫、ライベルト・ロナルト、
桑野　綾子、武宮　加代子、倉冨　英史、高丘　修一、秋山　肇、吉田　幸司、豊田　文彦

物故者　１名
藤本　瑞枝氏（理事）、　謹んでご冥福をお祈りいたします。



96

2011年度事業計画　（2011年４月１日～2012年３月31日）

１．会議
2011年度西日本日独協会 総会。

2011年 ５月８日（日） 福岡市学生交流会館にて、15時15分より16時30分まで、19名が出
席して開催された。以下、
　・2010年度活動報告、会計報告、監査報告
　・2011年度活動計画、予算審議
　・報告、監査報告
　・役員の選任（2010年度より継続）
　・後援活動その他
について承認された。

理事・評議員会、運営委員会については適宜開催する。

２．行事等活動計画
１）例会など

１） 150周年記念行事

１．４月23日（土）例会、18：15～21：30（会場：ＫＫＲホテル博多） 
「若い感性が捉えた“ドイツの今”」
久保敬司氏とふりーでんす支援学生による「国際平和村支援活動」、吉中幸平
氏と学生、S.ホルスト氏らによる「ドイツ研修旅行」帰朝報告会。（‘ドイツか
らの旅行団歓迎会’に代わって開催）

２．５月８日（日）食文化の会、　17：00～19：30（会場：呉服町千鳥屋本店）
「男の手作り料理とワインを楽しむ会」
ホルスト氏（福岡女子大学）指導によるドイツ家庭料理と、マスターソムリエ
森田英嘉氏によるワインのお話を楽しむ会。

３．６月18日（土）記念講演会 、17：15～21：00（会場：ＫＫＲホテル博多）
１)「九州に初めて鉄道を敷いたドイツ人技師ルムショッテルの功績」
　　講師：上村直己氏（熊本大学名誉教授）
２)「有田とマイセン、鳥栖とツァイツ－磁器とピアノがとりもつ姉妹関係」
　　講師：吉中幸平氏（佐賀大学教授）

４．７月24日（日）
　　「“子どもの村”と糸島の地ビールをめぐるバスツアー」
５．８月25日（木）、９月１日（木）、８日（木）計３回

夏季特別講座、19：00～20：30（会場：福岡市赤煉瓦文化館）
　　「ドイツってどんな国？ドイツ語ってどんな言葉？」

話し手：根本道也（西日本日独協会会長）
６．９月予定の国際シンポジウム（会場：福岡市庁舎大講堂）

2011年

事
務
局
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局　　　「ドイツと日本における介護保障～その実情と展望」

　　　〔注、原発事故等による諸般の事情変化があり、別枠６）にて説明〕
７．10月（日時未定、会場：冷泉公園）
　　「福岡オクトーバーフェスト」
８．11月26日（土）記念講演会　（会場、ＫＫＲホテル博多）
　　「書物と人間の運命－古事記をドイツ語に訳した木下祝夫宮司」
 　　講師：ヴォルフガング・ミヒェル氏（九州大学名誉教授）
９．12月17日（土）18：30～21：00（会場、ＫＫＲホテル博多）
　　「日独協会のクリスマス祭り」

10．２月18日（土）講演会　（会場、ＫＫＲホテル博多）
　　「17世紀のドイツを観た長崎・平戸出身の日本人」
 　　講師：小澤健志氏（NAAリテイリング）
　　

２）ドイツ語講座
講師M.シュトロートホフ氏、学士会館会議室で４月から毎週木曜日、18時より実施。

　　　春期教室；2011年４月14日より12回。中級、初級、初心者コースの３クラス開催。
　　　　　　　　（学士会館会議室、及び協会事務所）
　　　秋期教室；2010年９月15日（木）より12回（予定）。
　　　　受講料は会員18,000円、会員外20,000円、学生割引（大学生18,000円等）とする。

３） 広 報　
　　年報35号は150周年年報特別記念号として発刊し、広く配布する。
　　ホームページによる広報を中心に、メールマガジン等による広報活動にも取組む。

４） 後援・支援
１．「ふりーでんす福岡」ボランティア活動　支援
２．「子どもの村福岡」ボランティア活動　支援
３．「カンデンスキーと青騎士展／山口県立美術館」後援　
４．「日独交流150周年記念演奏会／山本成宏氏企画」後援
５．会員による公演会等活動の後援・支援
６．「福岡で楽しむEU／福岡EU協会」共催
７．そのほかドイツに関する公演事業・イヴェント等の後援・支援

５）他協会との連携
１．九大、西南学院大及び福岡女子大のコンソーシアムである「EUIJ-Kyushu」とは、

記念行事の共催等により提携を進めていく。
　EUIJ（EU Institute in Japan）はEUに関する研究助成や文化交流を実践する組
織であり、相互支援や提携を進めることは日独協会としても有用であると考え

2012年
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られる。
２．他のEU‐福岡友好協会との提携を深める。 

６）国際シンポジウムについて
　シンポジウム開催の目的は、今我々が直面している介護福祉問題について考えたい
ということにあります。マクロには福祉・医療に関わる国の経費負担がその収入の半
分を占めようとする状況にあり、また身の回りには認知症ケアを始めとする老々介護
など深刻な問題があります。ドイツでは日本より一足早く1994年に介護保険制度を発
足させ、その後の財源負担など諸問題を解決するためのリュルプ委員会を2002年に設
立して改革を進めています。このような状況に鑑み、ドイツ大使館より専門家を、ま
たデュッセルドルフより実務に詳しい介護施設長などを招聘するシンポジウムを計画
したところです。
　しかしながら、福島原発事故によりドイツからの招聘が困難となり、またこの企画
の提唱者であり共催を予定していた熊本学園大学に於いては、このような事情変化を
受けて共催が不可となる事態に至りました。そこで現在、当協会としては日程や内容
の変更に関して計画の練り直しに努めております。延期しての実施、または中止など
を含めた具体的な変更内容が決まりましたら、早急にお知らせいたします。

2010年度会計報告
　収支決算書は別冊に記載。
　なお、2011年４月14日の会計監査の結果、2010年度西日本日独協会収支決算（自2010年４月１
日、至2011年３月31日）については、適正であることが認められました。

事
務
局

2011年度予算
　予算書は別冊に記載。
　なお、日独150周年記念行事への寄付金をお願いして参りましたが、2011年３月31日現在で、
個人会員より60名計467,036円、法人４社計210,000円を頂きました。寄せられましたご芳志に深く
感謝いたします。また、国際シンポジウム開催のため（財）福岡県国際交流センターより助成金
200,000円の配分を受けています。これらは纏めて日独交流150周年基金として記念行事に用いて
いきます。
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１）今年度には多岐にわたる記念行事が数多く実施される予定です。この状況では事務局の
任務の遂行に滞りを生じる懸念があります。そこで、会員の赤松雅子さんに事務・企画
に関わる仕事を手伝っていただくことになりました（総会にて承認）。

２）昨年度のオクトーバーフェストは、小林さんのレポート（80ページ）にあるように盛況
裏に実施され、当協会の認知度を上げることに寄与できたことと思っています。ただ、
あのようなお祭は初めての経験でもあり、準備不足もあって実行担当者の方には多くの
負担をお掛けしたことも事実です。さて、今年度も10月の同時期にオクトーバーフェ
スト開催が予定されておりますので、実施要綱が決まり次第早目に実行委員会を発足さ
せ、展示ブースの有り方も含めて準備を進めて参りたいと思っています。

　　　会員の皆様には積極的に参加協力とご支援をいただきますようお願い致します。
　　　また、12月のクリスマス会にも同じくご協力、ご支援のほどをお願いする次第です。

３）前項2011年度予算のところでも触れましたが、日独交流150周年寄付金につきましては、
５月20日現在までの総計で個人62名様、法人７社よりご賛同を頂いております。重ねて
御礼申し上げます。

事務局便り
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2011年度
役員

　会則第12条により2010年度に承認された役員を継続する。

会　長　　　　根本　道也

副会長　　　　岡嶋　泰一郎、北芝　幹怡（渉外担当）、小黒　康正（国際交流担当）

事務局長　　　林　伸行

編集委員長　　重竹　芳江

理　事　　　　有村　隆広、石村　善治、池田　紘一、岩下　宏、緒方　敏郎、
　　　　　　　加島　清士、上加世田　和文（広報担当）、萱野　通子、
　　　　　　　斉藤　裕三（企画担当）、重竹　芳江、末永　直行、蘇木　嘉啓、
　　　　　　　髙﨑　隆一（経理担当）、髙田　淑、立花　雅子、中村　昭（企画担当）、
　　　　　　　林　伸行、平島　孝三郎、福元　圭太、堀　正人、
　　　　　　　ホルスト・スヴェン（国際交流担当）、巻　鷹子、
　　　　　　　山崎　勝幸（企画担当）、横川　洋、佳留　謙介、葉　照子

監　査　　　　田中　武、小林　正毅

評議委員　　　麻生　誠、荒木　啓子、有吉　泰徳、垣本　智子、河田　溥、久保　敬司、
　　　　　　　小早川　明徳、佐田　正之、椎葉　倫和子（広報担当補佐）、新保　弼彬、
　　　　　　　立花　健吾、續　天、永野　秀子、二本木　一哉（編集委員）、
　　　　　　　林田　シノブ、原田　ウルズラ、吉田　美枝子

事務局員　　　安冨　ひふみ
　　　　　　　［追記　赤松　雅子（事務企画担当補佐）］

事
務
局
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　1957年の発足以来、ドイツとの文化交流・友好親善のための幅広い活動を行っている｢西日本日
独協会｣です。モットーは「未来をめざし、社会に開く」。会員は福岡を中心に約160名、共通点
は「ドイツに関心がある」ことです。以下、協会の活動内容のご紹介と入会のご案内です。
　行事としてはほぼ隔月にドイツに関する「講演会と懇親パーティ」、12月の「クリスマス会」
や会員の手作り「ドイツ音楽の夕べ」、また「ドイツ菓子工場見学」などを開催しており、家族
そろってお楽しみいただきます。特に2011年は日独交流150周年にあたり、様々な記念行事を計画
しています～本号の‘事務局からのお知らせ’をご覧下さい。
　また、ドイツ語講座（会話中心の初級・中級クラス）を定期的に好評開講中です～事務局まで
お問い合わせ下さい。

西日本日独協会の紹介コーナー

入　会　申　込　書
（以下の記入事項は本会関係の事務・連絡以外には使用いたしません。）

この度、西日本日独協会の主旨に賛同し、会員としての申し込みをいたします。

お名前：

申し込み日：西暦　　　　　年　　　　　月　　　　　日

会員区分（丸○印をつけてください）：　法人会員、　　個人会員、　　学生会員
　　　　　　　　　（年会費：法人会員は２万円以上、個人会員は６千円・学生会員は２千円）
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２．

３．

４．

５．

６．

ご住所：〒

電話（FAX）

お仕事（差し支えない範囲で）：

入会の動機：

現在の協会員の中にお知り合いがいらっしゃいますか。
いらっしゃれば、その方のお名前を：

本協会に特に期待したいこと、またはご自分でなさりたいことがありますか：

及びe-mail：

●事務局；〒810-0012 福岡市中央区白金2‒9‒6（月・木, 12：00～14：00受付）
　　　　　Tel & Fax：（092） 524‒0059、E-mail: jdgwest@mist.ocn.ne.jp（常時）

お申込は下記まで、取りあえずご連絡下さい。

●会　長；根本道也、E-mail: nemoto-michiya@nifty.com
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