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海外赴任、雑感

巻頭

　皆様、こんにちは。ソニーの餌取と申します。こ
の度は僭越ながらベルギー日本人会の巻頭言を書か
せていただく事になりました。

　早いもので私がベルギーの地に着任してから２年
が経とうとしております。実は海外赴任はこれが３
度目になります。一番初めはドイツのベルリンに５
年、２年の東京勤務を経てシンガポールに４年、再
び１年半の東京勤務を経て今回のベルギー赴任とな
りました。過去の３回の海外赴任全てが日本にマン
ションや一戸建ての物件を買った直後に赴任を命じ
られており、弊社のジンクスとして語り継がれてい
る「家を買うと赴任」という法則を身をもって体験
しております。

　これまでの赴任地で一番印象に残っているのはや
はり最初に赴任したベルリンです。ブリュッセルも
大変緑の多い街ですがベルリンも負けないぐらい緑
の多いところです。さらに有名なベルリンの壁のあ
とや、ホロコーストミュージアム、旧東ドイツ秘密
警察の博物館等、第２次世界大戦や東西冷戦がまだ
さほど遠くない時代であったという事を実感させる
名跡がいたるところにある反面、前衛的な芸術家が
住み、その最先端のアートも体験する事ができる非
常に刺激的なところでした。

　２番目のシンガポールも中華、マレー、インド、
さらにイギリスの文化が入り乱れる都市国家でベル
リンにも負けないぐらい刺激的なところでしたが、
しばらく暮らして見ると高層コンドミニアムが立ち
並ぶ人工的な街づくりや 30 分も車で走れば島の反
対側についてしまうという手狭さ加減、日本語だけ
でも何となく日々の生活ができてしまう便利さ、さ
らに年中夏で季節感がなくだんだん飽きてきた事を
思い出します。

　そして 3 番目の赴任地として現在ベルギーに滞
在しています。私が住んでいる地域は緑や湖がたく
さんあり、ジョギングやウォーキングに最適な遊歩
道、ヨーロッパの様々な食材が手に入るスーパーも

あり、非常に住みやすい環境だと思います。又、車
で 10 分も走ればオランダ語圏に入り、言語が変わっ
てしまうのも非常に新鮮な経験です。さらに個人的
に大好きなのがベルギービールです。健康の為には
控えなければいけないとわかっているのですが、最
近は 10% を超えるアルコールを含むビールが癖に
なってしまい、たまに飲む日本のビールが炭酸水の
ように感じるようになってしまいました。このよう
に以前に住んでいた２つの場所とは少し趣が異なり
ますが、それなりに滞在をエンジョイさせて頂いて
おります。

　さて前置きが長くなりましたが私の仕事について
も少しご紹介してみたいと思います。私が所属する
ソニーヨーロッパは欧州における TV やオーディオ、
カメラ等の電気機器の販売を主に担当している会社
で本社はイギリスにあります。ベルギーにある組織
はその支社なのですが、その中に欧州全体の修理
サービス、お客様ご相談窓口、さらに環境や製品安
全等のコンプライアンスを担当する部署があり、私
はそこでコンプライアンス関係の業務を主に担当し
ています。欧州には製品に含まれる化学物質、電気
製品の消費電力やリサイクルに関する世界で最も先
進的な法律があり、日々新しい規制に向けた議論が
活発に行われています。ブリュッセルにはご存知の
通り欧州委員会、欧州議会を含む各種の機関があり、
関連する産業団体も多数存在しますので、上記のよ
うな業務を行うにおいて最適なロケーションになり
ます。

　こういった環境や製品安全の規制について、日本
にも類似の法律がありますが、例えば家電製品のリ
サイクル一つを取ってみてもそのアプローチ、考え
方が異なります。日本と欧州との違いをよく反映し
ている事例だと思いますので、簡単に紹介して見た
いと思います。

　日本では廃家電製品のリサイクルに関する法律と
して、いわゆる家電リサイクル法が存在し、弊社も
その対応を行っています。使用済みの家電製品をお

餌取 敬雄
ソニーヨーロッパ



日本人会会報 2017 年 11 月号　376 号

3

このような事が出来る、又は可能だと考えて取り組
むのはおそらく日本だけで、その日本を基準にグ
ローバルなリサイクル対応を考えてはいけないとい
う事を痛感しています。

　少し話が必要以上に複雑になってきましたので、
仕事に関する話はここまでに致します。ただ上記の
ように海外赴任を通じてプライベート面で外国暮ら
しを満喫する事も非常に新鮮で有意義ですし、さら
に仕事を通じて現地社員の考え方に触れたり、リサ
イクルのような社会制度に携わる機会が持てたりす
る事により知識や考え方の幅が広がる事を実感して
いる次第です。又、日本のいいところ、改善が必要
なところ、さらに日本の強みをどうすれば海外で発
揮できるかという点も以前よりは見えているように
思います。最近では海外を志向する人が減っている
という話をよく耳にします。こういった話を聞くに
つれ、本当にもったいない話だと思うと共に自分に
そういった機会が与えられた事に感謝しています。

　以上、巻頭言の機会を頂きましたので私の赴任経
験や現在の業務を通じて感じた事、学んだ事を書い
てみました。最後になりますが、今後もベルギー日
本人会の理事として、微力ながら少しでも皆様のお
役に立てるようお手伝いさせていただきたいと考え
ております。今後とも宜しくお願い致します。

餌取 敬雄

客様が廃棄される際にリサイクル料を頂き、弊社の
ようなメーカーが主管するリサイクルプラントに運
び込まれて解体、リサイクルが行われます。お客様
が廃棄された際にそのメーカー名が特定され、それ
に応じて運び込まれる工場が決まります。そしてリ
サイクル工場ではまず可能な限り人の手による解体
が行われ、残ったものは機械で破砕されて材料ごと
に分別されて行きます。

　これに対して欧州では廃棄時にリサイクル料金を
お客様からいただくのではなく、販売時の製品価格
にリサイクル料金が含まれています。又、製品の廃
棄時にメーカー名が特定される事はなく、そのまま
リサイクル業者に運び込まれてリサイクルされ、そ
の費用はその時の販売マーケットシェアに応じて
メーカー間で割り振られてきます。つまり、自社製
の製品を直接リサイクルする事ができません。又、
リサイクル工場においては人の手による解体は最小
限で、主に機械による破砕、材料選別が行われてい
ます。

　リサイクルのような社会の仕組みに携わってみる
と、日本と欧州の制度設計における考え方の違いが
見えてきます。例えば日本におけるリサイクル料金
の後払いやメーカー主管のプラントでの人の手によ
る緻密な解体といった側面は、リサイクル料金を後
払いにしても回収できる、人の手が関われば精度が
上がるといった事が前提となった制度です。又、メー
カーが直接リサイクルプラントを主管する事によ
り、製品設計そのものにリサイクル側面が反映され
る事が期待されています。これに対して欧州の制度
は後払いでは回収できない、人の手による作業には
あまり期待できない事が前提となっています。ある
意味、日本よりも現実的な制度ですが、メーカーが
直接自分の製品のリサイクルを行えない事から製品
設計段階でリサイクルに配慮してもその恩恵を得る
事が難しいという問題点もあります。

　日本のリサイクルプラントに欧州の関係者を何度
か案内した事がありますが、その際にいつもメー
カー別のラベルが貼られて整然と並べられた使用済
み家電製品を見て驚きの声が上がると共に欧州で同
じ事は絶対に出来ないという声が聞かれます。こう
いった声を聞いて、日本人として誇りと思う反面、
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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（大使杯）結果報告	 	

開催日 9 月 10 日（日） 
コース GOLF CLUB DE LOUVAIN-LA-NEUVE
参加人数 11 人（女性 1 人、男性 10 人） 
幹事会社 AGC GLASS EUROPE S.A

順位 氏名（敬称略） 会社名 OUT IN Total H/C Net

優勝 高橋　英三 TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA 37 40 77 10 67

準優勝 村上　哲也 YAMAUCHI CORP.N.V. 47 47 94 23 71

第３位 青木　優 YAMAYU-SANTATSU 39 39 78 6 72

ﾍﾞｽﾄ ｸﾞﾛｽ 高橋　英三 TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA 37 40 77 - -

http://www.nittsu.eu/be/removal_japan.html#top
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　今年７月末日、第一次世界大戦の激戦地で知られ
るイーぺルで「パッセンダールの戦い」戦没者 100
年忌追悼式典が行われた。
　以前は「パッセンダール」といえばまずチーズが
ピンときたものが、そんな無知の時代を経て、実は
この地名がヒロシマ・ナガサキ並みの負の遺産を背
負っていると知ってからはチーズサンドの味も微妙
に変わったものだ。
　イーペル近郊のパッセンダール村が主戦場となっ
たこの戦闘は、1917 年 7 月 31 日から始まって 11
月 6 日まで、イギリス連邦軍（連合国軍）対ドイ
ツ軍の間でなされた。ベルギー北海沿岸線ドイツ U
ボートの活動拠点を占拠したい連合国軍が仕掛けた
ものだが、予想以上の抵抗にあい、さらに沼地に長
雨という悪条件が重なり、膠着した塹壕戦での一進
一退が約３ヶ月続く。俗に言う「100 日８キロ 50
万人」。すなわち、100 日もかかってたった８キロ
前進しただけで死者双方合わせて甚大なる 50 万と
いう、それほど無謀かつ残酷な戦いだった。「死者
１メートルにつき 20 人」というのもあって、数字
は実にシビアである。おまけにその後その８キロを
ほぼ大半奪回されたので、戦果ゼロ。地獄を経てな
お不毛だったとは、つくづくやりきれない。無策と
消耗と絶望がないまぜになった悲惨の象徴として

「パッセンダール」は今に語り継がれている。

　今年はその 100 年目の節目の年ということもあっ
て、感慨もひとしお。イギリス王室から式典に出席
していた若きケイト妃が、感極まって目をうるうる
させた映像は、すっかりメディアをとりこにした。
そしてそのときアタシは、「パッセンダールの戦い」
収束 100 年周年の頃の 11 月号はこのテーマでいこ
う！と決めたのだった……はいいが、今もって適当
な本（和書）に出会っていない。オススメの本があっ
たらぜひ教えてください。
　イーペルを車で訪ねたことがあればご存知だろう
が、周辺各所に整然と広がる戦没兵士の墓墓墓群
のたたずまいは荘厳にして圧巻。死者たちがフラ
ンダースの平原を吹き抜ける風にさらされ、声な
き声を押し込め静寂を装いうごめいている。David 

Bowie “When the wind blows” でカタルシスに浸ろ
うか。

　フランダース平原の声なき声ときたところで閑話
休題。
　あるとき、アタシの『フランダースの声　現代ベ
ルギー小説アンソロジー』に関する記事（7 月号）
を読んだ友人が、口の端に挑発的な笑みを浮かべて
こう言ってきた。「アンタ、あの本読んでないでしょ
う。」
　単行本２冊は別として、このアンソロジーについ
てはソツなく外郭触れただけじゃないか、というの
が理由らしいが、この人の歯に絹着せぬストレート
な物言いは、ありがたいけどおっかない。ここであ
えて言い訳を繰り返すならば、あれは読んでないん
じゃなくて書けなかったのだ。歯が立たなかったと
いうかあの時は消化不良で手の付けようがなかっ
た。よって、なにはともあれ、この本なくして「フ
ランダースの声」シリーズの『火曜日』と『モンテ
カルロ』の成立を説明しようがなかったので、ああ
いう書き方でお茶を濁しました、はいはいごめんな
さいねえ。
　今回改めて紹介するにあたって、この５つアンソ
ロジー再読したが、シュールでエロくて暗くて残酷
で情けなく、なかなか手強いけど、グッときたり、
ギョッとしたりでとても堪能した。例えば、……と
ここまで書いたところで、昨日（締め切り前日）、
フラマンドの友人がうちに遊びに来て、いい機会
だからこんな翻訳ボンが日本で出ているんだよと

藤野 ユミリ
書籍編集「フランダースの声」再び。

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　75
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言って見せたら、彼女、カバーのモノクロ写真を指
差して「これって “ あぐりべるじゃんはうす ” じゃ
ん！！」と叫びながら、ひとり大爆笑しはじめたの
だ。アタシは？？？不意のことでよく聞き取れず、
なになになにそれ、どうしたの、「あぐりべる」？
　ええっ？？　と彼女が静まるのを待ちながら、ど
こかワクワクし始めてきた。だってフランダースの
人間だけが理解できる何かがそこに隠されていると
は夢にも思わなかったんだもん。
　 皆 さ ん は ご 存 知 だ っ た ろ う か。Ugly Belgian 
Houses: Don't try this at home ( 版元 Borgerhoff & 
Lamberigts　2015 刊行）という、ちまたで話題と
なった写真集のことを。私は知らなかった。だから、
彼女から説明を受け、以来、すっかりこのベルギー
人フォトグラファー Hannes Coudenys という人の
インスタグラムにはまってしまった。内容は書名の
まんま、ベルギー中の、一見 “ 普通じゃない ” 家や
建築物を撮ってブログに載せ、毎回「いいね！」の
呼び声高かったものだから、軽くコメントつけて一
冊にまとめました、というものだ。すべてが ugly ( 不
細工、不恰好 ) かといえば、そこはデザイン上の嗜
好や計算、個人の趣味にもよるのでなんとも言えな
いが、おしなべて、ギョッとするような、キッチュ
だったり、アンバランスだったり、超幾何学的だっ
たり、周囲から浮いてたりする ” ヘンな ” 建築物が
勢ぞろい。
　翻って、アンソロジー。カバーを飾る野中の一軒
家、もう片方はどこいったのかなあ、と思わせる奇
妙な家だが、ついつい内容を読み込むのに必死で深
追いしなかったことを今深く深ーく反省。装丁は本
の顔だというのに迂闊だった。そのことに爆笑を
もってして気づかせてくれた友は言う、「まったく、
こんなバカバカしい家を建てられるのはベルギー人
だけだわ」。興味深いことに、こういう一種自嘲的

な言い方をベルギー人はよくするものだ。フラン
ダース文学の「今」を紹介しようとして彼らが選ん
だカバー写真が、「えっ？！ナニコレ？！」と思わ
せるような珍百景だったというのは、まさしくこの
ように人の不意をついて「うまくしてやったり！」
のフランダース気分を如実に表しているからじゃな
いか。ああ、してやられた！！彼らにとって、「こ
んなバカバカしいこと」は「平凡で退屈なこと」よ
りも断然「いいね！」に決まってる。自嘲と自慢は
表裏一体らしい。『フランダースの声』って、こん
な感じの本です。　
　
注）誤解があってはいけないので。アンソロジー
の写真家は Ugly Belgian Houses のそれとは別人で
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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はじめに

GDPR 対応に関するサービスを売り歩いて感じるこ
とは、日系企業の中にそろそろ間に合わない、自分
で 100 頁の GDPR を勉強したり GDPR 対応の作業
をする時間は無いので理由を見つけて GDPR 対応
回避を試みようとしている方が出始めたようです。

A. 別の弁護士さんから e-mail は個人情報ではない
と聞きました。そうすると顧客はすべて法人で中央
データには個人情報はほとんどありません。販売会
社ですから従業員は少なく、従業員情報は人事考課
くらいで、ほとんどがペーパーファイルです。給与
関係はすべて給与計算会社がやっています。ですか
ら GDPR 対応作業はほとんどありません。

B. ドイツ法上社員が 10 人いると情報保護役（DPO）
をおかなければならないのでグループのドイツ会社
が DPO をアウトソースするつもりで探しています。
私どもは多忙で GDPR スタデイーのための追加的
時間は一切取れませんので、その人にベルギー現地
法人を含めて GDPR に関するシステム構築のすべ
てをお願いしようと思っています。

C. GDPR よりさらに厳しい（ゆるいのはだめ）ルー
ルを加盟国の法律で制定することが出来ると聞きま
した。2 度手間の作業は避けたいのでそのような法
律が立法されるのを待ちたいと思います。（「先送
り」）

D. GDPR 対応をやってくれるソフトウェアができつ
つあると聞きました。

要するに「先送り」または「対応作業をしない」こ
との「正当化事由」を求めていますが、上記の理解
またはアプローチは正しくありません。また、監督
官庁であるベルギーのプライバシー・コミッション
の人の話を聞くと、より重要なことは、高価なシス
テムや専門家のサービスを受けることではなく、個
人情報を受領しまたは処理する社員の方が GDPR の

根幹にあるプライバシーの権利を理解・尊重するこ
とです。そうすれば GDPR 違反は減るでしょう。

リスク分析
GDPR に書かれていることをすべて完全に行うのは
大変かもしれませんが、他方、B to B で個人情報の
量は少なく、健康やクレジットカードに関する情
報等質的にハイリスクを伴う情報が無い場合には、
GDPR 対応作業は、それほど大変な作業にならない
場合も多いのです。GDPR 第 24 条は、処理者の責
任として「1. 処理の性質、範囲、背景及び目的並び
に自然人の権利及び自由に関するリスクの様々な可
能性及び重大性を考慮し、管理者は本規則に従い処
理が実施されていることを保証し、これを証明する
ために適切な技術的及び組織的措置を講じるものと
する。」GDPR 第 32 条もほぼ同じ趣旨の規定となっ
ています。

前回は、データマッピングの話をしました。それぞ
れの企業グループが、どこで個人情報を取得し、そ
れがどこに移転し、どことシェアされまたは誰がそ
の処理を行うのか、また、どのような範囲の個人情
報が取得され、対象となる個人の数はどれくらいか、
等の現状を把握することは、GDPR がどの範囲で適
用されるのか、どの範囲の社員に対して遵守規則が
必要なのかを理解し、ひいては違反の場合のリスク
を評価するうえで重要と言えます。GDPR 対応に関
する費用効果はこのリスク評価を考慮して決めるの
が通常の手法と言えます。

制裁金の決定に関して考慮される事由
GDPR の 主 要 な 規 定 の 違 反 に つ い て は 最 大
20,000,000€、又は企業の場合は、前会計年度の全
世界年間総売上高の最大 4% までの、いずれか額の
大きい方を制裁金として科すものとする。制裁金を
科すか否かの決定及び個別案件における制裁金額の
決定に際しては、次の各号に定める事項を考慮する
ものとする。   

 a.　 違反の性質、重大さ及び期間（処理の性質、範

個人情報保護に関する EU新規則（GDPR）対応を数か月で行う方法 (2)
― 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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囲又は目的並びに影響を受けたデータ主体
の数及びデータ主体の被った損害の程度を
考慮する。

 b. 　  違反の故意又は過失

 c. 　 データ主体の被った損害の軽減を図るため
に管理者又は取扱者が講じた措置

 d.　 管理者又は取扱者の責任の程度（管理者又
は取扱者が講じた技術的及び組織的措置を
考慮する。） 

 e.　 管理者又は取扱者が以前行った関連するあ
らゆる違反

 f.　 違反の是正及び違反により生じ得る悪影響
の軽減を図るための監督機関との協力 

 g.　 違反により影響を受ける個人データの種類

  h.　 監督機関が違反を覚知することとなった経
緯（特に、管理者又は取扱者が違反を通知し
たか否か、もし通知したのならその程度）

  i.　 第58条第2項に定める措置（域外移転停止）
が、同じ対象事項に関して、関連管理者又は
取扱者に既に命じられている場合は、これら
措置の遵守 

  j.　 第40条に従い承認された行動規範又は第42
条に従い承認された認証メカニズムの遵守

 k.　 事案の状況に適用されるその他の加重要因

又は軽減要因（例えば、直接又は間接的に、違
反により得られた経済的利益又は回避でき
た損失）

前回の日本人会報で「GDPR 対応を 8 か月で行う
方法 (1)」を書かせていただきました。それでは
GDPR 対応作業を 10 月に始めたらもう遅すぎるの
か？という質問を受けましたが、厳密には企業グ
ループの子会社や事業部門の数、個人情報の量およ
び質、ならびに上記のリスクにより異なります。医
薬品、医療機器、その他消費者が使う製品の製造・
販売を行なっている場合には、要注意です。例えば、
医薬品、医療機器の場合の処理の適法化事由はより
厳格であり、また家庭用電気製品・機械の場合に
は、保証・サービスの関係で多くの個人情報を保持

（したがって処理）している場合がしばしばありま
す。しかし、平均的な日系企業の場合、子会社が欧
州で 3 社、B to B しか行わず、で従業員は合計 100
人以下で健康等に関係する要保護個人情報またはク
レジットカードの情報は無い場合、数人のチームが
専心すれば 2, 3 ヶ月で出来ないことは無いと思いま
す。

実際、「GDPR コンプライアンスはすでに作業済み」
というような会社は、ヨーロッパの会社でもかな
り少数です。１つには、まだ 1995 年の EU の指令
に基づく加盟国法に基づく個人情報保護法対策は、
20 年越しの対応であって、1995 年の EU の指令に
基づく対応をすべて行なっていれば追加で行なう行
為または変更しなければいけない対応策は、それほ
ど多くはないのです。日系企業は、欧州で大きなオ
ペレーションを行なっている少数の会社を除くと、
EU の指令のレベルの対応もまったくしていないと
ころが多く、そのために苦慮されているとお見受け

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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1. および 2. はすでに今まで説明・議論しました。3. 項
の "privacy policy" という言葉は、(i) その企業の従
業員が個人情報遵守のために遵守すべき社内規則と
言う意味と (ii) その企業がそのウェブサイトに載せ
た顧客等の第三者向けの個人情報保護の声明という
2 つの使われ方をされています。 いずれの場合に
も、これらの社内規則または個人情報保護の声明が
ある場合にはこれらをレビュー、そして改定または
新たに作成することが薦められています。しかし、
これらがなかったり、日本法に基づくものであった
り、または十分なケアがなされていない場合には、
-- 日系企業にはそのような場合が多いと思います -- 
GDPR とリスク分析に基づく新たな遵守規則とウェ
ブサイトに掲載する新たな個人情報に関する声明を
作成することが重要でしょう。

4. 個人の権利
　 現在の会社の情報処理手続きが GDPR の規定す

るすべての個人の権利を満たすかチェックしなさ
い。個人情報がいかにして消去され、また電子的
に伝達されるかチェックしなさい。

5. 個人情報にアクセスする権利
　 個人情報にアクセスする接近の権利の行使に関す

る現在の手続きをアップデイトしなさい。GDPR
のもとで貴社が個人情報にアクセスする将来の要
求があった場合の処理の方法・手続きにつきまと
めてください。

プライバシーというのは、日本では長年なじみの無
いものでした。「個」よりも「会社」、「家」、「国」
という「場」が重要なものとされ、集団主義が基本
で、公私の区別が截然と区別されながら、他方「会
社」は「ウチ」となり、個室は原則的に無く、大部

しますが、GDPR の主要項目をチェックする作業内
容は同じともいえます。また、日系企業の問題点と
して「他社はどうしているのか？」「他社と同じよ
うにしたい」と言われる方が非常に多いのです。上
記のようにリスクは会社ごとに異なり、したがって
アプローチも異なってきます。つまり通常の社内の
遵守規則（コンプライアンス・ルール）の作成のよ
うに各社の内容は異なりますが、B to B しか行わな
い平均的な日系企業の場合の標準様式から出発して
各社の状況やリスクに合わせて改定していくのが時
間と費用を節約する方法といえます。私はいくつか
の実際の遵守規則の例を参考にして開発した標準様
式を持っています。それでは、私の標準様式を使い、
ベルギーのプライバシー・コミッションの「お勧め
道路マップ」に沿って、昨年よりさらに具体的な提
案をさせていただきます。私の標準様式をすぐに見
られたい方は御連絡ください。

1. 啓蒙活動
　 グループ会社の情報システムの政策決定者に

GDPR で行われる重要な変更を告知せよ。

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。

3. コミュニケーション
　 現在お持ちの privacy policy が GDPR により変更

を必要とするか否か、評価しなさい。

http://www.lmc-leblanc.com/


日本人会会報 2017 年 11 月号　376 号

10

屋に多人数で勤務するのが当然とされてきました。
大声で怒鳴られれば同僚の 100 人に知られる。日
本における「個人情報保護法」は、広告・宣伝に対
する制約、個人情報へのアクセスという意味では寄
与してきましたが、個人情報の消去や処理の制限等
を求める権利としては、まだこれからのようです。
GDPR のもとでの個人の権利の詳細は、2016 年 8
月号で紹介したので繰り返しません。いずれにしろ
個人の権利の詳細は多くの社員に知られていないの
で、社内遵守規則にその内容をすべて社内遵守規則
に盛り込むことが望ましいといえます。
個人情報の保存ルールまたは消去のルールは、日系
企業の弱点である。何年保存するまたは何年後に消
去するというルールを持っている日系企業は少ない
ようです。システムが出来てから 30 年間会社とし
ては一度も消去していない、という会社もかなりあ
ります。また、社員の中には入社以来 40 年間の情
報をすべて自分の PC に格納し、関連会社に移動し
ても保持し続ける、というような話は結構聞きます。
一定の期間の経過、一定の条件を満たさない、また
は不必要となった個人情報は当然または自動的に消
去またはこれに順ずる処理をするのが望ましいので
す。私の標準様式には下記の規定があります。

6. 個人情報の保有期間
グループは下記の範囲に限り個人情報を保有しま
す。 

 a)　 法令、文書保持命令を含む裁判所の命令、
当局の要請または契約により必要とされる
期間

 b)　 知的財産権、その他の権利もしくは特権の
取得もしくは保持に必要な期間、

 c)　 情報主体、グループまたは第三者の正当な
利益の取得または保持に必要な期間、

 d)　 時効または除斥期間の適用を受ける不利益
を回避するために必要な場合、または

 e)　 上記の４つの場合を除き、処理目的に必要
でかつ [ ７] 年間を超えない期間

情報保護役が他の判断をしない限り、上記の保存期
間経過後、ただちに個人情報に関して下記の扱いを
行う。  

 a)　安全な方法で削除または破棄する 

 b)　匿名化する

 c)　仮名化する、もしくは

 d)　 不要情報として処理する。そして公共の利
益、学術・歴史的研究、統計目的で情報の
仮名化等の最小化等の安全対策を講じる。

従業員が個人情報を売却したり、漏洩したり、その
PC が盗難にあったり、サイバーアタックの標的に
なったりした場合どうするのでしょうか。日本人は
盗難にあうのはその社員が不注意だからだ、と考え
る傾向が強い。また、社員がみな注意深ければその
ような事故はおきないと考えがちです。また、従業
員の忠実性を疑わないが、技術漏洩事件では、従業
員が盗難に関与していた事件もかなりあります。個
人情報の保護、および秘密保持の観点からは、盗難
はある確率で必ず起きます。したがって盗難が起き
た場合に、その被害を最小限度にする、というアプ
ローチのほうがより安全です。システムのセキュリ
テイーの面からは、多くの個人情報が PC または端

http://www.lmc-leblanc.com/
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末に格納されているのはリスクの大きくなる要因で
す。

これらの点を踏まえた遵守規則の 1 例として下記
のようなものがあります。（一部省略有り。）

7. 個 人 情 報 保 護 の 遵 守 お よ び 安 全 対 策 (GDPR
§24(1)/25)

処理の性質、範囲、背景及び目的並びに自然人の権
利及び自由に関するリスクの様々な可能性及び重大
性を相互に比較して、管理者は本規則に従い処理が
実施されていることを保証し、これを証明するた
めに適切な技術的及び組織的措置を講じる。(GDPR
§24(1))

GROUP は、本規則を補足することができる。 当グ
ループは、法律、判例法およびデータ保護当局によっ
て課せられた要件の変更を遵守するように本規則が
アップデートされることを保証する。 本規則を変

更する場合には、情報保護役とデータ保護弁護士の
意見を求めるために相談する。 本規則は、グルー
プ内のウェブサイトに掲載される。また、情報保護
役とデータ保護弁護士に相談の上、個人情報に関す
る従業員以外の第三者の権利に関する第三者向けの
会社の個人情報保護のポリシーを作成し公にするこ
ともできる。

管理者および各処理スタッフは、個人情報違反のリ
スクを最小化するために事業に必要な最小限度の個
人情報を収集および処理する。個人情報は、処理に
関係のあるものでかつ過剰なものであってはならな
い。例えば、個人情報は仮名化、匿名化またはその
他の方法で最小化することができる。( 省略 )　
管理者に代わり処理者が個人情報の処理が実施する
場合、当該管理者は、処理が本規則の要件を充たし、
情報主体の権利の保護が確実に行われる方法で、適
切な技術的・組織的な措置を実施する十分な保証を
提供する処理者のみを使用するものとする (GDPR
§28(1))。

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

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:

mailto:yoichi.shibasaki%40dlapiper.com?subject=
http://www.japanconsultingoffice.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	ワロン地方公式サイト	 http://www.belgium-travel.jp/
	 	 フランダース地方公式サイト	 	 http://www.visitflanders.com/ja/	
**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
10 月 26 日
～ 11 月 10 日
ディナン

7e Concours International Adolphe Sax
ディナンの International Adolphe Sax Competition は、4 年ごとに組織され、古典的サッ
クス奏者の世界で著名な地位を獲得しているものです。
http://sax.dinant.be/

11 月 11 日～ 12 日
シント・リーヴェンス・
ハウテム

Hautem Jaamarkt　（無形遺産）
毎年 11 月 11 日、12 日に開催。恒例の冬のフェアは伝統を体験できる、600 頭以上の
馬や牛が集まる見本市です。
http://www.sint-lievens-houtem.be

11 月 18 日～ 1 月 7 日
ハッセルト

Winterland Hasselt
ベルギー東部の町ハッセルトで、約 80 店舗のクリスマス市のほか、移動遊園地、スケー
トリンクなど、毎年ウィンターランドと名付けられた冬のお祭りが開かれます。
http://www.winterland.be/

11 月 24 日～ 1 月 2 日
ブルージュ

Bruges Christmas Market
歴史的なブルージュの市内中心部は、巨大なクリスマスマーケットに華麗に変身。
https://www.visitbruges.be/en/christmas-market-7

11 月 24 日～ 12 月 31 日
ブリュッセル

Plaisirs d'Hiver et marché de Noël 2017
ベルギーで最大規模を誇るブリュッセルのクリスマスマーケット。毎日グランプラス
で行われる 18 時頃から 1 時間に 1 回、15 分ほど開催される「音と光のショー」をお
見逃しなく。
https://visit.brussels/fr/sites/winterwonders

11 月 24 日～ 12 月 30 日
リエージュ

Village de Noel
ヨーロッパで一番長いクリスマスマーケット。聖ポール大聖堂からサン・ランベール
広場、マルシェ広場まで様々な屋台が立ち並びます。
www.villagedenoel.be

12 月 1 日～ 12 月 31 日
ナミュール

Marché de Noël de Namur 2017
今年、サンタクロースは約 40㎡の家で老いも若きも関係なく多くの方をお迎えします。
www.noelanamur.be

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

2018 年

2月 16 日（金） 音楽会　音楽部

日程   内容      　　  
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期間・場所 イベント名・概要
12 月 8 日～ 1 月 7 日
ゲント

Gentse Winterfeesten
ゲントの街はすべての人への魔法の世界になります .。あなたが探している物が必ず見
つかります。
http://gentsewinterfeesten.be/

12 月 9 日～ 1 月 7 日  
モダーブ

Noël au château - Belles tables de fête
テーブルオブアートをテーマにして完全装飾されたモダーブの城を再発見し、年末の
休日のテーブルを設定するためのいくつかアイデアを学びましょう。
http://www.modave-castle.be/agenda

12 月 7 日～ 12 月 20 日 
ルーヴェン

30ste Leuvense Kerstmarkt
ベルギーのクリスマスマーケットのパイオニアの一つ。合言葉はヨーロッパの居心地
の良いクリスマスマーケット。
http://www.leuvensekerstmarkt.com/

12 月 9 日～ 1 月 7 日
アントワープ

Winter in Antwerp
世界遺産のノートルダム大聖堂と、市庁舎のライトアップはひときわ華やかで、クリ
スマスの街の伝統を味わうことができます。
https://www.visitantwerpen.be/en/see-do/evenementen-en/winter-in-antwerp-en

12 月 8 日～ 1 月 7 日  
メッヘレン

Mechelen Houdt Je Warm
この冬の出来事をメッヘレンで見つけてください。 メッヘレンは暖かく終わりのない
沢山の催し物であなたを迎えます。
http://www.mechelenhoudtjewarm.be/

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

mailto:jimukyoku%40nihonjinkai.be?subject=
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ロンドン大学 SOAS University of London (School of 
Oriental and African Studies)  准教授　

ワークショップ：
近藤裕美子先生

「明日の実践につなげるヒントを見つけよう」
元国際交流基金マドリード日本文化センター・日本
語教育アドバイザー

参加費：  会員無料　非会員 30 ユーロ
  （1 日のみ参加 20 ユーロ）
  飲食代・資料代含む
詳細：http://www.bnk-nihongo.be/?q=node/111
参加申し込み / お問い合わせ：　
 info@bnk-nihongo.be 

☆「話そう会」 
11 月 25 日（土）Saturday  November 25, 2017  
visiting ‘Speech Contest’ (Hanasokai is off)
第 26 回スピーチコンテスト
The Japanese school of Brussels
133 Avenue des Meuniers, 
1160 Bruxelles (Metro: Beaulieu)

12 月 9 日（土） Saturday  December 9, 2017 
15:00 ～ 17:00
Place: avenue des Citronniers 58, 1020 Bruxelles 

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： 11 月 5 日（日）午前 11 時 15 分
場所： ブリュッセル　スクート会修道院
 Mission de Scheut / Missiehuis van Scheut
 Chaussée de Ninove 548,1070 Bruxelles
日時：12 月 17 日（日）第３日曜日 午前 11 時 15 分
　　　ブリュッセル　スクート会修道院　
 ミサの後、持ち寄りでクリスマス祝会

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 20 周年記念 
第 100 回勉強会 「内省から創造へ」
－ 20 年間のアイディアから生まれる新たな実践ー
日時： 2017 年 11 月 10・11 日
於： ルーヴァン大学文学部
 11 月 10 日
  Erasmushuis　8 階 JUSTUS LIPSIUSZAAL
 11 月 11 日
 Mgr. Sencie Instituut (MSI) 2 階  MSI 02.18
講演：
岩﨑典子先生　

「学生が日本語を自分のものにするための日本語リ
テラシー教育」

mailto:brussels.nihongokyoukai%40gmail.com?subject=
http://brussels-nihongokyoukai.blogspot.be/
http://nihongomisa.cocolog-nifty.com/blog/


日本人会会報 2017 年 11 月号　376 号

15

編集後記

　今回の駐在では 3 度目、通算 8 度目のベルギーの冬を迎えようとしています。

　今年は冬の訪れが例年より早いような気がしませんか？ 9 月上旬には我がアパートの暖房が朝に稼動して
いる事に気が付きました。街行く人々もすっかりマフラー姿です。こう冷え込みが早いと、「地球温暖化な
どデッチ上げだ」と某国某大統領のようなセリフを言ってみたくもなります。

　しかしながら、ベルギーに長くお住まいの方はご記憶でしょう。かつては、物流業の端くれを担う弊社の
ような会社では屋外作業を見合わせなければならないほど気温が下がった冬もありました。凍結防止のため
頻繁に道路に撒かれる塩のせいで白っぽく汚れた車をしょっちゅう洗いに行った事、そして、近所の公園の
池が分厚く凍って、子供とスケートで遊んだ事もよく憶えています。ほんの 10 年ちょっと前の事です。やっ
ぱり、某国某大統領にはちゃんと事実を教えてあげた方が良さそうです。

　今年は久し振りに「ベルギーらしい」冬がやって来そうな予感がします。これから寒くて暗い数ヶ月が続
きますが、どうか皆さん滅入らないで下さい。冬には冬の楽しみがあります。着膨れしてフットボール観戦
に行くのも趣きがありますし、クリスマスマーケットのホットワインで温まるのも良いでしょう。小さなお
子さんのいるご家庭では屋内遊技場や屋内遊園地に繰り出してみてはいがかでしょうか。そうこうしている
うちに、冬来たりなば春遠からじ、陽光眩しく、若葉美しい春がまた巡って来ます。

　さて、早いもので次号はもう新年になります。今年は会報のデジタル化という大きな変革を実行させてい
ただきました。移行後に、掲載記事の抜け落ちなど、幾つかの不手際もありましたが、皆様のご理解とご支
援のお陰様で号を重ねることができております。

　改めてお礼申し上げますとともに、少し気が早いですが、来る年の更なるご多幸をお祈りいたします。

( 月担　大野 )

お詫び
「9 月号会報にて、当初（HP 掲載のお知らせ後、2 時間程の間）、未完成の会報原稿
（ゴルフ部記事の抜落ち）が誤って掲載されてしまいました。ここに深くお詫びいた

します。
（会報委員会）
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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。



elgium_japan_tennis@yahoo.co.jp

Sports City
Avenue Salome 2, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles
御一人様御一人様御一人様御一人様 €25 (試合後の懇親会代含む試合後の懇親会代含む試合後の懇親会代含む試合後の懇親会代含む)
※日本人会非会員の方は€45

ベルギー日本人会テニス部主催ベルギー日本人会テニス部主催ベルギー日本人会テニス部主催ベルギー日本人会テニス部主催

(A B C )

2017



団体戦(チーム対抗ダブルス)団体戦(チーム対抗ダブルス)団体戦(チーム対抗ダブルス)団体戦(チーム対抗ダブルス)

昨年昨年昨年昨年度度度度優勝チーム優勝チーム優勝チーム優勝チーム

2017



in Belgium
第26回 日本語スピーチコンテスト ベルギー大会

Avenue des Meuniers 133, 1160 Bruxelles / Métro:Beaulieu
Mulderslaan 133, 1160 Brussel / Metro:Beaulieu

Supported by Embassy of Japan in Belgium

Sponsors:   Aisin Europe, ANA, Asahi Kasei, AW Europe, Belgian Association of Japanese 
Language Teachers, Bridgestone, DENSO, JAPAN AIRLINES, Japan P.I.Travel, JR East, 
Konica Minolta, Nitto, Panasonic, Sony, Tagawa, Yakult    

Sat. 25th Nov. 2017  14:00 〜 18:00
at The Japanese School of Brussels
2017 年 11 月 25 日（土）14 〜 18 時　於ブラッセル日本人学校

Application Details: www.nihonjinkai.be

Organized by:  NIHONJINKAI a.s.b.l.
Avenue Louise 287 Bte.3, 1050 Bruxelles
Tel.: 02-647 38 39    e-mail: jimukyoku@nihonjinkai.be  

優勝者を日本にご招待！あなたの日本語力を試す絶好のチャンスです！

1 return ticket to Japan will be awarded to the happy winner of the contest!

JAPANESE
SPEECH CONTEST 
The 26th

Contact:  jimukyoku@nihonjinkai.be



平成２９年１１月１日 
 平成３０年度入学予定児 保  護  者  様                                  ブラッセル日本人学校                                                      理事会理事長  三 中 政 次                                                   全日制校長   坂 山 英 治                                                     補習校校長    東 間 義 孝  平成３０年度就学児調査について（お願い）  晩秋の候，皆様方におかれましては，ますます御健勝のこととお喜び申しあげます。 さて，来年度の教育計画立案にあたり下記の調査をさせていただきたいと存じます。 ご多用のなか恐縮に存じますが，ご協力いただけますようお願い申しあげます。  記  １ 調査方法   別紙就学児調査用紙に必要事項を記入してください。 ２ 回収方法 （１）メールに就学児調査用紙を添付して送信してください。 （アドレスは以下ご参照ください） （２）メールでのご対応が難しい場合は郵便か直接日本人学校事務室へご提出をいただいても 結構です。  ３ 回収期限 平成２９年１１月３０日（木１１月３０日（木１１月３０日（木１１月３０日（木））））までの集約にご協力ください。 ４ その他    （１）回答をいただいた方には，２月回答をいただいた方には，２月回答をいただいた方には，２月回答をいただいた方には，２月に開催される新入学説明会のご案内を，１月中旬に記載に開催される新入学説明会のご案内を，１月中旬に記載に開催される新入学説明会のご案内を，１月中旬に記載に開催される新入学説明会のご案内を，１月中旬に記載されたメールアドレスにお送りします。されたメールアドレスにお送りします。されたメールアドレスにお送りします。されたメールアドレスにお送りします。    ・メ－ルアドレスの記載のない方には，郵送でお送りします。 ・１月３０日（火）までに入学説明会の案内が届かない場合はお知らせください。 （なお、回答用紙記載の内容は，個人情報として厳重に管理し，次年度準備や連絡等以外の 目的では使用いたしません。） ・１０月に開催された補習校新入生見学会にご出席いただいた方は，本就学児調査用紙の 提出は不要です。 （２）本調査用紙は，事前調査のためのものです。入学に際しては別途入学願書の提出入学に際しては別途入学願書の提出入学に際しては別途入学願書の提出入学に際しては別途入学願書の提出が必要です。 （３）日本人学校の転入学案内日本人学校の転入学案内日本人学校の転入学案内日本人学校の転入学案内については，下記アドレスをご参照ください。 ・全日制ホームページ・全日制ホームページ・全日制ホームページ・全日制ホームページ http://www.japanesehttp://www.japanesehttp://www.japanesehttp://www.japanese----schoolschoolschoolschool----brussels.bebrussels.bebrussels.bebrussels.be        ・補習校ホームページ・補習校ホームページ・補習校ホームページ・補習校ホームページ    http://www.japanesehttp://www.japanesehttp://www.japanesehttp://www.japanese----schoolschoolschoolschool----brussels.be/hosyu/framepage.top/index0.htmbrussels.be/hosyu/framepage.top/index0.htmbrussels.be/hosyu/framepage.top/index0.htmbrussels.be/hosyu/framepage.top/index0.htm        （４）この件について不明な点は担当までご連絡ください。  担当 事務室 玉川 TEL:(02)672-1038 FAX:(02)672-9527  所在地 The Japanese School of Brussels a.s.b.l. Av. des Meuniers,133 - 1160 Brussels E-mail: office@japanese-school-brussels.be 



就学児調査用紙  平成３０年（２０１８年）度就学予定児 (平成２３年(２０１１年)４月２日～平成２４年（２０１２年）４月１日に出生した者）  児童氏名 ふりがな 性別   男・女 ローマ字 生年月日 平成    年     月     日 (西暦      年) 保護者氏名 ふりがな  父 母 ローマ字   勤務先名                                        （電話番号）                  （メールアドレス）                    自宅住所                                         (自宅電話番号)                     (メールアドレス)                   （ ）全日制に入学する  (  )スクールバスを利用する  (往路のみ  復路のみ  往復とも)                (  )スクールバスを利用しない   (  ) 補習校に入学する 日本人学校全日制・補習校に在籍している児童・生徒名（兄弟・姉妹）  （平成２９年度１１月現在） 全日・補習    年  組  氏名                   （平成２９年度１１月現在） 全日・補習    年  組  氏名                  日本人学校全日制・補習校での在籍予定期間  平成３０年４月～平成  年  月まで（  年  か月） ＜備考：学校に伝えておきたいこと（持病・既往症・アレルギーなど）がありましたらご記入ください。＞ 
  



                                                                      （（（（    新規赴任者用新規赴任者用新規赴任者用新規赴任者用    ）            アパートをお探しですか？アパートをお探しですか？アパートをお探しですか？アパートをお探しですか？    
    SOMAPREMSOMAPREMSOMAPREMSOMAPREM ののののハウジング・デスクをご利用ください。ハウジング・デスクをご利用ください。ハウジング・デスクをご利用ください。ハウジング・デスクをご利用ください。    SOMAPREMSOMAPREMSOMAPREMSOMAPREM 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。サービスを、無料で実施致しております。サービスを、無料で実施致しております。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、下記のアパートをお探しの方は、下記のアパートをお探しの方は、下記の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。物件訪問申込書にてお申込ください。物件訪問申込書にてお申込ください。物件訪問申込書にてお申込ください。                             物件訪問申込書物件訪問申込書物件訪問申込書物件訪問申込書    
    氏名：氏名：氏名：氏名：    会社名：会社名：会社名：会社名：    電話：電話：電話：電話：                                                                                携帯携帯携帯携帯；；；；                                                    eeee----mailmailmailmail；；；；                     以下該当欄を以下該当欄を以下該当欄を以下該当欄を O O O O で囲んでください。で囲んでください。で囲んでください。で囲んでください。    ＊ 独身･既婚独身･既婚独身･既婚独身･既婚    ＊ お子様（１名、２名、３名，お子様（１名、２名、３名，お子様（１名、２名、３名，お子様（１名、２名、３名，                名）名）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ご希望の物件タイプご希望の物件タイプ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）、マンションヴィラ（一戸建て）、メゾン（タウンハウス）、マンションヴィラ（一戸建て）、メゾン（タウンハウス）、マンションヴィラ（一戸建て）、メゾン（タウンハウス）、マンション    ＊ 家具つき、家具なし家具つき、家具なし家具つき、家具なし家具つき、家具なし    ＊ 寝室の数（１，２，３，４，５、）寝室の数（１，２，３，４，５、）寝室の数（１，２，３，４，５、）寝室の数（１，２，３，４，５、）    ＊ 有効面積有効面積有効面積有効面積((((９０９０９０９０㎡㎡㎡㎡、１１０、１１０、１１０、１１０㎡㎡㎡㎡、１３０、１３０、１３０、１３０㎡㎡㎡㎡、１５０、１５０、１５０、１５０㎡㎡㎡㎡、１７０、１７０、１７０、１７０㎡㎡㎡㎡、、、、                    ㎡㎡㎡㎡))))    ＊ ガレージ台数ガレージ台数ガレージ台数ガレージ台数((((１台、２台１台、２台１台、２台１台、２台))))      ご希望の地区ご希望の地区ご希望の地区ご希望の地区            WoluweWoluweWoluweWoluwe----StStStSt----Lambert,WoluweLambert,WoluweLambert,WoluweLambert,Woluwe----StStStSt----Pierre,Auderghem,Etterbeek,Ixelles,Uccle,Pierre,Auderghem,Etterbeek,Ixelles,Uccle,Pierre,Auderghem,Etterbeek,Ixelles,Uccle,Pierre,Auderghem,Etterbeek,Ixelles,Uccle,その他（その他（その他（その他（            ））））    その他（特別の希望や要求事項をお書きください。その他（特別の希望や要求事項をお書きください。その他（特別の希望や要求事項をお書きください。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）：ご予算（家賃＋公益費）：ご予算（家賃＋公益費）：ご予算（家賃＋公益費）：                                ユーロユーロユーロユーロ    予定滞在予定滞在予定滞在予定滞在年数：年数：年数：年数：                年年年年    入居予定日：入居予定日：入居予定日：入居予定日：        月月月月            日日日日    物件を訪問できる日：物件を訪問できる日：物件を訪問できる日：物件を訪問できる日：        月月月月            日日日日        
    

    

EEEE----mail:yamada@voomail:yamada@voomail:yamada@voomail:yamada@voo.be.be.be.be                        

     SOMAPREMSOMAPREMSOMAPREMSOMAPREM    Housing DeskHousing DeskHousing DeskHousing Desk（（（（I.P.I.I.P.I.I.P.I.I.P.I.    :501131:501131:501131:501131））））    Bld du Souverain,Bld du Souverain,Bld du Souverain,Bld du Souverain,304304304304////33338888            1111111166660000    BruxellesBruxellesBruxellesBruxelles    携帯携帯携帯携帯：：：：0496.656.206     0496.656.206     0496.656.206     0496.656.206         EEEE----mail:yamada@mail:yamada@mail:yamada@mail:yamada@voovoovoovoo.be.be.be.be    
 



 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(2018年 2月-2018年 6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。） 

 

2月 1日 8日 22日   3月 1日 8日 15日 22日 29日 

4月 12日 19日 26日  5月 3日 17日 24日 31日 6月 7日 14日 21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。） 

 

2月 2日 9日 23日 3月 2日 9日 16日 23日 30日 

4月 13日 20日 27日 5月 4日 18日 25日 6月 1日 8日 15日 22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  

金曜日 1     2     3     4   

   

 

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 
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