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アサヒフォトプロダクツ・ヨーロッパ

加藤 昭博
魔法のことば　－楽しもう、異文化コミュニケーション－

巻頭

　皆様、初めまして。旭化成の加藤昭博と申します。
カーニバルも終わり、ようやく待ちに待った春が近
づいてきました。柔らかい春の日差しを受けつつ、
うきうきしながらこの原稿を書いております。これ
が掲載される頃は、ちょうどチューリップの見頃く
らいでしょうか、ベストシーズン到来ですね。

　まずは最初に弊社 Asahi Photoproducts Europe 
n.v./s.a. を紹介させて頂きます。弊社は欧州におけ
る旭化成の紫外線硬化型樹脂のセールス及びマーケ
ティングの拠点となっております。ここブリュッセ
ルに本店を置きながら、UK、イタリア、フランス、
ドイツに支店を展開し、東はロシア、パキスタン、
さらには中東、アフリカまでを担当しております。
ブリュッセルに拠点を構えたのは 1974 年で、今年
で 43 年目を迎えます。旭化成グループにおいても、
かなり早い時期に海外展開を果たした事業です。

　紫外線硬化型樹脂と言うと、歯の治療に使われる
樹脂や、ネイルサロンで使われているコーティング
剤を連想されるかもしれません。紫外線を使って固
めるという意味では同じものですが、我々の製品は
主に印刷用の樹脂凸版として使われております。か
つて新聞印刷では、鉛の活字を組み合わせたものが
印刷版として使われておりました。ただ、活字を組
み合わせるには熟練の技術が必要なうえ、鉛そのも
のが活字職人の健康に良くないこともあり、労働環
境の改善がずっと求められておりました。そんな
労働環境を大きく改善する救世主として、今から
約 40 年前に活字の代替として感光性樹脂凸版が新
聞社に採用され、日本だけでなく瞬く間に世界に広
がっていったのが欧州展開の始まりです。残念なが
ら、昨今の新聞はオフセット方式で印刷されるよう
になったため、感光性樹脂凸版は使われておりませ
んが、イタリアとフランスのペーパーブック印刷に
おいては、未だに弊社品が現役で使われております。
また、現在は厚みや硬さを変えながら、段ボールや
フィルム、ラベル等のパッケージ印刷でも多数採用
されております。

　こうして長きに渡り当地でビジネスが継続出来る
のも、単に製品の実力だけではなく、弊社製品をこ
よなく愛するナショナルスタッフの支えがあっての
ことだと感じております。私自身、感光材事業に携
わり早 25 年となりますが、フランス店の最も古い
スタッフは勤続 39 年目、彼女以外にも勤続 25 年
以上のスタッフが本支店合わせると数名もおりま
す。こうして様々な国籍のスタッフが集まった弊社
の公用語は英語ですが、本支店合わせると 12 の言
語に対応出来る体制となっており、旭化成グループ
においても最もダイバーシティが進んだ組織の一つ
だと言えます。

　ここまで少々前置きが長くなりましたが、今回私
がブリュッセルに赴任したのは 2014 年 2 月です。
かれこれ 3 年が経過し、4 年目に突入しました。今
回が 2 回目のブリュッセル駐在で、前回は 2006 年
の 5 月から約 3 年間、同じ Asahi Photoproducts に
駐在しておりました。当時若かった私は（今でもそ
のつもりですが）、会社人生で初めて直接の部下を
持ってチームを率いることになり、それはもうかな
り張り切っておりました。しかも、営業経験しか無
かった私が、いきなりアドミチームのリーダーをや
ることになり、とにかく日々の業務をこなすことに
精一杯で、全く余裕がない状態でした。当然のごと
く、ナショナルスタッフとのコミュニケーションは
完全に空回り状態で、日を負うごとにスタッフとの
溝が深まっていったのを鮮明に思い出します。当時
の私は、「なぜ上司である私の言う事を聞かないの
か」とか「なぜ一から十まで説明しないといけない
のか」とか、とにかくこれまでの自分の考えをただ
相手に押し付ける日々でした。結局、ナショナルス
タッフとの関係は改善することなく、3 年で帰任す
ることになりました。

　帰任後、なんとなくすっきりしない気持ちのまま
過ごしていた中、一つの研修に参加する機会を得ま
した。”Cross Culture Training” と題したその研修は、
アメリカ人とイギリス人の二人が、彼らの実体験に
基づき、日本人と外国人の間に起こるコミュニケー
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てから約 3 年、漸く弊社でも「おもてなし」の気
持ちが浸透してきたように思います。

　先の研修では、日本と欧米の教育システムの違い
（日本は孔子スタイル、欧米はソクラテススタイル）、

会議の進め方（日本はゴルフスタイル、欧米はラグ
ビースタイル）、組織の違い（日本はアメーバ、欧
州はテトリス）等々を学びます。それらを心の片隅
に置いておくことで、コミュニケーションはスムー
ズに進むことを体感しました。

　ただ、そうは言っても日々のコミュニケーション
の中でストレスを感じる場面も多々あります。この
3 年間、そんな状況に何度も直面しましたが、それ
を打破する魔法のことばがあることを学びました。
その魔法の言葉、それは “ You are not alone. Tell 
me!” です。私が自分で考えたと言いたいところで
すが、20 年以上親交のあるイタリア人に、私が煮
詰まってカリカリしている状況を見抜いた彼が実際
に掛けてくれた言葉です。この言葉を聞いた瞬間、
嘘のように心が軽くなりました。その後、実際に
様々な局面でその魔法を使ってみました。100％と
は言いませんが、かなりの場面で魔法が相手の心に
響き、困難な状況を乗り切ることが出来ました。ち
なみに、ナショナルスタッフだけでなく、日本本社
とのコミュニケーション、家族にも使ってみました
が、効果抜群です。是非、皆さんもこの魔法の言葉
を使って、多くの方々と積極的にコミュニケーショ
ンを取られることをお勧めします。

ションギャップを寸劇を交えながら説明してくれる
ものでした。二人とも日本人の奥さんを持ち、日本
在住 20 年以上ということもあって、すべてのエピ
ソードが「そうそう」、「あるある」の連発でした。ケー
ススタディで披露された話が、完全に自身の経験と
オーバーラップしたこともあって、あっと言う間に
2 日間の研修が終了しました。

　研修後、前回駐在時に犯した自分の過ちを大いに
悔やむと同時に、志半ばで帰任となったあの思いを
払拭するため、もう一度駐在に出て自身の力を試し
てみたいと強く思うようになりました。そして、そ
の思いが会社に通じ、また同じ会社に戻ってくるこ
とが出来たのです。私を信じて送り込んでくれた上
司、東京で子供の事を一手に引き受けてくれている
妻に感謝しつつ、「絶対に失敗できない」と強い気
持ちを持って飛行機に乗り込んだのを昨日の事のよ
うに思い出します。

　着任後、その研修の効果を実感しました。文化の
違いを理解した上で接することが、そこまでコミュ
ニケーションをスムーズにさせるとは驚きでした。
そこで、同じ内容の研修をナショナルスタッフに
も受けて貰おうと思い、日本から講師 2 名（前述
のアメリカ人とイギリス人）をブリュッセルに招聘
し、ナショナルスタッフのマネージャーに受けて貰
いました。研修は大好評で、勤続 30 年を超えるス
タッフが研修後に「これまで数々の日本人社長に仕
えてきたが、数々の間違いを犯してきた。この研修
を 30 年前に受けたかった」とのコメントをくれま
した。お互いに感じているコミュニケーションのス
トレスを解消するには、そのストレスがどうやって
生まれてくるかを知り、互いが歩みよることが大切
だと改めて感じました。

　その後、この研修を受けた各マネージャーが支店
に戻り、それぞれが講師となって研修内容を全ての
スタッフに説明してくれたことで、全体の雰囲気が
すごく良くなりました。ちょうど、東京が 2020 年
のオリンピック開催地として決定した時期でもあっ
たので、招致メンバーの滝川クリステルさんが最終
プレゼンで行った「お・も・て・な・し」のビデオ
を見せたりしながら、日本文化の一端をスタッフに
理解してもらうよう努力してきました。活動を始め

アサヒフォトプロダクツ・ヨーロッパ

加藤 昭博
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　毎号、日本人会会報をご愛読いただきまして心よ
りお礼申し上げます。
　これまで冊子として会報をお届けしてきました
が、今号より電子化し、原則としてウェブコンテン
ツとして皆様に配信する手法に変更させていただき
ました。そのご説明を兼ねて、会報委員長を務めま
すホンダの大野よりご挨拶申し上げます。

　前号の巻頭を飾られた家治川さんと同じく、私も
ベルギー暮らしは二回目となります。ベルギーに限
らず、欧州駐在が二度目という方も多いようです。
また、通算すると十年以上、欧州に駐在されている
という「猛者」も少なからずいらっしゃいます。

　欧州勤務が長くなりがちな理由は、やはり「複雑
な欧州で日本企業が事業を運営していくのは一筋縄
ではいかない」からではないでしょうか。もちろ
ん、欧州以外の各地域でもそれぞれ難しさはあるで
しょう。しかしながら、同じ EU と言っても多言語、
多人種、法制も少しずつ違えば、人々の気質も各国
どころか各都市で異なる欧州で上手く仕事をまとめ
ていくには、一度欧州を体験し、欧州というものを
理解している人間でないと難しいのかも知れないな
と、二度のベルギー駐在を経験して感じるようにな
りました。（「欧州駐在なんて羨ましいねえ」と何も
知らずに言ってくる輩には、「お前、来てやってみ
ろ」という言葉をグッと呑み込んで、「代わろうか？」
と笑顔で返す事に決めています。）

　前回、下っ端駐在員として駆けずり回っていた時
には、このような事を考える経験の量はなく、頭の
上の蝿を一生懸命追いかける毎日でした。ゲントか
らブラッセルに車を飛ばして帰る深夜の E40 の風
景は、帰任後もしばらくは克明に思い起こす事がで
きました。とは言え、楽しい記憶と共に思い出す事
も数多くあります。夏冬の長期休暇を利用して家族
旅行に出かけた先での食事の美味しさ、土日に緑豊
かな公園で子供と一緒に遊んだ砂場の冷たい感触、
毎週のようにサッカーをしたグラウンドの芝生の匂
い、等々です。嬉しい事に、当時の日本人サッカー

チームが代替わりしながら現在も存続しています。
お陰様で、一回り以上も歳の離れた若い人達と一緒
になって犬のようにボールを追い掛ける、苦しくも
楽しい日曜日を過ごしています。もし球を蹴って日
頃の運動不足とストレスを解消したいと思われる方
がいらっしゃいましたら、是非、日曜朝にルーバン
大学のグラウンドまで足をお運び下さい。老若男女
は問いません。

　楽しみと言えば、今も時折寄稿いただいています
神藤さんが執筆されていた、ユーモアたっぷりであ
りながら勉強にもなる、ベルギーと日本との歴史的
関係についての連載を読むのが楽しみで、日本人会
会報が届くのを心待ちにしていたのを覚えていま
す。当時は、自分が会報をお届けするお手伝いをさ
せていただくようになるとは夢にも思っていません
でした。あれから十年が経ち、こうして会報媒体の
変更という大きな節目に立ち会い、皆様にご説明申
し上げる機会をいただいたのは大変光栄なことであ
ります。
　さて今回、日本人会会報をお届けする媒体を冊子
からウェブへと変更いたしましたのは、次に申し上
げる二つの点を目的としております。

　1. 書籍電子化時代に対応し、より見やすく読みや
すい会報を皆様にお届けする事

　冊子の会報も、手に取った重量感がそれはそれで
良いものであったと思います。しかしながら、時代
変わって、書籍はパソコンやスマートフォンの画面
で読むのが主流になりつつあるようです。電子化の
大きな目的の一つは、諸般の都合により冊子版の会
報では難しかった、紙面のカラー化であります。
　現在、森　耕治さんの【西洋絵画の楽しみ方】、
藤野ユミリさんの【＜ベルギーもの＞なんでも読書
案内】といった寄稿を連載しています。せっかく詳
しく解説していただいているのに、その対象である
絵画や書籍の写真をモノクロでしかご案内できな
かったのは極めて残念でありました。今号では、こ
れまでとの違いを文字通り色鮮やかに感じていただ

大野 保人
Honda Motor Europe Logistics NV

会報をお届けするメディアの変更に際して
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けているのではないでしょうか。また、各種イベン
トの結果ご報告やその他ご案内にも彩りを添え、生
き生きとした紙面になったとお感じいただければ嬉
しく思います。

　今後も、より多くの皆様にとって見やすく読みや
すい会報となるように努力して参りますので、ご要
望等ありましたら遠慮無くご意見お寄せ下さい。

　2. 電子広告時代に対応し、読者・広告主の皆様に
より便利な広告媒体をご提供する事

　冊子版会報では各種記事の後にまとめて広告ペー
ジのスペースを取っていました。既にお気付きの方
もいらっしゃると思いますが、今号より記事と広告
を同じページにバランス良く配置し、読者の皆様の
目に触れやすいレイアウトとしています。また、こ
れまでは広告主様に印刷していただいていた差込み
広告も、今号より印刷不要、会報内のページに取り
込んでいます。

　読者の皆様、お時間がありましたら是非、広告を
クリックしてみて下さい。広告主様のウェブサイト
へとリンクできたでしょうか。これも電子広告時代
の当たり前サービスと言えましょう。会報を通じて、
皆様のお買い物の利便性向上にお役に立てれば幸い
です。

　以上、会報の電子化についてご説明いたしました
が、冊子版を全廃する訳ではありません。ウェブ化
した会報をご覧になる環境をお持ちでない会員の皆
様には、これまで同様モノクロ、且つ紙質の変更に
より若干手触りが変わるかとは思いますが、冊子版
をお届けする用意もしております。どうぞご安心下

さい。

　一方で、冊子版の会報は印刷部数が限られていた
のに対し、電子化によってウェブ上に拡散しプライ
バシー保護等の観点が弱まるのではないか、とご心
配されている方もいらっしゃるかも知れません。電
子化に期待する効果の一つは、「より多くの皆様に
読んでいただく事」ですから、確かにプライバシー
の観点とは矛盾します。そこで、関連の皆様と議論
を重ね、児童・生徒の写真が記載される事も多い日
本人学校関連のお知らせ、会員企業の皆様の人事異
動と密接に関連する会員異動の情報については、日
本人会会員限定の環境にて掲載する事といたしまし
た。また、ベルギー日本人会以外には関係が無いと
思われる議事録についても同様の扱いとしておりま
す。皆様のご理解をお願いいたします。

　歴史あるベルギー日本人会において、歴代の諸先
輩の方々から受け継いできた会報のお届け手法を大
きく変更するのは、それなりに思い切った決断が必
要でした。度々議論させていただきました会報委員
会の皆様、何かとご指導いただきました日本人会理
事会の皆様、日々汗して実務を進めて下さいました
事務局の皆様、そして毎号寄稿いただいている執筆
者の皆様、広告を承っている広告主の皆様のご支援・
ご協力なしには、本日を迎える事ができなかったの
は明らかであります。この場をお借りして、厚くお
礼申し上げます。

　日本人会会報はもちろん会員の皆様のために存在
するものです。4 月に新しく赴任されて、初めて会
報を目にされる方々も多いと思います。皆様が楽し
みにしていただけるように充実を図って参りますの
で、引き続きご愛読を宜しくお願い申し上げます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  診断センター帝京（ブリュッセルからマーストリヒトまで車で一時間半） 
  半日で、施設内の一箇所で全ての検査終了。 
   日本人の通訳・介助で言葉の問題なし。 
健診日と健診時間：木曜日：１２：００～ 土曜日：８：００～ 
健診結果：日本語と英語で併記された健診診断レポートを発行。 
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht, The Netherlands 
Tel. +31 (0) 43 3292082  (月曜日~金曜日の 9時から 15時迄) 
E-mail: info@dcteikyo.com Website: http://www.dcteikyo.com/ 

 
 

http://www.dcteikyo.com
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　こんな状況を想像してみてください。
　見知らぬ男に公衆の面前で無理くり接吻されてい
る自分。なのに誰も気づいてくれない。こんな異様
な目に遭って嫌がっている私にどうして誰も気づか
ない？　世の中で自分がみじめに無視される絶望と
男への嫌悪感にうなされガバッと起き上がる。ああ
夢か、ああよかった。で、ふと傍らを見るとその
男が今度は裸で横たわって
いる！　愕然、おぞましさ
に身を引きつらせてまたガ
バッと起き上がる。今度は
……　
　ゾッとしました、こんな
悪夢の波状攻撃。残酷なぬ
か喜び。
　ステファン・ストレケー
ル Stéphan Streker 監督の映
画「Noces」（婚礼）を見た。
現代と因習との矛盾が醸し
出す闇の深さを暴いて話題
となっている。
　ヒロインはイスラム教信
者のパキスタン系２世の高
校 3 年生。ベルギーの地方
都市で小さな食品雑貨店を
営む両親と兄と妹と、仲睦
まじい家族愛に包まれて暮
らしていた。そんな彼女と
てひとたび家から出れば、
そこはベルギー生まれのベ
ルギー育ち、いまどきの高校女子同様、夜遊びもす
ればボーイフレンドだっている。
　ある日、彼女が妊娠・中絶したことを機に、両親
が故郷の習慣にのっとって娘を一刻も早く結婚さ
せ、“ 幸福で正しい人生 ” へ導こうと強制的に見合
いをさせるところからドラマは次第に加速する。見
知らぬ男と結婚してパキスタンで生活する。どうし
ても状況を受け入れられない彼女は、結局家出を強
行して姿をくらませ結婚を破談にするわけだが、ま
あここまでは聞いたことのある話だ。この物語が特

異なのは、このため彼女が実の兄、最愛の兄の手に
よって殺されてしまったこと。なぜか。家族の「名
誉」が傷つけられたから。そんな納得しづらいショッ
キングな結末が待っているからだ。
　そこで映画は問いかける。もちろんピストルを
撃ったのは兄だが、一方で家族の絆やイスラム・パ
キスタンの伝統、もう一方でヨーロッパのマルチ

カルチャーの空気を吸って
育った彼女は、本当は誰に
殺されたのだろうか。二つ
の矛盾する価値が相互に相
容れない、非寛容なこの悪
魔のような状況はいったい
何なのか。
　ラストシーン、ヒロイン
がベルギーからもパキスタ
ンからも遠いオーストラリ
アへ渡航する決心をし、家
出先からパスポートを取り
にアパートへ戻った場面。
再会した兄に抱きすくめら
れ、涙声で「オレのかわい
い妹」と囁かれると、それ
まで一人頑なにまとってき
た反抗の鎧が血縁の温もり
で溶けそうになる。いつも
相談に乗ってくれ味方して
くれ庇ってくれたお兄ちゃ
ん。逃避行の間も SNS で連
絡取り合っていた家族最後

の砦。だがその頃、家では父親が心臓発作で倒れて
救急車で運ばれ、母親は娘のために一家が奈落の底
に落とされた恨みつらみの悲嘆に暮れる。後継ぎと
して一家を支えるお兄ちゃんだってベルギー生まれ
のベルギー育ち。ある意味あなた以上に伝統と現在
の間で、両親とあなたの間で板挟みのぺしゃんこ寸
前だったのだよ、妹よ。
　こうして兄は妹に引き金を引いた。
　家族はもちろん、ヒロインの親友やその父親

（Olivier Gourmet ♥️）、ボーイフレンドなど、登場

藤野 ユミリ
書籍編集「Noces」と Haiku が願うもの

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　72
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人物の誰ひとり悪くない、みんながみんなを思い
やっているのがわかるだけにやるせない。「あなた
の気持ちはよくわかる」などと軽々しく口にする
な！ガツン！！とやられたような、他者を理解する
ことの二重三重のむずかしさ。
　脚本は、10 年前シャルルロワで実際に起こって
耳目を集めた「名誉の殺人」事件を扱っている。「名
誉の殺人（crime d’honneur）」とは、イスラム文化
圏その他の女子の貞節に超厳しい超マッチョな風習
のことで、日本のモラルで育った頭でも「婚前は処
女」「不倫はダメ」くらいまでは理解が及ぶし、姦
通罪がかつてあったことも知っている。でも、親の
決めた結婚相手を拒否したくらいで殺されるとした
ら、今頃アタシはこの世にいない。殺した側の父親
や男兄弟には名誉や信仰を守るための正当な行為と
いう意識があるため、国や法律の抑止や介入が難し
いともいう。一説によると、まさにパキスタンでは
名誉の殺人の事例報告が多いらしい。しかし、事件
が起こったのは殺人は何であれ違法の法治国家ベル
ギー。「なんて野蛮な文化だ」「ここヨーロッパはやっ
ぱり進歩した世界だわ」などと浅薄に糾弾すれば即
刻世界中に増殖するポピュリストの移民排斥と同じ
弁になってしまうところだが、映画はそうはしない。
白黒、善悪、あれかこれかの烙印を押すことなく、
生身の人間像をきっちり描いて、その判断を見たも
のに託す。ギリシャ悲劇を見たような鑑賞後感。
　さて、ポピュリストといえば筆頭のトランプ米大
統領がさまざまな物議を醸して久しいが、その一つ
に中絶反対政策がある。従来中絶問題は各国各文化
圏で侃々諤々喧々囂々議論があるが、とりわけオラ
ンダの反応はさすが早かった。生、生殖、ジェンダー
などこの手のテーマにリベラルな屈指の国として知
られるオランダだが、即刻政府はアメリカが廃止し
た中絶助成を肩代わりする政策を打ち出し、すぐに

ベルギー、スウェーデン、デンマークとともに「She 
decides」という基金団体を世界に向けて立ち上げ
た。映画「Noces」の冒頭にもあったが、ベルギー
では法的に認められている中絶は妊娠 13 週目未満
まで。躊躇の末決心した時はもうタイムアウトで、
よって娘はオランダへ行く。この国は 23 週目未満
まで可。彼女はベルギー人なので医療保険が効かず
850 ユーロ。ちなみにベルギー国内で法律内で保険
があれば 3・5 ユーロ！　未成年だが保護者の承諾
は必要なし！　このハードルの低さよ。日本ではど
うかと調べてみたが、お話にならないので割愛。
　
　 異 文 化 問 題、 移 民、 不 寛 容、 テ ロ、 暴 力、 戦
争、犯罪、自国ファースト、Brexit に続く〇〇 exit
……？　アメリカに続きヨーロッパ、世界の政治の
行方が見えない中、世界平和に一役買いましょうと、
日本の俳句団体がユネスコに対して俳句の無形文化
遺産登録の名乗りを上げた（今年 1/26）。発起人代
表の声明文によると、「俳句の主題は自然観察と日々
の生活の中にあります。 俳句は瞬間を永遠のもの
にすることが可能です。 身近な自然を観察するこ
とは自然保護の心にも繋がり、人々の相互理解を生
み、ひいては世界の平和へと繋がることになるので
す。」（国際俳句交流協会サイトより）
　平和と俳句を結ぶ、いかにも牧歌的でいかにも悠
久のアジアを思わせる論法だが、精神文化とはもと
もとそういうものなのだろう。すでに世界に 50 カ
国 200 万人いるといわれている Haiku 人口。ユネ
スコ前と後で俳句がどう変わるのか、いまいちよく
わからないが。
　われわれは学校で、五七五の 17 字で季語を入れ
るべしと習ったものだが、世界に羽ばたく Haiku は
懐がもっと広いらしい。そもそも自由律（尾崎放哉
♥️とか）というものも存在するが、無季でも単なる

http://www.nittsu.eu/be/removal_japan.html#top
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３行詩でもいいじゃないか（1/27 天声人語氏）と
するゆる〜い見識もある。だとすると俳句の一番わ
かりやすい普遍性は「短いこと」しかない。制約の
中で表現（情報）を尽くすこと、これこそが極意。
短歌、キャッチコピー、サンヤツ広告もしかり。思
えば Veni, vidi, vici のユリウス・シーザーはすごい
コピーライターだ。パックスだし。ロマーナだけど。
　さて本会報でも何回か紹介したが、ヘルマン・ファ
ンロンパイ元ベルギー首相が俳句の名手であること
はつとに有名だ。EU 大統領引退後はますます俳句
文化人的な色を前面に各方面で活動している。
　先ごろブリュッセル郊外で「グローバル化され緊
張状況にある世界の中の Haiku」と題した彼の講演
会があったが、先のユネスコ世界遺産申請のタイム
リーな話題も相まって、知識人風一般大衆の強い関
心を大いに引きつけ、終始熱気にあふれていた。私
の失敗はサインをもらうため彼の句集を持って行く
のを忘れたこと。彼は句集をこれまで２冊出してい
て、私がアマゾンで買ったのは第一集の改訂版日本

語訳付き。氏によると、オリジナルのオランダ語に
よる句作では五七五調を忠実に守り、翻訳はこだわ
らず。和訳は直訳と五七五調訳の二本立て。後者、
とても練られていてまるで訳者女史の句のよう。
　最後に、ソワーニュの森の一画にファンロンパイ
氏の句が刻まれたある記念碑があるので紹介した
い。この辺一帯に生息するシカ、キツネ、リスなど
大小の野生動物を高速道路の事故から保護する専用
通路（écoduc あるいは ecoduct）建設プランが昨
年着工したが、その定礎にこうある。

　　Een plek van stilte
　　over groene grenzen heen
　　Het woud van Ruusbroec
　（ 静寂の場所　緑の境界をつなぐ　リュースブ

ルックの森）

　緑豊かな世界の平和を静かに祈る。

動物専用道路工事着工式（2016/9/26　Groenendaal）
句はこの裏に刻まれている
左端がファンロンパイ氏

LIFE ＋ OZONサイトより
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31. 前号及び前々号のあらすじ（「個人情報 EU 外移
転に関するドイツ個人情報保護当局の調査 」）

ドイツでは、昨年秋個人情報保護当局が約 500 の
私企業をランダムで選択し、個人情報保護法の適
合性に関する調査を開始しました。調査の重点は、
EU から EU 外へ適法に個人情報が移転されている
かです。このような調査が現行各国法に基づいて行
われる可能性は他の EU 加盟国でもあります。

32. 内部通報制度 (「ホットライン」、Whistle-blow)

a.　 内部通報制度 (「ホットライン」、Whistle-blow)
の概念

「ホットライン」または「内部通報制度」とは、会
社内で不正行為が行われて公共の利益が侵害される
と考えられる合理的な疑いのある場合、従業員 (A)
が上司・同僚の従業員 (B) の不正行為を会社の指定
通報受付役（C）または弁護士等外部の通報受理の
専門家（D）に通報することが可能な制度を言いま
す。最近多数の日系企業は、いわゆる「内部統制」
の観点から、いわゆる「ホットライン」、「内部通報

制度」（英語では、"whistleblow" という。）の導入
を始めまたは始めようとしています。

その背景としては、最近の 20 年ほどの期間に日系
企業で発生した様々な不祥事（不正会計、賄賂等の
腐敗、カルテル、セクハラ・パワハラ・過労死）を
踏まえて、会社法上の「内部統制」に関する議論が
発展したこと、金融商品取引法（J-SOX 法）に基づ
く「内部統制」並びに昨年の東京証券取引所の採択
した東証コーポレートガバナンス・コード等に基づ
いて、外国における子会社を含めたいわゆる「企業
集団」に関するリスク・マネジメントの展開があり
ます。

b.　 第29 条 作 業 部 会（Article 29 Data Protection 
Working Party）の意見

EU においては、個人情報の保護に関する指令（お
よび GDPR）のガイドラインを作成する機関であ
る 第 29 条 作 業 部 会（Article 29 Data Protection 
Working Party）が、2006 年 2 月 1 日に「通報制度」
に関する意見 0195/06/EN を発表しています。そこ
では下記のような結論を提供しています。

個人情報保護に関する EU新規則（その８）
― 内部通報制度（ホットライン制度） ―

柴崎 洋一
DLA Piper, Brussels Office

第 29 条作業部会は、内部通報制度が会社や組織が規則を遵守するのを監視し、下記の目的のために有用
なメカニズムかもしれないことを認めています :
会計、内部会計監査、その他の監査、内部統制、贈収賄との闘いに関する規定、銀行犯罪、金融犯罪、刑事法。 
会社は、内部通報制度によりコーポレート・ガバナンスの原則を実行し、会社の状況を把握することが
できるかもしれません。

第 29 条作業部会は、会計分野、内部会計管理、監査事項、および本書の対象となる贈収賄、銀行犯罪、
金融犯罪に対する対抗措置のための「内部通報制度」が、Directive 95/46 / EC に定める個人情報保護の
原則を順守することを強調します。個人情報保護の原則を遵守すれば、企業およびそのような内部通報
制度の適切な機能を確保するでしょう。 
内部通報制度の実施においては、内部通報者と告発の対象者の双方に関する個人情報の保護が、内部通
報制度の全過程を通じて保証されなければなりません。

第 29 条作業部会は、指令 95/46/EC に規定されているように、特に個人情報へのアクセス、訂正および
消去に対する告発された人の権利に関しては、内部通報制度に全面的に適用されなければならないとい
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【食料品・持ち帰り弁当】【食料品・持ち帰り弁当】【食料品・持ち帰り弁当】【食料品・持ち帰り弁当】

  120 Rue kelle, 1150 Bruxelles 120 Rue kelle,1150 Bruxelles          17 Rue des begonias, 1170 Bruxelles

  TEL： 0490.11.9026 TEL&FAX : 02.771.7224          TEL&FAX : 02.660.0666

  火～土:10h-20h　（19h-20h予約の方のみ） 火～金:10h-18h / 土:10h-19h          月～金:10h-18h / 土:10h-19h

   (月曜・日曜・祝祭日休み) (月曜・日曜・祝祭日休み)           (日曜・祝祭日休み)
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TAMAKITAMAKITAMAKITAMAKI    けんちゃん   けんちゃん   けんちゃん   けんちゃん はるちゃん　　はるちゃん　　はるちゃん　　はるちゃん　　

c. ベルギー個人情報保護当局の勧告

第 29 条作業部会の意見を受けてベルギー個人情報
保護当局は、2006 年 11 月 29 日にベルギーの個人
情報保護法の適合性に関する勧告 1 号を採択しま
した。まず、「内部通報システム」の概念を下記の
ように抽象化しているので範囲が上記意見より広い
と考えることが可能です。尚、勧告は法律ではない
ので強制力はありません。

　 定義： 内部通報システムは、個人が「その組織の
他のメンバー（社員）が（その意見では、）法律、
規則または基本的な組織によって定められた規則
に反する行為を行った」ことを報告することを可
能にするメカニズムである。

ま た、 勧 告 は「 内 部 告 発 文 化 」（whistleblowing 
culture）に起因する緊張を回避し、内部通報者と
告発の対象者の適切な処置がこれに大きく貢献する
可能性がある、と述べて、過去にナチや旧ソ連の
KGB、東欧における社会主義に基づく国民相互監視
制度または密告制度の苦い経験を考慮してか、一定
の警戒心を示しています。一般の会社のラインにお
ける上司や専門部署の代わりに特別の内部通報受付
役を設けることに対して抵抗の姿勢が強い国もあ
り、その関係で制度の採択には厳格な条件を課して
いる国も多くあります。GDPR では、雇用・労働法
に関しては、加盟国ごとに異なるルールを認めてい

ますので、この分野では、ハーモニゼ―ションが進
んでいません。また、「ホットライン」または「内
部通報制度」に関する御相談をされる場合には、雇
用労働法に強い法律事務所を選択する必要がある点
についても御留意ください。

内部通報システムはベルギー個人情報保護法の下記
の要件を満たす必要があります。

i.  許容性、公正なプレー、合法性および目的（第
4 条および第 5 条）。GDPR 上は、一般に個人
情報の処理が禁止されていますが、承諾、契約
の履行に必要、ベルギーの法律上の義務等、列
挙された正当化事由があれば許されます。

ii.  比例性（第 4 条第 1 項第 3 項）。異なる権利や
利益のバランスを考慮します。

iii.  個人情報が正確であること（第 4 条第 1 項第 4 項）
iv. 個人情報処理が透明であること（第 9 条）
v.  情報のセキュリティが担保されること（第 16 条）
vi.  個人情報が内部通報制度の枠組み内にあるすべ

ての人（特に、内部通報者及び被疑者）に関し
てアクセス権、訂正および消去権が認められる

（第 10 条および第 12 条）
vii.  告知と届出の義務を順守する（第 17 条および

第 19 条）
viii. 補助性（必要不可欠な範囲に限定すること）

う個人情報保護の原則を強調します。第 29 条作業部会は、他の利害関係者の利益を考慮し、非常に特殊
なケースでは、プライバシーの権利とこれらのスキームの利益の追求のバランスを取るために、権利が
制限される可能性があることを理解します。しかし、そのような制限は、このスキームの目的を達成す
るために必要な程度に制限的に適用されるべきです。

http://sowatrading.be
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具体的には、下記の点にも留意しなければばらない。

・ 内部通報システムは、通報「義務」を課すことはで
きません。

・ 内部通報者は、彼が報告している問題のある状況を
疑うには合理的な根拠が必要で、単なる噂は報告書
を提出するのに十分な根拠とはみなされません。

・ 提供される情報は正確でなければなりません。 曖
昧な報告は「内部告発文化」につながる可能性があ
ります。誰が、いつ、どこで、何を、どのように、等の
内部通報の手続きを明記しなければなりません。

・  欧州委員会は、匿名通報の一般的禁止を支持してい
ます。 特定の条件を満たす場合、匿名レポートの処
理を非常に限定的に許可します。 また、内部通報者
が特定された報告を勧奨します。

・ 報告を処理する際には、内部通報は、内部通報者を
特定すること、および同意なしに自己識別につなが
る可能性のある情報を含めることができません。

・ 内部告発が処理され、告発が十分に根拠があるか、
または根拠が明確でないことが判明した後でのみ、
結果は組織に伝えられます。

・ 内部通報は、これを審査するために特別に任命され
た組織の人（内部通報処理者）によって収集・処理
されなければなりません。

・ 経営幹部、他の職員、労働組合および第三者に関し
ても、内部通報処理者は、報告書を処理する際の専
門的機密保持に拘束されます。

・ 内部通報処理者は、組織において十分な自律性を
持って作業できる必要があり、経営幹部や労働者か
らの圧力から保護されなければならない。

・ 告発の対象者が労働組合の執行役または役員であ
る場合には、内部通報処理者は、最高の自己裁量で
報告書を処理する必要があります。

・ 内部通報者自身による故意の守秘義務違反の場合
には、内部通報処理者は、告発中の報告書の処理を
中止しなければならない。

・ 社内の内部通報制度は、特定の補助的なチャンネル
としてのみ使用できる（補足性）。

　o 　 内部通報者が通常のチャネルでは不可能また
は不可能であると考えている。 

　o 　 以前の報告書が経営陣によって適切に処理さ
れなかった。

　o 　 当該チャネルは、通報者などによって報告さ
れた問題に関与している。

・ 個人情報の処理を追跡する監査を行うことが可能
でなければならない。

・ 内部通報者および関係者の匿名性の保証

・ EU 以外の国の親会社へのデータ転送は、内部通報
の処理が欧州内会社組織で適切に行えないか、ベル
ギーまたはEU にある会社組織を超えた影響がある
可能性があり、特に重大な問題を含む場合にのみ正
当化される。

・ 不正確である個人情報は、消去または訂正する権利
がある。a）不完全または関連していない可能性の

営業時間　月・火　19:00– 22:30
　　　　　水～土　12:00 – 14:00,  19:00 – 22:30

RUE CAPITAINE CRESPEL 14, 1050 BRUSSELS 
Tel: 02.513.1725 

http://www.seoul-resto.be/

韓 国 料 理 レストラン 

ソウル
世界で一番おいしい焼肉を

お楽しみください。

http://www.seoul-resto.be
http://www.seoul-resto.be/
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あるデータ。 b）処理が禁止されているデータ、また
はc）通報が処理された後に保持されるデータ。

・ 内部通報者は、不正行為者または第三者の個人情報
にアクセスする権利はない。

・ 内部通報者は、報告書やフォローアップの結果を知
る権利がある。

ベルギーとの対比で興味深いのがオランダにおける
昨年７月に施行された内部通報制度に関する新しい
法律です。下記に紹介します。

以上

オランダでは、2016.7.1. より従業員 50 人以上の事業所は、下記の内容を含む通報制度を確立しなけれ
ばならない。
　・ 内部通報がいかに処理されるか
　・ 不正行為の定義
　・ 通報の社内受領者
　・ 秘密保持の保証
　・ 専門の adviser が得られる
　・ 通報者は、懲戒処分から保護される
　・ 通報の社内処理が有効でない場合には、新設された下記の当局に通報できる。
　　「The House for Whistle-blowers」

柴崎 洋一
弁護士、ブリュッセル弁護士会アソシエイトメンバー

DLA Piper, Brussels Office
yoichi.shibasaki@dlapiper.com
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日本人会関係行事予定

ベルギーの祭り、イベント、展覧会
情報ベース：ベルギー観光局：http://www.visitbelgium.com/?page=calendar
*日程等は変更になることがあります。当該主催者もしくはベルギー観光局にご確認の上、お出かけください。

期間・場所 イベント名・概要
4 月 7 日〜 5 月 7 日
Groot-Bijgaarden 
(Grand-Bigard) Castle

International Flower Exhibition　ブリュッセルフロラリア

ブリュッセル近郊のグロート・ベイハールデン城の広大な庭で開かれるフラワー
ショー。400 種のチューリップをはじめとする 500 種類の球根花を 14 ヘクター
ルの庭に、様々な趣向を凝らし、配し、さながらベルギー版キューケンホフ。ま
た１０００㎡のグリーンハウスでは毎週金曜日に入れ替わる１万本の花を使った
フラワーアレンジメントも楽しめます。
http://www.grandbigard.be/en/floralia-brussels/ 

5 月 8 日〜 6 月 3 日
ブリュッセル

エリザベート王妃国際音楽コンクール

ショパン国際ピアノコンクール、チャイコフスキー国際コンクールと並ぶ、世界
三大コンクールの一つに数えられる世界的権威のあるピアニスト、ヴァイオリニ
スト、声楽家及び作曲家のためのコンクール。今年は新たに開設されたチェロ部
門。1951 年、ベルギー青少年音楽院の創設者ルネ・ニコリが提唱し、ベルギー
王妃エリザベート（アルベール 1 世の王妃で、同年に即位したボードゥアン 1 世
の祖母）の名を冠して創設された。前身は、ウジェーヌ・イザイの名を冠したイ
ザイ国際コンクール。最終選考（Final）の模様は各テレビ局でも毎晩実況中継さ
れます。
http://www.cmireb.be/en/

5 月 14 日（日） 第 2回日本人会ゴルフコンペ　ゴルフ部

6月 三国テニス大会　テニス部

6月 11 日（日） 第 3回日本人会ゴルフコンペ　ゴルフ部

6月 16 日（金） 日本人会理事会・総会

6月 25 日（日） 美術部ソルヴェ邸見学ツアー

7月 9日（日） 第 4回日本人会ゴルフコンペ　ゴルフ部

9月 10 日（日） 日本人会ゴルフコンペ大使杯　ゴルフ部

10月 8日（日） 日本人会ゴルフ　秋のコンペ　ゴルフ部

11月 秋季テニス大会　テニス部

11月 25 日 ( 土 ) 仮 日本語スピーチコンテスト　文化交流委員会

日程   内容      　　  

http://www.visitbelgium.com/?page=calendar
http://www.grandbigard.be/en/floralia-brussels/ 
http://www.cmireb.be/en/
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期間・場所 イベント名・概要
〜 5 月 5 日　
ブリュッセル 
ラーケン王宮

ROYAL GREENHOUSES OPEN THE PUBLIC

毎年 Laeken 王宮の温室が一般公開されます。1873 年、レオポルド２世によって
造られたアール・ヌーヴォー建築の温室は別名『ガラスの宮殿』とも呼ばれてい
ます。
月曜：定休日
http://www.monarchie.be/palace-and-heritage/greenhouses-laeken

5 月 11 日〜 13 日 
リエージュ

MITHRA JAZZ A LIEGE

ありとあらゆるスタイルのジャズが登場します。
http://www.jazzaliege.be/

5 月 5 日〜 27 日 
ブリュッセル

KUNSTENFESTIVALDESARTS

芸術祭。演劇、音楽、ダンス、映画、展示などすばらしい芸術に触れる機会を与
えてくれます。
http://www.kfda.be/

5 月 6 日、7 日 
ブリュッセル

IRIS DAY

アイリス（アヤメ）の花はブリュッセルのシンボル。春を祝うブリュッセルのお
祭りです。各会場、ストリートでは色々な催しが行われます。
http://www.fetedeliris.be/

5 月 20 日〜 22 日
ブリュッセル

BRUSSELS JAZZ MARATHON

グランプラス、サブロン広場、聖カトリーヌ広場、F. コック広場の４か所の野外
ステージで繰り広げられるジャズマラソン。
http://www.brusselsjazzmarathon.be/

5 月 25 日 
ブルージュ

聖血の行列

新・旧約聖書の中のエピソードや、十字軍騎士をはじめとする中世時代の装束を
まとった人々、キリストの血が入った厨子が町中を練り歩きます。
http://www.holyblood.com/

5 月 28 日 
ブリュッセル

ブリュッセル 20 キロマラソン

約 30.000 の参加者が Cinquantenaire 公園から出発し、ブリュッセルを駆け巡り
ます。
http://www.20kmdoorbrussel.be/

http://www.monarchie.be/palace-and-heritage/greenhouses-laeken
http://www.jazzaliege.be/
http://www.kfda.be/
http://www.fetedeliris.be/
http://www.brusselsjazzmarathon.be/
http://www.holyblood.com/
http://www.holyblood.com/
http://www.lmc-leblanc.com
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期間・場所 イベント名・概要
6 月 11 日
Mons

デュカス祭（黄金の馬車とリュムソン）
DOUDOU, PROCESSION OF THE GOLDEN CARRIAGE AND BATTLE OF THE 
LUMECON  Mons

毎年、イースター後の第 8 日曜に開催される祭り。1349 年にペスト根絶を祈願
し、町の守護聖女ウォードリュにちなんだ大行列を行ったのが由来。｢黄金の馬
車｣ を急な坂道の上に押し上げることができれば、その年は安泰だという謂れが
あります。その後リュムソンと呼ばれる聖ジョージと竜の闘いがあり、人々は竜
のシッポを奪い合います。シッポを手にした人は、その年幸運に恵まれるという。
http://www.doudou.mons.be/
http://www.ducassedemons.info/

6 月中 
ブリュッセル 

Dinner in the sky

クレーンで空中にぶら下がった空間で、ブリュッセル市街を眺めながら、一流
コックによるディナーはいかがでしょう。ブリュッセルで最も有名な７人のシェ
フが日替わりでランチとディナーを提供します。（シェフ：　シー・グリルの
Yves Mattagne、コム・シェ・ソワの Lionel Rigolet、Chalet de la Forêt の Pascal 
Devalkeneer, La Paix の David Martin、Senzanome の Giovanni Bruno、 ラ・トリュ
フ・ノワールの Luigi Ciciriello 等）
http://www.dinnerinthesky.be/en/

6 月 30 日〜 7 月 2 日 
ブリュッセル 
Tour ＆ Taxis

COULEUR CAFE

カリブ海、アフリカ、ラテンアメリカの音楽祭。コンサートの間に、訪問客は世
界中の装飾品と工芸品と国際的な料理を買うことができます。
http://www.couleurcafe.be/

6 月 16 日〜 22 日
ブリュッセル

BRUSSELS FILM FESTIVAL

60 本もの映画が上映され、毎晩コンサートも行われます。また野外スクリーンも
設置されます。
http://www.brff.be/

http://www.doudou.mons.be/
http://www.doudou.mons.be/
http://www.dinnerinthesky.be/en/
http://www.couleurcafe.be/
http://www.brff.be/
http://www.lmc-leblanc.com
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期間・場所 イベント名・概要
6 月 24、25 日
Oostduinkerke

エビ祭り

北海沿岸の小さな町で行われるイベント。名物小エビ採り、エビ料理の各コンクー
ルなどの様々なイベントやエビに扮装した人々のパレードが行われます。海岸で
はフランダース産の馬に網を引かせて小エビを採る伝統漁法も披露されます。
http://oostduinkerke.com/en/event/680/shrimpfeast-and-shrimppageant.html

7 月 5 日、7 日
ブリュッセル 
グラン・プラス

オメガング OMMEGANG PAGEANT

ベルギーを代表する祭り。「オメガング」とは「輪になって歩く」の意味で、14
世紀にサブロン教会に祀られたマリア像の周囲を行列したことが起源。現在の
形になったのは 1549 年、神聖ローマ帝国のカール大帝とその息子フェリペがブ
リュッセルを訪問した際に、歓迎の意を込めて行われたのを再現。 祭りはブリュッ
セルの旗と楽隊を先頭に、宮廷貴族、馬にまたがった騎士、司祭、ギルド職人、
道化師などが練り歩く、中世を再現する絢爛豪華な一大ページェント。皇帝カー
ル 5 世、貴族諸侯に扮するのは、本物のベルギーの貴族たち。フィナーレにはバ
ンシュの「ジル」（道化師）が登場し、祭りを一層盛り上げます。
http://www.ommegang.be/

7 月 6 日〜 15 日
ゲント

Gent Jazz Festival

さまざまなジャズミュージシャンが参加し、フェスティバルを盛り上げます。
http://www.gentjazz.com/

広告を募集しております。

掲載ご希望の方は前もって、日本人会事務局へご連絡の上、以下の枠内に編集したＰＤＦ
ファイル（カラー、リンク可）を日本人会事務局（jimukyoku@nihonjinkai.be）へご送付

下さい。

Size Member Price Non-Member Price
1/4 Page（縦 60 × 横 198 mm) 60 € 170 €
Full Page (A4)（縦 297 x 横 210 mm） 200 € 450 €

　原稿締切は原則会報発行月の前月１日です。
　詳細は日本人会事務局までお問い合わせ下さい。

会報委員会

http://oostduinkerke.com/en/event/680/shrimpfeast-and-shrimppageant.html
http://oostduinkerke.com/en/event/680/shrimpfeast-and-shrimppageant.html
http://www.gentjazz.com/
mailto:jimukyoku%40nihonjinkai.be?subject=


日本人会会報 2017 年 5 月号　373 号

20

告知版

       Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven
　　　ダミアン神父の生涯　ＤＶＤ鑑賞　
　　　 午後 1 時 30 分　Sint-Antoniuskapel 地下礼

拝堂　日本語ミサ　
　　　 Pater Damiaanplein, 3000 Leuvwn
日時が変更される事もありますので、下記のブログ
にてご確認をお願い致します。
http://nihongomisa.cocolog-nifty.com/blog/

●ベルギー日本語教師会よりお知らせ

☆ BNK ベルギー日本語教師会第 99 回勉強会 (2016
年度第５回）日本語教育セミナー
テーマ： 「自発的に考えて発信する」ことを目指す

中級日本語授業の試み　
講師：  安藤由夏先生・杉田優子先生　（ドイツ・

デュースブルグ大学）
日時： 2017 年６月 30 日 ( 金 )　13 時〜 16 時
於： ルーヴァン・カトリック大学 文学部
参加費：　  一般　10 ユーロ　学生・ベルギー日本

語教師会会員　無料
申し込み・問い合わせ　
  櫻井直子 Naoko.Sakurai@kuleuven.be　
詳細：http://www.bnk-nihongo.be/?q=node/103

☆「話そう会」 
5 月 13 日（土） Saturday May 13th ,
2017 15:00 〜 17:00
Place: Av. des Citronniers 58, 1020 Bruxelles
Metro　No.6 　Roi Baudouin　

● 東日本大震災６年チャリティーイベントのご報告
と御礼

3 月 11 日ウォリュエー・サン・ピエール区のストッ
ケル教会でチャリティーバザーとコンサートを開催
し、約 120 人の方々にご参加いただきました。
当日のバザーの売上と募金、個人並びに協賛いた

●ブラッセル日本人学校からのお知らせ

☆ブラッセル日本人学校補習校講師募集
教育に関心・興味があり、教育に対する責任感をも
ち、誠実で情熱のある方は学校へ連絡ください。

（教員免許を持っていることが望ましい。）詳細は
ホームページをご覧ください。（「ブラッセル補習校」
で検索可）
http://www.japanese-school-brussels.be/hosyu/
framepage.top/index0.htm
連絡先： Japanese School of Brussels
 　Avenue des Meuniers 133, 1160 Bruxelles
Tel： 02-672 1038    
Fax： 02-672 9527
E-mail： office@japanese-school-brussels.be
担当： 事務主事　玉川

●ブリュッセル日本語プロテスタント教会

毎週日曜日、午後３時〜４時まで礼拝があります。
御一緒に聖書を学んでみませんか。
詳しくは教会ウェブサイト、もしくはメールでお尋
ねください。
場所：  Eglise Protestante Evangelique de Bruxelles-

Woluwe
  Avenue Slegers 96, 1200 Bruxelles
 （地下鉄 1B Tomberg 下車徒歩５分）
お問い合わせ： brussels.nihongokyoukai@gmail.com 
URL： http://brussels-nihongokyoukai.blogspot.be/

●ブリュッセル　カトリック日本語ミサのお知らせ
日時： 5 月 7 日（日）午前 11 時 15 分より
場所： ブリュッセル　スクート会（淳心会）修道院
 Mission de Scheut
 Chaussée de Ninove 548,1070 Bruxelles
日時： 6 月 11 日（日）午前 10 時 30 分
 ルーヴェン　ダミアンセンター
 Damiaan vandaag / Centre Damien

http://nihongomisa.cocolog-nifty.com/blog/
mailto:Naoko.Sakurai%40kuleuven.be?subject=
http://www.bnk-nihongo.be/?q=node/103
http://www.japanese-school-brussels.be/hosyu/framepage.top/index0.htm
http://www.japanese-school-brussels.be/hosyu/framepage.top/index0.htm
mailto:office%40japanese-school-brussels.be?subject=
mailto:brussels.nihongokyoukai%40gmail.com?subject=
http://brussels-nihongokyoukai.blogspot.be/
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だいた各社さまからのご寄付を合わせ、収益金は
1,016.05 でした。
この収益金は被災地岩手県釜石市の特定非営利活動
法人「カリタス釜石」の活動支援のために寄付させ
ていただきます。
ご協力に感謝申し上げます。
ベルギー　３・１１東日本大震災支援協会
連絡先　中山　hiro.nakayama.bxl@gmail.com

● EU 個人情報の保護の新規則 (GDPR) 勉強会（無料）

施行を 2018 年 5 月 25 日に控えた GDPR に関して
下記の最新の動きがあり、勉強会を開催します。
•  GDPR 施行を正味１年後に控えた対応スケジュー

ル（親会社との業務分担）
• GDPR の対応とＢＲＥＸＩＴ
•  日系企業の「ホットライン」( 通報制度 ) の採択

の急増と個人情報保護制度との衝突
日時：5 月 25 日（木曜日）5:00-6:30 pm, DLA Piper 
法律事務所、106 Avenue Louise, 1050 Brussels, 02 
500 1500。駐車場通常は予約可能。参加費は無料。
資料は当職が準備しレポートいたします。自由な質
問も可能。
御興味のある方は、 yoichi.shibasaki@dlapiper.com 
に予約の上御参加ください。不都合になった場合に
はいつでも取り消していただいて結構ですが、会議
室の予約のため参加者のおよその数を確認したい次
第です。また予約された方には資料をお送りいたし
ます。

●ブリュッセル・チェンバーオーケストラ

成田達輝（Vn）with BCO
　〜英国・フランスのエスプリをのせて〜
日時：5/21（日）　15 時開演
演目： フランク・ブリッジ、サン・サーンス、ベー

トーベン、他
チケット：大人 20€ 学生・子ども 10€
場所：Eglise Protestante
お問合せ先 ： nana_kawamura@hotmail.com
BCO のブリュッセルにおける定期コンサート。2012
年エリザベートコンクール 2 位の栄冠に輝いた成田
達輝氏を迎えて、英国のエレガンスとフランスのエ
スプリを堪能するプログラムをお届けします。

●ブリュッセル・チェンバー・オーケストラ
　レクチャーコンサート（日本語）

音楽プロデューサー　中野雄氏を迎えて
〜クラシック音楽を生涯の友に〜
日時：6/11（日）　14 時〜
演目：ビバルディ、モーツァルト、シューベルト、他 
チケット：大人 20€ 学生・子ども 10€
場所：Eglise Protestante
お問合せ先 ： nana_kawamura@hotmail.com
著名な音楽プロデューサー中野雄氏による、クラ
シック音楽の手引きとなるレクチャーと BCO の演
奏で、クラシック音楽の醍醐味に触れるコンサート
です。

会員の皆様へ
☆総会のお知らせ

来る 6 月 16 日（金）に日本人会年次総会を開催いたします。総会議決権は正会員に限定されますが、
特別会員、個人会員の方も総会へのオブザーバーとしての参加、総会終了後の懇親会への参加は大歓
迎でございます。多数の方のご来場をお待ち申し上げます。詳細は一斉メールにてお知らせいたします。

  日時： 6 月 16 日（金）
  場所： Louise Center (Avenue Louise 279-287, 1050 Brussels)
  総会： 午後 5 時〜 
  懇親会： 午後 6 時〜 

mailto:hiro.nakayama.bxl%40gmail.com?subject=
mailto:yoichi.shibasaki%40dlapiper.com?subject=
mailto:nana_kawamura%40hotmail.com?subject=
mailto:nana_kawamura%40hotmail.com?subject=
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　5 月といえば、暦の上では本来「初夏」ですが、ベルギーでは、ようやく春らしくなったと感じることも
多いかと思います。ただ、今年は、3 月後半のベルギーは想像以上に暖かく、ちょうどその時期に日本に
一時帰国したため、東京とブリュッセルの気温を毎日見比べてしまいました。東京で何とか 3 分咲きになっ
た桜を眺めて帰ったら、コートいらずの春爛漫、既に初夏を感じる暖かさのブリュッセルに驚いてしまい
ました。

　そんな少し肌寒かった日本も、5 月上旬といえば空気もさわやかな過ごしやすい季節となり、そして何
よりもゴールデンウィーク。ベルギーでの駐在も 4 年目となりますが、やはりこの時期は公私ともに来客
が多い時期です。これまでお迎えしたお客様の数も相当となり、かなり「ベテランのガイド」になったと
自負しておりますが、定番のグランプラス周辺散策にチョコレート・ショップ巡りを終えたあと、さらに
時間がある場合はどこにご案内するか、です。この季節ならではのお勧めのひとつは、ラーケン王宮温室
の一般公開だと思います。実は、昨年、日本・ベルギー友好 150 周年にあわせて、ラーケン王宮の敷地内
にある、現在一時閉鎖中の極東博物館の五重塔の特別公開が実現できないか、温室一般公開時期だといい
のでは、と働きかけたのですが、残念ながら修復等に必要な予算確保が難しかったようで、実現はできま
せんでした。近い将来、極東博物館の日本館と五重塔再オープンというニュースを聞けたらよいのですが。

　また、日本・ベルギー友好 150 周年のフォローアップになりますが、5 月 28 日に開催されるブリュッセ
ル 20km マラソンには「Team Japan」が参加予定です。準備不足でおそらく私自身はランナーとしての参
加は難しそうですが、沿道での応援グループとして盛り上げられたらと思っているので、ご関心ある皆様、
ぜひご一緒に。

（月担：栗原）

編集後記
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会員限定コンテンツ

※ベルギー日本人会にご入会いただければ、会員限定コンテンツもご覧いただけます。

入会のご案内

当会に入会ご希望の場合は、その旨、メールにてご連絡ください。
jimukyoku@nihonjinkai.be
折り返し入会手続きと入会申込書をお送り致します。理事会での審査・承認のため、お申し込み
いただいてから、1 〜 2 週間程要しますので予めご了承ください。

＜会員の種類＞　（ベルギー日本人会規約　第 5 条）
1.  正会員：ベルギー所在の日系企業及び団体、日本法人の支店、事務所及び子会社、及びそれら

に準ずると認められる企業・団体。
・ 日本人会の商工委員会に所属し、日本人会の行事に参加頂けます。また、総会での議決権を有し

ます。会報（隔月発行）をお届けします。

2. 賛助会員：本会の目的を支持し、恩恵を受けることを望む個人もしくは法人。
・日本人会の行事に参加出来ますが、総会はオブザーバーとなります。
・会報（隔月）発行のお知らせとパスワードをお届けします。

賛助会員は以下となります。
1) 普通会員：正会員に所属するもので正会員により届出られた方。
2) 個人会員：ベルギー在住の個人。
3) 特別会員：正会員以外の法人もしくは個人
4)  名誉会員：在ベルギー日本国大使館、欧州連合日本政府代表部、ブラッセル日本人学校及びそ

の届け出するメンバー、及び理事会により特に名誉会員と認定された方。

ご不明な点がございましたら、事務局までお気軽にお問い合わせください。

mailto:jimukyoku%40nihonjinkai.be?subject=


  （ 新規赴任者用 ）

アパートをお探しですか？
SOMAPREM のハウジング・デスクをご利用ください。

SOMAPREM ハウジング・デスクでは、全て日本語で、物件のご紹介から契約時の立会いまでの

サービスを、無料で実施致しております。

アパートをお探しの方は、下記の物件訪問申込書にてお申込ください。

物件訪問申込書
氏名：

会社名：

電話：                    携帯；　　　　　　　　　　   e-mail；　　　　

以下該当欄を O で囲んでください。

＊ 独身 ･既婚

＊ お子様（１名、２名、３名，　　　　名）

＊ お子様の学校（日本人学校、インターナショナルスクール，現地校、その他　　　　　　　　）

ご希望の物件タイプ

＊ ヴィラ（一戸建て）、メゾン（タウンハウス）、マンション

＊ 家具つき、家具なし

＊ 寝室の数（１，２，３，４，５、）

＊ 有効面積 (９０㎡、１１０㎡、１３０㎡、１５０㎡、１７０㎡、　　　　　㎡ )

＊ ガレージ台数 (１台、２台 )　　

ご希望の地区

   Woluwe-St-Lambert,Woluwe-St-Pierre,Auderghem,Etterbeek,Ixelles,Uccle, その他（　　　）

その他（特別の希望や要求事項をお書きください。）

ご予算（家賃＋公益費）：　　　　　　　　ユーロ

予定滞在年数：　　　　年

入居予定日：　 　月　　　日

物件を訪問できる日：　　月　　　日　

    E-mail:

SOMAPREM Housing Desk（I.P.I. :501131）

Bld du Souverain,304/38 　 1160　Bruxelles

携帯：0496.656.206      E-mail:

yamada@voo.be

yamada@voo.be

mailto:yamada%40voo.be%20?subject=
mailto:yamada%40voo.be?subject=


VPバンク(ルクセンブルク)の行員130人は、世界中のお客様に最高のサー 
ビスをお届けします。ご相談はもちろん日本語でどうぞ。
当グル－プは60年以上にわたり、カスタムメイドの資産運用プランや資産管理などのサー
ビスをご提供しています。お客様のご要望がインスピレーションの源です。常に一歩先を。

弊社では日本語でのサ－ビスも提供させていただいております。
山田　有 
電話番号 +352 404 770 532 · yu.yamada@vpbank.com

VP Bank (Luxembourg) SA · 26, Avenue de la Liberté · L-1930 Luxembourg · Luxembourg 
T +352 404 770-1 · F +352 481 117 · info.lu@vpbank.com · www.vpbank.com
VP Bank Group is based in Liechtenstein and has offices in Vaduz, Zurich, Luxembourg,  
 Tortola/BVI, Singapore, Hong Kong and Moscow. 

クリエイティビティとは伝統から何かを創ることです。



　ブリュッセル外国語大学　　公開講座
日本人のための仏語講座 (2017 年 9月 -2018 年 1月 )

フランス語

木曜日クラス　9 時 15 分－ 12 時半（18 回　€612 テキスト代が加わります。）

8 月 31 日　 　9 月 7 日 14 日 21 日 28 日　　 10 月 5 日 12 日 19 日 26 日
11 月 9 日 16 日 23 日 30 日　　 12 月 7 日 14 日　　1 月 11 日 18 日 25 日

金曜日クラス　9 時 15 分－ 12 時半（18 回　€612 テキスト代が加わります。）

9 月 1 日 8 日 15 日 22 日 29 日　　10 月 6 日 13 日 20 日 27 日　
11 月 10 日 17 日 24 日　　12 月 1 日 8 日 15 日　　1 月 12 日 19 日 26 日

文法は日本人の教師、発音矯正と会話はベルギー人、フランス人の教師が担当致します。
授業料及びテキスト代は初日に現金或いはお振込みにてお支払い頂きます。
お申し込みはこちらにご記入頂き下記の番号にファックスにて御送り頂くか、メールにてご希望のクラス、お名前、
お電話番号、テキストの有無をお知らせ下さい。ご希望の曜日、クラスはお申し込み人数により叶わないことが
御座いますので、ご了承くださいませ。

ご質問は下記のメールあるいはお電話にてお願いします。
講座は Auderghem にて行います。

申し込み先　tél/fax  (02) 346-1801    渡邊
shizuka.watanabe@brutele.be

申し込み書
ご希望のクラスに O をつけて下さい。１が初心者のクラスになります。
　　　　　　　　　　
木曜日　1     2     3    4　5
金曜日　1     2     3     4　 5
  
お名前

お電話番号

メールアドレス

テキスト購入希望　　　　はい　　　　いいえ

mailto:shizuka.watanabe%40brutele.be?subject=

