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巻頭の辞

巻頭の辞

日独交流150周年記念行事を終えて
懐かしく思いだす人」や「ドイツのことに初め
て関心を寄せる若者」たちから次々に声をか
けられました。後者の行事は前者とは違って、
諸事情から本協会の単独主催にならざるを得
なかったために、紆余曲折しながら準備を進
めました。しかし多くの会員に協力していただ
いた結果、満場の来会者の期待に応えること
西日本日独協会会長

根本

道也

ができて感謝の念でいっぱいです。
150周年記念行事を通じて駐日ドイツ大使
館・領事館との絆が一段と強まりました。それ
と並行して人的交流も進めたいと思い、4月後

2011年は日独交流150周年にあたりました

半に本協会旅行団がオクトーバーフェストの

ので、それを記念する数々の講演会や催しを

本場ミュンヒェンを訪れて「バイエルン独日協

行いました。
「年報」本号には、次ページの目

会」との交流会に臨みました。その席で両協

次にありますように、年間行事の記録のみなら

会間の文化的・人的交流を今後推進していく

ず、150年間の交流にまつわる寄稿文が多数

ことを確認し合いました。早速いろんな形で

掲載されることになりました。それぞれに味わ

の交流が始まることでしょう。会員の皆様には

い深く、日本とドイツの関係の深さを改めて認

その折々に進んで参加していただけると幸い

識せざるをえません。

です。

歴史上の関係にとどまらず、ドイツの現状や

「日独150周年記念」のさまざまな行事を

ドイツ留学体験を伝える記事も掲載されてい

通じて深く心に刻んだことがあります。私たち

ます。それらの文章には今のドイツの空気が感

日独協会の会員はドイツのことにもっと関心

じられて、ドイツ好きな会員にとってはとても

を寄せ、かつドイツのことをもっと多くの人々

魅力的です。

に紹介することに努めつつ、両国の市民交流

年間の行事の中で特に大がかりだったのは

に大きく貢献できるようになりたいという思い

10月の「福岡オクトーバーフェスト」と本年３月

です。そのためには将来の両国関係を築く若

の国際シンポジウム「老後を生き生きと過ごす

い世代の相互交流も大事ですので、本協会内

ために！ドイツでは？日本では？」でした。
「福

に「青年部会」を設けて、若者らしい形で活動

岡オクトーバーフェスト」は冷泉公園で行われ

してもらうことを期待しています。

るようになって２年目でしたが、昨年にも増し

「未来を目指し、社会に開く」をモットーと

て大盛況でした。本協会のブースには会員が

して、それぞれに少しの時間と能力・特技を出

交替で詰めて、ドイツと日独協会のアピールに

し合っていただければ嬉しいです。

努めていただきました。お陰さまで「ドイツを
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日独交流人物史
本号は４篇の「日独交流人物史」でスタートします。
日独の架け橋となった偉大な先人たちに思いを馳せてお読みください。

17世紀のドイツを観た長崎・平戸出身の日本人
小澤

健志

１．はじめに

学びました。その後、彼はオランダとドイツの
大学で学びました。大学での勉強を終えたハ
ルツィングは、ハノーバー王国の鉱山責任者に
着任し、そこで鉱山事業の発展と労働環境の
改善に努めました。彼はおしくも42歳という若
さで亡くなりました。彼は生涯、国籍を“日本
人”として過ごし、大学の学籍簿や、オランダ
王国から受けた勲章の公文書でもそれを確
認することができます。彼は生涯で得た豊富
な財産を活用し、遺言で二つの基金の創設を
後世に託しました。一つが、鉱山関係者への
慈善事業基金の創設と、もう一つがメアース

ドイツ中西部ノルトライン・ヴェストファー

のギムナジウムの生徒のための奨学金基金の

レン州の小さな町メアース（Moers）にあるギ

創設でした。前者の事業は基金運用面の困

ムナジウムには、生徒の大学進学を支援す

難が理由で、すでに終了してしまいましたが、

るための奨学金があります。この奨学金は、

後者は今日でも継続されています。この奨学

330年以上前にペーター・ハルツィング（Peter

金を通して330年以上前からメアースの人たち

Hartzing）という日本人によって創設され、

に親しまれている日本人ハルツィンクの生涯を

現在に至るまで毎年、数名の生徒に奨学金

紹介します。

を出してきました。ハルツィングは1637年にオ
ランダ東インド会社の平戸館に勤めるカーレ
ル（Carel）と平戸出身の女性の間に、平戸で

4

２．ハルツィングの生涯

生まれました。この年はちょうど島原で天草

ペーター・ハルツィングは、1637年10月15日

の乱が起こり、幕府による異教徒への排除が

に長崎の平戸で生まれました。父カーレルは

強められていました。そのような状況下で、平

オランダ東インド会社の平戸館で働いていま

戸商館が閉鎖されたため、ハルツィンクが４歳

した。母の名前は判明しておらず、平戸の良家

（1641年）のときに、父は祖国ドイツへの帰国

の出身の女性だったということしかわかって

を決め、一家で平戸を出発しました。ヨーロッ

いません。翌年には弟W.カーレル（Wilhelm

パに到着した後、ハルツィングは父の出身地で

Carel）が生まれました。ペーターが４才のと

あるメアースに帰り、地元のラテン語学校で

き、日本の鎖国政策による平戸商館の閉鎖に

日独交流人物史

30年戦争の影響で滞っており、ハノーバー候
はハルツィングにその再建を託しました。そし
て34才のときには、鉱山事業の最高責任者で
ある鉱山官（Bergrat）に就任し、翌年には宮
廷顧問官という行政官吏など複数の役職に
就きました。ハルツィングが晩年、取り組んだ
大規模な事業として、鉱山採掘の際に排出す
る水を外に汲み上げるための道具である、風
車と水車を利用した機械の製作があります。
この事業は国家規模の事業であったので、当
時ハルツィングと同じハノーバー王国の宮廷顧
問官であった哲学者のライプニッツもこの機
械作成に取り組みました。現存しているライプ
Duisburg大学の学籍簿（1655年11月1日付）より。
上から4行目に「ペーター・ハルツィング 日本人（Petrus
Hartzingus Japonesis）」

ニッツの書簡を読んでみると、彼はハルツィン
グと競ってこの事業に取り組んだことがわか
ります。ライプニッツは頻繁にハルツ地方に出

より、ハルツィング一家は父の祖国ドイツへ帰

向いているのでハルツィングと面識があったと

国することになりました。一家がオランダに到

思われますが、直接往復書簡や面識があっ

着したのは、平戸を出発して１年と８ヶ月の時

たことを示す史料、手紙などは残っていませ

間を要しました。途中、母親の死という不幸な

ん。その後、ハルツィングの体調は次第に悪

出来事もありました。その後、一家は父の故郷

化し、1680年３月にはかなり衰弱しており４月

ノルトライン・ヴェストファーレン州のメアース

には遺言書を書きました。そして６月12日にク

（Moers）という町に移り住み、ハルツィング

ラウスタールの自宅で42才で亡くなりました。

は地元のラテン語学校（現在のギムナジウム・

亡き骸は、深夜に自宅を出発し、隣り町のオ

アドルフィヌムGymnasium Adolfinum）に通

ステローデにあるザンクト・ヤコービ教会（St.

いました。その後この学校を卒業した彼は16

Jakobi Schlosskirche）に埋葬されました。ハ

歳のときオランダのライデン大学で哲学を学

ルツィングの遺言により、派手な式典は行なわ

び、翌年には地元メアース近郊にあるドゥイス

れず、当時の教会の記録にも式の様子や埋葬

ブルク大学（Duisburg Universität）で数学、

の様子を記した記録はありません。墓碑には

物理学などを学びました。その時の学籍簿が

友人のハルツィングへの思い出と、ハルツィン

残っています（写真）。その後の６年間の足跡

グが生前書いた言葉が記されています。この

はわかっていないのですが、1661年ペーター

言葉は最後に紹介します。

が24才のとき、ライデン大学時代の恩師が出
版した本の中で、執筆にあたって手伝ってくれ
た優秀な学生としてハルツィングの名前があ

３．後世に残したもの

ります。彼は数学が得意であったようです。翌

彼は豊富な財産を活用し、遺言で次の二

1662年、彼が25才のときハルツィングはハノー

つの基金の創設を後世に託しました。一つ目

バー候と契約を結び、ハルツ地方鉱山の復興

は、鉱山監督者として彼がかかわってきた採

に着手します。当時、この地方の鉱山事業は

掘関係者へ慈善事業でした。彼が務めていた

5
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クラウスタール鉱山は当時、銀の採掘で有名

はしたことがないそうです。この奨学金の運用

でした。一昨年も南米のチリで起こったように

メンバーは、メアース町長、町の総務責任者、

採掘作業の前線は事故と隣りあわせであり、

ギムナジウムの校長先生、プロテスタント教会

父親を失い一家の大黒柱を失った家族が多

の関係者２名の合計５名で、毎年、基金の運

数いました。そのような家族では、子供たちは

用についての会議を開いています。私がこの

まともな初等教育を受けることなく、早くから

学校や町の公文書館に、これまでどのくらい

父の跡を継いで採掘作業に従事したり、さら

の学生に支給されたのかを問い合わせました

に両親を失った子供たちが毎日家々をまわっ

が、古い記録が残っておらず、わからないそう

て、その日の食事をもらいながら採掘作業に

です。この学校では、ハルツィングの亡くなっ

従事しているという状況だったそうです。その

た年（1680年）と学校創設（1582年）にちな

ような状況を見てきたハルツィングは、遺言で

んで、わかっているだけで、1831年、1845年、

採掘作業関係者の家族への援助と、両親を亡

1850年、1882年、1980年、1982年にハルツィ

くした子供たちへ援助を行なうための基金を

ングの偉業を紹介する記念事業を行なってい

提案しました。そしてハルツィングが亡くなった

ます。

直後、この事務局が作られ採掘関係者１名、

330年以上も前から、クラウスタール地方

教会牧師２名が選ばれました。まず彼らは該

とメアース町で親しまれているペーター・ハル

当する10名の孤児への援助を決定し、子供た

ツィングについて、みなさんに少しでも興味を

ちに衣類のほかに宿泊施設を提供し、子供た

持っていただけたら幸いです。

ちに学校教育を受けさせました。この子供た
ちの中には、大人になって採掘現場監督や管
理職として活躍する者もいたそうです。この基
金は1870年（ハルツィングの没後190年）に、
クラウスタール市鉱山局が継承しました。しか
し、1923年の世界恐慌の影響で、貯金・運用
していた通貨が下落し、事業自体の継続が中
止されました。この基金は243年間にわたり、
採掘関係者の母子家庭や孤児に援助を行な
いました。
もう一つの基金は、彼の出身校であるギム
ナジウムの生徒のための奨学金の創設でし
た。この学校はメアースにある1582年に創設
されたラテン語学校で、現在のギムナジウム・
アドルフィヌム（Gymnaisium Adolfinum）で
す。この奨学金が現在も続けられており、正
式名称は“ハルツィング・クラウスタール奨学金
（Hartzing-Clausthal Stiftung）”と言います。
この名称から、ハルツィングの遺産と共にクラ
ウスタール市が財政負担をしているように想
像しますが、実際は今日まで彼の遺産に補填

6

ハルツィングの異母兄弟の弟の子孫（デーブ・ハートシンクさ
ん。アムステルダム在住）とハルツィングの墓碑（奥の壁にか
かっている）。ハルツィングが埋葬されている教会にて。

訳

亡くなる９年前の思い。
インドは私の母と私を生み注）、ヨーロッパ

【知人クノール（Knorr）による墓碑の内容
岩生成一訳

は父を生んだ。私の運命は最初からさまざ

いとも良き家柄の出身で、優れた性格、

まに変転した。私はアジア諸国やアフリカ、

高徳、尊厳にして採鉱冶金の学識深く、著

そして限りない大海原を目にし、２度にわた

名なブラウンシュバイク・リューネブルク候

り子午線を越えた。私は父の国を知らず、

の宮廷顧問官、及び鉱山官を勤めたペー

幼年期に故郷を離れた。しかし、私は本当

ター・ハーツィング氏の記念に。

の故郷を認めることができなかった。そこ

（ラテン語）】

日独交流人物史

【本人による記述（ラテン語）】 岩生成一

４．墓碑の言葉

で、五大洲を歩き回ったが、終に天国を見

彼は1637年10月15日に日本の平戸で生

出した。

まれた。彼の父カーレル・ハルツィングは、

1671年11月６日 ツェアフェルトにてした

はじめに日本に着任し、ついで東インド会社

たむ

の総務長官となり、母は名のある日本の異
教徒の家の出身であった。ハルツィングは

注）インドというのは、今の我々の意識の中にある
「アジア」と同じくらいの意識だと思います。

幼い頃に、ヨーロッパにわたりメアースとオ
ランダにおいて教育を受けた。そして1680
年６月12日に深く、永久の眠りにつき、当地

＊＊＊2011年２月18日、２月例会公演より＊＊＊

のザンクト・ヤコビ教会に埋葬された。

執筆者紹介
小澤 健志（おざわ たけし）。
（株）NAAリテイリング。

中・上級者向け【無料】自習教材（ドイツ語のラジオニュース）

Direkt aus Europa auf deutsch
http://aufdeutsch.news.coocan.jp/
監修：元東京外国語大学客員教授

「聞き取り作文」で
みなさんの聞き取った
ドイツ語をチェックします！

Heinz Steinberg

ドイツ・オーストリア・スイス・南チロル・ベルギーの
ラジオニュースをスクリプト付で紹介。
独検*・ÖSD**対策に。
音声とスクリプトをダウンロードできます
（トップページの13〜14）
。
ニュースの内容は11〜12、
その他については15. HgFをご参照下さい。
＊
＊＊

独検
（ドイツ語技能検定試験）
：http://www.dokken.or.jp/

ÖSD (オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験)：
http://www.flc.kyushu-u.ac.jp/˜de/oesd/
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九州鉄道会社顧問技師ヘルマン・ルムショッテル
上村

直己

あったようでこれ以後行動を共にすることが
多かった。雇用契約書によると上陸した日か
ら雇用が始まっている。職掌は最初は九州鉄
道会社長顧問であったが後に技師長も兼ねる
ようなった。さて博多に向かう前、約10日東京
や横浜に滞在したが、この間外務大臣の井上
馨や青木周蔵など政府の要人や駐日ドイツ公
使のホルレーベン（Holleben）に会ったほか、
イリス商会の人々とはしばしば顔を会わしてい
明治時代欧米の先進技術や学問、制度を

る。彼らはルムショッテルの日本招聘に際して

輸入するために雇用された外国人、いわゆる

仲介の労をとった人々だった。九州鉄道は私

お雇い外国人の中で鉄道関係の代表的人物

設であったが、鉄道布設は国家の経済発展に

として英人エドモンド・モレル（1841-1871）と

重大な関係があるので通常の相対の雇用で

独人ヘルマン・ルムショッテル（1844-1918）が

はなく外交ルートを通じて彼の招聘が決まっ

挙げられる。モレルは早く亡くなったが、何より

たのである。東京では井上外務大臣やイリス

も我が国最初の鉄道である新橋・横浜間の

商会の人々と会ったほか、鹿鳴館を訪れたり、

鉄道建設に尽力したことで特に有名であり、

工場見学をしたが、国立印刷局でドイツ製の

研究も進んでいる。それに比べると九州鉄道

機械が設置されるのを見て大いに満足したな

会社に雇われたルムショッテルは知名度でや

どと日記に書いている。

や劣り、鉄道史関係の本でも功績の割に扱い

九州鉄道会社が鉄道の先進国の英米では

が小さいようである。しかし、明治20年代九州

なく、ドイツ人のルムショッテルを雇用したこと

最初の鉄道建設に顧問技師として指導的役
割を担った彼の功績はもっと知られてよい。そ
れはその後の北部九州の発展につながった。
ドイツ国有鉄道の監査官（Inspektor）の地
位にあったルムショッテルが私設九州鉄道会
社に招聘されドイツを出発したのは、日記によ
ると1887年（明治20）10月27日で、横浜着は
12月８日であった。翌日上陸したが、彼を真っ
先に出迎えたのは九州鉄道会社長の高橋新
吉（1843-1918）であった。高橋は薩摩出身
で、元来英学者であったが、九州鉄道の社長
となって実業界に転身した人だ。二人は馬が
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博多駅コンコースに飾られていたルムショッテルのレリーフ
（桃坂豊『九州鉄道ものがたり』）
最近JR博多シティ屋上のつばめの杜ひろばに移設された

日だった。創業時には博多に本社を置き、社

鉄道がどんな動機でドイツ人技師を招聘し、

長に高橋新吉、技師長に野辺地久記が就任

英米式に代わってドイツ式を採用するに至っ

した。ルムショッテルは社長顧問としての役割

たかについては必ずしも明確ではないが、一

を担うことになった。彼の報告により、機関車

般には当時、ドイツの鉄道が先進国の英米を

をドイツのクラウス社、客車をファン・デル・チ

凌駕し、特に普仏戦争でドイツ鉄道の優秀さ

パン社、その他の資材をドルトムント・ユニオ

が世界に実証されたためだとされている。それ

ン社に発注した。

ともう一つはイリス商会やアーレンス商社など

九州鉄道は資金が少なく工事に着手でき

ドイツ商社の強い働きかけがあったとされる。

ないため紛争が起こり、結局９月１日に第３工

いずれにせよ、白羽の矢が立ったルムショッテ

区の博多・久留米間から着手することになっ

ルは優秀な鉄道技術者であるばかりでなく、

た。それでも一度工事が始まると、順調に進

普仏戦争に従軍した体験者であることを考え

んだ。この間ルムショッテルの意向によりドイ

ると、その人選は正しかったと言えよう。ルム

ツから職工長ルイ・ガラント、運転士カール・

ショッテル自身も着任早々新聞のインタビュー

ジューシングが到着した。工事の進捗 状況

で、九州鉄道会社に招聘されたことは自分だ

は福岡日々新聞等で毎日のように報じられ、

けでなくドイツにとっても名誉なことなので、日

人々の関心の深さが窺われる。

本のため九州鉄道のために全力を尽くすつも
りだと答えている。

明治22年11月10日に博多・千歳川（筑後川
北岸）間の試運転を兼ねた開通式が施行され

博多に着くと一泊しただけで、安場保和福

た。同12月13日付「九州日々新聞」
（熊本）は

岡県知事に挨拶を済ますと、年末年始にかか

11日福岡発信のニュースとして開通式の様子

わらずすぐに翌日から久留米、熊本、三角、長

を次のように伝えた。

崎、武雄、佐賀、田代と鉄道布設の予定地域

「九州鉄道博多久留米間の線路は兼ねて

へ挨拶を兼ねて視察へ出かけた。高橋新吉ら

報道せし如く昨十日愈よ開通試運転式を行ひ

九州鉄道会社の人々も同行したが、行く先々

たり。右線路各停車場即ち雑餉隈、二日市、

で大変な歓迎を受けている。文明の利器であ

原田、田代、鳥栖の停車場は孰も旭旗を交叉

る鉄道に対する人々の関心と期待が大きかっ

し灯火を打揚げ沿道の見物人は黒山の如く斯

たことがわかる。

くて汽車は来賓を乗せて博多停車場を発し

ルムショッテルの月給が500円という高額で

汽笛一声轟然砲声と相和し黒煙を吐ひて怒る

あったのも驚く。同時期の第五高等中学校教

が如く吼ゆるが如く轟々空気を蹴って進行し

師ラフカディオ・ハーンのそれは200円であり、

午後一時三十分久留米（筑後川北岸）に達し

東大の外国人教師たちも有名なベルツ博士は

たり」

450円であったが、多くは200～300円であっ

さらに記事によると、一同列車を下り同川

たからだ。ドイツ国有鉄道の監査官の地位に

の仮橋を渡り久留米駅に入りそこで来賓一同

あった者を招聘するにはそれぐらいの給与が

に折詰の饗応があった。それから暫時休憩、

必要だったということだろう。それに加えて博

熊本県知事一行が来着。３時15分列車は再

多駅近くの設備のいい洋風の住宅を無償で

び博多へ向けて発車し、午後４時45分帰着。

提供された。

高橋社長は博多駅に着く前に客車ごとに挨拶

だが政府から本免許状が下り九州鉄道会
社が正式に発足したのは漸く明治21年８月15

日独交流人物史

は当時驚きを以て受け止められたようだ。九州

し、着博後西洋料理の饗応があった。
これが九州の地に初めて汽車が走った記
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念すべき瞬間だった。そして翌11日から開業し

州にはドイツ語の出来る人は殆どいなかった

た。翌年２月24日千歳川架橋工事が完成、３

が、たまたま佐賀にドイツ語が出きる医者がお

月１日より博多・久留米間が開通した。その後

りルムショッテルはよくこの医者を訪ねたとい

予定区間の工事が次々と完成し開業していっ

うが、これは佐賀病院・好生館長の池田専助

た。この間23年１月には野辺地久記技師長が

のことであろう。もう一人博多に赴任してまもな

辞任したため、ルムショッテルが技師長も兼任

くルムショッテルをドクトル池田というドイツ語

するようになった。さらに彼は運輸事務に至る

をよく話す人が訪ねてきたことが日記に書かれ

まで助言したといわれる。彼の当初の雇用期

ているが、こちらは池田陽一のことではあるま

間３年の予定であったが、５年に延長された。

いか。彼は日本語よりドイツ語の方がよく出来

彼を日本に引き留めたのは異常な高給ではな

たといわれるほどのドイツ語の達人で、当時福

く、多くの場面で彼の裁量に任されたからだと

岡医学校教諭であった。

する説もある。それはドイツでは考えられない
ほどだったというのでる。

10

人となりについては、①外国人としてはあま
り背は高くなったが体重は90キロもあり、太っ

明治24年４月には九州鉄道会社の門司本

た体格であった。②仕事に対して極めて熱心

社が完成し、博多仮本社から移った。その方

で絶えず現場を見回って陣頭指揮を執り、そ

がドイツから輸入した車両など鉄道資材の荷

れぞれ技術について細心懇切な指導を行っ

揚げに便利だったとされる。明治24年８月の

た。③記憶力にすぐれ、鉄道線路の如きは一

鳥栖・佐賀間の開業を以て当初の計画は終

度通過した場所の土質・石質までよく覚えてい

わった。

て談話の中で説明した。趣味はスカートという

鉄道の専門家によると、ドイツ式の鉄道は

トランプ遊びで、日記にしばしば出てくる。た

英国式に比べて理論的で技術も綿密で、制度

だし日本人とはしなかったようだ。食べ物では

もしっかりしていたという。例えばクラウス社

鳥の蒸し焼きとビールが好きだったという。

製の機関車は、米国製の粗野な無鉄砲さや、

明治26年（1893）日本政府から勲四等瑞

英国製の過度の気取りを排した、いかにもドイ

宝章を授与された。その理由を逓信大臣の黒

ツ的な合理性と堅牢さを持ったデザインで、

田清隆は外務大臣の陸奥宗光に宛てた文書

堅牢かつ高性能であったという。とにかく我が

で次のように述べている。

国鉄道開発期に英国、米国、独逸の技術が

ルムショッテルは九州鉄道会社創立以来、

導入されたことは、比較検討でき、その後の

鉄道の布施工事は勿論、運輸事務に至るま

鉄道発展に有益であったとされる。

で鉄道に関するする業務を担当したが、豊富

ルムショッテルの日記を読むと、外国人居

な学識と経験を以て適切な設計を立て、熱心

留地のある東京や神戸に出張するのは楽しみ

に工事を監督し、しかも冗費を出さず完全な

であり息抜きであったようだ。そこでは西洋的

鉄道を作り上げた。それだけでなく誠直勤勉

な快適さと、大好きだったスカートというトラ

５年１日の如く、全力を尽くして事業上に多く

ンプ遊びができた。一番困ったことは言葉で

の利益をもたらしその功労は顕著であった。

あったようだ。高橋新吉とは英語で話したと思

九州鉄道は私設ではあるが、鉄道事業は国

われるが、現場では英語、ドイツ語、日本語、

家経済に重大かつ密接な関係を有するので、

中国語などのチャンポン語（Bastardsprache）

その功績は即国家に対する功績と変わらない

が話された。
「かな」の勉強を始めたとある

と言ってもよい。しかるに本人は近く傭期限が

が、長続きはしなかったと思われる。当時の九

満ち帰国の筈なのでこの際その功績を表彰す

された。２度目の叙勲であった。

本人の招聘に際しては通常の個人相対とは異

ルムショッテルは1818年（大正７）９月22日

なり、当時の我が外務大臣とドイツ公使の斡

第一次大戦の末期、ドイツ帝国の危機がせま

旋によってドイツ政府が人選に当たったもので

る中、ベルリンにおいて死去した。74才であっ

ある。殊に九州鉄道会社長の高橋新吉にはド

た。

イツ王冠三等の勲章が贈られているので、国

昭和35年（1960）10月14日（鉄道記念日）、

際礼儀上も同人に勲章を授与するのが適当で

「九州鉄道建設の恩人ヘルマン・ルムショッテ

ある。

ル」を記念して胸像（レリーフ）が製作され除

彼の功績としては以上のほかに、日本人技

幕式が行われた。それは長く博多駅の待合室

術者の指導にも熱心だったことや、四国の別

に飾られていたが、新幹線が博多まで延びた

子鉄道と東京市内高架鉄道（新橋・上野間）

ときコンコースの中央改札口近くの柱にはめ

の設計を行ったことが挙げられる。

込まれた。ただし最近、JR博多シティのつば

ルムショッテルは九州鉄 道を明治 2 5 年

日独交流人物史

るために勲四等に叙し瑞宝章を授与したい。

めの杜ひろば［屋上］に移設された。

（1892）12月９日を以て辞職したが、すぐに
帰国せず東京のドイツ公使館の技術顧問に

＊＊＊2011年6月18日、6月例会公演より＊＊＊

なった。明治27年３月帰国し、エルバーフェル
ト鉄道監査局に復職した。その後中欧 自動
車協会理事（のち副会長）などを経て、1903
年枢密建設顧問官に任命された。 明治43年
（1910）には37、38年の日露戦争時に軍事鉄
道用品の需要に際し良くその検査に尽力した
功績により日本政府より勲三等瑞宝章を授与

執筆者紹介
上村 直己（かみむら なおき）。
熊本大学名誉教授。熊本学園大学非常
勤講師。日本独学史学会長。独学史・
日独文化交流史専攻。著書『明治期ド
イツ語学者研究』『近代日本のドイツ
語学者』
『九州の日独文化交流人物誌』
など。
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曾祖父たちの決断
藤

－我が家の日独交流史－

真理

日独交流150周年に因んで、
「我が家の日

う生涯誰とも結婚しません』と、ロッテに対す

独交流史○年」というテーマで原稿の依頼を

る揺るがぬ気持ちを父に伝え、断固ロッテへ

いただいた。起算の仕方が難しい。私の祖父

の想いを貫く決意を表した。そして、なんと一

母がドイツで結婚式を挙げて来日した1928

年間、一日も欠かさずロッテへラブレターを送

年から数えれば84周年、遡ってふたりが初め

り続けた。

てヨーロッパで出会った1924年からの計算で

実は、当時政忠にとってドイツは未知の国

あれば、88周年ということになろうか。いや、

ではなかった。若かりし頃、林野庁の命を受

実はその話には「前史」があった。とりあえず、

け海外林業視察に訪れ滞在した地が、ほかな

「○年」は省いて話を進めよう。

らぬドイツであった。その縁ある国に息子が最
愛の人を見出したわけだ。それは、今日のよう

江崎

政忠 氏

私の祖 父江崎 悌

に自由に誰でも国外へ渡ることのできる時代

三は、192 4 年昆虫

には考えられないほどの奇遇である。ドイツ生

学 研 究のため2 5歳

活を肌で経験し、ドイツ語を解し、ドイツに対

で ヨーロッパ へ 旅

して『学ぶところ多し』と尊敬の念を抱いてい

立った。同年悌三は

た政忠は、ドイツ人の嫁という設定に、むしろ

ウィーンで開かれた

歓迎の意向ですらあった。しかし、一族の猛

エスペラント学会に

反対という逆境の中ロッテがひとり異国の地

出 席し、大 会 書 記

で戸惑い苦労することを想像し、ロッテを思い

を務めていた私の祖母シャルロッテ・ヴィッテ

やる気持ちから最初は反対したのだ。

（以下ロッテ）と知り合う。この時ロッテは21

だが息子の悲壮な決意を知った政忠は、

歳。その翌年、スイスはジュネーブにおける

方針を転換した。こうなったからには、一族全

同学会でふたりを待っていたのは運命の再会

員で異国の嫁を歓迎し、支え援けようではな

だった。恋に陥り結婚を考えるようになったふ

いか、と。当時の家父長制における家長の権

たりだが、両者の親族は猛反対。大阪の江崎

限は絶対。政忠の鶴の一声で、あれほど激し

家にとっては、家督を継ぐ立場にある者がより

かった反対の声はぴたりと止み、以後、一族は

によって異国の嫁を連れて来るなど、言語道

ロッテに対して変わらず親愛の情をもって接

断、許しがたい暴挙であったし、ドイツにおけ

したという。

るロッテの両親にしても、大切な一人娘を東洋
の果ての見知らぬ国に手離すことなど、とうて

政忠はロッテとロッテの両親に宛てて以下
のような手紙を認めた。

い考えられないことだった。悌三の父、つまり
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私の曾祖父江崎政忠は、この結婚への反対の

『人情風俗を異にし生活の状態も同じか

意向を息子に書き送ったが、それに対し悌三

らざる異城に、遠く父母の土地を離れ身寄

は、
『もしロッテと結婚できなければ、自分はも

りの少なき處にて居住は定めて不便と不快

日独交流人物史

政忠からヴィッテ夫妻への手紙（政忠 直筆）

そ

ヴィッテ夫妻から政忠への手紙（フリードリヒ 直筆）

とを感ぜられて困られはせざるかと夫れの

れ一年内外Königsberg付近のOberförster

み心配いたしおるのです。』『尤 も私始め

Neuhaus bei Berlinchenに居り且つ付近の

妻（其許等の母）もお前方の弟妹も皆お前

Gutbesitzerを訪問し聊か其家庭の事情に

方の早く日本に帰へるを望んでおり、皆親

も慣れ且つ学びおり候間Lotte殿来着の上

切に歓迎する様に待っておる次第なり。』

は日獨折衷の新家庭を心から希望いたしお

（1928年１月、政忠からロッテに宛てた手

り候。』
（同年同月、政忠からヴィッテ夫妻

紙より：悌三妹江崎ひな現代表記訳・さら

に宛てた手紙より：江崎ひな現代表記訳・

にロッテのために悌三独訳）

ヴィッテ夫妻のために悌三独訳）

もっと

そこもと

『我々日本人の生活は大分欧化して参り
そうらえども

これあり

候 得共何分にも永き間の習慣も有之固有

いささ

これに対して、ヴィッテ夫妻はドイツから次
のように返信している。

の風俗、習慣は充分維持せられおり候に

『お手紙を拝見して、ようやく妻と私は貴

付Lotte殿も当分の内は随分困難せられ候

殿から多くの心の安らぎを与えられました。

事と夫れのみ心にかかりおり候。』『併 し

私共の娘が今後ずっと我々からすっかり遠

我々家族は勿論、親族一同も出来得る丈

くに離れてしまうという事を理解することは

け両名の幸福を祈り及ばずながら充分の

我々にとって容易なことではありません。し

心添をも致す積りに付万里遠隔の地に最

かし、今は娘が（中略）暖かく迎え入れら

愛の令嬢を御手離し御遣し下され候ても

れ、全く異なった環境に入っていくのに皆様

『小生は今よ
何等御懸念無之様祈上候。』

が愛情を以って助けて下さるという確信を

り三十年ほど前恰 も唯今の悌三の年配の

抱いております。』
『御子息悌三氏と娘ロッ

頃に宮内省より貴国林業視察に派遣せら

テは大変独特な方法で互いを見つけたので

しか

だ

これなき

あたか
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から115年前のことである。
かくして悌三とロッテは1928年５月、ロッテ
の故郷であるドイツ北西部の町ヘアフォルトで
結婚式を挙げたあと、アメリカ経由の船旅で
３か月をかけて日本へやって来ることができた
のだが、この結婚の陰には、このように悌三の
父江崎政忠の存在があった。その人間性に対
ヴィッテ夫妻

する我々一族の思いは、彼らの交わした書簡
をまとめた資料集「菩提樹」
（1998年）に私の

すが、私共はこれを何ぴとも逆らうことの出

母手島るり（悌三・ロッテの次女）が寄せたま

来ない運命だと思っております。彼等二人

えがきの、以下の一文に集約されよう。

は心から愛し合って結びついており、私共

『明治よりも前、慶応元年生まれの日本の

は貴殿方と共にこのオリジナルな日独間の

男性の中に、この様な深い思いやりと懇ろ

結婚が真に幸福なものになるよう切に希っ

な配慮で、一人娘を遠く手離さねばならな

ています。』
『私共は、江崎殿が且て既に一

い悲しみと心痛の中にある先方の両親に対

度ドイツにしばらく滞在されて、ドイツを知

して、対応をした人がいたということは、私

る機会を持たれたことを知って嬉しく存じま

には驚きであり、このことを一人でも多くの

した。この事は又私共を安心させてくれま

人に知ってもらいたいと思っております。』

す。』
（1928年２月、ヴィッテ夫妻から政忠
へ宛てた手紙より：手島るり和訳）

そして政忠の尽力に加え、私のもうひとりの
曾祖父フリードリヒ・ヴィッテが、ふたりの結婚

政忠の一年半に及ぶ滞独の経験は、祖父

を『何ぴとも逆らうことのできない運命』と捉

母の結婚から遡ること約30年、祖父もまだ生

え娘を送り出してくれていなかったら、今の私

まれていないときの独立したエピソードだが、

たちの存在はない。国際結婚も珍しくない今

このことなしに祖父母の結婚－少なくとも

日とは違い、それは今生の別れともなりうる辛

「幸せな」結婚－はなかったことになるのだ

い決断だったはずだ。

から、これこそが我が家の日独交流事始めと

1937年、政忠とフリードリヒ、ふたりの曾祖

言えよう。政忠の渡独は1897年（明治30）、今

父の出会いが実現した。悌三が仕事で留守が
ちな中、すでに３人の子供を抱え４人目を身
籠っていたロッテを助けるため、その数年前に
妻（曾祖母ルイーゼ）を亡くしていたフリードリ
ヒは、娘の待つ福岡へと向かったのだ。横浜
港で初めて会うこの両曾祖父は、取り合った
手をいつまでも離さず、まるで旧知のようだっ
たという。政忠のドイツ語は年月を経て少し
頼りないものになっていたが、それでもふたり

江崎悌三・ロッテ夫妻 1928年5月、新婚旅行途中に立ち
寄ったワシントンD.C.にて撮影
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は通訳を介すことがなかった。フリードリヒは
およそ１年間日本に滞在し、ロッテと生まれた
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政忠（前列左から2人目）、フリードリヒ（前列中央）、悌三（前列右）。
1938年4月、フリードリヒ帰国直前、大阪にて撮影

ばかりの赤ん坊の世話をした。家族や周囲の

日独の一族の中に多くの親独家と親日家を生

人々と共に登山や海水浴を楽しんだ。手先が

み、お互いの行き来があった。ロッテの甥と日

器用で、いくつかの家具を日曜大工で作り上

本女性との間にもうひとつの日独間の結婚も

げてしまったこともある。陽気な彼の周りには

行われた。母も私も大学でドイツ文学を専攻

笑いが絶えなかった。当時幼かった母の脳裏

して、ささやかながら日独交流の一端に関わ

に刻まれた幸福な記憶である。

らせていただいている。私の小学生の娘もドイ
ツ語を学び始めた。また、ドイツに特化しない

悌三とロッテは、この父たちに終生尊敬と

グローバルな活躍を見せる面々もいる。

感謝の念をもち続け、それによってロッテは公

祖母にしてみれば、たまたま恋に陥った相

平な気持ちと善意をもって、両国の架け橋に

手が日本人であり、日独交流という気負いが最

なることができた。

初からあったわけではないだろうが、こうして
祖母が意図せず日本に蒔いた種は、その子孫

悌三とロッテのその後の軌跡について、ここ

たちがそれぞれのやり方で水をやり育んだ結

にすべてを記すことはできない。だが、ひとつ

果、今も枯れることなく少しずつ根を伸ばし続

特筆すべきことは、九大医学部の先生方を中

けている。

心とした勉強会が母体となって発足した西日
本日独協会の創設に、これらの勉強会の講師

そして……その背後にいた、あの心優しきふ

を務めていたロッテが大きく関わったことであ

たりの紳士のことを、どうか多くの人に憶えて

る（その経緯は本誌３号の高橋良平・澤田藤

いただきたい。

一郎両教授の記事に詳しい）。私がここにこ
うして拙い一文を寄せさせていただくのも、不
思議なご縁である。
昭和の初めの祖父母の結婚は、今日までに

執筆者紹介
藤 真理（とう まり）。
福岡女子短期大学非常勤講師。
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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（1894～1980）―

ヴォルフガング・ミヒェル
1922年に国学院大学の皇典講究所から
「独逸国留学」を命じられた木下祝夫は、翌
年の後期からベルリン大学で哲学、歴史など
の講義を受けながら、日独関係の改善及び相
互理解の深化を目指す親日派と親交を深め
た。代々香椎宮の神官の家系である木下は修
猷館を卒業後、国学院大学の徹底した教育
を受けたので、在独日本人の中で最も古典に
精通していたと思われる。1926年に日独共同
運営の日本研究所（Japaninstitut）が設立さ
れ、宇野哲人、鹿子木員信、トラウツ、ラミング
今年、日本最古の歴史書「古事記」が 編

らによって、より体系的な日本研究の基礎が

纂1300年を迎え、神話の舞台となった地域

築かれた。1929年に木下はラテン語による証

で様々な展示会、講演会などが企画されてい

書を授与されベルリン大学を卒業した。同年、

る。日本のアイデンティティの根源ともいうべ

ベルリンに独日協会（Deutsch-Japanische

きこの書物は、江戸後期以降、西洋において

Gesellschaft）が設立され、地元の要望によ

も人々の関心を集め、日本に関する出版物な

り、同協会が提案した「古事記」のドイツ語翻

どで取り上げられるようになった。日本にやっ
て来たポルトガル人宣教師は、神道よりも仏
教の各宗派を中心に調査・分析していたが、
元禄年間に来日したドイツ人医師ケンペルが、
日本の「神話的伝説」、神社、伊勢参りなどに
着目してから、日本やアジアを訪れる人々や学
者による神道関連の研究が盛んに行われるよ
うになった。近代に入り、オーストリアのアウグ
スト・プフィッツマイアー、イギリスのバジル・
ホール・チェンバレン、ドイツのカール・フロー
レンツらが古事記の研究や翻訳で先駆的な
業績を残した。また、ダーウィンの進化論、ヴィ
ルヘルム・ヴントの民族心理学、考古学や民
俗学などの影響で、日本人の起源と精神性の
根源に対する関心はさらに高まった。
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木下祝夫（後列右）
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訳が、最適任者とされた木下に委ねられた。
日本側はこの企画に当初から積極的に関
のぶひと

わっていた。1929年に木下は、高松宮宣仁親
王（1905-1987）より独訳古事記出版費として
有栖川宮奨学金を拝受し、日独文化協会主
事を務めていた友枝高彦（1876-1957）も強
い関心を寄せた。1929年夏、木下は信憑性の
高い底本を作成するために、歴史学者黒板勝
美（1874-1946）の要請で帰国することになっ
た。その後、彼は高松宮らの援助を受けながら
「古事記」の諸本を根気強く各地に探し求め
た。約10年後の1940年、黒板勝美の監修の
下で『古事記原文』及び『古事記羅馬字文』
が東京の日独文化協会から刊行された。し

香椎宮奉斎会より刊行された『KOJIKI』

かし、太平洋戦争が厳しさを増す中、この計
画も挫折する。完成していた『独逸語訳古事

『KOJIKI』が香椎宮奉斎会より刊行され、

記』の原稿が刊行を目前に戦災により焼失し

国内外で大きな反響を呼んだ。筆者は西日本

てしまったのである。

日独協会主催の祝賀会で初めて木下宮司に

終戦後の混乱の中では生活基盤の立て直

お目にかかることができたが、綺麗なドイツ語

しが先決だった。ツァヘルト、グンデルトらの

と古事記に対する情熱に圧倒された。翌年、

ドイツ人学者が東京に送った状況報告から

氏は日本文学の翻訳で有名なサイデンステッ

は当時の大変な苦労がうかがえる。木下は神

カーともに、第13回日本翻訳文化賞を受賞し

宮奉斎会（現在の神社本庁）、明治記念館、

た。1977年には神道研究で名を上げたツァヘ

日盛通信社、大東文化大学などでの勤務を

ルト教授が夫人を伴って来日し、香椎にも足

経て、1959年10月９日から香椎宮宮司に就い

を運んだ。二人の親密な交流が印象深かった

た。おそらくその間も大きな研究成果を発表

が、その背景については昨年、残された数々の

直前に失ったことによる苦悩をずっと抱えて

絵葉書から判明した。木下は、５年以上もベ

いたことだろう。やがて彼は記憶と資料を頼

ルリンのツァヘルト家にお世話になっていた。

りに、再び翻訳に挑むことになった。1960年

1979年、ツァヘルト教授がこの世を去り、その

代中頃からは、かつての仲間だったエックハ

翌年、日本とドイツの多くの人々の人生に深く

ルト、フィッシェルらが来日したり、翻訳に関

関わった木下宮司も永遠の眠りについた。

する助言や激励、変わらない関心と期待を手
紙で伝えたりしてくれた。1975年、ドイツ語訳

＊＊＊2011年11月26日、11月例会公演より＊＊＊

執筆者紹介
Wolfgang MICHEL （ヴォルフガング・
ミヒェル）。九州大学名誉教授。
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冬の始まり
Sven HOLST
ドイツでは、通常西日本より１か月早く冬が

行列がみられる。子供たちは幼稚園や小学校

訪れ、寒くなる。ここ日本では秋には自然がカ

で提灯を作る。夕方に彼らはその提灯を持っ

ラフルな紅葉を見せてくれるが、ドイツでは霧

て、近所を廻るパレードをしながら、聖マル

がかかり、空は灰色、暗い季節である。昔の農

ティンのための特別な歌を歌う。大きな行列

業年度は11月11日に終了した。農業における

の場合、聖マルティンの伝説が再現される。

雇用の契約が解除され、年貢（Zehnt）が納め

ローマ時代の鎧を身に纏った聖マルティンが

られた。教会の年度（典礼年度）は12月上旬

白馬に乗って自分のマントを分け与えるという

の待降節（アドベント）の最初の日曜日の前に

伝説だ。ドイツの最大のパレード（ケンペン市

終了する。

またはボホルト市）では4,000～6,000人もの

伝統行事の中でも、聖マルティン（日本語

人々が参加する。ある地方では、子どもたちは

では「聖マルティウス」とも）の祝日は最も重

提灯を持ってマルティンの歌を歌いながら家

要な日のひとつである。聖マルティンはローマ

から家へ廻ってお菓子のプレゼントをもらい

の将校で、後にトゥール市（現フランス）の司

歩く。一方、プロテスタントの地方では聖人崇

教となった。兵士だった頃、彼は老いた乞食に

拝は行われない。その代わりに子供のための

自分のマントを分け与えた。死後まもなく、彼

行事がある。この日はマルティン・ルターの「名

は聖人として崇拝されるようになった。

前の日」でもあるので、家から家を訪れ、
マル

この時期の名物料理は、年貢として領主に
ガチョウを納める習慣から生まれたもので、丸
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ティン・ルターを讃える歌を歌ってお菓子をも
らう（マルティーニの歌）。

焼きしたガチョウと赤キャベツ、ジャガイモ団子

８世 紀 、ローマ 教 会 によって 1 1 月１日

（Klöße）である。脂肪分たっぷりのガチョウ

は特 定の 祝日を持たないすべての 聖 人の

は冬のスタミナ源となる。

ため の 祝日に 定められ た（「 諸 聖 人の日

田舎ではマルティンの火が熾された。その

（Allerheiligen）」）。この日が選ばれた理由

火が翌年に近傍の畑を肥やしてくれると信じ

は不明である。一つの説によると、これは異

られていた。今日では主にマルティンの提灯

教徒が冬の始めに行った「死者の日」をカム

Bundesarchiv, Bild 194-0448-38/Lachmann, Hans/CC-BY-SA
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フラージュするための作戦であった。10世紀
末には、11月２日は死者のために祈る日として
修道院に導入された。14世紀、この「万霊祭
（Allerseelen）」は、教会全体に認められた。
この日は煉獄で救いを待つ死者のために祈
る。煉獄とは天国と地獄の間にあるもので、
地獄に落ちるほど悪くない罪人は煉獄で一定
の時間を過ごすと天国に行けるようになる。今
日では、人々はこの二日間のいずれかに、墓を
飾って蝋燭を立て、死者のために祈る。民間
の言い伝えによると、その日死者たちは煉獄
から解放され、墓に戻ってくる。墓はバターが
燃料として使われるランプでともされ、そのバ
ターが軟膏のように死者の煉獄の傷を癒して
くれるそうである。生きている人々は、慈善や
他の善行を通して、死者の苦しみを短くするこ
とができる。
新教徒は、この日を祝わない。10月31日は
彼らの宗教改革の記念日（Reformationstag）
である。この日、
マルティン・ルターは「95ヶ条
の論題」をヴィッテンベルクの城教会に掲げ
た。新教信者たちは、死者のために「死者の
日曜日（Totensonntag）」、正式には「永遠の
日曜日（Ewigkeitssonntag）」を設け、祈る。こ
の日は1816年にプロイセン政府によって定め
られ、その後他のドイツ諸国でも採択された。
ちょうど待降節直前の日曜日にあたるが、待
降節（アドベント）は典礼年度の初めなので、
「死者の日曜日」は典礼年度の最後の日曜日
ということになる。典礼年度の終盤は人生の
最後に喩えられるため、年度末（教会の典礼
年度であれ、農業年度であれ、異教の年度）
は、死者を偲ぶ行事となる。
近年、新たな展開がみられる。ドイツでこれ
がいつ始まったか、正確な時期を挙げること
も可能だが、それは1991年である。第一次湾
岸戦争のため、カーニバルが中止になったの
だ。カーニバルの衣装のメーカーは販売が不
可能になり、財政難に陥った。そこで、一つの

Author:Ingo Rickmann

行事（祭り）だけに頼ることなく販売を促進す
るため、彼らはハロウィンに目を付け、一大キャ
ンペーンを繰り広げて宣伝したのだ。ハロウィ
ンのことは、これ以前にアメリカ映画を通じて
ヨーロッパでも知られていた。衣装メーカーは
成功を収めた。このアイディアは様々な分野で
取り上げられた。若者はハロウィンの不気味な
雰囲気を醸し出すディスコを楽しみ始めた。
製菓業界もこのアイディアを取り入れて、現在
ではハロウィンをテーマにした多くの製品を製
造している。2009年発買されたハロウィンの
アイテムすべての売上高は150万ユーロになる
と想定されている。こうして10月31日に第２の
カーニバルが始まったのだ。カーニバルがあま
り知られていない北ドイツでも、ハロウィンは
成功を収めた。幼稚園では、子どもたちが喜
んでカボチャのランタンを彫っている。余談で
あるが、カボチャは昔よりもよく料理に使われ
るようになった。これはハロウィンがきっかけ
ではあるが、直接関係があるわけではない。
ドイツでも米国のように、子どもたちが家から
家へと訪ねまわり、“Süßes oder/sonst Saures”
（英語の“トリックオアトリート”）と言いながら
キャンディ等を要求する。
日本と同様、ドイツでもハロウィンは伝統が
ない。しかし日本とは異なり、ドイツではこの
行事の輸入に批判の声が高かった。プロテス
タント教会は、ハロウィンが宗教改革記念日と
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同じ日であることを嘆いている。宗教改革記

ロウィンでは、一部の人は悪戯の脅威で脅迫

念日は宗教改革の重要性に留意すべき日であ

されるとも感じている。実際、卵を投げて落書

り、実際に静かな祭典である。そこにカラフル

する等の器物破損が生じている。酔っぱらっ

で不気味なハロウィンが登場したことによって

た若者がこの行事と扮装を利用して、暴動を

宗教改革記念日の本来の意図が無視され、忘

起こすこともあった。

れられてしまったからだ。カトリック教会は、

教会側は、これに対抗したり、またはキリス

またディスコのハロウィンパーティーが10月31

ト教の意味で利用したりすることを試みてい

日の夜中を過ぎ、11月１日の「諸聖人の日」に

る。プロテスタントの教会は、この日甘酸っぱ

くいこんでいると訴えた。キリスト教会はハロ

い「マルティン・ルター・キャンディ」を配布し、

ウィンを非合理的な迷信、幽霊や魔女の恐怖

子どもたちを教会に導こうとしている。諸聖人

を扇ぐ行事、異教の行事として批判している。

の日は、
「静かな祝日」である。これは、オフィ

宗派の境界を越えた反応というだけでなく、

スや店舗を閉鎖する公定休日ではないが、音

非宗教的な人たち、反資本主義的な有識者に

楽イベントや映画の上映には一定の制限がか

いたるまで、産業界が単に消費のために扇い

けられている。そのためカトリック教会は、夜

だ空騒ぎを強く批判した。一方ハロウィンの支

の12時以降はディスコで音楽を消さなければ

持者も、ハロウィンの季節は長すぎるクリスマ

ならないという主張を裁判で勝ち取った。カト

ス前のシーズン（９月から最初のクリスマスの

リック教会はまた子供たちにハロウィンの代わ

アイテムが店に並ぶ）を短縮してくれるのだと

りになるものを提供するために、マルティンの

その利点を主張する。また、ヨーロッパのルー

歌を復活させようとしている。ハロウィンパー

ツでもあるケルト人と諸聖人の日との関連を

ティーを提供する教会の青少年団体もある

指摘することもある。革新を伝統と結びつけ

が、これはその場で「諸聖人の日」との関連を

て導入する、よく見られるパターンである。確

悟らせる目的もある。日本とドイツがハロウィン

かにハロウィンの起源から見ると諸聖人の日と

という行事を無視できなかったことは（米国中

関係はしているが、ハロウィンパーティーに参

心の）グローバルな文化の影響力を語ってい

加する人々が翌日親族の墓に参り、死につい

る。一方、ドイツで起こった批判や対抗策は日

て神妙に考えるとは想像し難い。多くの高齢

本との文化の違いを示しているといえよう。

者はこの行事に馴染みがなく拒否しているの
で、ハロウィンで家々を廻る子どもたちにはお
菓子をあげないが、伝統的な行事であるマル
ティンの歌を歌ったり、カーニバルで歌ったり
した子たちには褒美としてお菓子を与える。ハ
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Sven HOLST （スウェン・ホルスト）。
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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交流関係 ―
吉中

幸平

佐賀県にはドイツの町と交流関係を持つ町
が二つある。西の有田町がマイセン市と、東の
鳥栖市がツァイツ市と交流関係がある。マイセ
ンはともかく、ツァイツという名前は聞いたこと
がない、とおっしゃる方が多いかと思う。二つ
の町はどこにあるか？マイセンはドイツがチェ
コとポーランド二つの国と境を接するザクセ

ツァイツ

マイセン

ン州、ツァイツはザクセン州の北西隣のザクセ
ン・アンハルト州。いずれも旧東ドイツ地域で
ある。
先ず有田とマイセンの関係。マイセンはザク
セン州の州都ドレースデンからエルベの下流、
列車で40分ぐらいのところ。人口約３万人、千
年以上の歴史を持つ古都である。中世以来の
街並みが残り、町のシンボルのアルブレヒト城
の高みから眺める赤瓦の家並みとエルベ河の
眺めが美しい。マイセンはヨーロッパ磁器発祥

された。その中に陶工たちがいた。九州や山

の地、高級磁器の生産地として今日世界的に

口の多くの窯元がそうであるように、有田焼の

有名であるが、残念ながら「有田」という名前

ルーツも朝鮮渡来の陶工たちにある。たいて

は一般のドイツ人には知られていない。私は、

いは無名であるが、有田では陶工の一人が有

ドイツで焼き物が話題になるときまって、
「有

田焼の祖として祀られている。李参平、日本

田あってのマイセン」を強調することにしてい

名、金ケ江三兵衛である。磁器製造のために

る。
「有田あってのマイセン」とはどういうこと

は水と薪、また磁器の製造に適した石＝陶石

か？そのためには、少しばかり磁器の歴史を振

が必要であるが、李参平が有田の泉山に陶石

り返る必要がある。

を発見、日本で最初の磁器が焼かれたのが

火薬や羅針盤など中国の発明だそうだが、

1616年頃とされている。

磁器も中国が発祥の地。景徳鎮を中心に発

当時ヨーロッパでは硬質磁器の製法は知

達した磁器の製法が朝鮮を経由して日本に伝

られておらず、磁器は「白い黄金」として貴重

わった。16世紀末、1592年～98年の文禄・慶

品であった。王侯貴族は権勢の象徴として、

長の役の時である。朝鮮、中国を支配下に置

また当時の東洋趣味（シノワズリ）や日本趣味

くという豊臣秀吉の妄想はその死によって潰

（ジャポニズム）の風潮もあって、中国や日本

えるが、朝鮮からの撤退の折、多くの文物、財

の磁器を数多く収集した。とりわけ熱狂的な

宝とともに多くの職人や技術者が日本に連行

磁器の収集家がザクセン選帝侯フリードリヒ・
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アウグストⅠ世、いわゆるアウグスト強王。中

このように焼き物が縁で有田とマイセンは

国磁器、また古伊万里や柿右衛門様式などの

姉妹都市の関係にある。姉妹都市締結の発

膨大なコレクションを残している。

端は1970年、有田窯業界代表（７人）が東ド

最初ヨーロッパは中国の磁器を輸入してい

イツを訪問したことにある。日本との国交のな

たが、折しも中国は明朝から清朝への変わり

い東ドイツ時代、やっとのことで入国が叶った

目、政情不穏で中国からの輸入が困難にな

という。この訪問の後、1972年日本と東ドイツ

り、中国磁器にとって代わったのが有田であ

（ドイツ民主共和国）の国交樹立、1975年に

る。17世紀後半から18世紀初頭に輸出の最

は福岡、佐賀でドレースデンの「古伊万里里

盛期を迎えるが、有田の焼き物は先ず有田か

帰り展」、1979年に有田・マイセン姉妹都市

ら伊万里に運ばれ、伊万里の港から長崎出

調印、1981年にはホーネカー書記長も有田を

島、出島からオランダ東インド会社の船でヨー

訪問した。さらに1983年には佐賀県政100年

ロッパへと輸出された。海外では積出港の名

記念行事の一環として「マイセン磁器とドレー

前でもって「イマリ」と呼ばれ、特に有田初期

スデンの古伊万里展」。ドイツ再統一を機に

の焼き物が「古伊万里」と呼ばれていることは

1991年姉妹都市再調印。以後有田とマイセン

周知のとおりであるが、
「有田」という名前を

の間では陶芸関係者だけでなく、青少年友好

一般のドイツ人が知らない所以でもある。

使節団相互訪問、
マイセンのワイン祭りや有田

マイセンに話を戻す。アウグスト強王は磁
器収集に飽き足らず、自前の磁器製造を企て

の陶磁器祭り相互訪問など、一般市民の間で
も活発な交流がなされている。

る。磁器で大きな富を得ようという野望があ
り、磁器開発の背景にはエルツ山地の銀や

次に鳥栖とツァイツの関係。縁結び役は一

錫など、冶金の技術があった。錬金術師ヨハ

台のピアノである。1993年に封切られた映画

ン・フリードリヒ・ベットガーが苦心惨憺の末

「月光の夏」は観られた方もあろう。太平洋

ヨーロッパ初の硬質磁器焼成に成功したのが

戦争末期の1945年６月、鳥栖国民学校（現在

1709年、有田の磁器に遅れること100年後の

の鳥栖小学校）に二人の特攻隊員がやって来

ことである。有田磁器の収集と模倣で始まっ

る。当時佐賀の三田川（今は吉野ケ里町）に

たマイセン窯は、独自の研究と工夫を重ね、今

は陸軍大刀洗飛行学校の目達原分校があっ

日世界の高級磁器へと発展した。

た。特攻出撃を目前にした二人は、長崎本線

たちあらい

め た ば る

の線路つたいに10キロを走ってやって来る。そ
の一人が今生の思い出に学校にあったグラン
ドピアノでベートーヴェンの「月光」を弾き、も
う一人の特攻隊員が弾くピアノに合わせて子
供たちが「海行かば」を歌い、二人を見送る。
戦後約45年、その時の特攻隊員の演奏に立
ち合った女の先生が、ピアノが老朽化のため
廃棄されることを聞き、その保存のために小
学校でピアノの思い出と平和の大切さを語っ
たことが発端となってドラマが展開する。
アルブレヒト城、1710年、城内に磁器製作所が置かれた

実はこの映画は実話が基になっており、ピ
アノにまつわる特攻隊員との秘話を語られた
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の孫娘アンネマリーと結婚、経営

上野歌子先生。ピアノは1931年（昭和６年）、

を引き継ぐ。経営を小家具の分野

子供たちにいい音楽を聴かせようと、地元の

にも拡張

婦人会が学校に寄贈したものという。当時の

（？）
ピアノ製造中止、第二次大戦
1936年：

お金で3,500円。1,000円で二階建ての家が
建ったというから、かなりの値段である。それ

で工場被害
ソ連側に撤収、1948年商業
1945年：戦後、

が「フッペルのピアノ」 、そのピアノが製造

登記簿から抹消

注）

されたのがツァイツ市である。ピアノ製造は第
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のが、当時鳥栖国民学校に務めておられた

1951年：会社は西に移住、Frankfurt

二次世界大戦で打ち切られ、今は存在しない

a.M.で家具商に転向。
４代目ペー

メーカーであるが、ツァイツという町をつきと

ター・ファウルマン家具商拡大

めた朝日新聞の記者と、
「月光の夏」実行委

５代目トーマス・ファウルマ
2010年：10月、

員会関係者が1999年（平成11年）鳥栖市長

ン、
鳥栖市来訪、
フッペルピアノコン

の親書を携えてツァイツを訪れたのが、両市

クール「月光賞」のプレゼンターを

の交流の始まりである。有田とマイセンに加え

務める

て、佐賀にもう一つの日独交流が生まれた。
最初は主として音楽関係者の交流、2004
年からは両市の生徒交流が始まり、これまで
に鳥栖市から４回、ツァイツから３回の生徒た
ちの相互訪問がなされている。実は、
「月光
の夏」を機に、ツァイツ市との交流開始以前の
1995年以来鳥栖市では「フッペル鳥栖ピアノ
コンクール」が開催されており、昨年で第17回
目であった。2010年にはフッペルのピアノに
とって大きな出来事があった。創業者の５代目

フッペルのピアノによる演奏会、2010年10月、鳥栖市

に当たる人が鳥栖市を訪問、コンクールの「月

R. Hupfer&Comp.は1875年以来第二次

光賞」
（ベートーヴェンの月光ソナタを弾いた人

世界大戦までの約70年間に２万１千台のピア

の中から選ばれる）のプレゼンターを務めた。

ノを製作、その１台が1931年（昭和６年）鳥

フッペル社の歴史と日本における「フッペル

栖国民学校へ来たのである。どのような経路

のピアノ」については調査中であり、いずれま

で、何台のフッペルが当時日本に来たのか、そ

とめる予定であるが、これまでに調べたことを

れらのフッペルがたどった運命は？関心をか

年代記風に紹介する。

き立てられるが、現在３台のグランドピアノの

ツァイツ
1875年：ローベルト・フップファー、

存在が確認されている（佐賀県鳥栖市、鳥取

にピアノ製造会社R.Hupfer ＆

県日南町、鹿児島県知覧町）。どのピアノも戦

Comp.を設立

争をくぐり抜け、今は平和の願いのシンボルと

1901年：長男アルフレート・フップファーが

なっている。私はこの他に１台のアップライトの

工場を引き継ぎ、弟のロベルト・

フッペルを確認しており（大阪府茨木市）、福

フップファー、ジュニアと事業を進

岡にもう１台のアップライトが存在するという

める

情報を得ているが、実際の確認はできていな

1927年：ヴェルナー・ファウルマン、創業者

い。
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鳥栖市とツァイツ市は約10年前から交流の

ドイツには全部で13のワイン生産地がある。

実績を積んできたが、姉妹都市の正式調印は

ほとんどはライン河とその支流域などドイツ西

まだであった。昨年、生徒たちの訪問に合わ

部であるが、二つが旧東ドイツ、エルベ河とそ

せてツァイツ市長が来日、姉妹都市調印の運

の支流域にある。マイセンがザクセンワイン、

びであったが、大震災と原発事故のために延

ツァイツがザーレ・ウンストルートワインの産地

期になった。震災の影響は有田も同じで、昨

に近い。生産量は少ないが、どちらもさっぱり

年３月マイセンからの青少年の来訪が延期に

とした辛口ワイン。有田と鳥栖の姉妹都市マイ

なった。残念な状況ではあったが、両市とも震

センとツァイツが互いにほど近いところに位置

災日本への思いは強いものがあり、両市にお

し、どちらもワインの産地であるということも、

いて義援金募金活動やいろいろなチャリティ

私には嬉しい縁である。

行事が行われた。このような状況にあって、有
田とマイセン、鳥栖とツァイツの絆は一層強い
ものになる、と確信している。なお、ツァイツ市

注）創業者の名前Robert Hupfer （ローベルト・

フップファー）に因んだ呼び方であるが、日
本ではふつう「フッペル」と言っている。

からは今年（2012年）５月、生徒たちと一緒に
市長一行が来日、鳥栖市での姉妹都市調印
に向けて準備が進んでいる。
最後にマイセンとツァイツ、二つの町に共通

執筆者紹介
吉中 幸平（よしなか こうへい）。
佐賀大学文化教育学部教授。

の話題で拙稿を終えたい。ワインの話である。

www.friedensfukuoka@gmail.com http://www.friedensdorf.de
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福岡アジア文化賞とドイツ人の初受賞
斎藤

裕三

博多のルネッサンス「よかトピア」

庭にホームステイし、将来平和を担う地球市民

福岡市は、1989年の３月17日から９月３日ま

になるための、異文化交流を体験し、多くの知

で171日間、市制100周年の記念行事として、

識を学んだ（招聘事業）。反対に、日本のこど

現在のシーサイドももちにおいて、
「新しい世

もたちが、アジア太平洋の各国・地域を訪問す

界のであいを求めて」をテーマに、
「アジア太

る企画も毎年実施している（派遣事業）。

平洋博覧会福岡’89」
（通称よかトピア）を開
催した。博多は、古来アジア各地との交流に

アジアフォーカス福岡国際映画祭

よって栄えた。そして、さらなる国際化を目指

次に91年に始まった「アジアフォーカス福岡

して、広くアジア太平洋地域の人々と交流し、

国際映画祭」。昨年も９月16日から25日まで、

最先端科学技術を紹介するとともに、体験的

新しいＪＲ博多シティ「Ｔ・ジョイ博多」などを

「であい」の場としたい、というのがこの博覧

会場として開催された。昨年も、アジアを中心

会の趣旨だった。よかトピアには、海外37か

とする20以上の作品が上映された。通常の映

国・地域、２国際機関、国内1056企業・団体

画館では上映しない作品が殆どで、国籍も多

が参加し、43館のパビリオン（外国10、国内

様、日本初公開は当然として、
「すばらしい大

33）がオープン、会期中、当初の目標700万人

世界」
（シンガポール、ケルビン・トン監督）の

を超え、823万人の来訪者があり、
「大成功」

ように、国外初公開という作品もある。

で博覧会の幕を閉じた。
博覧会そのものは、当然一過性のものとし

福岡アジア文化賞

て終了したが、これを機に３つの行事が、副産

そして、90年に創設され、アジアマンス（９

物として、博多の街に生まれ、今ではしっかり

月）の行事の、公的なメインイベントとなった、

と根付いた。よかトピアは、福岡の街のこれか

「福岡アジア文化賞」の授賞式。昨年で第22

らのアジアでの役割と発展にとって、極めて意

回を迎えた。アジアには、多くの民族が住み、

義深いルネッサンスだったといえる。この３つ

多様な固有の文化を持つ。だが、それらの貴

の行事とは、
「アジア太平洋こども会議イン福

重な文化や伝統は、ほっておけば、現代化、画

岡」、
「アジアフォーカス福岡国際映画祭」、そ

一化の波に呑まれ、失われる。

して「福岡アジア文化賞授賞式」である。

福岡市は、特にアジアとの関係が深かった
都市として、アジアの文化の振興や平和的交

アジア太平洋こども会議イン福岡

流に貢献するため、東アジア、東南アジアおよ

まずその第１は、1989年に始まり、毎年７月

び南アジア地域の文化の研究、普及、保存な

に行われる「アジア太平洋こども会議イン福

どに、特に功績のあった人の業績を称え、表

岡」。昨年の夏も、アジア・太平洋地域の41か

彰することを、1990年に、市、学界、民間が一

国・地域から、11歳のこども大使213名とシャ

体となって決めた。

ペロン（引率者）41名が来福して、県内の各家
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３種類の賞

の皆さんからいろいろな面白い話を引き出し

福岡アジア文化賞には、
「芸術・文化賞」、

た。また、４名の演奏者による「クメール古典

「学術研究賞」、
「大賞」の３種があり、貢献

音楽」の演奏が行われ、会場をアジア的雰囲

度と領域を勘案して個人または団体に対し、

気で和ませた。

賞金とともに授与される。主催者は、福岡市と
公益財団法人である「よかトピア記念国際財
団」で、受賞者は、
「福岡アジア文化賞委員
会」の中の審査委員会によって選考される。

多彩なこれまでの受賞者
これまでの受賞者の顔ぶれを見ると、多彩
の一語に尽きる。

昨年も、広く候補者を募るため、日本国内お

第１回（1990年）の受賞者には、中国の作

よびアジアを中心とした世界54か国・地域の

家巴金氏、映画監督の黒澤明氏、中国科学

教育・研究機関、芸術文化団体、および報道

史のジョセフ・ニーダム氏の名がある。第２回

機関などの関係者約7,000名の方々に推薦を

の受賞者には、シタール奏者のラヴィ・シャン

依頼した。昨年の第22回の受賞者として推薦

カール氏、そして日本文学研究家で、大震災

されたのは、253名・団体で、その広がりは、

を憂い、日本に帰化したドナルド・キーン氏の

29か国・地域に及んだ。

名前が見える。第３回には、
「劇場国家」とい

授賞式は、９月15日、福岡国際会議場で、

う用語を作ったクリフォード・ギアツ氏、第12

檀ふみさんを司会者に迎えて行われた。恒例

回には、後にノーベル平和賞を受賞したマイ

となった秋篠宮殿下ご夫妻のご臨席のもと、

クロクレジットのムハマド・ユヌス氏、第14回

福岡アジア文化賞委員会名誉会長の高島宗

には、沖縄学の外間守善氏、第15回には、サ

一郎福岡市長などから、３名の方々にそれぞ

ロード演奏のアムジャッド・アリ・カーン氏の名

れの賞が授与された。

名前がある。

芸術・文化賞を受賞したのは、ドイツ人の

第１回５名の方々に、創設特別賞が授与さ

建築家・建築史学者のニールズ・グッチョウ

れて以来、第２回から昨年の第22回まで、大

（Niels Gutschow）氏。南アジアの歴史的建

賞が21名、学術研究賞が36名、芸術・文化賞

造物や都市の保存と修復に大きな業績をあげ

が26名、計88名の方々に福岡アジア文化賞が

た。学術研究賞を受賞したのは、韓国の趙東

贈られた。

一（チョ・ドンイル）氏。国文学者で、主著『韓
国文学通史』全６巻は、韓国文学研究上の金
字塔。氏の研究領域は、儒教・漢字文化圏全

これまでの受賞者の中に、欧米各国の研

体に及び、韓国、日本、中国、ベトナムの比較

究者も少なくないが、ドイツ人研究者が受賞し

文学・比較文明の研究者としても、高く評価さ

たのは、今回が初めて。

れている。大賞を受賞したのは、カンボジアの

芸術・文化賞を受賞したニールズ・グッチョ

アン・チュリアン氏。同氏は、カンボジアを代

ウ氏（1941年ドイツ・ハンブルク生まれ）は、

表する民族学者で、
「カンボジア人によるカン

62年から63年まで日本で大工見習いとして、

ボジア研究」の実践者。長い歴史に立脚した

犬山城、高野山金剛嶺寺不動堂の再建に参

生活文化要素を自らの民族の感性によって解

加し、帰国して70年、ダルムシュタット工科大

明する。さらに、アンコール遺跡群の救済事

学（建築学）を卒業。73年論文「日本の城下

業の、国際的枠組みづくりに尽力した。

町について」で、博士号を取得した。71年か

授賞式の後半では、檀ふみさんが、受賞者
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ドイツ人初の受賞

ら、ネパール・バクタプールにおける最初のド

めて鉄道を敷いたヘルマン・ルムショッテル氏

バーとなり、以後ネパール各地の都市や建造

のことも話した。
「彼もドイツ人だ」といったら、

物について、広範な調査を行い、修復や保存

「私もネパールで遺跡の修復に取り組む、初

に大きな貢献をした。93年には、イコモスメン

めてのドイツ人建築家だ」と、感慨深そうに話

バーとして、カトマンズの世界遺産現地調査に

した。

参加した。96年から年99年には、ドイツ・日本

またグッチョウ氏は「自分は京都の宮大工

保存専門委員会メンバーとなった。2004年に

のもとで修業したが、宮大工は芸術家の集団

は、ハイデルベルク大学名誉教授（東南アジ

で、遺跡保存や実際の修復技術に関して、多

ア研究所インド部門）に就任した。2007年に

くの知識を得た」と語った。フォーラムでも「修

は、ハイデルベルク大学先端研究拠点教授に

復には、時間がかかっても、現地の考えを尊

就任、またカトマンズ盆地保存トラスト（ニュー

重し、技術だけでなく、生贄、完成後の入魂の

ヨーク）パタン王宮保存シニア・アドバイザー

儀礼など、現地の伝統、価値観、宗教的な儀

を委嘱。

礼を守ることが必要」と、教えてくれた。

文化・歴史

イツ・ネパール２国間保存プロジェクト・メン

刊行された著書にも、
『カトマンズ盆地に
おけるネワール民族共同体の都市空間と儀

受賞者は現代のフモリスト

式』、
『ネワール民族の町と建物』、
『HOZON

さて、本来諸民族の平和共生を望むのが、

―日本における建造物・都市保存』、
『ベナー

アジアの根本思想。競争原理万能の西洋思潮

レスーワーラーナシーの聖なる景観』など、多

だけでは、世界に未来はない。だがアジア文

くの優れた著作がある。

化の研究は、重要なことはわかっていても、西

グッチョウ氏の建造物修復および保存の考

欧学界の主流になりにくい。筆者は、グッチョ

え方は、単なる技術論にとどまらず、民族の継

ウ氏のように、そういうアジア学に生涯を捧げ

承文化の中で、都市や建造物として、修復や

る研究者を、現代のフモリストだと思う。また、

保存を図る、という点に特色がある。グッチョ

地味な研究者に光を当て、その成果を称える

ウ氏の修復・保存の理論は、複眼的、多元的

「福岡アジア文化賞」は、本当にユニークで

そして学際的である。修復・復元された建造

すばらしい賞である。選考に携わる関係者の

物は、新しく命を与えられ、市民の中で再び息

方々にも、深く敬意を表する。

づいていかなくてはならない。
後日、３氏を囲む「市民フォーラム」が行わ

ドナルド・キーンさん、あなたもきっとそう
思っていらっしゃることでしょう。

れた。
「建築保存修復から空間創造へ」
（ニー
ルズ・グッチョウ氏）、
「韓国文学から見た東ア
ジア文明」
（趙東一氏）、
「民間信仰から見た
アジアの稲作社会」
（アン・チュリアン氏）な
ど、身近で興味ある内容だった。
筆者は、グッチョウ氏の市民フォーラムに参
加した。祝賀会の席での面識があったので、
グッチョウ氏自ら筆者に上機嫌で近寄ってき

芸術・文化賞受賞のニールズ・グッチョウ氏
（右側）と筆者（受賞祝賀会場で）
。

て、いろいろな話をすることができた。まず西

執筆者紹介

日本日独協会からの、受賞に対する祝意を伝

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。

えたら、とても喜んでくれた。あとで九州に初
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日独協会で古事記を学ぶ
小野

洋祐

日独協会で古事記の講演

ときの物語が古事記のなかにある。

2011年11月の例会で「古事記をドイツ語

天上界に最初に現れた神々は独神（ヒトリ

に訳した木下祝夫宮司」と題して、九大名誉

ガミ）つまり男女の別がない中性の神だった

教授、ヴォルフガング・ミヒェル（Wolfgang

が、イザナギノミコト（男神）イザナミノミコト

Michel）博士の講演が行われた。日独文化交

（女神）の代で初めて男女の神が出来る。

流の歴史の中で、香椎宮の宮司・木下祝夫氏

イザナミが言った、
「私の身体はほぼ出来

が日本最古の文学である古事記の翻訳を通じ

上がっていますが、一つだけ欠けているところ

て日独の架け橋となった業績の紹介である。

があります」、イザナギは「私の身体もほぼ出

ところで古事記の物語は元々、天皇は神で

来上がっているが、一つだけ余分なものがあ

あるという皇国史観で、これが戦争に利用さ

る」
「これであなたの欠けている処をふさぎ国

れたことから、戦後古事記はことさら遠ざけら

土を産もう」ということで出来たのが、本州、

れていたが、この機会に改めて勉強し調べて

九州、四国と淡路島、佐渡島、隠岐の島、壱

みた。古事記に関する本は山ほどあり解釈に

岐、対馬の８つの島でこれを大八島（オオヤシ

も諸説があるが、この稿では主に末尾にあげ

マ；大八州と書かれることもある）という。

た一般向け解説書を参考にした。

この記述に関して解説書では、古代人は男
女の交わりを子孫繁栄、社会発展に欠かせな

ドイツと古事記
講演の後のパーティの席でミヒェル氏に、ド

い神聖な儀式と考えていたとあるが、何ものに
も囚われない大らかな表現である。

イツでも古事記に興味があったから翻訳され
たと思うが、ドイツ人は古事記のどんなところ

今年は古事記完成1300年目

に興味をもったのだろうか？と尋ねたところ、

古事記は７世紀末に40代天武天皇によっ

日本とドイツの宗教観の違い、神に対する感

て企画され、８世紀初めの712年43代元明天

覚の違いに興味があった、キリスト教の教えは

皇の代に完成した、今からちょうど1300年前

神聖で人々の生活の規範となっているが、古事

である。古事記は上中下の３巻からなり、上

記の神は人間の姿で活動している、と言われ

巻は天皇家の祖先としての神々の話、中巻は

た。古事記に出て来る神は人間的で、恋をし

初代天皇とされる神武天皇から15代応神天

たり、争ったりのドラマチックな物語である。

皇（弥生時代末期、３世紀末）までの話、そ
して下巻は16代仁徳天皇から33代推古天皇

日本国の誕生
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（飛鳥時代初期、７世紀初め）までの物語で

年配の人なら、軍歌、愛国行進曲「見よ東

ある。神話の部分では、よく知られている天ノ

海の空あけて・・・・希望は躍る大八州（オオ

岩戸、ヤマタノオロチ、因幡の白兎などの話が

ヤシマ）」という歌詞を覚えているであろう。そ

ある、各巻とも短いストーリーの積み重ねで出

の大八州すなわち日本の八つの島が生まれた

来ている。

古事記と並び称される「日本書紀」は古事

文化・歴史

古事記と日本書紀

ティティを形成するほど心に沁みついているの
である。

記から８年後の720年に発刊された。一般に
古事記は物語で日本書紀は歴史書といわれる

古事記と神と日本人

が、必ずしもそうではない、どちらの書も「天

私たちの近くに神社は沢山あって、ほとんど

皇は神様の子孫である」ことを示すことによ

が古事記、日本書紀に出て来る神様や天皇を

り、天皇すなわち大和朝廷による中央集権体

祀っている。

制を正当化することにあるとされる。

稲荷神社（19,800社、宇迦之御魂神

ウカ

形式的に異なるのは文体である。どちらも

ノミタマノカミ；穀物の神）八幡神社（14,800

全て漢字で書かれているが、古事記は日本語

社、15代応神天皇）などはデパートの屋上に

調で送り仮名なども漢字である。これに対し

もある。初詣、合格祈願、安全祈願、七五三な

日本書紀は漢文調で送り仮名などはない、そ

どは、大多数の人にとって人生や生活の節目

のため日本書紀は中国（唐）に向けて日本の

の行事になっている。我々日本人は古事記に

史書として作られたと言われている。

ついて詳しくは知らなくても、心の奥底には古
事記の精神が脈々と生きているのであろう。

物語と歴史
古事記、日本書紀に書かれている話は、神

参考；『地図とあらすじでわかる！古事記と日

話はもとより天皇の存在も古墳時代（大和時

本書紀』坂本勝監修、青春出版社。
『面白い

代）５世紀以前の記述は史実でないとするの

ほどよくわかる古事記』吉田敦彦監修、島崎

が歴史学者の見方である。

晋著、日本文芸社。

もっとも、古事記、日本書紀は史実でないと
言いながら、どこの国にも自分達の先祖はど
のようにして生まれたのか、自分達の国はどう
やって出来たのかの神話や物語がある。

執筆者紹介
小野

洋祐（おの

ようすけ）。

そしてこれらはそこに住む人たちのアイデン
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近代日本文学における「水の女」
森鷗外『うたかたの記』をめぐって
小黒

康正

森鷗外は明治23年１月に『舞姫』、８月に

に向ひても、不思議や、すみれ売のかほばせ霧

『うたかたの記』、翌年１月に『文づかひ』、す

の如く、われと画額との間に立ちて障礙をなし

なわちドイツ三部作を公にしました。これらの

つ」状態に陥り、苦悩を通じて得たイメージを

三作は、日本における「恋愛」小説の嚆矢とし

絵として完成すべくミュンヘンに戻ってきてい

て先駆的な意義を持ちます。明治の知識人た

たのです。

ちは、江戸時代までに見られた男女間の関係
をことさら否定し、新しい男女の在り方を模索

我空想はかの少女をラインの岸の巌根

する際、前近代的な「色恋」から離れ、近代的

に居らせて、手に一張の琴を把らせ、嗚

な「恋愛」に近づいていくのです。坪内逍遙の

咽の声をださせむとおもひ定めにき。下な

『当世書生気質』が示すように、日本におけ

る流にはわれ一葉の舟を泛べて、かなた

る「愛」は、キリスト教や女性解放に基づく新

へむきてもろ手高く挙げ、面にかぎりなく

思潮を背景に、西洋への憧れと一体となって

愛を見せたり。

人々の心を掴みます。そうした中で、江戸時代
以前にもあった「恋」という言葉は、肉体的な

マリイとの再会を果たした巨勢は、未完の画

「色」を捨て、精神的な「愛」と結びついたの

「ロオレライ」の完成を目指します。そうした最

です。鷗外のドイツ三部作は、
「恋愛」の本場

中、マリイに誘われて、巨勢はミュンヘン近郊

における日本人男性とドイツ人女性の関係を

のシュタルンベルク湖へと赴くのでした。再開

描く、先駆的かつ代表的な「恋愛」の変奏曲

の歓喜にひたる湖畔での二人、この場面は日

に他なりません。

本の近代文学における新境地を切り開いたと

中でも『うたかたの記』は、
『舞姫』よりも

言えましょう。しかしながら、バイエルン王ルー

先に書かれたと推測される点で日本における

トヴィヒ二世が「マリイ」の名を呼んで二人に

恋愛小説に先鞭をつけ、同時に、画家の苦悩

近づいて来ます。実は、宮廷画家であったマリ

を扱う点でドイツ文学に頻出する芸術家小説

イの父も、王に見初められた母「マリイ」も、不

を本邦で初めて創作する試みだったと言えま

運の死を遂げ、しかも王自身もかなわぬ恋に

しょう。書き出しはミュンヘンの美術学校向か

狂気に陥っていたのです。王の呼びかけに驚

いにあるカフェ・ミネルヴァ、そこで日本人画工

いたマリイは水中に落ちてはかなく死んでしま

の巨勢とドイツ人モデルのマリイとが再会を果

い、そして同日、王も侍医とともに溺死します。

たします。巨勢は六年前にミュンヘンのカフェ

二日後、巨勢のアトリエを訪れた友人が見たも

にてすみれ売り少女を災難より救って以来、ド

のは、未完の画「ロオレライ」の前で憔悴して

レースデンで引き続き画の修行を積む最中、

跪く巨勢の姿だったのです。

「ヱヌス、レダ、マドンナ、ヘレナ、いづれの図
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『うたかたの記』では、
「恋愛」も「芸術」も

文学

エーミール・クルピンスキー
『ローレライ』
（1899年）

森鷗外

成就しません。その意味で二重の頓挫が描か

ヨーロッパ文学における「水の女」の文学的系

れます。王の思いは「マリイ」に届かず、巨勢は

譜においても実は妥当し、しかもそればかりか

永遠にマリイを失います。マリイの父は宮廷画

極めて斬新と言っても過言ではありません。嗚

家としての役目を果たせず、巨勢は「ロオレラ

咽する「ロオレライ」像は、一方で不遇なマリイ

イ」を描ききれません。
「恋愛」と「芸術」がそ

の悲しみと、他方で若き鷗外が経験した青春

れぞれ二重に挫折する中で、王もマリイも水底

の挫折と結びつきます。とはいえ、ハイネにお

へと沈み込むのです。その意味で日本におけ

いても、その先行者においても、ローレライは

る恋愛小説と芸術家小説の嚆矢はまさに「泡

嗚咽しません。半人半鳥でも半人半魚でもなく

沫」の記でありました。

人間の姿へと変容した「水の女」は、とりわけ

その際、画の主題が「ロオレライ」であるこ

ドイツ・ロマン派の作品群において、
「美しい

とは、注目に値しましょう。ここにも同作品の

姿」と「美しい声」で男たちを水底へと誘いま

先駆性があるのです。ハイネの詩「ローレラ

す。従って、伝統的なローレライ像は視覚的美

イ」が日本で最初に紹介されたのは、明治23

と聴覚的美を行使する誘惑者なのです。これ

年12月でした。従って、
『うたかたの記』が刊

に対して「ロオレライ」は、マリイをモデルとす

行された同年８月の時点では、ドイツ系の「水

ることで「美しい姿」を有しますが、
「美しい

の女」は日本でまだ知られていなかったので

声」で歌う女としては描かれず、そもそもマリイ

す。つまり、
『うたかたの記』は近代日本文学

も歌うことはありません。つまり、既に人間の

における三つの嚆矢、西洋的な「恋愛」
「芸術

姿へと変容している点で近代性を有し、歌わ

家」
「ロオレライ」の交点から立ち上がり、しか

ないという点で現代性を獲得しているのです。

も、成就しない恋愛、挫折する芸術家、嗚咽

このことはアンデルセン『人魚姫』
（1837年）

する「水の女」という三重の頓挫を併せて示

以降の系譜を検討することで初めて明らかに

すいわば「失敗」作に他なりません。

なることですが、ここでは鷗外が示す「水の

但し、鷗外におけるローレライ受容の先駆

女」の先駆性に着眼しながら次のように述べ

性は、近代日本文学史においてのみならず、

ておきます。すなわち、
『うたかたの記』は明ら
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かに模倣の域を超えた優れた「失敗」作に他

の仕方で「恋愛」を書こうとしたとき、彼らの

ならないと。

関心が等しく向けられた対象、それがすなわち

古代ギリシアを出自とする「水の女」は、フ

「水の女」だったのです。

ランスやドイツ、更にはデンマークを経て、大
きな海原に流れ出た後、およそ半世紀を経て

追記

近代日本にまで流れ着きました。しかし、それ

以上は、平成24年４月に九州大学出版会から

は単なる漂着ではありません。同系譜は、近

刊行した小黒康正著『水の女 トポスへの船

代日本文学において、男女の新たな関係を促

路』の一部に加筆修正をした文章です。
「水

したのです。その際に着目すべきは、森鷗外、

の女」に関する詳細は、拙著にてご笑覧くださ

夏目漱石、泉鏡花、谷崎潤一郎であり、それも

い。

それぞれの作家の最初期であり、詰まるとこ
ろ、近代日本における「恋愛」の揺籃期に他
なりません。ここでは鷗外についてのみ触れま
したが、各々が西洋文学を範にして各人各様
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内部の凍結した海を砕く斧 ―フランツ・カフカの文学―
村上

浩明

私たちは何のために本を読むのか？

カフ

作品は読んで幸福な気持ちになるものではな

カ（1883－1924）は20歳のとき友人に宛てた

い。だが初めて読んだときの衝撃は計り知れ

手紙で次のように述べている。

なかった。このような文学があるのかという衝
撃。そして、やりきれなさとモヤモヤとした気持

僕は、およそ自分を咬んだり、刺したりする

ちが、いつまでも癒えることのない傷のように

ような本だけを、読むべきではないかと思っ

私の心に残り続けた。

ている。僕たちの読んでいる本が、頭蓋の

カフカの文学は日常の中に突然非日常的な

てっぺんに拳の一撃を加えて僕たちを目覚

ものを忍ばせながら、その非現実的なものに

ませることがないとしたら、それではなんの

対する理由づけをしない。グレーゴルはなぜ

ために僕たちは本を読むのか？

君の書い

虫に変身したのか―理由は一切語られず、

ているように、僕たちを幸福にするために

謎は謎のまま、空所とされる。作品内で語られ

か？ いやはや、本がなかったら、僕たちは

ない以上、グレーゴルの変身は読者が受け入

かえってそれこそ幸福になるのではないか、

れるべき前提であり、むしろグレーゴルの変

そして僕たちを幸福にするような本は、いざ

身により生じる状況こそが、この物語の核心で

となれば自分で書けるのではないか。
〔中

あるのだろう。徐々に変化してゆく家族の対応

略〕本は、僕たちの内部の凍結した海を砕

（これはいわばもう一つの変身といえる）とグ

く斧でなければならない。
〔1904年１月27

レーゴルの内面をカフカは巧みな筆致で描い

日オスカー・ポラック宛の手紙〕

ている。
だが語られないということは、読者に解釈

私にとってカフカの作品は、自分の「内部の

が許されているということでもある。事実、虫

凍結した海を砕く斧」であり続けている。高校

とは何かをめぐっては多様な解釈がなされて

時代に初めて『変身』を読んだとき、主人公グ

きた。作品冒頭でグレーゴルは仕事の辛さを

レーゴル・ザムザがある朝目覚めると巨大な虫

嘆くが、変身は自分の殻に閉じこもろうとする

に変身していたという突飛な設定に驚くと同

彼の内なる願望の現れ、あるいは孤独を欲す

時に、変身の理由が明かされぬままグレーゴ

る作家としてのカフカの投影であるとする解釈

ルと家族の様子が淡々と描写されることに薄

や、最近では介護文学として『変身』を読む

気味悪さを覚えた。グレーゴルは人間の言葉

解釈もある。つまり、被介護者グレーゴルと介

を理解することはできても発することができな

護者である家族との関係が描かれているとい

い。そのため家族は、彼には自分たちの言葉

う読み方である。このように空所に意味づけ

が分からないのだと思い込む。この一方通行

をすれば、自分自身の問題として読むことも可

のコミュニケーションが様々な誤解を生じさ

能だろう。読者は読書行為を通じて自分自身

せ、グレーゴルは家族から疎まれてゆく。

と向き合うことになる。

なんとも救いのない物語である。カフカの

カフカ自身、書くことは自己と向き合うことで
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あった。彼は執筆活動を生業とするいわゆる

ない、木の幹は大地とかたく結びついてい

職業作家ではなく、労働者災害保険局の職員

るのだから。しかし、見たまえ、それすらも

として働く傍ら執筆を続け、書くことによって自

そう見えるというにすぎない。

己を鋭く観察した。結婚し家庭を築くことにこ
の上ない憧れを抱きながら、文学活動の妨げ

木の幹が実際にはどういう状態であるの

になることを案じ踏み切れないカフカは、三度

か。この作品は前文の否定を重ねるだけで、そ

婚約し、三度とも破棄した。また、実務主義の

れを示さない。常に「見せかけ」の姿として提

父親との確執は、カフカを苦しめるとともに彼

示されるだけである。また、雪の中の木の幹は

の文学の原動力となった。そうしてカフカは自

「ぼくたち」の比喩として描かれている。木の

己の内部の葛藤を文学作品の中でグロテスク

幹のありようは「ぼくたち」、つまり人間存在一

なまでに形象化し、比類ない文学世界を築き

般の不安定なありようを表しているのだろう

上げた。

か。この作品から見えるのは、物事の根底に

作品の中で答えを与えないことは、性急な

あるものを常に問い続けようとする姿勢であ

答えを求めず問い続ける姿勢と繋がるだろう。

る。この姿勢は一面的なものの見方や固定観

その姿勢が彼の作品には垣間見える。たとえ

念を打ち砕く斧となるだろう。カフカ文学はま

ば『木々』と題する小品。短いものなので全文

さに「凍結した海を砕く斧」なのである。

引用する。

（引用は全て、新潮社版『決定版カフカ全
集』に拠る）

なぜならぼくたちは雪のなかの木の幹のよ
うなのだから。それは滑らかに雪の上に載っ

執筆者紹介

ているように見える、ほんの一突きで押し

村上 浩明（むらかみ ひろあき）。
九州大学ドイツ語非常勤講師。

のけることもできるだろう。いや、そうはいか

〒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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『犯行現場』にて
坂本

彩希絵

私は犯行現場に立った―といっても、ド

体的なイメージを得たのである。

ラマの『犯行現場』だが。“Tatort”という刑事

東西ドイツが統一したとき私は８歳。国の

ドラマのシリーズをご存知の方もあると思う。

分断という悲劇に思いを巡らせられる年齢で

1970年に始まってから、舞台を変え、主人公

はなかった。大学でドイツ文学を専攻してから

を変え、連綿と続いている。日本の刑事ドラ

は、分裂当時の話や、統一後もなかなか埋ま

マの舞台がほとんど東京か京都に限られる

らない東西間の溝などについてそれなりに知り

のに対して、この『犯行現場』はこれまでに17

はしたが、やはりイメージの伴わない、知識と

の町からシリーズを送り出している。ミュンヘ

しての知識でしかなかった。このドラマは私に

ン・シリーズではミュンヘン人の、ベルリン・シ

東ドイツについての感情をおぎなったのだ。

リーズではベルリン人の刑事コンビが活躍し、

ロケ地巡りと称して私が訪れた場所の一つ

ひとシリーズに多いものでは40以上の話があ

に、ライプツィヒ見本市（メッセ）の旧会場、い

る。しかもノベライズまで多数出版されるとい

わゆる“Alte Messe Leipzig”がある。町の南

う人気ぶりだ。中でもライプツィヒのシリーズ

東にあるおよそ50ヘクタールの敷地で、10数

（“Tatort Leipzig”）をこよなく愛する私は、

棟のパビリオンがあり、1920年から1991年ま

2010年の暮れについにロケ地巡りを敢行し

で工業系の見本市が開かれていた。現在で

た。

もパビリオンの多くは残っていて、いくつかは
スーパーやスポーツ施設として再利用されて
＊

＊

いるが、その他は廃屋になっている。第26話
“Totenmesse”はここで撮影された。
「レクイエ

何にそれほど心惹かれたのか、はっきりとは

ム（死者のためのミサ）」というタイトルに、見

わからないが、舞台が旧東独だったことが大

本市の“Messe”が掛かっているのが心憎い。

きいように思う。ライプツィヒ・シリーズの第一

ドラマが撮られた2001年には、メッセ一帯が

話は1992年に制作された。東西統一の２年後

まだ本当に打ち捨てられていて、まさにその再

である。画面に映し出される当時の光景は、

開発プロジェクトが事件に深く関わっていた。

資本主義経済の中で育った私にはやはり衝撃

私はこの話が一番気に入っている。旧会場の

的だった。街中の建物はまるで終戦直後のも

廃屋群は独裁制の骸骨だ。その中で若い世代

ののように見えたし、警部の背広はよれよれ、

が膨らませる未来への希望と欲望が悲劇へと

助手のシャツはびろびろ、警部のオフィスには

つながってゆく。

一人用の机以外何もなく、それに助手と向き

例えば映画『グッバイ・レーニン』のような、

合って座っている。日本ではバブル経済が終

「東」に関係する映画が支持される理由とし

結した年に、ライプツィヒでは新体制のもと、

て、失われた時代へのノスタルジーがあるとい

二人の刑事が身一つで事件に向き合う。その

う。いろいろと不自由はあったけれども、競争

様子から私は東ドイツというものについての具

原理がない中での人間関係は穏やかで、皆助
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け合って生きていたのだと。“Tatort Leipzig”

れがライプツィヒを舞台に繰り広げられると、

の二人の刑事の関係に、私は日本人でありな

不思議と愛と信頼に満ちた微笑ましいチーム

がら、同様の懐かしさを覚えた。主任の警部

ワークになるのである。

は50代のベテランで、豊富な経験と人間心理

このドラマの制作陣は旧東独出身の俳優

への洞察に基づいた、常識や組織の論理に

の起用にこだわっていたように思う。主演の

はとらわれない捜査方法で真実に迫り、それ

Peter Sodannは西側での知名度こそ低かっ

を息子のように年の離れたパートナーが機動

たが、東側のメンタリティーを代表する名優

力でアシストする。二人のゆるぎない信頼関

で、一度は連邦大統領の候補に名前があがっ

係は迅速な事件解決へとつながり、人呼んで

たほどの人気であった。違う役柄で三度登場

「検挙率120％」のコンビであるという。ベテ

したKatrin Saß（『グッバイ・レーニン』では

ラン警部は実際かなりわがままで、上層部と

主人公の母親を演じた）も素晴らしかった。

の衝突も絶えないが、それをパートナーが一

Sodannの加齢を理由に、2007年の第45話を

生懸命補佐している。若いパートナー役の俳

最後にシリーズは終了してしまったが、再放送

優がインタビューに答えて、
「この作品では経

を見るたびに、彼らの目に宿る人間的な光に

験豊富な者に『仕える』ということを学んだ。

感動せずにはいられない。

実社会では失われつつある人間関係だけど」

執筆者紹介

と言っていた。確かに、あれほどやりたい放題

坂本 彩希絵（さかもと さきえ）。
長崎外語大学外国語学部国際コミュニ
ケーション学科講師。

で、時にサボタージュに走る上司などは現代の
西側の社会では許されるものではないが、そ

•
•
•

"#$
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ドイツ直送便り
ドイツ在住のおふたりにお願いして、日本でも人気の高いオクトーバーフェストとサッカーの
現地事情を知らせてもらいました。

オクトーバーフェスト雑感 ―最近の世相とともに―
吉岡

綾子

ミュンヒェン在住の主婦です。ビールの町と

本人会もとうとう予約券を手中にできずにい

して世界的に有名なミュンヒェンですが、本

ました。予約なしでテントに入れるのは平日の

場のビールはやはりとても美味しいです。その

午前中位のものです。それでも数年前までは

味をここで言葉を尽くして語るのは読者の皆

写真を撮るためだけでも中に入っていけたの

さんの垂涎を誘うだけで虚しいことと思いま

ですが「酸素不足解消のため」テントの入り口

す。是非当地においでください。え？それはい

には警備員が立っていて、ただの見物客を足

じわる？そうですよね。中洲に飲みに出かける

止めしています。これらの仕組みを事前調査

気安さで行ける距離ではありませんね。でも

せずに観光に来た人々は「ビール祭りに来て

大丈夫。なんと福岡でもオクトーバーフェスト

ビールを飲めないなんて・・」と途方にくれる

が始まったのですよね。冷泉公園のパウラー

羽目にあいます。さらに問題はお値段！１年間

ナービールはミュンヒェンの６大メーカーのひ

の観光収入の目玉となるこの催し物にミュン

とつで良質の味です。この場を借りて福岡オク

ヒェン市は様々な名目をつけて毎年値上げを

トーバーフェストの盛会を心からお祝い申し上

図ってきます。１リットル９ユーロ40セント（＝

げます。

約1,000円）というお値段は日本の人にはお得
にみえるかもしれませんが、ビール王国のドイ

オクトーバーフェストに関して意外な事実を

ツでは、これはとんでもない暴利にしか映りま

ひとつお教えしましょう。実はわれわれミュン

せん。オクトーバーフェスト会場隣のレストラ

ヒェン市民はオクトーバーフェスト会場では滅

ンなら全く同じ代物が６ユーロ30セント（＝約

多なことではビールを飲まないのです。42ヘク

700円）なのですから・・・。かくして地元ミュ

タール（東京ドーム約９個分）にわたる会場で

ンヒェンっ子は皆、オクトーバーフェストには

はどこを見渡してもビールは売っていません。

揃って民族衣装を着て遊園地で遊んで、そし

ワインやゼクト（ドイツのシャンパン）、ノンア

て帰りには会場の外でビールに舌鼓を打つの

ルコール飲料は冷・温共に手に入ります。営

です。

業上の規制かあるいは風紀上の問題かビー
ルは６大会社の各テント内でしか供されませ

この民族衣装も実は「流行りもの」で、私

ん。
「座って」
「ジョッキで」飲むのがオクトー

が初めてミュンヒェンで暮らし始めた199 0

バーフェストのビールということに相なります。

年代には、会場でこれを着ている人はまず会

しかも世界中からツアー客がこぞって押し寄

場の女給さんとボーイさんしかいませんでし

せ、会社の接待客のために企業は前売りの団

た。2000年以後のことだと思います。民族衣

体券を買い占めます。昨年はミュンヒェン日

装のルネッサンスが起こった（というか明らか
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ドイツの小学校は「落第」があったり５年生以
降の進路が内申で決定するなど実は意外に
ハードな一面を持っています。そして、その公
式の（内申の成績を決定する）テストの第１弾
のテーマが生活科ではこのオクトーバーフェス
トなので（主に親は）気が気ではありません。
「流行り」の民族衣装ディルンドル

でも皆、1810年バイエルン王太子ルートヴィッ
ヒとテレーゼ妃の結婚の儀やバヴァリアの像

に衣料品会社が仕組んだ、というか・・）の

など、実によくきちんと覚えています。試しに

は・・・。猫も杓子もアメリカ人も日本人もディ

皆さん、もし、ミュンヒェンへお出かけのことが

ルンドルというアルプス風の衣装を着てお祭り

ありましたら是非、そこら辺の小学生（８歳以

に行くのが粋だというモードになっていきまし

上）をつかまえてオクトーバーフェストの歴史

た。現代は文化や風潮の大半が経済活動のう

や背景についていろいろ尋ねてみてください。

ねりや目に見えぬ企みによって動かされてる世

彼らの博識ぶりにきっと嬉しい驚きで満たさ

相ですが、こんなところにもファッション界の

れることと思います。実は最近あまりにも商業

入り込む余地があったものだと変に感心して

的になり過ぎて食傷気味のオクトーバーフェス

しまったりしています。博多んおごじょの私か

トなのですが、子供たちのこの風景だけはい

ら見ると「梨も柿も」放生夜に浴衣姿で練り歩

つ見てもほほえましく、
「ふるさとの伝統を学

く博多っ子の姿をあたりまえと思う心もあり、

べ、若人よ。」とおせっかいなエールを心の中

なんだか複雑です。

でおくったりしています。

さて、一夜明けて朝の会場はどんな風景な

現地の目で見たオクトーバーフェストあれ

のでしょう？ビール祭りなのですから夜の喧騒

これですが「現在進行形」で変転しつつある

が本番なのですが、午前中の白々とした寂し

姿を垣間見ていただけたかと思います。では、

さに連日の「祭りの後」の気が立ち込めてい

ミュンヒェンで（または冷泉公園で）お会いし

ます。その中をにょきにょきと列をなして歩くち

ましょう。

びっこたちの姿があります。知る人ぞ知る隠れ
た「名物」がこれ。人気の無いこの時間帯は
小学校の「社会科見学」の時間で近郊の小学
生（主に３年生）がプリントやらノートやらを
持ってうろうろしています。私の二人の息子た
ちもそれぞれ（別々の小学校に通ったのです
が）小学３年生のときこの行事がありました。
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フライブルクサッカー観戦
小田

郁子

ドイツのサッカー１部リーグ、ブンデスリー

＝約1,100円）がよかったのだが、残っている

ガのシーズンは８月に始まり翌年５月に終わ

のは座席のみ。見通しの悪い席ということで

る。途中クリスマス休暇を挟むが、冬にマイナ

「Sichtbehinderung」というスタンプが押さ

ス十何度、芝も凍る中でも当たり前のように試

れ、運良く通常の半額、16ユーロ（＝約1,760

合が行われている。この原稿の依頼をいただ

円）で購入できた。購入の際に、見通しの悪

いたのは、ちょうどクリスマス休暇中。今年は

いことは了承済みですというサインまで求めら

ヨーロッパ中が未曾有の寒波に襲われ、観戦

れた。訴えた人がいたのだろうか。初めて手に

は春まで先延ばしにしていた。そしてようやく

したチケットをよく読んでみると、裏には公共

小春日和の３月24日、サッカーは好きだが、と

交通機関の往復券の役割も果たすとの記載

りたてて詳しく通じているわけではない、
「に

がある。気が利いている。というのも、スタジ

わかファン」の私が、フライブルク在住７年目

アム観戦の一番の心配事が安全面だったから

にして、ようやく地元のサッカーチーム、SC

だ。あいにく誰も都合もつかず、一人で乗り込

Freiburgの本拠地、MAGE SOLAR Stadion

まねばならない。できるだけ身軽に越したこと

（旧Badenova－Stadion）に足を踏み入れ

は無い。

た。

観戦チケット。見通しの悪い席なので半額。

スタジアム観戦初心者が、まずつまづくの
は、チケット購入である。試合は毎週末行わ

トラムの臨時便

れているが、ホームとアウェーで交互に戦うの
で、フライブルクから動かない限り、２週間に

試合のある土曜日のトラムは、込みに込みま

１回しかチャンスが無い。チケットはインター

くる。この時だけは、フライブルクが人口22万

ネット、取扱店、そしてスタジアムで購入できる

人程度の小さな街だということを忘れそうだ。

が、私が思い立ったときには時すでに遅し、イ

試合の始まる数時間前からすでに臨時便が

ンターネット、取扱店では売り切れであった。

何便も運行している。熱心なサポーター達は

スタジアムには残っている可能性があると聞

遠路はるばる観戦しに来るし、試合の何時間

き、行ってみると、かろうじて何枚か残ってい

も前から、スタジアムの前で酒盛りを始める。

た。本当は学割のある立ち見（学割10ユーロ

もちろん来る途中にも呑んでいるのだから、ト
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ラムの中は熱気とビールとたばこの臭いで充

の結果を受けて、順位を一気に２つ上げて、

満していて、それは不快である。最寄の駅で

18チーム中14位となった。

降りると、スタジアムに通じる道端には屋台が

試合終了５分前には、場内実況がカイザー

出て、グッズの販売をしている。アウェーに乗
り込んでくる対戦相手のサポーター集団は、
この道で歌とともに大行進をして見せたりもす
る。今回の対戦相手はFC Kaiserslautern。こ
の時点でリーグ最下位だったせいか、サポー
ターも何だかおとなしい。フライブルクにとって
は勝つしかない試合。前回のバイエルンミュン
ヘン戦で０対０で引き分けて、２部リーグ降
格圏から１歩抜け出したばかりなのだ。
試合終了直後。歓喜するサポーター。

スラウテルンのサポーターに向けて、最寄の
ドイツ鉄道駅から臨時電車の時刻案内をす
る。鉄 道まで臨時 便が出ていたとは知らな
かった。確かにこのスタジアムの収容人数が
２万５千人なので、今回のように満席の場合は
人口の１割が大移動することになる。たかが
サッカー、されどサッカー。SC Freiburgが客
会場入り口で並ぶ人々。男性が圧倒的に多い。
ちなみにトイレ
の列もこれと同様。女性用トイレにはほとんど列ができない。

の呼べる１部リーグに残留するかどうか、街に
とっても実は大きな影響力を及ぼすのだ。

スタジアムの私の席は思ったよりもいい席
だった。見えにくいといっても、右手下での
コーナーキックが少々身を乗り出さないと見え
ないというぐらい。ピッチにも近く、これがビギ
ナーズラックというものなのだろう。ところで、
一番驚いたのは、テレビで見るより、ピッチが
案外小さいということだ。選手たち一人一人が
大きいせいだろうか。あっという間に敵陣に攻
めあがってしまう。フライブルクの立ち上がり
は好調で、開始10分足らずでゴール、その後
立て続けに追加点となり、会場は一気に盛り

会場で配られたハリセン。毎回これを集めるとシーズン終わ
りに何か当たるらしい。「環境のことを考えましょう、私を簡
単に捨てないで」と、ソーラー企業らしいコメントも。

上がる。隣に座っていた強面の男性までも顔
を緩めて、いいゴールだったと話しかけてくる。
その後、後半は追加点は無かったものの、終
始フライブルクが試合を支配し、危なげなく終
了した。フライブルクは、この勝利と他の試合
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福岡教育大学卒業生。現在フライブル
ク大学マギスター課程在学中。美術史、
中国学専攻。

ドイツ留学・語学研修

ドイツ留学・語学研修

交換留学で学んだこと
石藏

友理

私は国際ロータリー青少年交換派遣学生と

アやエクアドル、イラクなど沢山の国々から来

して2010年７月から2011年７月までの一年間

た人達と、文化や生活習慣の違いを共有する

ドイツ北部ニーダーザクセン州にある人口16

ことができ有意義な時間を過ごすことが出来

万人の町「オルテンブルク」に留学しました。

ました。その他に現地のロータリークラブのド

“ブレーメンの音楽隊”で有名なあのブレーメン

イツ語教室にも週２回通いました。留学の始

から列車で30分程の距離です。そこで３軒の

まった夏から初冬にかけての４ヶ月は本当に

ホストファミリーにお世話になり、現地のギム

辛かったですが１年後、日本に帰る頃には授

ナジウム（大学進学のための高校）に通いまし

業や会話の内容、新聞までほぼ理解できるよ

た。

うになりました。いざ母国語を使えない厳しい

ドイツ語圏に留学する私にとって一からド

環境に身をおくことで、こんなにも短期間に語

イツ語を習得することはとても大きな課題で

学を身に付けられるということに自分でも驚き

したし、英語ですら満足に会話することが

ました。

できなかったことはとても大きなストレスでし

まずドイツの学校に通い始めて、日本との

た。言葉の解らない私は、第一ホストファミ

違いに驚く事が沢山ありました。日本では海

リーの計らいで社会人のためのドイツ語学校

外から通常日本に来た留学生には学校での

（Volkshochschule）に２か月間毎日通うこと

授業は必須ではないなどの優遇があるのに

になりました。そこではドイツに滞在している

対し、ドイツの学校では普通の生徒同様にす

人たちと一緒に勉強することができました。ド

べての授業を受けなければならない。それば

イツ語学校ではスペインやメキシコ、アルメニ

かりか、私が留学生であるという紹介すら行

出発前両親と福岡空港にて

第3ホストファミリーとお好み焼きを食べているところ
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われず、すべてにおいて自分からの積極性が

のニュルンベルク、ミュンヒェン、フュッセンま

不可欠でした。また、日本であればスカートの

で車で連れていっていただきました。ノイシュ

丈や所持品まで細かい校則があるのに対し、

ヴァンシュタイン城では山々の中にそびえ立つ

ドイツでは制服も無ければ、髪の毛を染めた

城の荘厳な風景をたっぷり満喫しました。ま

り、お化粧をしたりすることも許可されていま

たテーブルいっぱいのビールジョッキを囲みな

した。そして何より、試験４割、授業の発表が

がら陽気に歌い踊るドイツ人の姿も見られまし

６割という比重で成績がきまるということが決

た。北部では見られない人々の光景を目の当

定的な違いでした。たとえば、歴史の授業で

たりにし、とても新鮮な気持ちになったのを覚

あれば、４～５人のグループごとに映像を制作

えています。

して調べたことを発表したり、日本で震災が

留学して８か月を迎えた３月末、父が来独

起こった際には授業の一環として原発問題の

してくれました。私が父と一緒にオルテンブル

ディスカッションにも取り組んだりしました。

クのロータリークラブのミーティングに出席し

日本では放課後にある部活動も、ドイツに

た際には、クラブの方々に東日本大震災で被

はありません。そのため生徒の多くは地域の

災された方々への慰めや励ましの言葉をたく

体育館で行われるスポーツ教室に通っていま

さん頂くと同時に、ドイツの皆さんの温かな心

す。私は週２回バレーボールに通っていまし

に触れることができました。その後同じく日本

た。また、教会で行われる合唱団に参加させ

のロータリークラブからビーレフェルト大学に

てもらったり、オルガンと笛とでトリオを演奏し

留学中だった、九州大学大学院の水守亜季

たりもしました。地域の方々との活動を通じて

さん（年報第35号に「ドイツ便り」を執筆）に

幅広い年齢層の方々と関わりあうことができ、

お会いすることができました。緑豊かな町オス

思い出深いものとなりました。

ナブリュックの教会を父とともに３人で訪れな

そしてドイツの魅力の一つは、クリスマスや
イースターの季節に２～３週間の長い休暇が

がら、ドイツでの生活についてアドバイスを頂
き、とても勉強になりました。

あることです。２軒目のホストファミリーには、

春が近いドイツでは、時折薄紅色に色づい

イースター復活祭の休暇を利用して南ドイツ

た桜を目にすることが出来ました。ヨーロッパ

オルテンブルクの町並み
水守亜季さんとオスナブリュックにて
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かして、国際社会の一員としての自覚のもとに

に溶け込む、日本の春の風物詩に、ほっとし

これから様々なことに挑戦していきたいです。

たのを思い出します。滞在中、日本の事を恋し

去年３月には、震災や津波により多くの命

くなった時もありました。そんな時ホストファミ

が犠牲になった東日本大震災が起こりまし

リーはドイツ料理に腕をふるってくださいまし

た。物資が無く、ライフラインさえも途絶えて

た。私も日本食として、お寿司やお好み焼きを

いる中で互いに助け合いながら生活する東北

ふるまうことが出来て、日本の食文化を紹介

の人々の姿は世界に感動を与えました。最後

する機会にも恵まれました。

に、ご家族や友人を失った悲しみに沈む人々

一年間の留学を終えて、私の世界観は大き

に、一刻も早く明るい未来が訪れるように祈り

く変わりました。それは、留学で過ごした時間

をもって交換留学の報告を終わらせていただ

が楽しい事ばかりでなく、つらく苦しい事が

きます。
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の一神教が生み出す独特の張りつめた空間

多かったからかもしれません。たとえば、言葉
の通じない中でちょっとした捉え方が大きな
問題を生じさせた時、文化や習慣の違いに戸
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惑った時にこそ私を成長させてくれる大切な

石藏 友理（いしくら ゆり）。
福岡雙葉高等学校２年生。

ものがあったのだと思います。特に、奥ゆかし
さや曖昧さを美徳とする日本人の一人として、
明確な主張や考えを示す事を重んじる文化の
中で、生活することの困難はとても多かったで
す。私は帰国直後から、身に付けたドイツ語を
さらに深く学びたいと思い、日独協会の「ドイ
ツ語講座」に通っています。年齢に関係なく、
習熟度別のクラスでマーティン講師を囲みな
がら和気藹々とレッスンを受けています。私は
この交換留学で得た新しい世界観や視点をい

晴れた日にお客さんで賑わう南ドイツの街で

第2ホストファミリーと一緒に
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ミュンヒェンの語学学校から
森

祐美子

もっとたくさんのドイツ語を見たり聞いたりし
たい、この言葉を話す国の人たちに会ってみ
たいと思うようになりました。そんな中、ドイツ
語の授業で紹介されたのが「ドイツ語とドイツ
文化のための研修旅行」でした。学生時代の
私は本当に臆病で、留学してみたいと思っても
憧れるだけでそれを実行に移す勇気のないタ
イプでした。しかしこの研修旅行は１ヶ月とい
う短期間で先生方の引率もあるということも
あり、やっと初めて海外に出てみようという決
心をすることができました。研修旅行でドイツ

新市庁舎。天気が良い日は素晴らしいです。

に行った時の自分は、ほかの人に比べると活

私は今、半年間の予定でミュンヒェンの語

動的ではなかったかもしれません。今考えると

学学校に通っています。ドイツの生活にもよう

かなりもったいないことをしたと感じるのです

やく慣れ、軌道にのりはじめました。今回、私

が、とても良いホストファミリーと出会えたし、

のドイツ行きの経緯と現在の様子を報告いた

一人で旅をすることもでき、当時の自分として

します。

はとても多くの経験をしたと思っています。

ドイツ語との出会いは大学１年生の時でし

大学卒業後は一般企業に一般事務として

た。学部は心理学関連だったのですがドイツ

就職しました。ホストファミリーとの手紙のやり

語を選択した理由は簡単で、先輩から「心理

とりが続いていたのでたまに読んだり書いたり

学をやるならドイツ語を選択しておいたほうが

はしていたとはいえ、ドイツ語とはほぼ無縁の

いいよ」と聞いていたからです。それだけの理

生活を送ることとなりました。しかし、いつかま

由でドイツ語を選択しましたが、元々外国の

たドイツに行ってみたいという気持ちがなくな

文化や言葉にはなんとなく興味があったため、

ることはなく、むしろある一定期間滞在してみ

新市庁舎展望台からの眺め
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スペイン系の人が多いです。偏りはあるもの
のさまざまな国の人たちと一緒に勉強するの
で、カルチャーショックを受けることもしばし
ば。一番驚いたのは、生徒たちの質問の仕方
です。先生が説明をしている途中であっても、
他の人が質問している途中であっても質問を
します。とにかく授業への参加の仕方が積極
的で、日本ではなかなかない雰囲気で授業が
進んでいきます。そのように積極的なのは良
聖母教会。残念ながら一部工事中ですが．
．
．

たいと思うようになりました。いろいろ考えた
末、独身である今ならまだ自由な時間がある
ので今しかない、と思い、半年間の予定でドイ
ツに語学留学をすることにしたのです。
学校はDeutschkurs bei der Universität
Münchenというところに決め、準備を始めまし
た。最も苦労したのが住居探しです。語学学
校では学生寮を提供してくれる場合もありま
すが、この学校には学生寮というものがなく、
自分で住居を探す必要がありました。WG※を
探すインターネットサイトなどでいろいろな方
と連絡を取ってみたのですがなかなか良い返

いと思うのですが、話を遮ってまで質問する
のはちょっとどうかな…と私は感じてしまいま
す。
また学校は午前か午後のどちらかだけです
が、宿題がけっこう多いです。また１日に最低
２時間は自宅でも勉強をするように言われて
いて、私はそうでもないですが人によっては勉
強が大変だと感じるかもしれません。
そのほか語学学校でのことですが、初めの
うちは先生の話していることがまったく聞き取
れず、もちろん理解できず、本当に大変な日々
を過ごしました。まず文法用語がさっぱりわか
らないので、先生の説明が何の話をしている
のかさえわからないような状況でした。しかし

事を得られず、３月１日出発にも関わらず２月
20日になってやっと滞在先が決まったような
状況でした。やっと決まった滞在先はカップル
のお宅です。インターネット環境も整っている
し、家の中の共用部分を本当に自由に使わせ
てもらえているので、かなり良い滞在先を見つ
けたと思っています。学校までは地下鉄を使っ
て通っています。地下鉄で20分ほどかかりま
すが、家と駅、学校と駅が近くにあり乗り継ぎ
なしで行けるので便利です。
実際の語学学校での様子ですが、日本人
は少なめで、その代わりに中国系やアラブ系、

※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。

ホームステイ先のママからもらったイースターの贈り物
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半月ほどするとだんだん話の内容がわかるよ

すが、それはそれでとても楽しいし、なんとか

うになり、すべては聞き取れないもののなんと

してドイツ語で自分の考えを伝えようとするの

か先生の説明内容がわかるようになりました。

で、いい訓練になっています。

また生徒どうしのおしゃべりでは、母語が同じ

私はドイツに滞在してみたいと思ってから

人たちは母語で話をしていたり、英語が堪能

実際に実行に移すまでにかなり時間がかかり

な人たちは英語で話をしていたりしますが、大

ました。でも実行に移した今、やってみれば意

半はドイツ語で会話をしています。そうは言っ

外となんとかなるものだと感じています。もし

てもまだそれほどドイツ語が堪能ではない者

今、ドイツで語学学校に通ってみようかどうか

どうしで話をしているので、かなり不思議なド

迷っている人がいるのであれば、迷っていない

イツ語で会話をしていることになると思うので

でぜひ一歩を踏み出してみてください。
執筆者紹介
森 祐美子（もり ゆみこ）。
九州大学教育学部卒業生。

研修旅行でお世話になったホストファミリー宅で
イースター休暇を過ごしました
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4月

大震災チャリティ講演会
― 若い感性が捉えた“ドイツの今” ―
高柳

英子

４月例会は、いつもよりずっと豪華な雰囲

月22～2 4日にド

気の会場で、普段の例会の倍近い83名もの参

クター・学生13名

加で催された。それというのも本来はこの日、

で「ドイツ国際平

「ドイツからの旅行団歓迎会」が賑々しく行

和村」を訪問しま

なわれる予定であったのに、震災の影響でツ

した。平和村の子

アーが急遽中止になったからである。旅行団

どもたちは、単身

を歓迎しようと、事務局、会員、協力者らが、

でドイツに渡り、

何ヶ月もかけて準備してきた努力は、残念なが

怪我や病気の治

ら次回に持ち越しという形になった。

療を受け母国に
帰ります。子ども

学生を中心とした募金活動

代わりに『大震災チャリティ』と銘打った講

たちが罹患している病気の１つに骨髄炎と

演会に切り替えられ、会は、まず東日本大震

いう病気があり、虫歯が原因で感染するこ

災の犠牲者への全員の黙祷で始まった。継い

とも多く、死にいたることもあります。そのた

でドイツ国際平和村での歯科奉仕活動に参

め、子どもたちに歯みがきの習慣を身につ

加した学生二人と、ドイツ文化研修旅行にで

けてもらうことと、歯科検診での緊急治療

かけたホルスト先生と学生が以下のような報

が必要な子どもの早期発見を目標に活動し

告を行なった。

てきました。検診では例年を上回る数の子
どもの検診ができ、また１人の検診にかけ

ふりーでんす福岡

る時間が昨年よりも長くなったので、ゆっく

王穎（九州大学歯学部５年生）、

り歯みがき指導や歯科検診ができました。

さき

上加世田泰久（九州大学歯学部５年生）
私ども「ふりーでんす福岡」は、2011年３

国際平和村での歯科検診

ドイツに向けて出発したのは、東北大震
災の３日後３月14日でした。ドイツでは大

原発反対デモ
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震災のトピックでもちきりで、ミュンヘンで
目にした原発反対の大規模デモでは若者
の社会問題に対する関心の強さに驚きまし
た。また、街中で私たちが日本から来たと
分かると初対面にもかかわらず心配してくだ
さったり、支援を申し出てくださる方もいま
した。地震や原発に対する見解を聞かれる
ことも多く、募金活動もさかんに行われてい
ました。今回のドイツ滞在では、日本国内で

小学校訪問

はなくドイツという別の視点から、様々な葛
藤とともに東北大震災について考えること
ができ、またドイツ人の心の温かさに触れる
ことができた滞在でした。
ドイツ研修旅行
鳥飼たか子（福岡教育大学４年生）
３月11日、日本では東日本大震災が発生
し、私たちは大きな不安を抱えたままホーム
ステイ地アメラングAmerangに入りました。

幼稚園で折り紙遊び

そんな私たちにアメラングの人みんなが優し

の小学校と幼稚園への訪問です。同世代の

く接してくれました。会う人会う人が「あな

ドイツ人学生が何を学び、どんなことを考え

たの家族や友達は大丈夫？」と声をかけて

ているかは興味深く、日本とは異なる教育

くれ、TVや新聞などで少しでも情報を得ら

制度や授業を体験できたことは貴重な経験

れるよう気にかけてくれていました。不安は

でした。また、幼稚園の子どもたちはとても

ありましたが、人々の心遣いが本当に嬉し

可愛かったです。

かったです。

ホームステイ後半の金曜日には「日本の

たくさんのプログラムの中で特に私の印

夕べJapanischer Abend」が開催され、ア

象に残っているのは、修道院に併設されて

メラング中の人と交流をすることができまし

いる大学での学生との交流と、アメラングで

た。アメラングの人々による歌やダンス・楽
曲の演奏があり、私たちも前々から準備し
ていた日本の文化の紹介・歌・ダンスを発
表しました。この催しにはホストファミリーだ
けでなく村中の人が集まってくださり、研修
旅行とアメラングとの交流の歴史・深さを感
じた時でもありました。
ホームステイ中、わたしはホストファミ
リーからいろいろなドイツの遊びを教えても
らい、毎日のように家族の団欒の中で遊ん

ホームステイ地アメラング
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会話で使うドイツ語は難しさも速度も全く
違っていて、最初は戸惑ってばかりでした。
しかし、時間が経つに連れて段々聞き取れ
るようになり、会話も弾むようになりました。
１週間程度のホームステイは、本当にあっ
という間です。自分の勉強不足を呪うことも
ありましたが、私にとってこのホームステイ
の経験は、もっと勉強してまたホストファミ
リーに会いに行こうというエネルギーになっ
ています。

「ふりーでんす福岡」
（左から）
上加世田さん、久保先生、王さん

いる広島、長崎の被爆国である日本、不安を
研修旅行の学生たちが例年味わう、こう

あおる扇情的な記事で読者を得ようとするド

した有意義な楽しい体験と並んで、彼らは今

イツと、被災者を思いやり少しでも希望を抱か

回、東日本大震災中にドイツに滞在するという

せる記事を載せようとする日本、多角的に事

稀有の体験をしてきた。そのため、日本人がこ

実を検証しようとするドイツと、政府発表のみ

の災害で取っている態度と、ドイツ人が受け止

を無批判に掲載する日本、などといった差か

めた印象との、奇妙なギャップを、文字通り肌

らきているようで、興味深い講演となった。

身で感じたようだ。街角でにわかインタビュー
を試みたり、発売された雑誌の日本特集を比
較したりして、日独の温度差を掴もうと努力す
る彼らの若い感性に直接触れることができた
のは、嬉しい限りだ。

「ドイツ語とドイツ文化のための研修旅行」ホルスト先生と
鳥飼さん

原発事故を報じたドイツの雑誌

引率したホルスト先生が映 像を交えなが

なお例会でのチャリティには45,266円の義
援金が集まり、日独協会連合会を通じて被災
地に送られた。

ら、その分析を解説してくださった。要約すれ
ば、その差は、地面が揺れ動くことなど到底理
解できないドイツと、多少の地震なら誰しも経
験済みの日本、感情をストレートに表現し、即
行動に移すドイツと、世間体を気にして感情を

執筆者紹介
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。

押さえ込む日本、チェルノブイリ事故の直接体
験がまだ生々しいしドイツと、風化しかかって
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5月

男の手料理とワインを楽しむ会
加島

清士

日独交流150周年記念行事の第３弾ドイツ
食文化を楽しむ催しとして５月８日に「男の手
料理とワインを楽しむ会」が、千鳥屋呉服町本
店で開催されました。
４月の初めころでしたか、事務局から届いた
この催し物の案内に「ホルスト先生がドイツの
家庭料理の味を手作りで披露し、
マスターソム
リエの森田氏がドイツワインの美味しい味わ
い方を伝授します」それも開催日が日曜日と書
かれているのを見て、これは是非行かなくては

根本会長の挨拶

と思い、早くから申込んで参加させて頂きま

ら開始ということでしたが、少し早目に着いた

した。私は土曜日は毎週仕事があり、残念な
がら例会にはほとんど出席できずにいるので
すが、今回はたまたま日曜日ということでラッ
キーでした。
５月８日の当日は天気も良く、少し歩いたら
汗ばむ何とも心地よい初夏の陽気で、正に飲
み会にはぴったりの日でした。千鳥屋の呉服
町本店は、外から見かけたことは何回かありま
したが、中に入ったのは今回が初めて。５時か

ので中に入りうろうろしていたら厨房らしきと
ころでは福岡女子大学のホルスト先生と何人
かの女性が慌ただしく料理作りに奮闘してい
る姿が見えました。それを見て、どんなドイツ
料理が出てくるのか期待を膨らませながら会
場の奥の部屋へ入りました。
部屋に入ってみるとそこは、ドイツの田舎
のK neipe（居酒屋）を思わせるような雰囲
気の部屋で、所狭しとテーブルとイスが置か
れ、入った順に奥から座って、一緒のテーブ
ルに座った人たちとはおのずと会話が弾むと
いう仕掛け。事務局の気配りで参加者全員、
名前と職業が書かれた名札を胸に付けてい
るので同席した人たちに声をかけやすく、ど
こもいつとなく楽しそうな会話が始まっていま
した。気が付いたら部屋はその日の参加者で
いっぱいになっており、同じテーブルに座った
方たちと話が弾む中、根本会長のあいさつで
「男の手料理とワインを楽しむ会」がスター
トしました。

ハックブラーテンの生地をこねるシェフ・ホ
ルスト先生
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まずはテイスティングワインとして２種類のワ
インが開けられ、テーブルごとにワインが配ら

西日本日独協会の行事

会場の様子：ワインの説明に傾聴している皆さん

れ、コップにワインが注がれていきました。

ワインとは異なり「Bocksbeutel」と呼ばれる丸

マスターソムリエの森田氏から一番目のワイ

く平べったい特異な形状で、すぐフランケンワ

ンはモーゼルのヴィッラ・ローゼン、そして二番

インと分かります。なみに、ボックスボイテルと

目のワインはフランケン醸造組合ヴァインガレ

は、直訳すると「山羊の陰嚢」となります。昔は

リー・グラウアーブルグンダーと紹介がありまし

ワインを陰嚢に詰めていたからこんな名前が

た。ヴィラローゼンとは、
「世界の白ワイン生産

付いた、と聞いたことがありますが、人に聞い

者」のトップ５位入賞を果たしたDr．エルンス

た話なので真意のほどは分かりません。

ト・ローゼン氏のワイナリーのリースリングワイ

森田氏のワインに関するうんちくを聞きなが

ン。きれのよい酸味と程よい甘味が抜群のバラ

らワインを飲むと、不思議とワインが一段と美

ンスでどんな食事にも合うワインとのこと。

味しく感じ、それぞれのワインの特徴とその味

ドイツワインと言ったらリースリング種で、何
とも香りが良く、ドイツにいたころはよく飲みま

わい方を知って飲むことの楽しさを教えて頂き
ました。

した。ですから、リースリングワインの香りを嗅

森田氏のお話の中で、コルクの話が記憶に

ぐと若きしころのドイツでの思い出が次々と頭

残ったのでここに記しておきます。皆さんの中

の中に甦ってくるのです。匂いと記憶とはなん

にも、ドイツのワインと聞いたら、開ける時は

とも不思議な関係があるようです。

コルクを抜くのが常識、と思われてる方が多

グラウアーブルグンダー種は、フランスでピ

いかと思いますが、最近コルクからスクリュー

ノ・グリ種と呼ばれているもので、シュペート

キャップに変わりつつあるとのこと。私も、ス

ブルグンダー種の突然変異種で、香りも他種

クリューキャップのワインは安物、というイメー

に比べ強く、酸と甘さとの調和に優れ、濃い

ジを持っていましたが、森田氏の説明では、

黄金色、独特のスパイシーな芳香を持ち、コ

「ブショネ」、つまりコルク臭（ドイツ語では

クと風味豊かなボリュームのあるワインとのこ

Korkengeruch）で台無しになるワインが増え

と。ご存知の方は多いと思いますが、フランケ

ており、最近その割合も５％と高くなっている

ン地方のワインのボトルは、ラインやモーゼル

ため、高級なワインもスクリューキャップに変
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わりつつある、とのことでした。確かにコルク
臭はワインの質を劣化させてしまい、その損失
は重大で、合理的な解決策としてスクリュー
キャップやプラスティック栓に変えざるを得な
くなってきているのは理解できますが、やはり
味気なく感じるのは私だけでしょうか。このお
話を聞いたとき、ドイツで瓶からのラッパ飲み
で覚えたビールが缶ビールに変わり始めた頃、
缶ビールに何ともなじめなかった時のことを思
い出してしまいました。
３番目のワインは、ラインガウ・シュペートブ
ルグンダー、というチェリーのようなフレッシュ

でした。クーヘン（ケーキ）と名前がついてま

な香りが口の中に広がる赤ワイン。ドイツの赤

すが、炒めた玉ねぎとベーコンがたっぷりのっ

ワインというのは珍しいのですが、寒冷地でこ

たキッシュのような塩気味のトルテです。まさ

れほどの味わいを出すには、よほどの情熱と高

かツヴィーベルクーヘンが食べられると思って

い技術がないと出来ない、と聞くとこのワイン

いなかったので、出てきた時は感激しました。

が貴重なワインに見えてくるから不思議です。

南ドイツでは、秋の風物詩として９月ごろから

３種類のワインのテイスティングで身も心

発酵途中のワイン、フェーダーヴァイサーとツ

も温かくなり、お腹がグーグー音を出し始め

ヴィーベルクーヘンが居酒屋やカフェーで食べ

たころ、いよいよホルスト先生の手料理が登

られます。これも何とも懐かしい一品でした。

場です。
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ツヴィーベルクーヘンが焼きあがったところ。
アシスタントの重竹さん

皆さんいい気分になったところで、岡嶋副

最初は、懐かしいフレーデルズッペ（牛肉と

会長と瀬戸氏がドイツ語で荒城の月を歌わ

野菜のブイヨンに錦糸卵状に細切りにした薄

れ、熱気もどんどん高まる中、テンションもど

いパンケーキをたっぷり入れたスープ）で始ま

んどん上がり、続いて松井氏が草津節をドイ

り、メインディッシュは、ハックブラーテン（ド

ツ語でご披露してくださいました。この草津節

イツ風ハンバーグ）に、ゼンメルクネーデル（硬

ドイツ語版については、以前ドイツ人を草津

く乾燥したパンを利用して作ったパンの団

温泉に案内した際、西の河原公園内にベル

子）。食べたことのない人にはスープも料理も

ツの像があり、その横に草津節のドイツ語版

イメージしにくいと思いますが、南ドイツやバ

“Kusatsu, guter Platz, einmal kommen Sie

イエルン地方で生活した経験のある人にはた

... Dokkoisho ・・・”

まらなく懐かしい料理。ホルスト先生の愛情の

て、日本の近代医学の基礎を築いたと言われ

こもった手料理にみな幸せそうな笑顔。

るエルヴィン・フォン・ベルツと草津温泉の由

が書かれているのを見

そして、食事に合わせてセレクトされた引き

来を初めて知ったのを覚えています。ちなみに

締まった酸味が特徴の辛口ワイン、フォルス

この草津節のドイツ語版は、ベルツの教え子

ター・リースリング・トロッケン。このワインも

達が後に彼を偲んで作ったものだそうです。

Dr.ローゼン家が手掛けるワイナリーの高品質

途中、若い女性がシリアで覚えられたとい

のワイン。このワインはワイングラスで頂きまし

う本場仕込みのベリーダンスを披露してくだ

た。また、ワインと一緒に食べた焼きたてのツ

さりましたが、あまりにも迫力があったため、ド

ヴィーベルクーヘン（オニオンケーキ）も絶品

イツから一変してアラブの晩さん会に瞬間移

西日本日独協会の行事

動したような錯覚に陥るほどでした。ベリーダ
ンスといえば、仕事でミュンヘンに行ったとき、
イタリアンレストランだと思って入った旧市街
のレストラン（実はオーナーがトルコ人だと後
で知りました）で食事をしていたところ、急に
様子が変わり始めたと思ったらきれいな衣装
をまとった女性が５人位現れ、ベリーダンスの
ショーが始まり、何とも変わったレストランが
できたものだ、と思いながらみんなで苦笑いし
ながらもショーを楽しんでホテルに戻ったのを
思い出しました。ちなみに、ショーのための別
料金は取られませんでした。

アシスタントの福岡女子大学4年生、元村さん
（左）
と中村さん
後ろに立っているのは
「食文化研究会」
リーダーの北芝副会長

がらおしゃべりに花を咲かせ、懐かしいドイツ

最後に、中村氏が有名な映画「会議は踊

語の歌に酔いしれ、心を躍らされたとても楽し

る」の主題歌“Das gibt’s nur einmal”を歌って

いひと時を過ごさせて頂きました。有り難うご

下さり、その余韻を楽しみながら閉会となりま

ざいました。

した。ホルスト先生、事務局のスタッフの方々、
そして特に、今回会場を提供してくださった千
鳥屋さんに心からお礼を申し上げます。
美酒に酔い、美味い手料理に舌鼓を打ちな

響 Music Academy
ピアノ・声楽・ギター

執筆者紹介
加島 清士（かじま きよし）。
ディ・ブリュッケ（ドイツ語通訳・翻訳個
人事業）。

レッスン生募集

音楽に触れて個々の技術的な分野と精神的な成長を身につけ、
また、受験生には、基礎訓練からじっくり教えていきます。
幼児から大人まで、趣味の方歓迎します。

♪音楽は世界共通の言葉♪
（音楽を奏でることにより、国際交流してみませんか？）
留学のお手伝いもしています。

参加者募集

メサイアを歌おう会

ヘンデル作曲メサイアの公演にあたり、新入団員を募集中です。
今年は12月8日福岡市民会館、12月12日ドイツライプチッヒのセントトーマス
教会、12月14日ウィーンシェーンベルク宮殿教会で公演を予定しています。東日本
復興支援として立ち上げたメサイアです。
今年も勇気と力と愛でもって、心をつなぐ歌の支援をしていきます。楽譜の読め
ない方でも歌が好きでメサイアを歌ってみたい方は、
どなたでもご参加下さい。

共通お問い合わせ先

Tel/Fax 092-516-3601 H.P http://hibikimusic.net
Email messiafukuoka@gmail.com miho1157sister@yahoo.co.jp
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7月

「子どもの村福岡と地ビールの里を訪ねるツアー」
に参加して
井上

由佳

７月24日日曜日、楽しみにしていた「子ども

とっては“至れり尽くせり”の気楽さがあるため、

の村福岡と地ビールの里を訪ねるツアー」当

「満席になるのも納得だね」と、主人とうなず

日。集合場所である天神日本銀行前に行って

きながら乗車しました。

みると、すでにたくさんの参加者で大型バス
はほぼ満席となっていました。

2 010年に開村した「子どもの村福岡」で
は、村長の坂本雅子さんが、様々な事情で実
親と暮らせない子供たちと里親が暮らす家を

このツアーは、福岡市西区今津にある“子供

集めた、この「子どもの村」の活動やポリシー

の村福岡”を見学させて頂き、その後地ビール

について、わかりやすく且つ熱心にお話しくだ

の里「杉能舎」まで足を伸ばし、帰りにはJA

さいました。

糸島の「伊都菜彩」に立ち寄るという内容の

「家庭的な環境」と「専門的なサポート」を

濃いツアー。しかも様々な方々と会話を楽しん

柱に、
「地域や社会とのつながり」を大切にさ

でいる内に現地へ案内して頂ける、参加者に

れている事等、改めて人の成長に欠かせない

子どもの村福岡
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子どもの村福岡にて

環境について考えさせられました。
その後、村内設備の一部を見学させて頂き
ました。家屋は明るく開放的な建物で、家々
の庭先に花や苗が植えられており、小さな自
転車や学校の上履きなどがちょこんと置かれ
ていました。日頃良く見かける光景であるは
ずなのに、なんとも大切なものに感じた瞬間
でした。
次のスポット、地ビールの里「杉能舎」で
は、飲み放題！の地ビールと美味しいビュッ
フェスタイルの食事が私たちを待っていまし
た。
恒例の“Ein Prosit”の合唱は、いつも冴え
わたっている根本会長の冗談でさらに盛り上
がり、開始早々から初対面の方とも楽しく喋っ
て、食べて、飲みました（写真添付）。お料理
では、特に新鮮なきゅうりの地ビール漬けやプ
リプリのソーセージが印象に残っています。

地ビールの里「杉能舎」さんにて楽しい語らい

最後に新 鮮な生 鮮 食品が並ぶ「伊 都 菜
彩」に寄って帰りましたが、この頃にはバスの
中で隣り合った素敵なご家族ともすっかり打
ち解けておりました。
この日の企画は、会員同志の交流を図ると
いう意味でも、子供を取り巻く環境や社会貢
献について気付きを得る意味でも素晴らしい
もので、参加させて頂いて本当に良かったと
感じております。

今回、監事の方々の企画力と「杉能舎」さん
のご協力のおかげで、高価な地ビールを格安
の価格でふるまって下さったとのこと。改めて

執筆者紹介

感謝いたします。

井上 由佳（いのうえ ゆか）。
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8月・9月

『ドイツってどんな国？ドイツ語ってどんな言葉？』
を
受講して
前田

睦子

私は昨年２月のＥＵ協会の催しに参加し

ちょうどそんな時に、
『ドイツってどんな国？

て、福岡でご活躍されているＥＵの友好団体

ドイツ語ってどんな言葉？』のセミナーがあり

の紹介があり「西日本日独協会」ことを知りま

ました。セミナーは３回に渡ってあり、ドイツの

した。そして、その時いただいたドイツ語教室

地理や歴史、人々の暮らし方・考え方などいろ

のチラシをきっかけに、昨年４月からの受講

んな視点からのお話でした。

を申し込みました。
何かちょっと新しいことに挑戦してみたいと

まず第１回目は、
「ドイツという国の成り立
ち、ドイツ語という言葉の成り立ち」

いう気持ちで始めましたが、英語も随分ご無

ヨーロッパの語源のお話や古代から近代

沙汰状態で忘れてしまっているのに、全くの

までの歴史の詳しい説明があり、私の中の

初心者でドイツ語を始めたので知らないこと

「？？？」の答えをたくさん教えていただいたよ

ばかりで、皆さんのレベルについていくのに四

うでした。１つ１つの単語の背景にはその国が

苦八苦しております。少しずつ文法や単語を

辿った長い歴史が密接に関係していることを

知る度に、英語と似ているようなのもあれば

知りました。ケルト民族の居住地にゲルマン人

全然違うようなのも出てきたり、フランス語・

が移動してきたこと、ローマ帝国時代取り入れ

イタリア語・スペイン語は文法や単語が似て

られたラテン語系の言葉、アングロ・サクソン

いるのに隣の国でどうしてこんなに違うのか

やフランク王国との関わり、現代ドイツ語の基

な？と思ったり、そうかと思えば時々はフラン

礎となったルターの宗教改革やゲーテ・シラー

ス語に似ている単語があったり・・・と、いろ

などの活躍による広がり、そしてドイツ貴族が

んなことに「？？？」と不思議に思うことが増え

フランスを模倣したことによるフランス語の氾

てきました。

濫の影響など、興味深いお話ばかりでした。
また、どうしても外国語といえば英語を中心
に考えてしまい「どうしてヨーロッパの言語は
男性名詞とか女性名詞とかややこしいのがあ
るのかな」と思っていましたが、英語はゲルマ
ン語から枝分かれして変化していって名詞の
性が無くなったということを今回知り、いまま
でと違った視点で世界のことを見る必要性も
感じました。
第２回目は「挨拶や好きな言い回しに滲み
出るドイツ人の心・日本人の心」
講義風景
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この回では、基本的な挨拶の言葉がテーマ
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でした。初心者として初めに覚える言葉なので
よくわからないまま使っていましたが、その言
葉の背景はかなり奥深いようです。
「明快に表現することを尊重する」ドイツ
語、
「大事な部分はあえて言わない」日本語。
相手の気持ちを尊重し自分のことは少し控え
目にいうことのほうが「美」とされる日本人に
とっては、自分の考えを堂々と明確に主張する
ことはかなり難しいような気がします。でも、ド
イツ人にとってはそのほうが「心地よい」と考え
られることを知っておくことはとても重要なこ
とだと思いました。
第３回は「ドイツ人の性 格と文の特 徴 」
「Karaokeはなぜ中性名詞なの？」
ドイツ語を習い始めてまず驚いたのが、英
語と文法が全く違う点が結構あること。
動詞は必ず２番目とか、格変化や分離動
詞、助動詞がきたら動詞は最後・・・などな
ど。頭がいろいろ混乱状態でしたが、この回
ではそんなドイツ語の基礎の部分をドイツ人
の性格・考え方や習慣のお話も交えながらご
説明していただき、文法の背景にあるものを
知り頭の中が少し整理できたように思えます。
また「ドイツ語と日本語の共通単語」のお話で

受講者の皆さんと根本先生「楽しかったです！」

入ってきたドイツ語の単語が多数あり、明治以
降日本がドイツから学んだことがいかに多かっ
たかを改めて認識いたしました。
今回の３回のセミナーは、ドイツ語初心者
の私にとっては本当にためになる貴重なお話
ばかりでした。毎回詳しい資料もいただき内
容も濃いものでしたが、根本先生のお話はい
ろんなエピソードや冗談をまじえて、とっても
わかりやすくご説明していただいたので、和や
かな雰囲気で楽しいセミナーでした。今後も、
協会の催しやセミナーに参加しながら、少し
ずつでもドイツのことを学んでいけたらと思っ
ております。

は、日頃使用している言葉の中に外来語として
各回の内容
回

実施日
（2011年）

第１回

８月25日

ドイツという国の成り立ち、ドイツ語という言葉の成り立ち

第２回

９月１日

挨拶や好きな言い回しに滲み出るドイツ人の心・日本人の心

第３回

９月８日

ドイツ人の性格と文の特徴

内

容

Karaokeはなぜ中性名詞なの？

執筆者紹介
前田 睦子（まえだ ちかこ）。
電気制御設計。
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10月

ビール片手に笑顔でスタート♪
福岡オクトーバーフェスト 2011 開会式
赤松

雅子

しとしとと雨が降る2011年10月21日（金）、
西日本日独協会のブースセッティングをしな
がら「福岡オクトーバーフェスト2011」の初日
を迎えました。時間が経つにつれ雨脚が強ま
り、開会式が始まる頃には大雨に近かったに
もかかわらず、テント内はほぼ満席状態の満
員御礼となりました。

【開会式のあいさつ】

陽気なアルピス楽団の皆さん

今回、開会式のゲストとして大阪・神戸ドイ
ツ連邦共和国総領事館の方を招待するため、

という、ユーモアに富んだ一言から始まり、楽

日独協会が総領事館との連絡のやり取りを

しいスピーチで会場のお客さんも大笑いでし

一手に担い、ビーダーマン副総領事に開会の

た。ビーダーマン副総領事はオクトーバーフェ

あいさつをして頂くことになりました。とても堪

ストの本場バイエルン州のご出身で、ドイツの

能な日本語で「ヘタな日本語ですいません」

ビールはもちろん、日本の地ビールも好きに
なり楽しむようになったそうです。その副総領
事が、ドイツから遠く離れた福岡の地に本場
のオクトーバーフェストと同じような大きなテ
ント（800人以上収容可能）が設置され、ドイ
ツビールのスタンドがたくさん並んでいるのに
とても驚かれており、
「ここはドイツみたい。大
阪・神戸に帰りたくない。」というなんとも嬉し
いコメントまでいただきました。
その後、福岡県副知事、福岡副市長のあい
さつに続き、根本会長によるオクトーバーフェ
スト開始の乾杯の音頭のため、会場にいる全
員にドイツの乾杯の歌「Ein Prosit（アイン プ
ロジット）」のドイツ語歌詞を練習してもらいま
した。そして、ドイツから来日した陽気なアルピ

オクトーバーフェスト開始の音頭をとる根本会長
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ス楽団の演奏をバックに、会場のみなさんと
ビール片手に乾杯の歌をドイツ語で歌い、笑

岡の地下にあるレストラン「オークラ ブラッス

した。

リー」に移動し、ビーダーマン副総領事を囲ん

（※詳しくは「福岡オクトーバーフェスト2011

だ懇親会を行いました。特別に、レストランに

開会式」
「福岡オクトーバーフェスト乾杯のあ

常設してあるビール醸造プラントで日本のビー

いさつ」のキーワードでネット検索してみてく

ル製法を見学して、
できたての地ビールを飲み

ださい。動画配信サイト「youtube（ユーチュー

ながら、オクトーバーフェストに負けないくらい

ブ）」に開会式の様子をアップしています。）

ワイワイと盛り上がった懇親会でした。

【ビーダーマン副総領事を囲んだ懇親会】
大雨で気温が下がるという、ビールのお祭

【オクトーバーフェストの成果と来年へ
の抱負】

りにとって最悪のコンディションの中、来場

オクトーバーフェスト開催期間中、根本会長

者が少なくて寂しいスタートだったらどうしよ

をはじめ、日独協会会員のみなさんが積極的

う・・・という不安も杞憂に終わり、オクトー

に日独協会をアピールしてくださったことと、ド

バーフェスト初日は大盛況のうちに幕を閉じ、

イツの楽しい雰囲気が多くの人に伝わった結

主催者一同ホッと胸を撫でおろしました。そ

果、オクトーバーフェスト後に日独協会への入

の後、楽しい雰囲気のままホテルオークラ福

会希望者が増えるという嬉しい結果につなが

西日本日独協会の行事

顔の福岡オクトーバーフェスト2011が開幕しま

りました。ドイツといえば、
「質実剛健でお堅
い国」というイメージを持ってる人も少なくな
いと思いますが、仕事とプライベートのオンと
オフの切り替えが得意で、プライベートでは友
達や家族と楽しい時間を過ごすことがとても
上手なお国柄です。このオクトーバーフェスト
を通して、多くの人が笑顔で楽しい時間を過
ごし、新たなドイツの一面を知って興味を持っ
てもらえることを期待しています！今年のオク
トーバーフェスト2012はお天気に恵まれますよ
ビーダーマン副総領事と笑顔で乾杯

うに。

執筆者紹介
赤松 雅子（あかまつ まさこ）。
長崎外国語大学ドイツ語ドイツ文化コー
ス出身。日独協会事務・青年部担当。

800人用の大テントが満員
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“福岡オクトーバーフェスト2011”
～日独交流150周年事業～
折登

報告

美紀
向けた体制づくり、作業手順等綿密な打ち合
わせしてきました。
準備段階で重要なことは、各団体との連
携、会員への連絡はもとより、ドイツ大使館あ
るいは総領事館へ来福・来賓出席を依頼す
ることです。今回はシュテファン・ビーダーマン
（Stefan Biedermann）大阪・神戸ドイツ総領
事館副総領事が出席されました。来賓出席の
調整ができれば、実行委員会の役割のかなり
の部分は達成できたといってもよいのではな
いでしょうか。日独交流事業の一環として行わ

「福岡オクトーバーフェスト2011」ポスター

れるフェストです。副総領事の出席、開会挨拶
で、フェストもぐっとしまります。

昨年度の“福岡オクトーバーフェスト2010”
に続き、今年度も“福岡オクトーバーフェスト
2011”が、日独交流150周年事業の一つとし
て、冷泉公園で開催されました。今年度は、雨
に見舞われた日が多く、来場者の減少が心配
されましたが、雨もなんのその、連日多くの来
場者を迎え大盛況のうちに終えることができ

２．
フェストの日程と西日独協会の役割
◆開催期間：2011年10月21日（金）～
10月30日（日）
平日－16：00～22：00
（10月21日のみ17：00～22：00）
土日－11：00～22：00

ました。フェストに参加することができなかっ

◆開催場所：冷泉公園特設会場

た会員の方々にも、フェストの雰囲気を味わう

（地下鉄中州川端駅から徒歩３分）

ことができますよう、私の雑感を交えて報告し
ます。

ビーダーマン副総領事の来福・来賓が決ま
ると、実施に向けた作業が具体的に進んでい

１．フェストの実施体制
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きます。フェストは、10日間の長丁場です。本

主催は、福岡オクトーバーフェスト実行委員

協会は、期間中会場にブースを設け、主催者と

会。この実行委員会は、わが日独協会、博商

してフェスト全体を把握する責任を負うととも

会、RKBラジオ、千鳥饅頭総本舗から構成さ

に、日独交流の窓口として、日独協会の認知

れました。県や市の後援、企業の協力も大きな

度を向上させることという役割を果たすことと

力でしたが、やはり、実施の主力は、実行委員

なります。10日間ブースを開け、来客の応接や

会です。実行委員会は、全体委員会を３回、

問い合わせに対応するため、会員の方々の協

本協会での実行委員会を４回開催し、実施に

力が必要となってきます。

西日本日独協会の行事

３）ドイツビールとフード
黒（Dunkles）、ヴァイツェン（Weizen）、ピ
ルスナー（Pilsner）など各種ドイツビールを楽
しむことができました。ビールにはグラスデポ
ジットが上乗せされているため、注文時は１杯
が1300円程度と高額ですが、グラス返却時
に、デポジット分の1000円が戻ってきます。
日独協会のブース

実行委員が、本協会の会員の方々に支援を
要請し、ブースに座る人員配置表を作成しま
した。土日は、①11：00～14：00、②14：00～
17：00、③17：00～22：00と３交代とし、平日
は、①16：00～18：30、②18：30～21：00の２
交代、常時最低でも２名がブースに居るよう配
置されました。多くの会員の方々の支援申し出
があり、人員配置も完了です。

３．フェスト当日
１）フェスト開会
10月21日、開会式。ビーダーマン副総領事
の挨拶、根本会長の乾杯で、フェスト開幕。
２）フェスト会場の風景
会場には、中央に800人以上収容すること
ができるテントが設けられ、テント内にはス
テージが設置。テントを囲むように、ドイツ
ビール、フードなどを提供する出店者のブー
ス、本協会のブースも設置。ドイツから運ばれ
てきた木製メリーゴーランド（Karussell）が回
り、ビール（Bier）、ソーセージ（Wurst）、ブ
レッツェル（Brezel）、楽団の演奏と、本場ド
イツのフェストを彷彿とさせるものでした。

４）楽団の演奏
フェスト期間の前半は、“アルピス楽団”、後
半は“エーデルワイスカペレ with MARIA”に
よる演奏。来客者が輪になって踊り、会場は
大盛り上がり。踊りの後には、靴や携帯電話
が転がっているという“惨状”（？）でした。
５）日独協会ブース
ブースには様々な方が訪ねて来られました。
本協会の案内を送ってもよいという方には、連
絡先を書いてもらいました。連絡先を書いてくだ
さった方は、百数十名となり、本協会の今後の
活動、発展にとって明るい材料となりました。

４．フェストを終えて
成果として挙げられるのは、本協会の存在
を多くの方々に知ってもらえたこと、協会の活
動案内を送ることのできる方々を増やすこと
ができたこと、ドイツへの親近感を持ってもら
うことができたこと、会員の親睦・交流がはか
られたことです。もちろん、反省点もあります。
ブース担当になっている人は、次の担当者に分
かるように、配布物、名簿等の置き場所、ブー
ス対応で起こったこと等の引き継ぎをしておく
こと、また、急にブース担当ができなくなった
場合などは、事前に実行委員に連絡しておくこ
とです。
とはいえ、多くの方の“来年もやりたい！”“来
年も来たい！”という言葉が、このフェストの成
功を物語っているといえましょう。
執筆者紹介
折登 美紀（おりと みき）。
福岡大学法学部教授。

ドイツからやってきたメリーゴーラウンド
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12月

2011 年クリスマス会
椎葉

倫和子

平成23年12月17日「KKRホテル博多」にて

るご挨拶、そして乾杯となりました。岡嶋様・

西日本日独協会のクリスマスパーティが開催さ

山崎様の司会進行のもと、会場に集まった多

れました。会場の各テーブルにはろうそくと小

くの協会会員とその家族、来賓のドイツ人留

さなオーナメンと、会場前方には大きなクリス

学生たちとの楽しい時間の始まりです。

マスツリーが会場準備係の会員の方々によっ
て飾り付けられています。

テーブルにはサンドイッチやチーズの盛り合
わせ、ミックスフライにパスタといった定番から

その中でひと際目を引くのが舞台に設置さ
れた三台の楽器「ヘルマン・ハープ」。これは

ザウアークラウトにソーセージ、シュトレン等の
ドイツらしいものまで数多く並びます。

「ダウン症を背負って生まれた息子の為に」と

ドリンクコーナーではドイツワイン（今回

ヘルマン・フェー氏が生み出したドイツ発祥の

“ Piespoter Falkenberg”と“Liebfraumilch

バリアフリー楽器なのです。

MADONNA”）はもちろん、会員の髙田様が

オープニングセレモニーは池田まゆみ様・

中心となって準備して下さった「日独協会のク

白水眞佐子様・谷川久美子様によるヘルマン

リスマスの定番」グリューワインも７リットル用

ハープ・クリスマスソング（「おめでとうクリスマ

意されていたのですが、飛ぶように売れて行き

ス」
「荒野の果てに」
「神の御子は」
「聖夜」）

ました。

演奏です。明るく透明感のあるヘルマン・ハー

会の中盤にはドイツ人留学生によるクリスマ

プの音色が響き渡り、次第に会場の雰囲気も

スソングの披露、そして再びヘルマン・ハープ

盛り上がってきました。その後、根本会長によ

の演奏、
「メサイアグループ」による合奏・合

ヘルマン・ハープの演奏
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聖ニコラウスと従者ルプレヒト

唱等もありパーティー参加者たちの心を和ま
せて下さいます。

良い子にはプレゼントがあります

サンタクロースが会場を去ったあとは最期
のお楽しみ・プレゼント抽選会です（景品提

別の一角では会員が持ち寄った品々が並

供は、西部ガス様、JTB様、西鉄旅行様、千鳥

べられ「ドイツ人留学生との親善促進活動基

屋様、コカコーラウエスト様、JR九州様）。子

金」のバザーも開催されました。多くの方々の

どもだけでなく、大人もクリスマスプレゼント

ご協力により、収益金は35,280円となりまし

を受け取り、会場全体があたたかい気持ちの

た。これからの日独交流事業に大いに活かさ

中で会は終了致しました。

れていくことでしょう。

こうして、１年最後の日独協会の行事は無

宴も闌、不意に会場の照明が落とされまし

事に閉幕したのですが、平成23年は東日本大

た。子どもたちが待ちかねていた「聖ニコラウ

震災とそれに伴う津波・福島の原発事故とい

ス（＝サンタクロース）とクネヒト・ルプレヒト」

う未曾有の天災・人災に見舞われた「災厄の

の登場です（サンタ役は松井様、ルプレヒト役

年」でした。被災した方々に思いを馳せ、私た

は原田様、プレゼント提供は千鳥屋様）。

ちが日々当たり前に暮らしていることに感謝し

ドイツのサンタクロースは「従者ルプレヒト」

ながら「人と人との繋がり」
「思いやり」を大事

という妖精を連れて現れます。１年間、良い子

にし、西日本日独協会もまた東日本を支援す

にしているとサンタクロースからプレゼントを

る１つの団体として活動して行きたいと思いま

貰えるのですが、悪い子にはルプレヒトから柴

す。

で叩かれるという「お仕置き」が待っているの
です。
毎年の恒例行事なので、殆どの子どもたち

クリスマス会にご参加・ご協力いただいた多
くの会員の皆様、どうもありがとうございまし
た。

はルプレヒトに慣れているのですが未就学児
の中にはまだまだ怖がる子もいるようです。し
かし、サンタクロースから「良い子でしたね」

執筆者紹介

とのメッセージとプレゼントを一人一人受け取

椎葉 倫和子（しいば みわこ）。

り、子どもたちは笑顔になっていくのでした。
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ミュンヒェン大学から福岡女子大学に１年間の予定で留学中の３人の学生さんが、クリスマス
祭の感想を書き送ってくれました。ドイツのオリジナルとたくさん似たところのある「日本版」
クリスマスを楽しんでくれたことが綴られています。

Das Weihnachtsfest der Japanisch-Deutschen Gesellschaft im Dezember war ein
stimmungsvoller Abend, der in verschiedenen Dingen der deutschen Version ähnelte.
Uns hat es sehr gut gefallen, so viele Menschen zu treffen, die vor allem eines gemeinsam
hatten: das Interesse an der deutschen und japanischen Kultur und die Freundschaft zwischen
beiden Ländern. So war es schön, während unseres einjährigen Aufenthaltes ein dem
deutschen Original ähnelndes Fest feiern zu dürfen und somit nicht ganz darauf verzichten
zu müssen.
Welche Details dürfen nicht fehlen, um eine weihnachtliche Stimmung zaubern zu können?
Beginnen wir mit dem leckeren Essen: ein großzügiges Buffet, welches zum Teil aus
deutschen, aber auch aus japanischen Gerichten bestand. Japanische Nudeln, Meeresfrüchte
und Fisch fanden neben gebratenem Hähnchen, kleinen belegten Broten und Christstollen
ihren Platz auf den langen Tischen. Ein besonderes Highlight war der wohl duftende
Glühwein, der Weihnachtsmarktstimmung aufkommen ließ. Es hat uns allen sehr gut
geschmeckt.
Während des Essens unterhielten wir uns sehr gut mit den anderen Gästen. Es war schön,
sich mit anderen deutschen Studenten Fukuokas auszutauschen und sein Japanisch bei
Gesprächen mit all den freundlichen, interessierten Japanern üben zu können.
Doch nicht nur Essen und liebe Menschen gehören zu einem weihnachtlichen Abend, auch
weihnachtliche Musik darf bei so einem Fest nicht fehlen. So sang der japanische Chor eine
fehlerlose „Ode an die Freude“ und wir deutschen Studenten gaben „Oh du fröhliche“ zum
Besten, jedoch nicht annähernd so gut.
Später tauchte ein japanischer Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht auf, um den Kindern
ein kleines Geschenk zu überreichen und auch die Erwachsenen gingen nicht leer aus, da es
eine Tombola mit lauter schönen Sachen gab, bei der für jeden etwas dabei war und Sarah
und Mona hatten ihre Freude daran, als Glücksfeen zu agieren.
Somit neigte ein wunderschöner, kulturell gemixter Abend sich dem Ende zu und uns
allen hat dieser Weihnachtsersatz fern von
Deutschland sehr gut gefallen.

日本でのクリスマス
留学生も大勢参加してくれました
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3月

国際シンポジウムを終えて
舩津

邦比古

シンポジウム会場の様子

去る３月24日KKRホテル博多で催された当

招聘することも計画されていました。ところが

協会主催国際シンポジウム、
「老後を生き生き

2011年３月東日本大震災が起きたことで、計

と過ごすために！ドイツでは？日本では？」は

画は大幅な変更を余儀なくされました。ドイツ

280席の会場に270人以上が入り、これ以上は

人の来日が期待できなくなり、熊本学園大学

望めない大好評、大成功となりました。終了後

の事情もあって同大学との共催が取りやめに

回収したアンケートを見ると、興味あるテーマ

なりました。当初の予定であった９月開催は無

だから来たというものが多く、これが成功した

理となり、翌2012年３月に半年延期されまし

第一の理由です。私はパネリスト兼実行委員

た。ところが３月は年度末で市議会の真っ最

長としてシンポジウムに携わりましたので、ここ

中です。福岡市との共催も白紙になりました。

で振り返ってみます。

ということは市庁舎講堂も借りられないし、市

当初は熊本学園大学、福岡市と共催で、

の職員の協力も得られないことを意味し、結

2011年９月に福岡市庁舎大講堂で開催する

局企画も会場も人手も、すべて当協会単独で

予定でした。資金面では根本会長、北芝副会

主催することになりました。

長、林事務局長らが７社会など法人を廻って、

そういう経緯から、シンポジウムの構想は

寄付を集められました。福岡県国際交流セン

限られた時間の中で進められることになりま

ターからは、助成金が交付されました。ドイツ

した。ドイツの事情を紹介するのにドイツ人が

の高齢者福祉の現場から、数人のドイツ人を

一人も参加しないのは画竜点睛を欠く観があ
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り、国際の名に値しません。根本会長のご尽

論的相違もありましたが、１ヵ月前になると皆

力で、在東京ドイツ大使館の労働・保健・社

が次第に結束していくのが実感されました。

会保障問題担当クラウス・アイルリッヒ参事官

当日のシンポジウム内容を記録のためここに

の快諾を得て、参加してもらうことになりまし

掲げておきます。

た。シンポジウム講演者も裏方のスタッフも、
ほとんどの人が本来の仕事を持った上での

基調講演：

参加ですから、会合を重ねて話を進めること

少子高齢化、年金・介護保険制度における極

が出来ません。実行委員会の仕事は、ほとん

めて大きな課題。

どメールのやり取りで行いました。行き交った

Ｃ．アイルリッヒ（ドイツ大使館参事官）

メールは確認のための簡単なものまで含める
と、900通に達しました。責任者として最も心

パネル・ディスカッション：

配なのは、人がどれくらい聞きに来てくれるか

（１）生活の質を高めるフォルクス・ホッホ

です。広い会場に僅かな聴衆だったらどんな

シューレ（市民技術・教養教室）。

に情けないだろうかと、不安な気持ちになりま

舩津邦比古（精神科医）

した。いつもの例会程度の身の丈にあったも

（２）デュッセルドルフ市の認知症カフェ『忘

のをすればよいのだという、控えめな意見もあ

れな草』の取り組み。

りました。しかしドイツ大使館からはるばる来

黒木邦弘（熊本学園大学准教授）

福してもらい、福岡県から助成金を頂く以上、
そうも行きません。やるしかないのですが、催

（３）
『老いる・ぼける・死ぬ』につきあう。
下村恵美子（宅老所

よりあい）

し物の企画・運営には全く素人の集団ですか

コーディネイター；豊田謙二（熊本学園大学

ら、時間をどれくらいに設定するか、チラシを

教授）

どれくらい刷ったらよいか、何処に配布したら
よいか経験がありません。手探りではじめまし

関係者が結束し、全力を挙げて成功に繋

たが、果たして出来るものか、不安のうちに一

がったのは既に述べたとおりです。しかし私の

つ一つ進めて行きました。始めのうちは方法

独断で、成功に特に寄与した方々の名前をこ

パネルディスカッションの風景
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赤松雅子さん：当初から記録、連絡、調整

無名のヒーローに留めるよりも、当協会の中に

などの中心で多忙を極め、なによりも使命感

優れた人材が揃っていたことを、知っていただ

を持って準備作業に携わられました。チラ

きたいからです。

シ配布作業に先立ち、私は実行委員の方々

西日本日独協会の行事

こに挙げることをお許し願いたい。皆を平等に

に自分の足を棒にしてチラシを配る覚悟が
豊田謙二さん：豊田教授は非常に忙しい方

あるか、尋ねたことがあります。その時真っ

で、事前の会合には一度しか来られず、果

先に、自分はその覚悟があると返事された

たしてシンポジウムを巧く纏めていただける

のが赤松さんでした。彼女がいなかったら、

だろうかの思いがありました。しかし当日な

今度の成功は危ぶまれたことでしょう。

された随時の解説は見事なものでした。聴
衆は各講演間の有機的な繋がりが十分理

最後に今回感じたことを述べさせていただ

解でき、シンポジウムに満足したことと思い

きます。私たちの日独協会は文化団体として

ます。

日頃から結構良い仕事をしていると思います。

村上浩明さんと高木ユリアさん：村上さんは

今回シンポジウムの成功も、実力を発揮した

アイルリッヒさんのドイツ語講演が単調にな

結果だと思います。とは言え一歩間違えれば

らないよう、細かい部分まで随分と腐心し

開催中止も起こりえた、綱渡りであったことも

て通訳されました。講演の終盤1/3と質疑

事実です。会員には様々な分野で高い専門性

応答部分は殆どぶっつけ本番状態でした

を有する方も多いようですが、それが生かされ

が、聴衆は村上さんの通訳で十分理解でき

ておらず、活力へのてこ入れが必要ではない

たことと思います。高木さんは日本語能力に

かと思います。当協会の今日の姿を何かに喩

自信がないと固辞されていましたが、事前

えれば、江戸時代の京公家です。教養品格は

の質問翻訳や当日アイルリッヒさんへの説

あるが、行動力に欠け、資金力は乏しい。新規

明に、尽力していただきました。

会員を増やし、新しい革袋に新しいワインを
入れることが望まれます。もう少し文化活動を
活発にしたいと思います。そうすれば企業の理
解と協賛も増えてくるでしょう。任意の団体で
すから、義務感を伴うのは良いことではない。
でも、当協会の文化活動を聞いて、人がさら
に集まってくるような団体でありたいと希望し
ます。

アイルリッヒ氏と通訳の村上浩明氏

執筆者紹介
舩津 邦比古（ふなつ くにひこ）。
伊都の丘病院院長。精神科医。
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日独協会ニュース

１）ベルリン国立美術館展の開催について

ヨーロッパ最古の公共博物館に端を発するベルリン国立美術館群。今回は15〜18世紀の美術品の
うちドイツの彫刻家リーメンシュナイダー-やデューラー等々による107点の名品が展示されます。当
協会でもこの展覧会の後援を行い、またドイツ文化や観光のパネル展示、講演会開催などに協力
することとなりました。
期日：2012年10月9日〜12月2日、於九州国立博物館

ヤーコブ・
ムッフェルの
肖像：
デュ−ラー作

（この図案は主催者制作の予告チラシをもとに修正を加えて作成しています）

２）会員によるピアノ・リサイタル

３）国際シンポジウム記事（西日本新聞）

「ドイツ・ピアノ音楽の夕べ」
河田溥さんのピアノ独奏による演奏会
です。曲目は、ベートーヴェンの「ピアノ
ソナタ第5番 ハ短調作品10-１」、
「第31
番 変イ長調 作品110」、メンデルスゾー
ンの「17の真 摯な変奏曲二短 調 作品
54」ほかです。
期日：2012年10月19日（金）
場所：あいれふホール

当協会主催による国際シンポジウム「老後を生き生きと
過ごすために！ドイツでは？日本では？」
（2012年3月24
日開催）が、西日本新聞で大きく採り上げられました。
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献 本 ・ 寄贈紹介

◆ヘルマン・グラーザー、ヨーハン・シュレン
ク著『ジャン・パウル エッセンス』（同学社
2012年）が翻訳者の藤瀬久美子氏と恒吉
法海氏より献本されました。写真も数多く
収 録された、ジャン・パウル入門に適した
一冊です。付録として「日本語で読めるジャ
ン・パウルの翻訳図書・研究所一覧」も収
録されています。

◆鳴門市ドイツ館より「トクシマ・アンツァイ
ガー－徳島俘虜収容所新聞」
（CD-ROM）
が寄贈されました。第一次世界大戦時、徳
島俘虜収容所に収容されていたドイツ兵捕
虜が発行していた所内新聞が、ドイツ語オリ
ジナル/日本語訳の両方でPDFファイルの形
式で読めるように編集されています。挿絵は
ユーモラスでかわいらしく、コンサートの演
奏曲目なども知ることができる、興味深い
資料です。

寄贈資料は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。

コ ラ ム
聖トーマス教会内のバッハのお墓です。
実際ここにバッハが眠っていると思うと
感慨深い思いがしました。
（木村

亜由美）
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事務局より … 記録と報告
2011年（平成23年度）西日本日独協会の活動について、事務局から報告いたします。なお、項
目Ⅱ．以降は、西日本日独協会総会（2012年５月12日開催）で承認された内容に基づいての報告
となります。

Ⅰ．西日本日独協会の設立年の確認について
当協会の設立年月について、問合わせを受けることがしばしばありましたので、会員の皆様に
お伺いをして資料を調べたところ、昭和61年発行の協会年報第10号（30周年記念号）に当協会
の発足に至る経緯が詳しく述べられていました（当時の天児民和・協会会長の寄稿文による）。
そこには、昭和31年（1956年）12月６日に発会式を行ったことが記載されています。そこで、
この年月日を当協会の設立日として確定することになりました（2011年11月10日付け事務局か
らのお知らせをご参照ください）。

Ⅱ．平成23年度活動報告
１）会議開催

平成23年５月８日（日）：理事・評議員会及び総会、 ６月18日（土）：理事会
７月１２日（火）

オクトーバーフェスト実行委員会第₁回

１１月１５日（土）

クリスマス運営会議

平成24年２月４日（土）
２月１６日（土）
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国際シンポジウム実行委員会第₁回
理事会 （持ち回り）
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２）事業報告

１．特別例会ほか

年月日

場

所

行事名

内容、タイトル等

「若い感性が捉えた “ ドイツの今 ”」
例会・講演会
（講師：ふりーでんす支援学生、ドイツ研修
（参加者78名）
旅行学生の皆さんほか）

2011年
４月23日

KKRホテル博多

５月８日

千鳥屋呉服町本店

ワインと料理の会 「ドイツワインと男の手作り料理を楽しもう
（〃 39名） 会」（ホスト：Ｓ．ホルスト氏ほか）

６月18日

KKRホテル博多

例会・記念
講演会
（〃 68名）

①「ＪＲ九州の生みの親ルムショッテル～九
州に初めて鉄道を敷いたドイツ人技師」
（講師：上村直己氏）
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）

７月24日

子どもの村ほか

バスツアー 「“ 子どもの村 ”と糸島の地ビールをめぐるバ
（〃 51名） スツアー」（注：ドイツ人留学生 3 名招待）

８月25日、
９月１,８日

赤煉瓦文化館

夏季特別講話 「ドイツってどんな国？ドイツ語ってどんな言
（〃 30名） 葉？」（講師：根本道也氏）

10月21～30日 福岡市冷泉公園

外部団体と
（福岡オクトーバーフェスト実行委員会として
共同開催の
参画）
ビール祭

11月26日

例会・記念
「書物と人間の運命－古事記をドイツ語に訳
KKRホテル博多
講演会
した木下祝夫宮司」（講師：Ｗ.ミヒェル氏）
（〃 47名）

12月17日

KKRホテル博多

2012年
２月18日

例会・記念
「１７世紀のドイツをみた長崎・平戸出身の
KKRホテル博多
講演会
日本人」（講師：小澤健志氏）
（〃 71名）

３月24日

「老後を生き生きと過ごすために！ドイツで
国際シンポジウム は？日本では？」（講師：Ｃ．アイルリッヒ
KKRホテル博多
（〃 270名） 氏、豊田謙二氏、舩津邦比古氏、下村恵
美子氏、黒木邦弘氏）

クリスマス会
定例日独友好クリスマス祭
（〃 151名） （注：ドイツ人留学生 13 名招待）
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２．ドイツ語講座
講師はM．シュトロートホフ氏。学士会会議室（天神）及び協会事務局（白金）で
開講した。
春期教室：2011年4月14日より、計12回。
中級８名、初級10名、及び、新たに

基礎クラスに３名受講（計22名）。

秋期教室：2011年９月22日より、計12回
中級９名、初級９名、及び

基礎クラス８名（計26名）

３．後援・支援
１．「ふりーでんす福岡」ボランティア活動
２．「子どもの村福岡」ボランティア活動

支援
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．「第３回福岡で楽しむEU／福岡EU協会」共催：
2012年２月21日、西鉄グランドホテルで開催。

３）会員現況（2012年６月15日現在）
個人会員

１７５名（学生

入会者（2011年６月以降）

４名）、法人会員

５社

28名、（敬称略、順不同）

冨盛

美和子、横川

寛、木村

稲垣

力也、明石

英俊、清水

真弓、榎本

亜紀子、舩津

門司

智子、小杉

依子、澤田

幸延、白信

寿恵、Borsuzki 宣子、矢壁

中川

寿美、江村

あずさ、加藤

隆明、古賀

勲、藤

永島

文代、小林

武治郎、野村

優子、時里

由紀子

退会者（2011年６月以降）

竜、木村

亜由美、溝田

七絵、荒木

美帆、

可里奈、諸藤

真理、高仁

貴史、
和彦、

淑、

17名、（敬称略、順不同）

香月 悦子、巻 鷹子、厚地 賢太、遠藤 ファビオラ、溝上 由紀子、小田 浩美、
古川 美佐、栗原 秀朗、貞末 賀代、池田 美奈子、田中 武、村上 道代、
柴田 幹彦、平島 直一郎、佳留 謙介、小早川 明徳、安藤 かすみ
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Ⅲ．平成24年度事業計画
１）活動の基本

会則第３条“日独両国間の学術・経済および文化面における交流を助長し、併せて両国

民の親善を図ることを目的とする”にのっとり、日独交流150周年以降の新たな協会活動に
取組む。このため、西日本日独協会の歴史と伝統を尊重しつつ新旧会員の交流を深めるた
めの活動を行う。また、青年会員の活動を支援する体制の整備を図る。

２）会議

平成24年度西日本日独協会総会は、以下の要綱で開催された。
日時・場所：平成24年５月12日（土）

14：00 ～ 16：10

・千鳥屋呉服町本店

出席者：22名。
審議・報告：①平成23年度事業報告、会計報告、監査報告。
②平成24年度事業報告、予算審議。
③西日本日独協会会則の改訂。
④平成24、25年度役員の選任。
⑤その他：将来課題として会費値下げの検討、青年部活動。
について審議のあと承認された。

コ ラ ム
ケヴァントハウスのホールです。
2011年はマーラーフェスティバル
でした。
ハガキはその時のものです。
（木村

亜由美）
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３）例会等
年月日
2012年
４月２日

４月20日～

行事種
EUIJ九州との共催

容

例

会

６月９日

例

会

例

会

食文化会

11月10日
12月20日
2013年
２月

例

会

「ドイツのワインと料理を楽しむ会」（ホスト：
Ｓ．ホルスト氏 / 千鳥屋呉服町本店）
（終了）

「日本と韓国に西洋音楽を伝えたドイツ人・エッ
講演会・
（講師：高 仁淑氏 /KKR ホテル博多）
懇親パーティ ケルト」
「
『日本語の鏡』に映った『ドイツ語の素顔』
～ドイツ語文法があなたの身近に！～」
（講師：根本道也氏 / 赤煉瓦文化館予定）
講演会・ 「ベルリン国立美術館の美術品」
（仮題）
懇親パーティ （講師：野村優子氏 /KKR ホテル博多）

福岡オクトーバー 冷泉公園での
フェスト
開催

10月

等

ドイツ旅行とバイエルン独日協会との交流
( 終了 )

夏季特別講話

９月８日

タイトル

講演会
「ＥＵ，ドイツ、日本における移民受け入れ
（参加者30名） の課題」講師：Ｄ .トレンハルト氏 （終了）

ドイツ旅行

５月12日

８月～９月

内

ＲＫＢ等外部機関と共催のビール祭（福岡
オクトーバーフェスト実行委員会共催）

「シラー "An die Freude"の思想史的背景」
（仮題）
講演会・
懇親パーティ （講師：嶋田洋一郎氏 /KKR ホテル博多）

クリスマス祭
講演会・懇親会
例 会
福岡で楽しむEU 懇親パーティ

定例日独友好クリスマス祭
仔細は未定。
福岡 EU 協会との共催

４）ドイツ語教室

講師はM.シュトロートホフ氏、学士会館会議室で毎週水・木曜日、18時より実施。
春期教室：2012年４月11日（水）より12回。中級、初級、基礎クラスを、天神ビル
８Ｆ学士会会議室に於いて開催。
秋期教室：2012年９月より12回を予定。

５）広報活動

１．平成24年度年報36号も150周年特別記念号として発刊する。
今年度も電子書籍に作成し、西日本日独協会ホ－ムページで公開する。
２．新たに広報委員会を設けて協会ウェブサイトを充実させ、年報と併せて西日本日独
協会の活動の周知、広報を行う。
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６）後援・支援、その他

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．バイエルン独日協会との交流と提携
４．日独交流に関わる文化的事業・イヴェント等の後援・協力
・ベルリン国立美術館展（2012年10月９日〜12月２日、国立九州博物館）後援及び
講演会開催の協力
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“ドイツ・ピアノ音楽の夕べ”：
あいれふホールにて、2012年10月19日開催。
・福岡青少年音楽の翼オーケストラ公演会

〔その他〕

１．ＪＤＧ連合会では、今年度より若手会員活動を支援するプロジェクトを発足させる。
当協会でも青年会員交流などを行って新たな活動分野を拡げる。
２．新規入会者の開拓に引き続き努めるが、一方で入会に際しては協会の運営指針や活
動目的を十分理解してもらえるよう入会申込書の書式、文言を改める。
３．「EUIJ-Kyushu」や他の在福岡・EU友好協会とは、ＥＵ関連の情報交換や講演会の
共催などを通して提携を進める。
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Ⅳ．西日本日独協会会則の改定案
提案の改訂内容を現会則と対応させて以下に示す（改訂は２重線部）。
現
第６条

入会

会

則

個人会員・法人会員・学

改
第６条

入会

訂

会

則

個人会員・法人会員・学

生会員については、会員２名の推薦と

生会員については、会員１名の推薦と

ともに所定の申込書を提出する。入会

ともに所定の申込書を提出する。

は理事会の議を経て会長が承認する。

所定の会費を納入することで入会手続
きを完了する。

第８条

役員

本会に次の役員を置く。

第８条〔３）への追加〕３）理事

事務

事務局長・年報編集委員長

局長・年報編集委員長・広報委員長を

を含む約20名。理事の中に専門担当理

含む約20名。理事の中に専門担当理事

事若干名を置く。

若干名を置く。

３）理事

年会費細則

年会費細則〔青年割引についての変更〕

個人会員の年会費は6,000円とする。
ただし、以下の割引制度を設ける。

２．青年割引：35歳以下の会員の会費
は4,000円とする。

２．青年割引：40歳以下の会員の会費
は4,000円とする。
学生会員の年会費は2,000円とする。
法人会員の年会費は20,000円以上とし、
当該年度に全額納入するものとする。
なお、第15条 理事会、第16条 評議員会の会則に関連してその効率的な運営のために、
「会長の判断により理事・評議員会として同時に開催して、理事会で規定するものと同一の
事項を審議することができる」ことを確認した。

Ⅴ．平成23年度会計報告及び平成24年度予算書
収支決算書は別冊に記載。
なお、平成24年５月７日の会計監査（小林監事による）の結果、平成23年度収支決算（自
平成23年４月１日、至平成24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。
平成24年度予算案についても別冊に記載。
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平成24年度西日本日独協会役員
会則第10条及び第12条により平成24、25年度役員は以下に選任された。
会

長

根本

道也

副会長

岡嶋

泰一郎、北芝

事務局長

久保

敬司

年報編集委員長

重竹

芳江

広報委員長

上加世田

理

赤松

雅子（事務・青年部担当）、有村

池田

紘一、岩下

加島

清士、上加世田

斎藤

裕三（企画担当）、重竹

芳江、末永

髙﨑

隆一（経理担当）、髙田

淑、立花

中村

昭（企画担当）、二本木

一哉（年報担当）、福元

事

堀

幹怡、林

伸行

和文

宏、小黒

隆広、石村

康正（国際交流担当）、緒方

和文、萱野

通子、川邊

敬司、

嘉啓、

雅子、
圭太、

正人、ホルスト・スウェン(国際交流担当）、
勝幸（企画担当）、葉

事

小林

正毅、立花

評議員

麻生

誠、荒木

佐田

正之、椎葉

倫和子（広報担当）、新保

永野

秀子、林田

シノブ、原田

吉田

美枝子

安冨

ひふみ

事務局員

敏郎、

貴俊、久保

直行、蘇木

山崎
監

善治、

照子、横川

洋

泰徳、垣本

智子、河田

健吾
啓子、有吉

弼彬、續

溥、

ウルズラ、舩津

天、

邦比古、

（注：小黒康正氏は公務多忙のため、
役職を
「国際交流担当理事」のみに限定）
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事務局便り
2011年度の事務局総括をするにあたり、日独交流150周年記念行事への取組みと経緯
について紹介します（楽屋裏のお話です）。先ずは活動資金を募るために寄付金をお願い
したところ、多くの会員の皆様からご協力を頂きました（次ページにご芳名を記載していま
す）。平行して企業法人へも協賛金をお願いする活動を行いました。この際には平山名誉
総領事のお力添えをいただき、西部ガス（株）平島前総務広報部長様を始め同社の方々
にはお世話になりました。そして各社への働きかけに際しては、根本会長、北芝副会長に
先頭に立ってもらい、所期の成果が得られた次第です。
このような背景をもとに記念行事を行ってきました。当協会としての新しい取り組みは、
“ドイツワインと男の手づくり料理を楽しもう会”と“子どもの村と糸島をめぐるバスツアー”、
それに“国際シンポジウム”が挙げられます。前２者については何れも定員一杯で実施さ
れ、好評裏に終えることができました。世話役の北芝副会長には色々とご苦労も多かった
ことと思います。国際シンポジウムについては、早々に豊田謙二熊本学園大学教授から提
案をいただき、2010年から開催準備に着手しました。シンポジウム開催には公的な支援も
必要であると考えましたので、福岡県、福岡市の国際・福祉関係担当者との協議を重ねて
きました（相当な日数です）。結果として、
（財）福岡県国際交流センターより国際交流助
成金を得ることができました。但し、このケースは、別件での打合せ中に偶々そのような制
度があることを知って応募し、審査を経て助成を受けることができたという次第で、偶然
の産物ではありました。その絶対額が少なく使いづらい面もあるのですが、シンポジウム
運営資金として役に立ったと考えています。また、今後、協会で何らかの行事を行う場合
に有用な資金源になりうるものと思います（福岡市にも同様な制度あり）。別途、企業の
協賛を得る手立ても考えられるのですが、そこまでは当事務局の手に余るところでした。
なお、この年報も昨年の35号と合わせて記念号として、150周年記念行事の一環として出
版されることを付け加えておきます。
本報告に二、三の補足をしておきます。先ず、協会会則を改訂しました。特に、会費の
青年会員割引の適用年齢を従来の40歳より35歳以下に引き下げました。一部会員の皆様
には負担増になりますが、将来的には会費値下げを視野に入れておりますので、どうかご
了承いただきますようお願いします。また、今年度は役員改選の年にあたり、選出に際して
退任・再任の議論を重ねてきましたが、理事評議員会、総会での審議を経て、2012年度
役員として上記のように決まりました。よろしくお願い致します。なお、前副会長小黒康正
氏は公務多忙のため、役職を「国際交流担当理事」のみに限定して協会活動にご尽力い
ただくことになりました。また、根本会長には、引き続き協会運営と活動の指揮をしていた
だきます。
（文責
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日独交流150周年記念事業寄付金

醵出者名簿

2011年の日独交流150周年記念事業を行うにあたり、皆様に寄付をお願いしましたとこ
ろ、法人９社、個人64名もの方々からご賛同いただきました。その結果、合計982,924円も
の寄付金をいただきました。個人においても17名の方には１万円以上の寄付をいただいてお
ります。厚く御礼申し上げます。お陰様をもちまして、150周年記念行事を滞りなく遂行す
ることができました。
以下にご芳名を記載して御礼の代りとさせていただきます。 （西日本日独協会会長 根本道也）

寄付金協賛（個人）順不同、敬称略

寄付金協賛法人
城 島 印 刷 ㈱

様

萱

野

通

子

緒

方

敏

郎

安

藤

かすみ

大 陽 製 粉 ㈱

様

高

柳

英

子

吉

田

美枝子

小

黒

康

九 州 電 力 ㈱

様

北

芝

幹

怡

池

田

紘

西 日 本 鉄 道 ㈱ 様

畠

田

美智代

佐

藤

㈱ 筑 豊 製 作 所 様

伊

東

忠一郎

山

本

成

㈱ゼクセル販売九州 様

高木

剛・ユリア

諸

岡

西 部 ガ ス ㈱

様

石

村

善

治

九州旅客鉄道㈱ 様

甲

斐

素

㈱西日本シティ銀行 様

永

正

一

根本

坦

佐

保

玲

子

宏

尾

張

充

典

須賀子

近

藤

泰

明

調

重昭・朝子

青

柳

孝

子

子

福

元

圭

太

岩

下

岡

喜代太

中

村

和

子

島

松

和

正

舩

津

邦比古

豊

田

文

彦

梶

原

宏

幸

桑

原

康

子

小

野

洋

祐

下

池

和

彦

佐

田

正

之

山

本

明

子

林

伸

行

有

吉

泰

徳

折

登

美

紀

重

竹

芳

江

松

崎

昭

夫

高

崎

隆

一

横

川

続

天

道也・雅子

宏

洋

河

田

溥

中

里

公

哉

Michel,Wolfgang

林

田

シノブ

前

田

睦

子

香

桂

子

月

堀

悦

子

多

田

裕

子

撫

尾

正

人

西

尾

昭

彦

伊

福

史

乃

桑

原

淑

Borsuzki

斎

藤

裕

三

御手洗

蘇

木

嘉

啓

髙

田

福

島

久

哲

野

口

広

小

林

正

毅

蓮

池

可奈子

雅
康

子

宣子

明
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掲載広告一覧
掲載頁
あ
か

さ

アトリエ・ヴェイレッグ

83

伊都の丘病院

87

（株）城島印刷

34

九州大学出版会

86

KKR ホテル博多

86

福岡口腔インプラント研究所

36

（株）西部ガス

87

しらべ耳鼻咽喉科医院
た

（株）千鳥饅頭総本舗
die Brücke

は

88
80

ドイツ語通訳・翻訳・レッスン

Direkt aus Europa auf deutsch

な

46

7

無料ドイツ語自習教材

藤産婦人科

86

（株）同学社

32・88

（株）西日本マネジメント開発

75

南州マイスターヴェルク

89

響 Music Academy

53

ひわのはら

29

土曜カフェ

ふりーでんす福岡

24

ふくたく

11

（株）福岡宅建

企鵝一座（ぺんぎんいちざ）

70

ドイツについてアドバイスが欲しい方は何時でも気軽に御相談下さい。
― 通訳・翻訳・ドイツ語レッスン etc. ―

TEL. 092-502-0588

80

090-8397-5275

関係機関

関係機関
●大使館・領事館
ドイツ連邦共和国大使館
大阪・神戸ドイツ連邦共和国
総領事館
在福岡ドイツ連邦共和国
名誉領事館

106‑
東京都港区南麻布４‑５‑10
0047

（Te l）03‑5791‑7700
（Fax）03‑5791‑7773

812‑ 福岡市博多区千代１‑17‑１
8707 西部ガス株式会社内

（Te l）092‑633‑2239
（Fax）092‑633‑2291

531‑ 大阪市北区大淀中１‑１‑88 ‑3501
6035 梅田スカイビル タワーイースト 35F

（Te l）06‑6440‑5070
（Fax）06‑6440‑5080

●福岡にある関係機関
九州大学文学部独文学研究室
福岡ユネスコ協会
福岡国際関係団体連絡会
（FUKU‑NET）事務局
福岡国際交流協会
福岡観光コンベンションビューロー
レインボープラザ
㈶福岡県国際交流センター
福岡日仏協会
福岡EU協会
EUIJ九州

812‑
福岡市東区箱崎６‑19 ‑１
8581

（Te l）092‑642‑2407

810‑
福岡市中央区薬院２‑４‑５‑702
0022

810‑ 福岡市中央区天神１‑10 ‑１ 福岡市役所北別館
0001 ５階 ㈶福岡国際交流協会交流課内
810‑
福岡市中央区天神１‑10 ‑１ 市役所北別館５階
0001
810‑
福岡市中央区天神１‑10 ‑１
0001

市役所北別館１階

810‑
福岡市中央区天神１‑７‑11
0001

イムズビル８階

810‑ 福岡市中央区天神１‑１‑１ アクロス福岡３階
0001 こくさいひろば
814‑ 福岡市城南区七隈１‑11‑50
0133 末永文化センター内
810‑ 福岡市中央区天神１‑１‑１ アクロス福岡３階
0001 ㈶福岡県国際交流センター内
812‑ 福岡市東区箱崎６‑10 ‑１
8581 九州大学EUセンター内

（Te l）092‑715‑8768
（Fax）092‑733‑1291

（Te l）092‑733‑5630
（Fax）092‑733‑5635
（Te l） ‑
092 733‑5630
（Fax）

（Te l）092‑733‑5050
（Fax）092‑733‑5055

（Te l）092‑733‑2220
（Fax）092‑733‑2215

（Te l）092‑725‑9200
（Fax）092‑725‑9206
（Te l）092‑821‑5088
（Te l）092‑725‑9222
（Fax）092‑725‑9206

（Te l）092‑642‑4433
（Fax）092‑642‑4435

●その他の関係機関
日本独文学会

170‑ 東京都豊島区南大塚３‑34 ‑６
0005 南大塚エースビル501

156‑ 東京都世田谷区桜上水３‑25 ‑40
0045 日本大学文理学部独文研究室内
531‑ 大阪市北区大淀中１‑１‑88 ‑3502
大阪ドイツ文化センター
6035 梅田スカイビル タワーイースト 35階
（Goethe‑Institut Kansai）
ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川 606‑
京都市左京区吉田河原町19 ‑３
8305
（Goethe‑Institut Kyoto）
日本ゲーテ協会

東京ドイツ文化センター
（Goethe‑Institut Tokyo）
ドイツ学術交流会（DAAD）
東京事務所
ドイツ観光局
在日ドイツ商工会議所

107‑
東京都港区赤坂７‑５‑56
0052
107‑
東京都港区赤坂７‑５‑56
0052
107‑
東京都港区赤坂７‑５‑56
0052

ドイツ文化会館内

（Te l）03‑5950‑1147
（Fax）03‑5950‑1147
（Te l）03‑5317‑9712
（Fax）03‑5317‑9404
（Te l）06‑6440‑5900
（Fax）06‑6440‑5901
（Te l）075‑761‑2188
（Fax）075‑752‑9133
（Te l）03‑3584‑3201
（Fax）03‑3586‑3069

ドイツ文化会館内

（Te l）03‑3582‑5962
（Fax）03‑3582‑5554

ドイツ文化会館4階

（Te l）03‑3586‑5046

102‑ 東京都千代田区三番町２‑４
0075 三番町KSビル５階

（Te l）03‑5276‑9811
（Fax）03‑5276‑8733
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関係機関

●全国の日独協会
（Te l）011‑738‑5698
（Fax）011‑738‑5755
（Te l）0138‑54‑7036
函館日独協会
（Fax）0138‑51‑7384
（Te l）0138‑50‑3377
函館日独フォールム
（Fax）0138‑50‑3377
（Te l）0157‑24‑5145
北見日独協会
（Fax）0157‑24‑5161
（Te l）0172‑39‑5022
弘前日独協会
（Fax）0172‑39‑5023
（Te l）0178‑25‑6535
八戸日独協会
（Fax）0178‑25‑6535
（Te l）0172‑57‑3011
日独親善友の会
（Fax）0172‑57‑5290
（Te l）019‑641‑7440
岩手日独協会
（Fax）019‑641‑7312
（Te l）018‑823‑6692
秋田日独協会
（Fax）018‑839‑9311
（Te l）0183‑73‑2111
湯沢日独協会
（Fax）0183‑72‑8515
（Te l）022‑296‑2111
仙台日独協会
（Fax）022‑296‑2121
上山・ドナウエッシンゲン （Te l）023‑672‑2057
（Fax）023‑672‑3916
日独友好協会
（Te l）024‑548‑8026
福島日独協会
（Fax）024‑548‑8026
（Te l）029‑251‑0063
茨城県日独文化協会
（Fax）029‑226‑8422
（Te l）029‑852‑7577
茨城日独協会
（Fax）029‑858‑0160
（Te l）028‑648‑2111
とちぎ日独協会
（Fax）028‑649‑1010
（Te l）027‑288‑4297
ぐんま日独協会
（Fax）027‑288‑4297
（Te l）048‑442‑5085
蕨・独リンデン
（Fax）048‑442‑5085
市民交流協会
（Te l）047‑467‑6111
千葉県日独協会
（Fax）047‑467‑6123
（Te l）03‑3265‑3411
㈶日独協会
（Fax）03‑3265‑3420
（Te l）0466‑26‑3028
湘南日独協会
（Fax）0466‑27‑5091
（Te l）0258‑33‑1188
長岡日独協会
（Fax）0258‑33‑1188
（Te l）025‑222‑2288
新潟日独協会
（Fax）025‑228‑6236
（Te l）076‑276‑4405
北陸日独協会
（Fax）076‑276‑4405
（Te l）076‑264‑3078
石川日独協会
（Fax）076‑264‑3078
（Te l）0776‑20‑0294
福井県日独友好
（Fax）0776‑22‑1702
親善協会
（Te l）026‑252‑7003
長野県日独協会
（Fax）026‑252‑7004
（Te l）058‑387‑4596
岐阜日独協会
（Fax）058‑387‑4596
（Te l）054‑247‑8374
静岡日独協会
（Fax）054‑247‑8374
北海道日独協会

北海道

青

森

岩

手

秋

田

宮

城

山

形

福

島

茨

城

栃

木

群

馬

埼

玉

千

葉

東

京

神奈川
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新

潟

石

川

福

井

長

野

岐

阜

静

岡

静

岡

｢日本ライン」
犬山日独協会

（Te l）053‑468‑2215
（Fax）053‑468‑2215
（Te l）0562‑93‑3053
（Fax）0562‑93‑3053
（Te l）0532‑ 51‑1205
（Fax）0532‑ 51‑1274
（Te l）0568‑ 61‑1000
（Fax）0568‑ 63‑ 0156
（Te l）059‑227‑ 0687

浜松ドイツ
文化交流協会
名古屋日独協会

愛

知

豊橋日独協会

三

重

三重日独協会

大

阪

㈳大阪日独協会

京

都

京都日独協会

奈

良

奈良日独協会

滋

賀

NPO 大津日独協会

和歌山

和歌山日独協会

兵

庫

神戸日独協会

岡

山

岡山日独協会

広

島

広島日独協会

鳥

取

米子日独協会

山

口

香

川

徳

島

愛

媛

高

知

福

岡

佐

賀

長

崎

大

分

熊

本

鹿児島
沖

縄

（Te l）06‑ 6371‑ 0679
（Fax）06‑ 6371‑ 0679
（Te l）075‑701‑8111
（Fax）075‑701‑8111
（Te l）0742‑61‑6312
（Fax）0742‑61‑0473
（Te l）077‑526‑3500
（Fax）077‑526‑3539
（Te l）073‑444‑3511
（Fax）073‑444‑3411
（Te l）078‑230‑ 8150
（Fax）078‑230‑ 8150
（Te l）086‑271‑ 8147
（Fax）086‑271‑ 8147
（Te l）082‑257‑ 5949

（Te l）0859‑38‑ 6053
（Fax）0859‑38‑ 6050
（Te l）083‑923‑ 4539
山口日独協会
（Fax）083‑923‑ 4539
（Te l）0877‑ 46‑1800
香川日独協会
（Fax）0877‑ 44‑2888
（Te l）087‑ 823‑2626
日独交流振興協会
（Fax）087‑ 823‑2623
（Te l）088‑ 656‑7142
徳島日独協会
（Fax）088‑ 656‑7142
（Te l）088‑ 684‑1150
鳴門日独友好協会
（Fax）088‑ 683‑ 0237
（Te l）089‑927‑9354
愛媛日独協会
（Fax）089‑927‑9227
（Te l）0888‑ 44‑ 8199
高知日独協会
（Fax）0888‑ 44‑ 8199
（Te l）093‑ 871‑1031
北九州日独協会
（Fax）093‑ 871‑1071
（Te l）0955‑ 42‑2097
有田マイセン友好協会
（Fax）0955‑ 42‑2098
（Te l）095‑ 849‑7055
長崎日独協会
（Fax）095‑ 849‑7056
（Te l）097‑ 547‑ 8360
大分日独協会
（Fax）097‑ 547‑ 8361
（Te l）096‑369‑1561
熊本日独協会
（Fax）096‑369‑1561
（Te l）099‑285‑7576
鹿児島日独協会
（Fax）099‑285‑7550
（Te l）09807‑ 6‑3771
沖縄日独協会
（Fax）09807‑ 6‑3772

関係機関

●これまでに交流のあった独日協会
バーデン・ヴュルテンベルク州独日協会

c/o Herrn Wolfgang
Grosse Buchenweg 12
73650 Winterbach

（Te l）＋49‑7181‑73930

ブレーメン独日協会

Am Markt 1
28195 Bremen

（Te l）＋49‑421‑324646

ベルリン独日協会

Schillerstr. 4-5
D-10625 Berlin

（Te l）＋49‑30‑3199‑1888

ハンブルク独日協会

Soninstr. 28
D-20097 Hamburg

（Te l）＋49‑40‑2360‑1625

ハレ・ザールクライス独日協会

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

（Te l）＋49‑345‑2926715

ザールブリュッケン独日協会

Talstr. 56 a
D-66119 Saarbrücken

（Te l）
＋49‑681‑55072

バイエルン独日協会

Marienplatz 1
80331 München

（Te l）＋49‑89‑22186
（Fax）＋49‑89‑2289598

83

編集後記

編集後記
年報第36号をお届けします。昨年2011年は「日独交流150周年」を機にいくつもの
特別な催しが企画されました。本号にはその報告とその他日独交流にまつわる数々
の原稿を寄せていただいています。
巻頭４編は記念号の趣旨に合わせて「日独交流人物史」でまとめました。西日本日
独協会に深い縁のある御一族の日独交流前史を書いてくださった藤真理さんの文章
の中に、交流の起点を定めるのが難しいとありますが、確かにそういうことってあると
思います。日独協会の皆様はいろいろな形でドイツと関わりを持ち、ドイツが大好きだ
という方々でしょうが、そもそもの始まりを考えてみると、もしかしたらそれにつながる
前史がありはしないでしょうか。日独協会では様々な分野の講演会や行事を企画し
ていますし、本年報も「文化」
「歴史」
「文学」
「現地情報」
「留学記」と多彩な内容
を揃えています。これらが何らかの形でどなたかの「日独交流前史」につながるやも
しれません。日独交流記念号後編でもある本号は、交流のきっかけを生みだす縁の
不思議さを感じつつ編集しました。
今回も編集部のメール会議で協議を重ね、最終的にこのような形に仕上がりまし
た。事務局関連ページは昨年と同様林事務局長、事務局の安冨さんにお引き受け願
いました。本体の構成・レイアウトは編集委員でもある城島印刷（株）の二本木一哉
さんにすっかりおまかせしています。希望をたちまちかなえてくださる二本木さんの心
配りと編集技術にとても感謝しています。
残念ながら特別予算がつくのは昨年と今年の２回だけなので、このままでは来年
はページ数をかなり減らさなければなりません。頼りになるのは広告収入ですので、
協会員の皆様、どうぞ積極的に広告依頼にご協力ください。

重竹

編集委員長
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西日本日独協会の紹介コーナー

西日本日独協会は、1956 年の発足以来、“日独両国間の学術・経済および文化面における交流
を助長し、併せて両国民の親善を図ることを目的とする（会則第３条）
”活動を行っています。それ
らは、
「ドイツのワインと手作り料理を楽しむ会」、
「例会（講演会と懇親パーティ）」、
「クリスマス
会」などです。今年 3 月には特別行事として、“日独の社会福祉と老後の生き方を考える”シンポジ
ウムも開催しました。これらの内容については、本号の記事内容をご参照下さい。
あなたもこのような活動に一緒に参加しませんか？入会を歓迎します。下記によりお申し込み
下さい。

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

会員区分（丸○印をつけてください）： 法人会員、

日
個人会員、

青年会員、

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・青年会員〈35才以下〉は４千円・学生会員は２千円）

１． ご住所：〒
２． 電話（FAX）

及びe-mail：

３． お仕事（差し支えない範囲で）：
４． 入会の動機：
５． 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：
６． 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：

お申込は下記まで、取りあえずご連絡下さい。
●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）
●会

長；根本道也、E-mail: nemoto-michiya@nifty.com
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◎診療時間

月・火・水・金／9：00〜12：30

14：00〜18：00

木・土／9：00〜12：30
◎休診日

日・祝日

〒811-2405 糟屋郡篠栗町大字篠栗4868−7
TEL 092-947‐0358 FAX 092-947-1058
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精神科・心療内科・漢方医学科

伊都の丘病院
理事長・院長・医学博士

〒819-0375

舩津 邦比古

福岡市西区徳永697

TEL 092-806-1172
当院ホームページにドイツ、
オーストリア、
スイス、
イタリアの
民間精神科病院のサイトを
リンクしています。
ご覧下さい。
http://www.itonooka.dr-clinic.jp/
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