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講演

Report
JCS 新年会

２０１７度の活動に向けて
JCS 会長

古嵜

寛志

新春のお慶びを申し上げます。

総会の議事録にありますように、今年

去る 1 月 22 日に総会及び新年会を無事

は会計担当役員の交代がありました。昨

に終え、今年度の JCS 活動がスタートい

年まで担当されていた山越

たしました。

い間ご苦労様でした。変わって今年度か

猛さん、長

ら中川一男さんが会計を担当いたしま
昨年は以前から支援を続けてきた石巻に

す。以前 JCS 会長も務められた中川さん

加えて、熊本にも震災が発生という状況

で、心強い限りです。

下、心から支援活動を支えてくださった
皆様のご協力のおかげで、多くの寄付金

皆様にとりまして、益々楽しい日本人会

を届けることが出来ました。

の行事を実現できますように、役員一同
努力いたしますので、今年もなにとぞ宜

今年度は昨年活動が休止していました法
人向けプログラムの充実を考えておりま
す。早速 4 月には名刺交換会を予定して
います。
また新たな試みとしてシュタムティッ
シュ（懇親会）を定期的に開催し、会員
相互の交流を活発にし、日本人会・会員
のつながりをさらに強くしていきたいと
も、考えております。
今年度の行事については、会報で紹介する行
事予定に合わせ、ホームページのカレンダー
もご参照ください。ホームページの更新とい
う項目を、今年の優先事項に加えており、皆
様に役に立つページにしていく所存です。

しくお願いいたします。
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2017 年シュツットガルト
日本人会 新年会

小片真史

新春を迎え、お健やかな日々をお過

の剣道のデモンストレーション、力強

認識いたしました次第であります。

い天馬太鼓のパフォーマンス、よさこ

昨年に引き続き今年もこのような素晴

いソーランダンスグループ「轟」によ

らしい新年会に参加させていただきお

本年もシュツットガルト日本人会恒

るキレのあるダンスなど、いずれも日々

礼申し上げます。

例行事であります新年会に参加させて

の練習の成果を遺憾なく発揮された大

また、実行委員のシュツットガルト日本

いただきました。

変素晴らしいパフォーマンスで大変楽

人会役員の皆様および関係スタッフの

しませていただきました。

皆様にも改めましてお礼申し上げます。

ごしのこととお慶び申し上げます。

当日、1 月 22 日は大寒の候にもかか

そして大変豪華な景品もありました福

わらずシュツットガルト圏内のみなら

引き交換会も大いに盛り上がりました

ずミュンヘンなどの遠方からの参加も

ことも忘れられません。

あり大変盛大な楽しい会でありました。

最後に今年も皆様にご多幸がありま
すようお祈りいたしております。
本年もよろしくご厚情賜りますようお

シュツットガルト日本人会の特性上、

願い申し上げます。

まず、ご来賓であられました在ミュン

他地域日本人会の法人会員のみで行わ

ヘン日本総領事館坂本主席領事様のご

れる賀詞交換会・新年会等の催しと異

株式会社アイオー・エム

挨拶をはじめ、主催者の古嵜日本人会会

なり所属会員ご家族皆様で参加出来る

欧州駐在員事務所（フランクフルト在）

長様のご挨拶、シュツットガルト補習

催しは珍しくまた日本人コミュニティ

小片真史

校皆様の心温まるコーラス、迫力満点

にとっても大変有意義であると改めて
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福引景品を寄付された企業 - 個人
ALL NIPPON AIRWAYS
ALPINE ELECTRONICS GMBH
Daido Metal Europe Gmbh
KANTA JAPAN
KYOCERA FINECERAMICS GMBH
Nippon Express Deutschland
NPR OF EUROPE GMBH
OMRON

Automotive

technoligies
OSG GMBH DEUTSCHLAND
"SONY Europe Limited.
Zweigniederlassung
Deutschland"
YAMAZAKI MAZAK GMBH
Pascal GmbH
Japan Airline
"Litihum

Energy

and

Power GmbH & Co. KG
GS Yuasa International Ltd."
TRIS Inc. Representative office
I.O.M. Co., Ltd. Europe
Japan Club München
Restaurant KICHO
Restaurant Hiro
Restaurant Kurose
Familie Tsubaki
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新年会

BWF

広報担当

バ－デン ･ ヴュルテンベルク会の発足と活動状況

加藤実男

田辺会長
1994 年 10 月 31 日に東京のドイツ文

現会長

田 辺 晃 も 1982 年 9 月 に ソ

JCS の支援には敬服するばかりです。

化会館で発足しました。会の目的は「バー

ニ - ㈱ の Fellbach の 現 地 会 社 Wega

デン・ヴュルテンベルクをこよなく愛す

Radio GmbH で当時大ヒットしたカラ

る人々。そんな人々との交流と同州と日

－ TV 関係の仕事をされていました。

ニフォルクスフェストが中心です。講演

本との相互理解及び親善」です。当日は

事業部会を牽引してきている内田裕久

会やミニコンサ - トを開催し、会員相互

趣旨に賛同した人たち 100 人が集って

は 1976 年代にマックスプランク研究所

の研鑽を図っています。時にはシュヴァ

います。発起人代表小堀清氏の熱意に心

（Karlsruhe） で 研 讃 を 積 ま れ、 奥 様 は

－ベン地方に伝わる「ムシデン」などの

を寄せた企業、自治体関係者、文化、学

ご学友の方で会報でも南ドイツ郷土料理

術面などの方々 270 名余の会員があり

（Maultaschen 等）のレシピ紹介で BW

ました。発足会には神奈川県との友好 5

州への郷愁を誘っていただいています。

周年を記念してバーデン・ヴュルテンベ
ルク州経済使節団のご一行も参加してい
ます。

当会の活動は、総会並びに定例会・ミ

合唱で盛り上がります。
現在の会員は 60 名と少なくなってい
ますが、現 田辺会長の下、BW 州の日本

広報部会の大島幸助氏は製薬関連の勤
務の傍らウイットに富んだ「かりそめの

現地会社とのコンタクトを進め、魅力あ
る会を目指しています。

寄席」を書かれたり、その文才に助けら
会報は「素敵な仲間どおしの気さくな

れ、定例会のイベント抄録をまとめて頂

挨拶」Grüß Gott ！をタイトルに年 2 回

いています。私は定例会にビデオ持参し

B5 版 8 ～ 12 頁で発行し No.38 になっ

て雰囲気を醸し出す映像を記録し、いく

ています。

つかのコマ写真を抄録に添付して、出席
できなかった会員へ臨場感を味わえる工

初代会長

小 堀 清 は 元 BW 州 経 済

省 日 本 代 表。 二 代 目 会 長

夫をしたりしています。

梅原誠は

JCS 発 起 人 で も あ り ま す。JCS 発 足 時

創立 10 周年の時には、小堀清会長ご

は Fiderstadt の Citizen Machnery

夫妻と神戸の関西地区の会合に参加し、

EuropGmbH(GF)-（ 後 に Esslingen）

阪神・淡路大震災（1995 年）からの復

担当しており、積極的に会合に参加し、

興され元気な関西地区との懇親をしまし

私も CNC 自動旋盤現地生産担当の傍ら

た。

皆様と楽しい週末を過ごしていました。

2011 年の東日本大震災、2016 年熊
本地震など日本国内の災害支援に貴団体

加藤

実男

Photos by
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映画

クイズ

Culture
映画サークル

ロケ地を探りながら、映画クイズ
荻

ぱぱぱぱぱ -、ぱぱ、ぱぱぱ -”っと、

⁺Z

と読む。なんだそのままじゃないか、と

か。」

月曜ロ－ドショウのオープニングテーマ

ご意見を承りそうですが、円卓会議を開

Z「一言で言いますと、推理です。一枚

を口ずさんでから、次にお進みださい。

催し、協議したものの決まらず。そのた

の写真から犯行現場を見つけ出す、そう

め“カッコ仮”となってしまいました。

シャーロックホームズになれるのです。」

現在、すてきな企画名も募集中です。

荻「なるほど、興味深い。それで、どう

「荻永治です、こんばんわ。今夜これか
らお楽しみいただきます、シンゴジラは
私の大好きな映画です。。。。。」

それはさておき、クイズの流れとして

やって見つけ出すかお教えてはもらえな

カメラの後で、ディレクターが両手でバ

は、数枚の写真とヒントから、映画を当

いかね、ホームズ」

ツを作りながら、「ぶっぶー、降板させ

てていただきます。当たった方は、スポ

Z「よかろうワトソン、まずはエンドク

るぞ。」

ンサーから豪華景品がもらえるかもしれ

レジットを最後まで見る。エンドクレ

荻「はー、ばれちゃいましたか、一度映

ません。次回（企画が残っていれば。）、

ジットが始まると席を立つ観客が多い

画の解説者やってみたかったのですが、

正解の発表とともに、ロケ地を実際に訪

が、映画製作者に失礼なだけでなく、大

残念です。気を取り直しまして、ぱっ、

問した出題者の方をゲストにお迎えし

切なシーンを見逃す可能性もある。」

ぱかぱー。」ディレクターが、また睨み

て、お話を聞こうと考えております。

荻「確かに、ワンフロムザハートのカー

を利かす。

今回は記念すべき第一回目、即ち、前回

テンコールのように。」

荻「はい、テーマ曲もいりません。さて、

の出題がないので、ロケ地巡りに詳しい

Z「あれは、私も感激でした。００７なら、

映画に関して新企画の話を頂きまして、

この人、慈羅慎吾さんをゲストにお迎え

次回作のタイトルが出てくる。」

“欧州にいるから、できることはないか。”

しました。慈羅さん、よろしくお願いい

荻「それで、エンドクレジットとロケ地

ということになり、ロケ地に関しての企

たします。」

の関係は。」

画に落ち着きました。ただし、ただロケ

慈羅（以後 Z とする。）
「堪えある第一回

Z「エンドクレジットの最後の方に、通

地の紹介をしても面白くない。そこで考

に呼んでいただき、ありがとうございま

称“ありがとうクレジット”と勝手に名

え付いたのが、クイズにしてしまおうと

す。」

付けた、映画に協力した町、建物、団体

いうこの企画、題して「ここは何の映画

荻「単刀直入にお聞きします。慈羅さん

や企業等の名前が出てくる。」

のロケ地（仮）」注記１:“カッコかり”

にとって、ロケ地巡りの魅力とは何です

荻「そこから大雑把な場所が特定できる

わけですね。」

①

Z「次は、映画の中に通りの名前や住所
表示板が出てこないか、注意深く虫眼鏡
で探す。」
荻「虫眼鏡はいらないかと思いますが、
見つかれば、ラッキーですね。でも見つ
からない場合はどうされますか。」
Z「有名な建物、大きな目立つ建物や風
景等、とにかく目立つ物を探す。」
荻「その位置関係から、ロケ地を割り出
すわけですね。」
Z「あとは地図を頼りに、ホームズは足
で稼ぐ。」
荻「場所が見つかった時の感動は、ひと
しおだと思います。」
Z「カメラがあった位置から、撮影現場
を眺めると、役者が出てきて演技を始め
そうで鳥肌が立ちます。」

②

荻「分かります。さて、時間も押し迫っ
てきましたので、出題に移りたいと思い
ます。」
Z「え、シンゴジラの話ができると聞い
てきたのですが、」
荻「すみません、私もそうしたかったの
ですが、また今度お願いします。」
荻「今回は初めてということで、有名な
作品を用意しました。なので、用意した
写真はちょっとマニアックです。まずは
写真①をご覧ください。」
Z「冒頭にちらっと出てくるボートです
ね。これで分かれば、かなりの通。」
荻「はい、私もそう思います。」
Z「もっとわかりやすい写真はないです

③

か。」
荻「そうですね、では、写真②ご覧くだ
さい。」
Z「９人も乗ったら、定員オーバーです
よね。でも馬車なら他の映画にも出てき
ますよ。」
荻「では仕方がない、特別にサービスヒ
ントを出します。写真③ご覧ください。」
Z「なるほど、ちょっとサービスしすぎ
かもしれませんね。正解者が多く出そう
です。」
荻「慈羅さん、今日はありがとうござい

Photos
by 映画サークル

ました。また時間があったら遊びに来て
ください。」
Z「今度は、ぜひシンゴジラの話で。」
荻「それでは、次週をお楽しみに。さよ
なら、さよなら。さよなら。」

映画のタイトル当クイズへの解答は下記のメールアドレスに！
3月3日

締め切り！

解答応募先

jsc_eigabu@yahoo.co.jp

Report
レムケなつこ

途上国支援から
オーガニックに目覚めた私

私がオーガニックと出会ったのは今

「そうか、これは遠い世界で起きてい

ニックは、製品が製造される源流から

から 17 年前。オーガニックコスメを

ることではないのだな。
」誰かの苦しみ

関わる生き物全てを幸せにする仕組み

米国やドイツから個人輸入したのが

のもとに私たちの食卓に食事が並んで

です。

オーガニックとの最初の接点でした。

いるのではないか。どうしようもない

次世代や世界の人の幸せが中心にある

アトピー肌だったので一般化粧品が使

憤りを感じたのを今でも昨日のように

製品。結果として、使用する私たち消

えなかったんです。当時はオーガニッ

覚えています。この世界の不条理をど

費者にも恩恵をもたらすものなんです。

クといっても「はっ？」と返されるよ

うにかしたい、現行のビジネスの仕組

うな時代でした。

みを根こそぎ変えていきたい。そのオ

オーガニックの真価を伝えたい、オー

ルタナティブとなりうるオーガニック

ガニック先進国ドイツより世界のオー

に目覚め、ドイツの大学院でオーガニッ

ガニックビジネスを盛り上げていきた

クの勉強をしました。

い、そんな想いで現在オーガニックビ

生産者視点を持ったのは２０代。途
上国支援の仕事をしていた時期です。
青年海外協力隊として南米ボリビアの

ジネスコンサルとして活動し始めたと

保健局で活動する中で農民たちの酷い

オーガニックはとかくエンドユー

ころです。２月１８日に皆様とシュツッ

健康被害を目のあたりにします。私の

ザーを救うものとして考えられがちで

トガルトでお会いできるのを楽しみに

活動していたサンタクルス県は国内で

す。安全で健康にいい。良くても環境

しております。

最も豊かな地域だったのですが、その

保護につながる位でしょうか？オーガ

経済繁栄を支えていたのが貧しい出稼
ぎ農民の安価な労働力でした。この地
域で栽培されていたサトウキビのほと
んどが先進国へ輸出されていきます。
調べたら日本でも約 6 割は原料糖とい
うかたちでサトウキビを輸入している
んですよ。

Photos by Remke Natsuko
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フィッシャー彰子

ホ―エンハイム大学

Stuttgart 空港の近くにあるホーエンハイム

地元の人たちからワイン以上に人気がありま

各国の植物は 4000 種類以上。ビオトープも

大学は、来年 2018 年に創立 200 周年を迎え

す。林檎と洋梨ブランデーは 2012 年に DLG

あり、リス、野うさぎ、ハリネズミはもちろん、

ます。世界的に有名な農業学部をはじめ約 50

(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft )

トンボも生息しています。年間を通して四季

の専門学科があり、学生数は現在約 9700 人。

の金・銀賞を受賞しています。その他自家製

折々の魅力を楽しめますが、やはり日本桜が

この大学内には大学生でない一般の方にも、

ウイスキーやワインも同様、ワインケラー以

満開の時期がおすすめ。（入場無料。いつでも

ちょっとした見所があるので、今回ご紹介さ

外 で は Plieningen の Tabak Seher で 購 入

自由に入れます。）

せて頂きます。すでにご存知の方も多いと思

することができるので、試飲会に行けなかっ

いますが、キャンパス内にこのようなものが

た方、ワイン以外のお酒も試してみたい方、

5、その他、動物病院 も敷地内にあり、農業

あるのです。

どうぞ立ち寄ってみてください。（試飲はでき

作業機械などが展示されている農業博物館、

１、お城

ません）

獣医学に関する博物館もなかなか面白いです。

２、ワインケラー

さて、３の高級レストランも有名ですね。（数

個人的におすすめなのは内装が美しい大学図

３、高級レストラン (Speisemeisterei)

年前まで Stuttgart で一番高いと言われてい

書館です。こちらも有料ですがグループでの

４、約３０ヘクタールの庭園

ましたが、現在は違うという話も耳にします。）

見学が可能。（要予約）

５、その他（動物病院、養蜂場、博物館、美

なぜ大学内にレストランがあるのかというと、

しい大学図書館）

実はこのレストランは 100 年前、学生食堂

今年 2017 年のオープンデーは７月８日。こ

（Mensa）だったのです。1918 年に創られ、
『レ

の日はほぼ全部無料で覗けます！興味のある

１、キャンパス内にお城！？

ストラン』になったのは 1985 年から。平日

昨年、世界中の大学を比較研究している日

のランチメニューは 48 ユーロ。ホーエンハ

本のある大学教授が視察に来られて、「お城

イム大学に在籍している学生は年に数回、コー

の大学は初めて見た」と驚かれていました。

スメニューが 24 ユーロで味わえるという特

Ludwigs 城とは比べ物にはなりませんが、一

権があります。（もちろん抽選、60 名）。職

度は見学する価値はあります。定期的に催さ

員にも似たようなチャンスがありますが、私

れる城内（Balkonsaal）でのクラシックコン

はまだ一度も抽選に当たったことがないので、

サートの日は中に入れるチャンス。それ以外

いつか特別な日にでも行ってみたいと思って

のお城見学は年に一度のオープンデーか、ド

おります。せっかくなら TV の料理番組に出

イツ語または英語でのグループ見学が可能で

演しているシェフがいる日を狙って。

す。（有料。要予約）
２のワインケラーについては日本人会でも恒

4、エキゾチック・ボタニックガーデン。庭園

例の試飲会を行っているのでご紹介する必要

の大きさは新宿御苑の約半分、所有する世界

はありませんが、ワイン以外のお酒もご存知
でしょうか。ホーエンハイムで収穫された果
実、林檎、洋梨、ラズベリー、さくらんぼ、
プラムなどから作ったフルーツブランデーは

Photos by
フィッシャー・彰子

方はどうぞ足を運んでくださいね。

表千家

茶の湯

2017 年 3、4、5 月は下記の予定で、お稽古をしています。

Message
Board

どうぞお気軽に参加され、一服のお抹茶をお楽しみ下さい。

伝言板

（お稽古ご希望の方は事前にご連絡をお願い致します。
）
● リンデン博物館二階 Ost Asien の間
3月4日(土)

VFB Stuttgart JAPAN

各 11 時から 16 時の間
H A G I

STUTTGART

日本人だけで構成されたサッカーチームです ( 参加資格：日
本語が話せること )。ドイツに来たからにはサッカーをやっ
てみたいけどと二の足を踏んでいるあなた！初心者も一緒に
気軽にできる VfB JAPAN でサッカーしてみませんか？きち
んとした設備の中で行っているので練習後の汗もシャワーで
すっきり流せます。
練 習 場 所：SSC

4 月 1 日（土） 5 月 13 日（土）

(Stuttgarter Sport Club) Talstr。 210-

● Bürgerzentrum West (Julie Siegle Raum)
Bebelstr.22, 70193 Stuttgart
毎月 第二と第三の木曜日 15 時から 19 時の間
詳細は、下記へお問い合わせください。
Tel. 0173 － 3717004
E-Mail: yaeko.heinisch@gmail.com
ハイニシュ八恵子 ( 表千家 茶道講師 ) まで

212、70372 Stuttgart Mercedes Benz Arena の 近 く の

Fellbach 剣道教室

グラウンドです。

Fellbach で、初心者、子供の剣道教室を行っています。

練習日時：毎週日曜日 午前 9：45 ～（約 2. 5 時間）

幼児（４歳から）教室も計画しています。日本の伝統文化を

お問い合わせ先：

体験する絶好のチャンスです。ぜひ一度、見学にいらしてく

Ｅメール x.japanbarcelona@gmail.com まで

ださい。
時間

毎週木曜日１７時３０分から７時まで

場所 Wichernschule 地下体育館

サポートグループ
病院や学校などで、ドイツ語が良くわからない方のた
めに個人通訳を紹介いたします。
以下の番号に「サポートグループの件です」と言ってお問い

Schillerstr. ８

Fellbach

もちろん大人の方も大歓迎です。用具もお貸しします。
連絡先 : 古嵜 0171-755-5050

翔馬剣道クラブ

新会員募集

合わせください。

日本語補習授業校の放課後、土曜日に 1 時間シュトゥットガ

①領事館 ： 火曜～金曜・９：００－１３：００、水曜 １４：００－１６：００

ルトの中心で元気いっぱいに剣道をしている子供たちがたく

０７１１ー１２７７７７９９ （ 山越 ）
②領事館閉館時 ： 土日祝日・ドイツの公立学校休み期間を除く平日

さんいます。学校に行っていなくても、またまだ行かない子
（5 歳以上）でも結構です。お試しコース（3 回

x

5 ユーロ）

９：００－１６：００ のみ

を準備しましたのでお気軽にいらしてください。まずは見学

０１
７６ー７６７９ ５２７３（ バーグフーゼン南 ）

からでももちろん OK です。日本人会、当地剣道連盟のサポー

※通訳料についてはお問い合わせ時にお知らせいたします。

トを頂いていますので、費用は年会費程度で、また竹刀や防
具などの貸出しなどもあります。
山越（tak@tacyam.com tel: 0711 91297251）

バーデン・ヴュルテンベルク会

までお問い合わせください。

当会 JCS と友好関係の BWF では随時会員を募集しています。
もし御興味があったら、日本へ帰任後、下記にご連絡下さい。
バーデン・ヴュルテンベルク州を愛する人たち
バーデン・ヴュルテンベルク会
Baden-Wuerttemberg Freundeskreis
〒 151-0066 東京都渋谷区西原３- ７- ６ 大又ビル
☎ 03-5738-1663 Fax 03-5738-1661

シュトゥットガルト掲示板
http://sttgrt.bbs.fc2.com/
ドイツ Stuttgart（シュトゥットガルト）関係の「売ります・
買います」「求人・求職」「イベント情報」など皆様の投稿を
お待ちしています。ニュースダイジェストの掲示板をイメー
ジしています。

ママズ広場

テニスサークル「SSTJ カーペッターズ」

お母さんと子ども達が楽しい時間を過ごす場です。季節に合
わせて日本の童謡を歌ったり、工作などをします。絵本の読
み聞かせや、手遊びなども行います。夏祭りやクリスマス会
などもありますよ！ママさんはもちろん、これからママにな

現在、シュツットガルト近郊で活動しているテニスサーク
ルです。日頃の運動不足解消にテニスをしませんか？ シュ
ツットガルト近郊にお住まいで、いっしょにテニスをして
頂ける方を募集しています！ メンバーは初心者から上級者

る方も是非お越しください。日本語で行いますが、日本の子

までさまざまです。女性の方やお子様もみんなで一緒に楽

供文化にご興味のある全てのみなさん、大歓迎です！詳細は、

しく汗をかけるサークルを目指しております。見学やテニ

シュトゥットガルト掲示板を都度ご確認ください。

スをしたことがない方の参加も大歓迎です。ご興味をお持

http://sttgrt.bbs.fc2.com/

ちのお方はぜひご一報下さい。

ご質問は、下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせく

活動内容：

ださい。mamas2012stuttgart@yahoo.co.jp

Stuttgart 近郊のテニスコートにて

会場：Ekiz (Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart-West e.V.) 内

毎週日曜午前に 2 時間練習

”Traum und Wirklichkeit”( ドイツ式 2 階 )

お問い合わせ：sjtc@online.de

住所：Ludwigstr. 41-43 70176 Stuttgart
時間：14:30-15:50 （開場：14:00)
開催日：毎月第一、第三木曜日（Ekiz の休館日はお休みにな
ります。）
参加費：1 ユーロ～ ( 内容により） おやつはご持参ください。

リンデン博物館

特別展示会“おいしい”のご案内

みなさまのお越しをお待ちしております！！

華道教室
Stuttgart 市内で日本の伝統文化、いけばなの根源である池
坊のお稽古を開催しております。これまで、土曜日に月１
不定期でお稽古をしてまいりましたが、２０１５年１２月
以降お稽古日を、毎月第二水曜日（月１回）に変更するこ
とになりました。お稽古が進み、希望される方は池坊のお

10 月 15 日より来年 4 月 23 日までの期間、シュトュット

免状を申請することも可能です。

ガルトのリンデン博物館では、日本の食文化をテーマにし

場

た“おいしい”という特別展示会が開催されます。

所

Bürgerräume Stuttgart West (Wilhelm Emil

Fein-Raum) http://www.brs-west.de/

食文化に関する様々な展示とともに、この期間中、

時間１０時３０分〜１４時３０分（任意の時間で１時間程）

日本の文化を紹介するいろいろなプログラムが用意されて

連絡先 華道教室主催者 石井クラルまや（池坊正教授）

います。この機会に、日ごろお世話になっているﾄﾞｲﾂの友人・

E-Mail: sakuramochi.hime@gmail.com

知人をお誘いになってはいかがでしょうか ?

見学、体験レッスン、随時受付しております。ご連絡の上、
お気軽にお越しください。

詳細は下記リンデン博物館のＨＰを参照ください。
http://www.lindenmuseum.de/sehen/

映画サークル
映画サークルを新設しました。
（入会金無料）
懐かしい名画作品にもう一度出会ってみたり、好きな作品、
好きな俳優、好きな監督、映画の話になると止まらなくな
る人々と会話したり・・の映画鑑賞会。
参加ご希望の方は下記のメールアドレスに連絡ください。
鑑賞会の場所等の案内をお送りします。
映画サークル
（代表

古嵜）

/ jsc_eigabu@yahoo.co.jp

ausstellungen/oishii/

日本領事館だより

在ミュンヘン日本国総領事館からのお知らせ

名誉領事及び名誉領事館職員は、日本の

開館時間

公務員でないことから、その職務内容は

月曜日：休館

限定されています。旅券・査証の発給、

火曜日：9:00 ～ 13:00

戸籍国籍関係届出の受理、在留・署名証
明、翻訳証明等の公証を行うことはでき
ません。この点について予めご理解をお
願いいたします。

午後休館

水曜日：9:00 ～ 13:00，14:00 ～ 16:30
木曜日：9:00 ～ 13:00

午後休館

金曜日：9:00 ～ 13:00

午後休館

土・日・（バーデン・ヴュルテンベルク州の）祝日：休館
※臨時休館日もありますので、来館される場合は前もってご連絡下さい。

名誉領事
Dr. マティアス・カミュラー
( トルンプ社代表取締役兼トルンプ工作機械カ
ンパニー社長 )

※名誉領事館のある銀行の建物は、１３時～１４時の間、入口が閉鎖されますのでご注意下さい。
※出張サービス実施日の午前中は休館。午後、出張サービスの開催に合わせて開館致します。
以下の日は臨時休館とさせて頂きます。 予めご了承ください。

平成 29 年 2 月 23 日 ( 木 )・２月 24 日（金）

任命日：2011 年 12 月 1 日
業務内容
名誉領事館所在地

○

名誉領事の活動の秘書業務

Japanisches Honorarkonsulat

○

日本に関する広報・文化紹介

Am Hauptbahnhof 2

○

在ミュンヘン日本国総領事館職員が行う出張サービスの支援

70173 Stuttgart

※出張サービスの日程については、その都度、総領事館ホームページ等に掲載します。

（シュトゥットガルト中央駅隣、
Landesbank

Baden-

Wuerttemberg 内）
連絡先
Tel

0711-127-77799

Fax

0711-127-77800

○

領事業務関係用紙の配布 ( 旅券・証明関係の申請用紙、戸籍国籍関係

の届出用紙等 )
在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ：www.muenchen.de.emb-japan.go.jp
シュトゥットガルト名誉領事館の概要を、上記ＨＰ内の「総領事館案内」の中に掲載してい
ます。

japanisches.honorarkonsulat@

出張サービスの実施について

de.trumpf.com

在ミュンヘン総領事館では以下の通り出張サービスを実施いたしますので
ぜひご利用ください。
日時：平成２9 年 3 月 23 日 ( 木 ) 午後２時 30 〜 4 時 30 分まで
場所：在シュトゥットガルト名誉領事館
（シュトゥットガルト中央駅隣、Landesbank BadenWuerttemberg 内）
住所

Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart

電話

0711-127-77799

※各個人の事情により各種申請の必要書類が異なることもありますので、予め、
在ミュンヘン総領事館に必要書類を確認の上、お越し下さい。
※急遽、変更となる場合がありますので事前に当館ホームページをご確認の上、
お越し下さい。
●在ミュンヘン日本国総領事館
Japanisches Generalkonsulat in München
所在地：Karl-Scharnagl-Ring 7 (4.OG), 80539 München
ＴＥＬ：０８９－４１７－６０４０
ＦＡＸ：０８９－４７０－５７１０

陶芸教室
Echterdingen ( 空港のそば ) の
寛太工房で、月 2 回（金・日曜日）
陶芸教室を行っています。

広告
Advertisement

教室の様子は次のサイトでご覧いただけます。
http: //atelierbi.exblog.jp
お問い合わせは古嵜まで
0711-78237013 kanatakzk@gmail.com

アトリエ・コパン
日本人会の会員証提示で２０％割引
但し、この特典は 18:30 までに来店、20:00 までに
お帰りのお客様に限ります。
営業時間：月曜─土曜	
  12:00-14:00/18:00-23:00
	
  	
  	
  	
  	
  日曜	
  	
  	
  	
  18:00-23:00
住	
  	
  所：Jakobstr. 19, 70182 Stuttgart
TEL:	
  0711-247687	
  FAX:	
  0711-2261908

Echterdingen で絵画教室を始めました
詳しくは kantakzk@gmail.com にお問い合わせください

ドイツ語個人レッスン
英語を復習しながらドイツ語を楽しく学びましょう！初級から上級
まで懇切丁寧に教えます。文法、読解力（童話、小説、
新聞等々）そして会話力向上。二人以上は割引
経験豊富、州経済省 25 年勤務、ゲーテ協会によるドイツ語試験免
状（中級、上級、最上級 GDS）取得
お気軽にお電話なりメールを下さい。
イエガー紀美子
Tel.

0711 － 251348、Kimiko.Jaeger@web.de

Heidewinkel 370192

Stuttgart

松岡サッカースクール生募集中
4 歳～ 12 歳を対象にサッカースクールです！
ダージリンや抹茶、ウェッジウッドからバーレイまで、素敵なティータイムの
必須アイテムが勢揃い。クッキーや陶磁器、小物などは贈り物としても最適で

たくさん汗かいて楽しくみんなでサッカーしよう！！

す。美しい街並みのホイシュタイク地区にあるイングリッシュ・ティー専門店

日時：現在週三日、お問い合わせください。

The English Tearoom にて、イギリス人夫婦 リン & クリスチャン・ヘイゼ

場所：SV Eintracht Stuttgart テレビ塔の隣で GAZI

ルウッドが、皆さまのお越しをお待ちしております。

スタジアムの真後ろの天然芝のグランド。

Lynn & Christian Hazlewood
Weißenburgstraße 29,

- The English Tearoom

D-70180 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 518 74 006
www.the-english-tearoom.de

連絡先：松岡

Handy: 01749079557

「千と千尋の神隠し」主題曲の楽器
L e i e r （ライアー、小さな竪琴）
を弾いてみませんか？
グループレッスン、個人レッスンどちらでも。楽器を持った
事のない方、楽譜の読めない方も歓迎です。今なら楽器
もお貸しできます。お子様連れでもＯＫです。
生の音楽で自己治癒力を強める
シュタイナー医学による音楽療法
お問合せはヴァイラー眞弓
（Tel/Fax   ０７１１-２５７３６６２）ま
で。

格安ドイツ語レッスンのお知らせ！

保険仲介なら

『目からウロコ』のドイツ語レッスンです。
ご希望の方はご自宅にもお伺いします。
格安ですのでぜひお気軽にご連絡ください。
アピッツ佐代美
電話

07144-130 4594

E-Mail : sayomiapitz@gmx.de

全て日本語で対応
T: 06172- 85 01 94 -0
M: info@jcom-ins.de
⇒ 自動車保険：（個人向け）ドイツで初めて自動車保険に加入
する場合、無事故証明をお持ちいただくと、日本の割引率を継
承手続きさせていただきます。（大幅な割引となります！）
⇒ 健康保険：労働ビザ取得や延長時に必要な、
健康保険加入証明の発行できる商品を提供します。
⇒ 年金保険：経営者・自営業者向けの節税優遇
プラン、個人年金をご提案させていただきます。
その他

個人賠償・家財・弁護士・所得補償・生命保険等

種目をお取扱いします。

全

ペータース法律事務所

Golfkultur Stuttgart-Hedelfingen

シュトゥットガルト事務所

185m のドライヴィングレンジ、バンカーショット、グリー

当事務所は労働法・会社法・契約法・一般民事・滞在許可

ン寄せ、パターの練習が原則 365 日可能で、ゴルフコース

法等を中心に日独法務を提供しております。主担当、リヒャ

が閉鎖される冬の期間も腕を磨くことが可能です。また、あ

ルト正光・シャイフェレ弁護士に是非お気軽に、日本語で

のオーガスタを再現したミニゴルフコースも有り、子供の遊

ご相談ください。

具やレストランと合わせてご家族全員で楽しめます。ドライ

PETERS Rechtsanwälte

ヴィングレンジの内 9 箇所は屋根付きで暖房可能です。また

Partnerschaftsgesellschaft mbB

全てのティーに、6 箇所の目標グリ－ンまでの夫々の距離が

Düsseldorf ・

記されたプレートが設置され、距離感覚を磨くのにもピッタ

Essen ・

Stuttgart

Büro Stuttgart

リです。更衣室、施錠可能なロッカー、シャワー等の完備で

Falbenhennenstr. 8, 70180 Stuttgart

全てのゴルファの皆さんに一年を通して楽しんで頂けます。

Tel./ 携帯

住所 :Steinprügel 2, 70329 Stuttgart-Hedelfingen

E-Mail

(0711) 50 47 13 70 / (0162) 26 73 88 3
masa@peters-legal.com

Tel: 0711-90 11 08 47

( 日本語 )

営業時間 :

http://www.peters-legal.com/

年中無休。6:00 から 21:00 迄 ( 事務所の時間

はこれとは異なります )。但し毎月曜日のドライヴィングレ
ンジの使用は、整備の為、6:00 から 11:00 迄。

公文書認証翻訳

- ヴォルボルト

駒崎

紫

主な料金 :
基本施設利用 ;

EUR6,00. ボール ;

EUR0,13/pcs( 時間帯

裁 判 所、 官 庁 な ど 公 的 機 関 提 出 書 類 の 認 証 翻 訳

で割り引き有り ). ミニゴルフ ;

(beglaubigte Übersetzung)

詳細は www.golfkultur-stuttgart.de をご覧下さい。

戸籍謄本、具備証明書、卒業

EUR5,00

証明書、運転免許書等ドイツにおける法人手続きに必要な
書類の翻訳。定款、資格証明、商業登記簿謄本、会社履歴
事項全部証明書、現在事項全部証明書、署名証明等。

日本人会会員への嬉しい特典！

経験 29 年。フライブルク大学卒（修士）BDÜ

基本施設利用料並びにボールの料金が 10% 割引されま

地方裁判所公認翻訳士

ヴォルボルト

駒崎

紫

e-Mail:
wollboldt@aol.com

www.yukari-translation.de

ボールカード (Ballkarte: 保証金 ERU5,00) 保有者には、
す。初回に日本人会の会員証或いは会報を事務所で提示
下さい。これをもってボールカードを作成し、日本人会
の会員として登録され、その後は自動的に割引の対象と
なります。

伝言板・広告について
サークル・習い事紹介、催し物、引越しセールなど、広く会員にお知らせしたい事を掲載致します。お気軽にご利用下さい。伝言板は非営業目的の内容のもの、ボランティ
ア及びサークル活動を対象としています。
営業目的の内容のものは広告として有料にてお受けします。求人広告は有料にてお受け致しますが、求職広告はお受け出来ませんのでご了承ください。
＜掲載方法＞掲載ご希望の方は、下記の方法いずれかでお申し込み下さい。
1. Ｅメールにて原稿を送付（なるべく Word で）広報あてに送付された内容を、そのままこちらで枠内に収めて掲載させて頂きます。掲載回数もお伝え下さい。
2. 直接原稿を送付
3. 最大縦５cm、横９cm までの枠内に掲載する内容をご自由に記入、広報までご郵送下さい（これ以上の大きさになる場合は要相談）
。枠外に掲載回数もご記入下さい。
広告掲載に関する請求書の発行について
請求書を掲載時その都度、或いは年間で（通常は毎年１２月号と共に発送）一括した請求書をお望みか、お伝えください。
＜原稿送付先＞

広報

rascheiffele@googlemail.com

原稿打ち直しの手間を省くため、なるべくＥメールにて原稿を送付していただくようお願い致します。
締め切りと掲載。会報は毎偶数月に発行予定です。

次回

2017 年 4 月１５日発行予定の会報に掲載ご希望の方は 3 月 20 日までに

原稿をお送り下さい。

締め切り後は基本的に掲載の依頼はお受け出来ませんので、掲載希望の方は余裕をもってお申し込みください。

日本人会入会のご案内
＊入会申込書は下記 JCS ウェブサイトにてダウンロードされるか、在シュトゥットガルト日本国名誉領事館にてお受け取りになるか、
総務（ハイニシュ：連絡先下記）までお問合せ下さい。申込書ご記入後、総務あてメール添付、FAX 又は郵送にてお申し込み下さい。
＊住所・連絡先変更の際、また退会される場合は必ず総務までご連絡下さい。ご協力をお願い致します。

日本人会連絡先
お問い合わせはこちらにお願い致します。
会長

古嵜

Fax: 0711-78237014

kanta@t-online.de
小柳

Mrs. Yaeko Heinisch
Siemensstr. 56
70825 Korntal- Münchingen

勝義

Tel：0174-9494428
副会長

c/o NPR of Europe GmbH

寛志

Tel：0711-78237013

副会長

Japan Club Stuttgart e.V.

Tel:

07150-9163-224

Fax:

07150-9163-245

シュナイダー 美智子

michiko.schneider@t-online.de
事業（行事） 山下

銀行口座 : BW Bank, IBAN
DE74 60050101 0001264089

周一

jcs.yamashita@gmail.com
総務（入会・退会 ･ 会報の送付などについて）
ハイニシュ

八恵子

Tel：07150-9163-224

Fax: 07150-9163-245

info@japanclub-stuttgart.de
会計（会費の振込みなどについて）
中川

一男

kazuo.nakagawa.str@gmail.com
広報（当会報・広告・その他問い合わせについて）
リヒャルト・正光・シャイフェレ
Tel. 0162 2009580

rascheiffele@googlemail.com

RECHTSANWALTSKANZLEI SCHEIFFELE
Falbenhennenstr. 8、70180 Stuttgart

ウェブサイト （イベントカレンダー含む）
http://www.japanclub-stuttgart.de
ユーザー名 Tokyo
パスワード osaka
（転送）http://www.japan-in-baden-wuerttemberg.de/

