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株式会社ブリヂストン

井上 智裕
日本語スピーチコンテスト

巻頭

　ベルギー日本人会の皆様、こんにちは。
　日本人会で文化交流委員会の委員長を務めており
ます井上です。ベルギーに赴任し、約 2 年半が経ち
ますが、月日が経つのは早いもので、本会報が皆様
に届くころには今年も既に 9 月となっており、我々、
文化交流委員会も例年 11 月下旬に実施しておりま
す日本語スピーチコンテストの準備を開始致しまし
た。今回、日本人会報 9 月号の巻頭のご挨拶をさせ
て頂くにあたり、折角の機会ですので日本語スピー
チコンテストおよび、我々、文化交流委員会の活動
紹介をさせて頂ければと思います。

　まず、日本語スピーチコンテストとはその名の通
りですが、ベルギーおよび近隣地域に在住する日本
人以外の方で、日本語を学んでおられる方々による
スピーチコンテストです。ご参加頂いた方の中から
最も印象深い方には、ご後援頂いております在ベル
ギー日本国大使官より大使奨励賞を、また、優勝者
にはご協賛頂いております航空会社様のご協力の
下、ベルギーから日本への往復航空券を、さらには
ご参加頂いた方々全員に、ご協賛企業の皆様から各
種賞品を準備しております。今年度は 9 月初旬より
応募を開始し、11 月初旬に応募を締め切りまして、
11 月 25 日（土）にベルギー日本人学校の体育館を
お借りし、コンテストを開催します。

　私自身は昨年、初めて文化交流委員長としてス
ピーチコンテストの運営に参画しましたが、昨年は
日本 ･ ベルギー友好 150 周年記念大会として 16 名
の方々に参加頂きました。日本語初級者を A グルー
プ、中 ･ 上級者を B グループとし、B グループ参加
の 5 名の方々にはスピーチの後に審査員より日本語
での簡単な質疑応答を 1、2 分程度行ったのですが、
外国人の方々に理解されるような簡単な質問を短時
間で思い浮かべるのが思ったよりも難しい、という
苦戦がありながらも、日本語を学ばれている方々の
真摯な姿勢や、参加者の皆さんの日本に関する過去
の経験や思い、皆さんの今後の抱負等をスピーチを
通して聞くことは非常に新鮮で、有意義な経験でし
た。スピーチの内容としては、日本での経験をはじ

め、文化 ･ 歴史の比較、日本独自の食べ物、友情、
折り紙等、バラエティに富み、また、日本語を勉強
して将来日本に留学したいという学生や若い方の参
加が多く、頼もしく感じると同時に、私自身、日本
とベルギーの今後の文化交流に、微力ながらも少し
でも貢献していきたいという気持ちを強く持ちまし
た。今年も土曜日午後の開催となりますが、お時間
がある方は是非、日本人学校の体育館まで是非お越
し下さい。、スピーチの参加者とは全く関係なくと
も、ご興味がある方に来て頂けますと、スピーチの
参加者の励みにもなることと思います。

　さて、本年度のコンテスト開催に向け、我々、文
化交流委員会および日本人会事務局の総勢約 12 名
が 8 月より準備を開始しておりますが、毎年この時
期、なんといっても不安なのは、応募者がきちんと
集まるかどうか、です。昨年も含めて毎年大体 15
名から 20 名の方々に応募、参加頂いているのです
が、今年もはたして例年同様に応募者が集まるかど
うか、とても不安な日々をこれから 11 月初旬まで
過ごすことになります。もし、この会報を読まれて
いる皆様の周りに日本語を学んでおられる、または
学びたいと思われているベルギー在住の日本人以外
の方がいらっしゃいましたら、是非とも、日本語ス
ピーチコンテストの紹介を頂けましたら非常に助か
ります。本年度の応募要項やその他の詳細事項に関
しましては、日本人会事務局、または私の方に問い
合わせを頂けましたら、9 月初旬の応募開始以降に
詳細をご案内させて頂きます。

　最後になりますが、
本年度のスピーチコ
ンテストの成功に向け
て、我々、文化交流委
員会一同、準備を着々
と進めてまいります
が、引き続き皆様のご
協力、ご支援を賜りま
すよう、宜しくお願い
致します。
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日本人会ゴルフ部　羽藤

2017 年度　日本人会ゴルフコンペ（第 3回）結果報告

開催日	 6 月 11 日（日）
コース	 Golf	Club	de	Louvain-la-Neuve
参加人数	 29 人（女性 2 人、男性 27 人　内初参加 4 人）
幹事会社	 Kaneka	Belgium	N.V.

順位 氏名（敬称略） 会社名 OUT IN Total H/C Net

優勝 坪内　裕之 CMK	EUROPE	NV 47 43 90 21 69

準優勝 太田　勝博 Bridgestone	Europe	NV/SA 45 44 89 19 70

第３位 山岸　朗 Kaneka	Europe	Holding	Company	NV 50 45 95 23 72

ﾍﾞｽﾄ	ｸﾞﾛｽ 青木　優 YAMAYU-SANTATSU 40 42 82 - -

開催日	 7 月 9 日（日）
コース	 Golf	de	Rigenee
参加人数	 24 人（女性 3 人、男性 21 人　内初参加 1 人）
幹事会社	 MEIKO	EUROPE	N.V.	

順位 氏名（敬称略） 会社名 OUT IN Total H/C Net

優勝 山岸　朗 Kaneka	Europe	Holding	Company	NV 43 43 86 21 65

準優勝 坪内　ちぐさ CMK	EUROPE	NV 47 52 99 28 71

第３位 羽藤　正史 AGC	GLASS	EUROPE	S.A 42 45 87 15 72

ﾍﾞｽﾄ	ｸﾞﾛｽ 高橋　英三 TOYOTA	MOTOR	EUROPE	NV/SA 39 46 85 - -

日本人会ゴルフ部　羽藤

2017 年度　日本人会ゴルフコンペ（第４回）結果報告
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　　第 26 回　三国対抗テニス大会が、6 月 18 日（日）にアムステルダム近郊の Kegel テニスクラブにて
開催されました。
　試合は、ベルギー / ドイツ / オランダ在住の日本人選抜メンバーによる団体戦。本年は男子ダブルス 6 組、
女子ダブルス 4 組で大会を実施。ベルギーからは春の日本人会テニス大会入賞者を中心に構成された選抜
メンバー（男子 12 名、女子 8 名：計 20 名）が出場し、総勢 60 名による白熱した大会となりました。
　事前の練習会等で結束を深めたベルギーチームでしたが、ドイツ、オランダチームのレベルアップも著
しく、３位という結果となりました。
　試合後は盛大な懇親会も行われ、試合の勝敗のみならず、テニスを楽しみ、三国間の懇親を図るという
本来の目的を十分に果たせた大会であったと思います。今後とも日本人会テニス部へのご支援、ご協力を
お願い致します。

日本人会テニス部 2017 年度幹事　多田

第２6回　三国（ベルギー /ドイツ / オランダ）対抗テニス大会結果のお知らせ

ベルギーチーム出場選手　（敬称略）

男子：No.1 加勢田・森川　No.2 多田・中庭　No.3 馬本・篠原　No.4 荒木・古谷　No. ５後藤・高瀬　No.6 樋口・清瀬
女子：No.1 森山・吉橋　No.2 森川・小野寺　No.3 馬本・村上　No.4 田嶋・中村

三国対抗テニス大会とは
　三国対抗テニス大会は、毎年春に、ベルギー、ドイツ、オランダの３ヵ国の持ち回りで開催されています。このテニス
大会は 1990 年、ブリュッセル対デュッセルドルフでの対戦に始まりました。1992 年にはオランダが参戦し、往年のデビ
スカップ代表で、当時我がベルギーチームのエースだった市山氏が寄贈下さった大優勝杯を争うベルギー・ドイツ・オラ
ンダ三国対抗テニス大会の歴史が始まりました。

3 ヶ国の代表選手の集合写真
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　この夏訪れた北海道で意外なベルギー通に出会っ
た。
　「ベルギーといえばチコリだね。」
　こんな通（つう）なことを言う日本人は初めてで
ある。
　正確にいえば、うちの長男が出会ったのだが、彼
がこの 7 月から始めたバイト先の北海道富良野の
農場オーナーが、ベルギーからやってきた息子にそ
う言ったというのである。ブリュッセル育ちの息子
は「チコリ」と聞いてはじめ何のことかわからずキョ
トンとしていたら、その場で現物を見せられ、「ああ、
シコンのことかい！」と納得するに至った、そんな
話である。
　ここで、ベルギーに住
んでいらっしゃる方がた
相手に失礼だとは思いま
すが、万が一、チコリや
シコン、あるいはウィト
ルーフをご存じない方の
ために、写真をご覧くだ
さい。年中スーパーで見
かける白菜の赤ちゃんみ
たいなアレです。苦味が
特徴。たいていの子供は
苦手です。
　ところで、数品種あるチコリの中で、白くて柔ら
かい、今や世界で最もポピュラーなこのタイプのチ
コリが、実は 19 世紀のブリュッセルで研究開発さ
れたものだということもご存知だろうか。チコリが
正真正銘「ベルギーもの」だとする所以である。ぜ
ひこんなエプロンはいかがだろう（モデルはわが家
の「人骨標本」、ホネ五郎 100cm）。
　普段、「ベルギーといえばビールだね、チョコだね、
ワッフルだね」と言われ慣れてた身としては、こう
いう隠し球「チコリだね」の不意打ちには、びっく
りするやらうれしくなっちゃうやら。北海道はでっ
かいどー（叫）！
　この農場オーナー氏、なんでも若き日にヨーロッ
パで初めてチコリを食してその独特のおいしさに取
り憑かれて以来、「冬の富良野盆地でも栽培できる

野菜」を目指して、教科書ひっくり返したりベル
ギーに研修に行ったりの試行錯誤の日々を経て、今
や堂々たる道産チコリの第一人者。菜食用チコリの
ほかに、その根から作るチコリ・コーヒーや化粧品
などの加工品も手がけているという。
　チコリ・コーヒー。
　日本ではこう言うらしい。ア
タシらベルギー・ジモッティ（地
元民）の間では「シコレ」と呼
んでいるものだ。個人的には
めったに飲まないけれど、そう
いえば夫のおばあちゃんが在り
し日毎朝飲んでいたのを思い出
す。アルデンヌに疎開していた
戦時下の物不足でコーヒーが手
に入らなくなったからこれを飲
んだ、とよく聞かされた。

（写真はおばあちゃんの贔屓
だったブランド品）
　シコレとはだからそういう代用品扱いのものかと
認識していたが、ものの本によると、もともと薬草
として普及していた歴史は長く、かのプリニウス『自
然史』に、サラダだけでなく下剤用の薬としての利
用も語られている（大場秀章『サラダ野菜の植物史』
新潮選書、2004）。

藤野 ユミリ
書籍編集シリーズ「フランダースの声」

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　74
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　いずれにせよ、シコレはカフェインフリーの健康
食品として、あるいは嗜好飲料として確固たる地位
を築き、日本でもチコリ・コーヒーと呼ばれて広ま
りつつある。いやあ世界は広いようで狭い。北海道
はでっかいどー（再叫）！
　なお、このシコレのおばあちゃんは生前愉快なお
ばあちゃんとして家族の人気者だったが、90 を過
ぎた頃から、「あたしゃ長く生きすぎてるから」と
言って、よく塩を手のひらにふりかけ一気に口にあ
おって見せてた。塩分過剰摂取による高血圧であの
世に行く、のパフォーマンスだったが、これにみん
なはどん引きするでもなく、「相変わらずお茶目な
おばあちゃん！」という感じで笑ってた。そういう
家系だ。「おばあちゃん、今日も絶好調！」。そんな
笑かし好きのおばあちゃんは 100 歳で大往生を遂
げたが、おばあちゃんの中の「健康飲料シコレ」vs

「取りすぎ注意の塩」の勝敗は果たしてどうゆうこ
とになっていたんだろう。100 歳ジャストで行って
しまったのは必要以上の塩にさすがのシコレも折れ
た結果か。あるいはシコレだけだったら今頃も生き
ていたんだろうか。おばあちゃんを使って「シコレ
を飲んで健康！長生き！」の CM は可能だったろう
か。でっかいどー！（なんでだ。）

　さて、手元にアタクシが日常バイブルと仰ぐ野菜
本が３冊あるが、まず上のプリニウスのところであ
げたバイブルその①大場本、バイブルその②板木利
隆監修『からだにおいしい野菜便利帳』（高橋書店、
2008）と②の続編バイブルその③『もっとからだ
においしい野菜便利帳』（2009）。
　②③は園芸農業実践のエキスパートが監修してい
るだけあって、カラー写真満載。ついでに料理法や
どの食材と一緒に食べたらベストな栄養価を得られ
るかなど、非常に親切で重宝している。

一方、植物分類学者の手による①には写真が一枚も
なく、全編解説文とごくたまに百科全書から引っ
ぱって来たようなラテン語混じりの図があるだけ。
学者が素人相手に禅問答仕掛けてどうすんだよ、と
いうくらいじっくり読まないと頭に入らない。逆に
言うと、じっくり読めば専門家並みの知識を得るこ
とができる。
果たして、これら３冊によると、日本で今日「チコ
リ」と呼ばれているこの野菜、なかなかネーミング
が複雑である。
　20 年ほど前、在京のベルギー人商社マンの友人
が、当時まだ珍しかったこの野菜をどうにか日本に
定着させようとあの手この手躍起になっていたが、
その頃は「アンディーブ」とか「エンダイブ」とか
そんな呼び方だった記憶がある。これはフランス
式で、私自身はベルギーに来て初めてこの野菜に
出会ったので最初っから「シコン」と呼んでいる。
フランスに行ってうっかり chicon と言うと con が
らみで、histoire	belge（ベルギー人をバカにする

1st BEST 
SUPPLIER
AWARD

ジャパンコンサルティングオフィス（JCO）は、Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.
様より、トレーニングプロバイダーとして卓越した成果を示す "1st BEST Supplier”、および
“Highest appreciated training institute” 賞を2年連続で授与されました。

JAPAN CONSULTING OFFICE

www.JapanConsultingOffice.com

info@JapanConsultingOffice.com

Tel.: +32 (0)476 326 293

2015
2016

JCOについて

JCOは10年以上に亘って、日本人と日本人以外の社員の皆さまがより強い協力関係を持ち、効率的にお仕事を

するためのお手伝いをしてまいりました。 各社のニーズに合わせてテイラーメイドされたインハウスセミナーのほ

か、2−3ヶ月おきにヨーロッパ全域で各社様合同公開セミナーを開催しております。人気セミナー「日本人スタッフ

や顧客との仕事とコミュニケーション:実践的アプローチ」や、「ヨーロッパ人スタッフとの仕事とコミュニケーション:

実践的アプローチ」・「ヨーロッパ人スタッフの効果的なマネジメント」セミナーにより、下記のようなお客様各社の

ご支援を行ってまいりました:

http://www.japanconsultingoffice.com/
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　郷ひろみの名曲「How	many いい顔」の節に合
わせて「How	many	チコリ」。

♫シコン、シーコレ、アンディブ、エンダイブー
♫ How	many	チーコリー
♫今日はどの顔で誘うのかい
♫ウーン　君って本当に
♫ウーン　ウィートルーフ

ジョーク）の格好の餌食にされるから、めんどくさ
い。con とはフランス語で「バカ」のこと。なお、
フレンチで「シコレ」と言えば、飲み物の方だけで
はなく野菜そのものの方もさすらしい。さらに、イ
ギリスの「エンダイブ」は別物の野菜で葉がギザギ
ザ縮れたアレであるが、その「エンダイブ」をアメ
リカでは「チコリ」と呼ぶこともあるというから、
ええいっ、ややこしいわい。百聞は一見、右が「エ
ンダイブ」。

チコリ（英語）chicory
シコン（ベルギー仏語）chicon
シコレ（仏語）chicorée
アンディーブ（仏語）endive
エンダイブ（英語）endive
ウィトルーフ（蘭語）witloof

　結論。モノが同じならば呼び方は時の趨勢、ある
い誰と何語で話すかなどで使い分けることとして臨
機応変やるしかない。日本ではチコリ、アンディー
ブ。フレンチ圏のベルギーに生きるアタシはやっぱ

「シコン」が一番しっくりくる。なんせ「アンディー
ブのグラタン」と言われて「シコン・オ・グラタン」
(Chicons	au	gratin)	とわかるまで 3 秒かかったクチ
だし。

　では最後に歌います。

http://www.nittsu.eu/be/removal_japan.html#top
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ＥＵの個人情報保護に関する新規則（略称 GDPR）
は、2018 年 5 月 25 日に施行されます。GDPR 対応
策をグループレベルで順調に進めている日系企業も
多くありますが、本社のサポートを得られずに苦労
されている欧州現法の方も多くお見受けします。
例えば、

1.	本社：GDPR 対応は欧州現法が行う。欧州現法：
IT や法務の専門家はいない。

2.	我社は、欧州では B2B しかやらないから GDPR
は関係ない。

3.	顧客の名刺は個人情報処理の承諾を意味し、従業
員からは承諾書を取るので十分。

この会報が会員に読まれる９月の時点では残り８ヶ
月余りというタイミングになります。巷には大量の
関連情報があふれていますが、「何をすればいいか」
の具体的な対応手順と文書化のノウハウはほとんど
示されていないのが実情です。また、親会社からは

「EU の規則は欧州現法でやれ」というような指示が
来てサポートのない場合にいかにして親会社の協力
を得る方法を提供するためにも本稿を書きました。

昨年の日本人会報 9 月号、11 月号で御紹介したよ
うにベルギーの個人情報保護法監督当局は、GDPR
対応を如何に行うかにつき「道路表」発表していま
す。本稿は、これに沿って親会社にも GDPR 対応
のチームに参加してもらい、データ・マッピングを
行い、社内規則およびプライバシー・ポリシーを短
時間で作成実施する実務的なアプローチとノウハウ
を御紹介したいと思います。

I.	GDPR の遵守は欧州子会社のみならず日本の本社
も必要（域外適用）

A.	GDPR が日本の親会社の個人情報の処理にも適用
される場合

日本の自動車部品メーカーが日本やアジアで日本の
自動車メーカーに納めた際の部品メーカー間の談合
や情報交換が欧米のカルテル違反になった事例が
多くありましたが、それ以上に、GDPR の域外適用
は広範です。GDPR§3（3 条のこと ) によると、(a)
EU の子会社の活動に関係して行われる日本または
第三国における個人情報の処理および (b)EU にいる
人の個人情報を親会社が処理する場合で EU に輸出
した商品 / 役務の販売またはその活動のモニタリン
グに関係する場合に GDPR が適用されます。
したがって、日本の親会社がその EU 内にある子会
社を通じてであろうと、直接 EU に販売活動を行う
場合であろうと、あるいは親子が協力して行う場合
であろうと、その活動に関係する個人情報の処理に
ついては、やはりGDPRが適用されます。欧州にサー
バーを置いても日本からアクセスが可能で日本で上
記の目的の処理に使用されれば本社側も GDPR 遵守
が必要となります。また、CLOUD 等の情報処理の
下請先のサーバーがアイルランドに存在し、個人情
報の処理の委託先プロセッサーは米国会社だが、実
際にはそのアイルランドの子会社が個人情報の処理
を行っている場合にも、GDPR が適用されます。

B.	GDPR 対応を日本の親会社がやるべき場合

欧州に 4 つまたは 5 つくらいの小さな子会社があ
るような標準的日系企業で欧州には営業部隊と経理
マンしかいないか、システムや法務の専門家がいな
い場合、GDPR 対応作業は困難です。子会社のそれ
ぞれが GDPR 対応を行うのは、能力の面でも、費用
的に見ても、内容的整合性の面からも望ましくあり
ません。また、このような場合には、個人情報処理
の目的や方法は親会社が決定している場合が多く、
親会社が GDPR でいう「管理者（Controller）」とな

個人情報保護に関する EU新規則（GDPR）対応を 8か月で行う方法 (1)
― ベルギー個人情報保護当局の GDPR 対応お勧めロードマップ ―

柴崎 洋一
DLA Piper, Brussels Office
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ります。親会社に GDPR が適用される範囲を含め、
親会社が指導して各欧州会社の臨時担当者を定め親
会社が中心になって作業の取りまとめを行うことに
なるでしょう。

C.	GDPR 対応を欧州本社がやるべき場合

５つの子会社のうち１つが欧州本社機能を有し、か
つ欧州全体の個人情報の処理の目的や方法を決定す
る場合には、欧州本社が GDPR 対応を行うのが効
率的です。そのような場合、５つの子会社がそれ
ぞれの国の個人情報の監督官庁の規制を受けるた
めにコンタクトを行う代わりに、欧州本社が他の
４つの子会社をも代表して「主たる事業所」（main	
establishment) としてその国の個人情報の監督官庁
に対する代表者になる可能性もあります。欧州本社
があっても I.A. で述べた場合には親会社も GDPR 対
応が必要です。

D.	従業員の個人情報：欧州子会社レベルで個人情
報保護に関する対応を行う場合

EU 加盟国は、法令または労働協約により、雇用関
係における被雇用者の個人データの処理にかかる権
利と自由の保護を確実に行うため、GDPR と異なる
規定を定めることができる (GDPR§88)。これは、
特に、採用、雇用契約（法令または労働協定に定め
る責務の免除を含む。）の遂行、業務の管理、計画
および編成、職場における平等と多様性、職場にお
ける健康と安全、雇用主または消費者の財産の保護、
雇用に関する権利および利益の個人または集団レベ
ルにおける行使および享受並びに雇用関係の終了を
目的とするものを含みます。	したがって、従業員
情報の処理については、各加盟国の法令および労働

協約をチェックする必要があり、当該グループ会社
の子会社・事業所のある加盟国のすべての国にオ
フィスのある法律事務所を使用するのが望ましい。

II.	データ・マッピング

初期の時点の GDPR 対応の議論に必ず出てくるの
がデータ・マッピングです。つまり会社グループが
どこでどのような個人情報をどのような量保有して
いるか知らなければ、GDPR のどの条文が適用され
るかわからないので、状況を把握するために各子会
社またはセクションに送付する質問書を作成し、そ
の回答を踏まえて GDPR 対応の議論や遵守規則の
作成を行います。ベルギー当局の道路表には下記の
ように書かれています。

2.	個人情報のマッピング：いかなる個人情報を取得
し、それが誰とシェアされるか文書化しなさい。情
報処理活動をリストアップしなさい。そのため情報
の「監査」を行う必要があるかもしれません。

日本の会社の多くは、GDPR の制裁の上限が全世界
売上の 4% と聞いて対応を考え始めたところが多
く、今までは、1995 年の EU 指令に基づく各加盟
国法による規制が行われておりましたが、その対応
を怠ってきたところが多いと言えます。
データマッピングに必要な質問書の例を御紹介した
いのですが、本稿のスペースに収まりませんのでそ
の紙面の許す範囲でさわりの部分のみ下記に記しま
す。全体を御希望の方は御連絡をいただけましたら
メールでお送りいたします。10 頁ですが、顧客用
および従業員用の双方を含んでいます。お気づきの
ように B2B の場合でも保証・修理記録等ユーザー
情報もありえます。

【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)

【ヘアーサロン】【ヘアーサロン】【ヘアーサロン】【ヘアーサロン】 【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】 

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　　

http://sowatrading.be/
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尚、日本人会会報の次号では遵守規則の標準様式と、
Data	Protection	Policy につき議論します。これら
が迅速に GDPR 対応を行うノウハウとなります。ま
た、９月 27 日（水）午後 17:00-18:30 当事務所で
勉強会を開きます。日本人会会報告知板を御覧くだ
さい。

A2.		 Business

Sales:	
○	 B2B
○	 B2C
○	 Other	marketing	(specify):	________________

Purchase
○	 Corporate
○	 Individual
○	 Specify	what	do	you	purchase:	_____________

HR
○	 Specify	what	data	do	you	collect,	keep	or	process:	
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

A3.	 Collection	-	Categories	of	Data:

What	Data	are	you	collecting,	using	and	storing.		For	example,	personal	information	sets	may	comprise:
○	 Employee	data
○	 Former	employee	data
○	 Job	applicants'	data
○	 Individual	customer	data	
○	 Individual	potential	customer	contact	data	

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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○	 Corporate	client	contact	data
○	 Corporate	potential	client	contact	data
○	 Individual	user	data	(e.g.	in	B2B	do	you	have	Data	for	Guarantee/repair,	etc.)
○	 Databases	of	marketing	contacts
○	 Supplier	contact	information
○	 Potential	supplier	contact	information
○	 	Sensitive	data	(please	specify):_________________	;	approximately	how	many	person's	sensitive	

data	do	you	have?	___________	
○	 Other(s)	(please	specify):_________________
○	 	name;	○	address;	○	Tel	no.;	○	email	address;	○	e-mails;	○	age	or	date	of	birth;	○	sex;	○	id	no;	○	

credit	card	info;	 ○	meeting	minutes/reports;	 ○	purchase	record;	 ○	telephone	records;	 ○	photos;	
○	evaluation;	○	remuneration;	○	attendance;	○	meeting	attendance;	○	e-learning	attendance;	○	
overtime;	○	social	security	info;	○	monitoring	behaviour;	○	family	or	dependents;	○	insurance;	○	
pension;	○	other	(specify):	_____________________

A4.	 Quantities:

Approximately,	how	many	natural	persons'	personal	data	does	your	department	hold	 in	the	following	
media/file?
Our	system	:	__________________
Back	up:	________________
Hard	disc	of	you	and	other	employees:	_____________
Business	cards	holder,	roller,	boxes:	_____________
Paper	file:	______________

A5.	 Media	for	Data	-	What	is	your	process	for	collecting	Data	for	each	Data?

○	 In-person
○	 Hard	copy	form
○	 Online	form
○	 Hard	disc	of	PC	loaned	to	employees
○	 Business	card	roller,	holder	or	box
○	 Telephone	or	mobile	phone

http://www.lmc-leblanc.com/
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○	 Photos	or	video	
○	 X-ray	images
○	 Finger	prints
○	 Other(s)	(please	specify):_________________

C1.		 Storage

Do	you	store	Data	:
○	 In-house
○	 by	third	party
In	which	country	do	are	the	Data	initially	stored/processed?	
Are	the	Data	stored	in	a	"cloud"		situation?	
○	 Yes:	please	specify	the	location(s)	of	the	cloud	and	the	name	of	the	service	provider.	
	 ____________________________________________________
○	 No	

D1.	Retention	Practices

In	what	form(s)	do	you	store	each	Data?	
○	 Written	/	Hard	Copy
○	 Electronic
○	 Back-up	archive	in	magnetic	tape
○	 Hard	disc	of	each	employee's	PC
○	 Other	(please	specify):	___________________

D2.	Where	is	each	Data	stored?:-

○	 	Database	(please	provide	the	name/location	of	the	electronic	database(s):	
	 ________________________________)
○	 Physical	storage	(please	provide	the	name/location	of	the	physical	storage:
	 _______________________________)
○	 Other	(please	specify	and	provide	details):	
	 _________________________________________________________

http://www.lmc-leblanc.com/
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D3.	For	how	long	do	you	store	each	Data?

D4.	Are	Data	retained	by	you	backed	up?

○	 No.
○	 Yes	-	please	indicate	frequency	of	backup	procedure:

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

mailto:yoichi.shibasaki%40dlapiper.com?subject=


日本人会会報 2017 年 9 月号　375 号

14

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
9 月 1 日～ 3 日
ブリュッセル
グラン・プラス

Belgian Beer Weekend

9 月の最初の週末にブリュッセルのグランプラス広場で開催されるお祭り。世界
遺産にも登録されている歴史地区の広場に、15000 人前後の観光客が集まります。
日本でも名古屋～横浜～大阪～金沢～札幌～仙台～神戸～東京と、時期は違いま
すが開催されています。
http://www.belgianbrewers.be

9 月 7 日～ 10 日
ブリュッセル	
ブリュッセル公園

eat ! BRUSSELS, drink ! BORDEAUX
18 軒のレストランが集まる第 5 回目を迎える今年。多種ジャンルから集められた
食のイベントは入場は無料ですが、飲食にはチケットやトークンの購入が必要に
なります。
https://visit.brussels/en/sites/eatbrussels

9 月 9 日～ 10 日
ヘックス城

Hex Garden & Plant Show
ブリュッセルから東へ 85 キロ、ベルギー東部のリンブルグ州にある美しい庭園
で知られてるヘックス城の一般公開です。
http://www.hex.be/plantenfestival-september/

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 25 日（土） 日本語スピーチコンテスト　文化交流委員会

11 月 26 日（日） 秋季テニス大会　テニス部

日程   内容      　　  

http://www.visitbelgium.com/?page=calendar
http://www.belgianbrewers.be
https://visit.brussels/en/sites/eatbrussels
http://www.hex.be/plantenfestival-september/
https://www.golfpracticersg.be/
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期間・場所 イベント名・概要
9 月 16 日～ 17 日
ベルギー各地

（およびヨーロッパ各国）

European Heritage Days
“ ヨーロッパ文化遺産の日 ”	期間中は国内の歴史的建造物等が一般公開されるた
め、通常の観光ポイントも混雑することが予想されます。
https://visit.brussels/nl/sites/heritage

9 月 15 日～ 17 日
ポッペリンゲ

Beer and Hop Festival 2017
ポッペリンゲでは 3 年に 1 度、9 月の第 3 週末にホップとビールのお祭りが開か
れます。ライブ・パフォーマンス、各種地ビールと料理が味わえる他、65 の団体、
総勢 1400 名以上が参加して行われる楽しいパレードが見られます。
http://www.hoppefeesten.be/

9 月 22 日～ 25 日
アルデン・ビーゼン

fleuramour　passion for flowers
歴史的遺産とユニークな花のコンポジションの組み合わせイベントです。
http://fleuramour.be/

9 月 30 日～ 10 月 1 日
アントワープ

Modeste Beer Festival
ベルギーの小規模なビール醸造所を 25 ほど集めて行われるビール祭りです。
http://www.antwerpsbiercollege.be/ModesteBierFestival/　

10 月 1 日	
ブリュッセル

Brussels Marathon & Half Marathon 
ブリュッセルマラソンでは、短期レースと子供向けレースも行われています。参
加ご希望の方は 2017 年 9 月 18 日までにオンライン登録が必要になります。
http://www.sport.be/brusselsmarathon/2017/en/　

10 月 14 日～ 15 日
ハッセルト

De Hasseltse Jeneverfeesten
いろんな種類のジュネヴァを味わえるほかにも、音楽、パレード、料理、マーケッ
トなどを楽しめます。
http://www.jeneverfeesten.be/　

英国製紳士服お仕立て会　第４３回
ロンドンの MY London Tailor（テーラー山中）では、今シーズンも紳士服イージー オーダーの「お仕立て会」を開催いたします。
スーツからシャツまで伝統の英国服地によるお誂え服をお値打ち価格でご奉仕。 更に 2 着以上ご注文の方に 10％の特別割引。 

東京、大阪、名古屋でのアフターサービスも承りますので、この機会にぜひお試しください。
日時：2017 年 9 月 23 日 ( 土 )、24 日 ( 日 )、9:00 より 18:00 まで

場所：BRUSSELS HOTEL Meeting Room  /  315 Avenue Louise, 1050 Brussels,  Tel  02 640 2415
お仕立て価格  スーツ ￡495 より。 ジャケット ￡350 より。 スラックス ￡180 より

＊ご注文から通常 7 週間で仕立て上がり、各種クレジットカードをご利用頂けます。
MY London Tailor  ( テーラー山中 )　　　98 Farm Road, Edgware Middlesex HA8　9LT,UK

Tel  +44 208 958 3427        www.mylondontailor.com

https://visit.brussels/nl/sites/heritage
http://www.hoppefeesten.be/
http://fleuramour.be/
http://www.antwerpsbiercollege.be/ModesteBierFestival/
http://www.jeneverfeesten.be/
http://www.mylondontailor.com/
http://www.mylondontailor.com/
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● BNK ベルギー日本語教師会 主催
第 99 回勉強会	
日本語教育セミナー
日時 :2017 年 9 月 7 日 ( 木 )	14 時
講師：嶋津百代先生
　　　（関西大学外国語学部／外国語教育学研究科）
テーマ：ネイティブ性・ノンネイティブ性の諸相
ー日本語教師の専門性とアイデンティティの接点を
探るー
於：		ルーヴァン・カトリック大学キャンパス・ルー

ヴァン文学部
詳細 :	http://www.bnk-nihongo.be/

● EU 個人情報の保護の新規則 (GDPR) 勉強会（無料）
施行を来年 5 月 25 日に控え GDPR に関して下記の
勉強会を開催します。
•　GDPR のデータ・マッピング
•　GDPR 遵守規則の１例の検討
日時：9 月 27 日（水曜日）5:00-6:30	pm,	DLA	Piper	
法律事務所、106	Avenue	Louise,	1050	Brussels,	
電話：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。また予
約された方には資料をお送りいたします。

弁護士　柴崎洋一
（在 Brussels	25 年超）

告知版

●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：	９月３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	/	Missiehuis	van	Scheut
	 Chaussée	de	Ninove	548,1070	Bruxelles
日時：１０月１日（日）午前１０時３０分より
　　　ケッセルロー　スクート会（淳心会）修道院
	 Mission	de	Scheut	/	Missiehuis	van	Scheut
	 Zavelstraat	78,	3010	Kassel-lo

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/

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://www.bnk-nihongo.be/
mailto:yoichi.shibasaki%40dlapiper.com?subject=
mailto:brussels.nihongokyoukai%40gmail.com?subject=
http://brussels-nihongokyoukai.blogspot.be/
http://nihongomisa.cocolog-nifty.com/blog/
mailto:jimukyoku%40nihonjinkai.be?subject=
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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。



  （ 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=

