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2018 年巻頭言

巻頭

　新年あけましておめでとうございます。2018 年、
平成 30 年という年が皆さまにとりまして健康で、
素晴らしい一年となりますことを心より祈念申し上
げます。

2017 年の回顧
　１年前の新年において、欧州全体を覆っていたの
は、“Quo Vadis,　Europa?”（欧州よ、いずこへ？）
という見出しに象徴される、将来への不安であった
と思います。そうしたＥＵの将来への「実存的な不
安」の最大の理由は、2016 年 6 月の英国の国民投
票における EU 離脱選択であったと思います。
　そして、もう一つの理由は、2016 年 11 月の米国
大統領選挙でトランプ大統領が当選し、米国第一主
義を掲げ、本年 1 月の大統領就任以来の TPP から
の離脱、2015 年のパリ協定からの脱退発表等、多
国間主義からの撤退の施策を矢継ぎ早に打ち出した
ことも米欧協調・連携を所与のものと考えていた欧
州に強い衝撃を与えました。　　　　
　英国も米国も共に最も成熟した自由・民主主義国
であり、同時に、「グローバリゼーション」（市場経
済を国境という障壁から解き放ち、経済活動の主要
な要素である人・モノ・サービス・資本の移動の自
由を最大限確保しようとするシステム）をリードし
てきており、このシステムの最大の受益者であった
はずでした。しかしながら、グローバリゼーション
は、人々に経済成長の利益を平等に均霑するもので
はなく、極限まで経済活動の自由を認めることが、
結果として強者と弱者の間の所得収入の格差、更に
は、貧しい国からの移民労働者を受け入れ続けたこ
とで米、英両国国民の失業をもたらしたのも事実で
した。こうした現実に対し、みずからが見捨てられ
ていると感じた有権者による強烈なしっぺ返し（ポ
ピュリズムの噴出）が上述の歴史的事象を生み出し
たことはしっかりと押さえおく必要があります。
　そして、2017 年という年は、EU 及び加盟国の政
治指導者が、以上のような反省と教訓を踏まえて、
グローバリゼーションに対する市民の側からの異議
申し立てに対する回答を提示し、対処するための努
力を続けた１年間であったということができます。

結果は、EU 主要加盟国（蘭、仏、独等）における
一連の総選挙、大統領選挙でポピュリスト政党の台
頭は頭打ちとなり、更には、マクロン仏大統領の誕
生とユーロ圏経済を中心とする欧州経済の回復基調
の持続により、過度の楽観は禁物ですが、全体とし
て、反 EU、反グローバリゼーションの流れを何と
か押しとどめることができたと言えると思います。
　そうした結果に勇気づけられたユンカー欧州委
員会委員長は、昨年 9 月の一般教書演説で、一方
で、グローバリゼーションを「上手く方向づける」

（harness）ことへの決意を表明しつつ、他方で、「欧
州に吹き始めた追い風を帆にとらえ」、欧州統合推
進に邁進すべきと訴えました。具体的には、欧州連
合を欧州連合あらしめている、自由、平等、法の支
配の価値を、統合深化を通じて維持・強化してい
く旨強調しました。ここでいう、「平等」価値実現
の取り組みとは、私の言葉で申せば、社会主義的な

「結果の平等」を意味するのではなく、あくまでも、
個人の尊厳の平等性確保を前提に、グローバリゼー
ションによって産み出される果実が少しでも多くの
市民に均霑し、決して経済的格差を広げることのな
いような政策、即ち「包摂的成長」を実現する政策
の実施と言い換えることができると思います。そし
て、この課題は、日本、ＥＵ、米国に共通するといっ
て過言ではありません。

日・ＥＵ関係の飛躍的前進
　以上のような大きな流れに呼応する形で、2017
年の日 EU 関係は、大きな飛躍を遂げました。2013
年 4 月から開始された、日 EU 間の経済連携協定

（EPA）及び戦略的パートナーシップ協定 (SPA) 締
結に向けた交渉は、昨年 7 月 6 日、ブリュッセル
で開催された日 EU 的首脳会議において、大枠合意
に到達したことが確認されました。この合意の意義
は、翌日の FT 紙の社説が見事に捉えています。同
紙は、この合意は、日本と EU が、世界に対して、
グローバリゼーションは死んでいない、自由貿易に
対するポピュリズムとの闘いに屈しなかったことを
証明してくれたと高く評価しました。

兒玉 和夫
欧州連合日本政府　特命全権大使
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欧州委員会委員長との会談の結果、離脱交渉第一段
階の課題、離脱条件につき合意に達したことで、本
年初めからいよいよ第二段階、即ち移行期間及び最
終的な英 EU 関係についての交渉に入れることにな
りました。それ自体は朗報ですが、何よりも急がれ
るのは、移行期間の設定と移行期間中の英国・E U
関係について合意することです。日本政府は、これ
までも、EU 及び英国に対し、離脱交渉の透明性や
予見可能性、法的確実性の確保を働きかけてきまし
た。当代表部として引き続き、離脱交渉をしっかり
とフォローし、在英、在欧州日本企業にとってその
負の影響が最小限に抑えられるように、働きかけて
参ります。日本にとっては、ＥＵとの関係も、英国
との関係も同様に重要であり、日ＥＵ・ＥＰＡや、
将来結ばれる日英ＥＰＡにより国際経済が牽引され
るよう努力して参る所存です。

　最後になりましたが、当代表部としては、皆さま
の欧州におけるビジネス活動が円滑かつ順調に発展
するよう、欧州委員会との関係でお役に立てること
は何であれ、可能な限りのご支援をして参る所存で
す。どうか何なりと遠慮無くご相談いただければ幸
甚です。皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、新
年のご挨拶とさせていただきます。

　そして、昨年 12 月 8 日、EPA 交渉は、河野外務
大臣・マルムストローム委員との電話会談を経て合
意に達し、最後に、安倍総理とユンカー委員長との
電話会談で最終合意を確認しました。安倍総理は、
合意確認後、「自由で公正なルールに基づく経済圏
を作り上げる、日ＥＵの新しい時代がスタートする」
旨、ユンカー委員長は、「自由貿易の旗を掲げ続け
るという強い政治的意思を示すことができた、日欧
の合意は戦略的な重要性を持つ」旨コメントされま
した。

2018 年の展望
　2017 年に関する以上の総括を踏まえ、2018 年の
当代表部の課題について若干の展望を試みてみた
いと思います。何よりも、日 EU 関係については、
EPA、SPA 両協定の署名、更には、EU 議会及びわ
が国の国会における承認プロセスを了した後の批
准、発効に向けたプロセスを遅滞なく前進させるこ
とが最重要の課題となります。日 EU 双方ともに、
2019 年前半における発効を目指す所存です。
　もう一つ目を離せない課題は、英国の EU 離脱交
渉の行方です。2019 年 3 月末の離脱発効まで残さ
れた時間は、1 年 3 ヶ月のみ。奇しくもＥＰＡ交渉
最終合意と同じ 12 月 8 日、メイ英国首相とユンカー

兒玉 和夫
欧州連合日本政府　特命全権大使
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　毎年恒例の日本人会秋季テニス大会を去る 11 月
26 日（日）、Sports City にて開催致しました。
　今年は 50 名の選手が出場し、午後からはキッズ
コートを設け親子・子供同士による親睦テニスも実
施し、総勢 60 名以上の皆様が大会に参加され、大
会の趣旨である親睦・交流を深めました。　
　ご参加頂きました選手の皆様、大会運営を陰で支
えて下さった皆様に心より感謝致します。
　当日はテニスのレベルが公平になるように分けた
4 チームによるダブルスの団体戦を実施しました。
　初級・中級・上級者それぞれにテニスの楽しさを
味わって頂けたことと思います。
　尚、大会を通じて優れた成績を収めた男女各 1 名
の方へは在ベルギー日本国大使館から頂いた大使杯

が授与されました。
　大会終了後の懇親会では、協賛会社様よりご提供
頂きました協賛品の抽選会が開かれ、会場は大いに
盛り上がりました。この大会を通してベルギー在住
の日本人の交流の輪が広がった事と確信していま
す。
　今回のイベントをもちまして、本年度のテニス部
の行事を無事終了する事ができました。この一年間、
サポートを頂きました日本人会様、並びに協賛各社
様に改めて御礼申し上げます。
　次回の日本人会テニス大会は、後任幹事の下、来
年春に個人戦として開催予定です。日本人会テニス
関連行事が、益々盛り上がるよう、これからも多数
の皆様のご参加をお待ちしております。

2017 年度幹事：多田、古谷

第 33 回 ベルギー日本人会 テニス大会（2017 秋季） 結果報告

試合結果
順位 チーム キャプテン チーム成績
優勝 C 加勢田 2 勝 0 敗 1 分
2 位 A 岩成 1 勝 1 敗 1 分
3 位 B 清瀬 1 勝 2 敗 0 分
4 位 D 森川 1 勝 2 敗 0 分

大使賞 男子：向谷俊昭さん　大使賞 女子：宮西朋子さん
秋季テニス大会に賞品を提供頂いた協賛企業・店舗様（五十音順・敬称略）
旭化成プラスチックス、アイシンヨーロッパ、ANA（全日空）、ERNST & YOUNG 会計事務所、居酒 -YA、
MUFG Bank (Europe)、カネカヨーロッパホールディング、在ベルギー日本国大使館、ジャパンＰ．Ｉ．トラベル、
スーパーストアはるちゃん・けんちゃん、ダイキンヨーロッパ、トヨタモーターヨーロッパ、豊田自動織機、
日本食材店　田川、日本触媒ヨーロッパ、パナソニック エナジー ヨーロッパ、ブティック・ルイーズ、
ブリヂストンヨーロッパ、ベルギーヤクルト販売、麺真、山優三辰　　

優勝チーム写真
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　11 月 25 日（土）午後、ブラッセル日本人学校に
て、第 26 回日本語スピーチコンテストを開催致し
ました。
　本年はＡグループ ( 初級 )4 名、Ｂグループ ( 中・
上級 )12 名の計 16 名が当日のコンテストにて熱弁
を披露し、結果は以下の通りとなりました。スピー
チ内容については、桜祭りでの経験や神輿、合気
道、日本人の SNS 活用における特徴等、バラエティ
に富んだ大変充実したものでした。コンテストの開
会に際し、前川公使にご挨拶を頂くと共に、審査員
をお務め頂き、今回も「大使奨励賞」をご提供頂き
ました。ベルギー日本人学校の坂山校長先生とゲン
ト大学の Michaël Hauspie 先生に審査員をお務め頂
き、また、審査員長の川瀬日本人会会長には、総評
と上位入賞者に対する表彰、及び努力賞を授与頂き
ました。
　コンテスト当日は、多くの方々にご来場頂き、心
より感謝申し上げます。次回もより多くの参加者及
び来場者を迎えられるよう、文化交流委員会一同努
力していきたいと思っております。
　また、本大会の開催に当たっては多くの方のご協
力を頂きました。
　ご後援頂いた在ベルギー日本国大使館、審査員の
方々、協賛企業各社、日本人学校教職員の皆様、日
本人学校吹奏楽団、日本人学校合唱団、あじさいコー
ラスの皆様、この紙面をお借りして皆様に厚く御礼
申しあげます。

第 26 回日本語スピーチコンテスト結果内容報告 

日時： 2017 年 11 月 25 日 ( 土 )　14:00-18:00
場所： ブラッセル日本人学校  
参加者： 16 名（Ａグループ 4 名、Ｂグループ 12 名） 
審査員： 川瀬 裕司 審査員長

　（ベルギー日本人会 会長）
前川 信隆 審査員
　（在ベルギー日本国大使館 公使）
坂山 英治 審査員
　（ブラッセル日本人学校 校長）
HAUSPIE Michaël 審査員
　（ゲント大学／ Waran Translations）
井上 智裕 審査員
　（日本人会文化交流委員長）

主催： ベルギー日本人会 
主管： ベルギー日本人会文化交流委員会
後援： 在ベルギー日本国大使館 
協賛： アイシン ･ ヨーロッパ、ANA、旭化成、

AW ヨーロッパ、ベルギー日本語教師会、
ブリヂストン、デンソー セールス ベル
ギー、日本航空、ジャパン P.I. トラベル、
ＪＲ東日本、コニカミノルタ、日東、
パナソニック、ソニー、田川、ヤクルト

委員長　井上 智裕
文化交流委員会

第 26 回日本語スピーチコンテスト結果報告

【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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結果：
Ｂグループ

●優勝 Mr. Jeroen VAN DER DONCK　『桜吹雪の中で』
賞品 ･･･・日本人会及び ANA - 日本往復航空券

・JAPAN P.I. Travel - Japan Rail Pass 普通車７日間 及び参加賞
●２位 Mr. Robin GRAINDORGE　『何故日本語に魅かれるの？』

賞品 ･･･ パナソニック -　ブルーレイ・レコーダー 及び参加賞
●３位 Ms. Mélanie HERFURTH　『合気道が好き』

賞品 ･･･ ブリヂストン - モンブランボールペン 及び参加賞
●４位 Ms. Stephy DE BLAY　『就職活動』

賞品 ･･･ デンソー セールス ベルギー – Apple Watch 及び参加賞
●５位 Ms. Charlotte VAN HULLE　『初めての桜祭り』

賞品 ･･･ AW ヨーロッパ - SAMSUNG Tablet 及び参加賞
●６位 Ms. Effi SPIEGEL　『マンガの力』

賞品 ･･･ アイシン　ヨーロッパ - ミシン 及び参加賞

●努力賞 Mr. Nicolas DE VAUCLEROY 『日本人の SNS』　　Ms. Jiwon HWANG 『私が日本で学んだこと』
Mr. Gilles CALLEWAERT『僕の初めての日本への旅行』　　Ms. Aline KONGO　『私の日本』
Ms. Yujia XIA 『苦難、葛藤、そして学び』

参加賞／
努力賞 賞品 ･･･

* 在ベルギー日本大使館 - 150 周年記念発刊歴史本『JAPAN & BELGIUM』 
* ブリヂストン - セーフティセット 
* 日東 - タッチパネルクリーナー、スタロジーノート、『コロコロ』 
* 日本航空 - 学習漫画『日本航空の仕事』 
* 旭化成 - サランラップ

審査員の皆様（左から川瀬日本人会会長、前川公使、坂山校長、HAUSPIE 先生、井上文化交流委員長）

優勝者の Jeroen VAN DER DONCK さんと川瀬日本人会会長

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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Ａグループ 

●聴きま賞 Mr. Quinten VAN DE VOORDE『ゲームを通して学んだ日本の歴史』
賞品 ･･･ ソニー - SONY WALKMAN  及び参加賞

●読みま賞 Ms. Iris GRIMM  『近藤 麻理恵の本のおかげで家と心のこんらん お とりのぞく』
賞品 ･･･ ベルギー日本語教師会 - FNAC 商品券 及び参加賞

●努力賞 Ms. Diana VASIU-VELCHEREAN　『日本とベルギーの友情を祝いましょう』
Ms. Louise KYMPERS　『私の神輿の経験』

賞品 ･･･ * 在ベルギー日本大使館 - 150 周年記念発刊歴史本『JAPAN & BELGIUM』 
* ブリヂストン - セーフティセット 
* 日東 - タッチパネルクリーナー、スタロジーノート、『コロコロ』 
* 日本航空 - 学習漫画『日本航空の仕事』

大使奨励賞 Mr. Jeroen VAN CLEEMPUT 『レジ袋、断ったら？』 
賞品 ･･･ 楯 及び参加賞

会場風景

大使奨励賞の Jeroen VAN CLEEMPUT さんと前川公使

http://www.lmc-leblanc.com/
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日本人学校吹奏楽団

日本人学校合唱団

あじさいコーラス

出場者、審査員の皆様

http://www.lmc-leblanc.com/
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Jeroen van der Donck

桜吹雪の中で

　みなさま、こんにちは。
　私はヴァン・ダー・ドンク　ヨルンと言います。
二年前ブリュッセルで働くためにオランダから来ま
した。その時も十一月で、外は暗くて、雨もよく降っ
ていました。しかし、これから私がお話したいこと
は、暗い天気のことではなくて、「日本の春」、につ
いてです。
　私がまだ高校生の時、授業の課題で「日本の近代
化に関する」レポートを書きました。そのことがきっ
かけで、日本と日本語にとても興味が沸いてきたの
です。それから、最初は自分で学んで、語学学校で
も日本語を勉強して、そして遂に、2012 年の春に
日本へ行きました。私は大学生として、京都大学に
交換留学するチャンスにめぐまれました。留学生活
が始まって、キャンパスには賑やかな雰囲気があっ
て、初めての「日本の春」でした。何より鴨川のほ
とりにある桜並木が満開でした。言うまでもなく、
私は、満開の桜に目を見張りました。
　さらにびっくりしたのは、そこに来ている人の数
と春の日を浴びているいろいろな人でした。わかい
人も老人も、大学生も、社会人も、みんなが外で春
という喜びを祝っていました。今まで見たことのな
い春でした。
　もちろん、ここ、ヨーロッパの春にも日本の春に
似たところがあります。たとえば、天気がよくなっ
て、人々が外へ出たり、自然がだんだん勢力を取り
戻すようになります。たくさんの人にとって「春の
意味」は、このようなことでしょう。ですが、その
春、私が日本で感じたものは、もっと深くて、もっ
と違う意味の「春」でした。

　四年後、春がもう一度日本に来て、私もその四月
に日本に着きました。
　一週間の出張を終えてから、週末は友達に会うた
めに私は東京から仙台行きの新幹線に乗っていまし
た。東京の首都が見えなくなっていくとき、前の日
の夜、カラオケで同僚に教えてもらった演歌の曲、

「北国の春」という曲について考えていました。
　この「北国の春」と言う曲がとても懐かしい感じ
がして、とても久しぶりの北日本の春に憧れる気持
ちが伝わってきました。春が故郷と家族とをつなぎ
ます。私の中でだんだん春の意味が複雑になってき
ました。
　そして、この仙台行きの新幹線に乗ったとき、もっ
と深い春の意味を知りました。
　外の景色を見ていると、急に小さな音が聞こえま
した。見ると前の席に座っていたお爺さんが背もた

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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れの上から、私にほほえみかけています。お爺さん
は、コーヒーを注文して、私の隣に座ってきまし
た。一緒にコーヒーを飲みながら、日本の政治と憲
法について話したり、ヨーロッパや旅行についても
おしゃべりしました。昔、お爺さんは弁護士だった
そうですが、驚いたことに退職したあと、趣味で演
歌歌手になったというのです。そして、この二枚の
CD を私にプレゼントしてくれました。
　でも、お爺さんが急に沈んだ面持になりました。

「このセーター」「娘のセーターでした」と彼が言っ
て、「数年前の春、娘が死んだ。今日は墓参りに行
くために、東北にむかっています。」と続けました。
ですから、「この曲は彼女の人生への弔いです。」こ
の桜吹雪のなかにお爺さんの痛みも、お爺さんの愛
も隠されています。今度は、春が時間を超えて親子
を繋いでいました。
　私はこの経験のお陰で、日本の春がなぜ私をこん
なに特別な気持ちにさせたのかが分かりました。も
ちろん、春は花が咲いて、人が外に遊びにいく意味
もあります。また、桜吹雪がどんな感情を包むか人
によって違います。でも、最後に春は引き裂けない
絆を織りなすことが出来ます。人から人へ、時間と
空間の彼方に、そのような魔法のような絆が日本の
春によって作られます。ですから、そのことを私に
教えてくれた「日本の春」は、私にとって、特別な

「春」なのです。

http://www.nittsu.eu/be/removal_japan.html#top
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　新年あけましておめでとうございます。読んでく
ださってありがとうございます。本年もあの手この
手で頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

　今年の干支は「犬」。季節柄賀状等で「狗」とも「戌」
ともよく見かけますが、近頃では「U^ ェ ^U」と
も「U・x・U」とも書くらしい。耳の垂れ具合から
して、スパニエルとかプードルとか系でしょうか。
　ここベルギー原産の犬にはスキッパーキとかブ
リュッセル・グリフォンとかベルジャン・シェパー
ド、プチ・ブラバンソン、ブラッドハウンド……
ネズミ捕りから猟犬に至るまで交配の歴史を辿っ
て 10 数種類あるという。これらベルギー犬の写真
を眺めていて一つ言えるのは、往年のカルピス世界
名作まんが劇場の「フランダースの犬」で描かれた
パトラッシュはベルギー犬ではない、ということ
です。ありゃセントバーナードに近い。スイスで
す。アルプスの少女ハイジです。ヴィーダ原作のパ
トラッシュの描写「フランダース産の大きな労働
犬」「頭も４本の脚も大きく、耳は狼のようにぴん
と立っていて、何代も何代も親ゆずりの荒い労働で
鍛え上げたがっしりしたその足は、何時も外側にひ

らいてふんばっていて、見るからに異常な筋肉の発
達を示しています」（引用「青空文庫」）からすると、
一般的にブーヴィエ・デ・フランドルのことではな
いか、と言われているらしいが、それもいまいちピ
ンと来ない。なんせ小説『フランダースの犬』は当
のフランダースではそう人気もないので、パトラッ
シュは何犬かへの解明の熱はない。それどころか、
日本中の子供たちを涙と感動の渦に巻き込んだあの
世界名作劇場「フランダースの犬」は、ヴィーダ原
作の虚構と安手のロマンチシズムにまみれた陳腐な
物語を誤って美化してしまった、と手厳しく断じた
フランダースの人たちがいる。それが『誰がネロと
パトラッシュを殺すのか　日本人が知らないフラ
ンダースの犬』（岩波書店、2015）。元になった本
が　An van Dienderen & Didier Volckaert: A Dog of 
Flanders: Een nooit geziene kijk op Vlaanderen フラ
ンダースの犬：フランダースに注がれていない視点

（Uitgevereij Lannoo, 2010)、さらに遡ってこれの元
になったのが 同じく Didier Volckaert によるドキュ
メント映画「Patrasche, a Dog of Flanders, Made in 
Japan」（2007 年）である。（Youtube 参照）
　日本人観光客が引きを切らずアントワープ、ホー
ボーケン巡礼に訪れ、（いつの間にやら存在してた）
ネロとパトラッシュ像の前で涙する・・・、なにこ
れ？　この疑問がすべての発端である。その目に
珍妙奇怪如何とも解し難いと映った現象を映像作
家のディディエ・ヴォルカールトとアン・ヴァン・
ディーデレン、そして最終的にはその他の論者も加
わって、「フランダースの犬の謎」を解明し、アン
トワープの普通の市民の日頃の疑問に応えた力作で
ある。なぜ、フランダースで人気がないかの正当性
を説き、小説とテレビアニメと日本人好みのストー
リー展開とハリウッド・バージョン「フランダース
の犬」のハッピーエンドの怪と原作者のイギリス人
作家ヴィーダとは何者か、などなど縦横無尽に実に
ねちっこくこだわった。感心すべきは、フランダー
スの作家たちがたどり着いた結論が、「フランダー
スの犬」現象が他者（英国人、日本人、アメリカ人）
の目を通して「自分自身」を見る契機となり、馴染
みのあるものが、まったく違う光にさらされ、自分

藤野 ユミリ
書籍編集イヌ年なので。

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　76
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たちは完全には納得していないが、想像力に訴える
ものである、と、文化の違いを受け入れ達観してい
ることである。ま、皮肉だろうけど、結論として潔い。
　なお、門松一理『「フランダースの犬」解説　風
車が燃えた秘密』（電子本、2013）という、こちら
は日本人による博覧強記の謎解き本があるが、これ
は「フランダースの犬」の時代背景をあらゆる文献
を用いて分析し、実写版で描くとこうなるかという
くらいに各人物像に肉薄し、現代の大人の視聴に耐
えるドラマへと導いている。悪役で知られるコゼツ
の旦那（アロアのお父さん）には真っ当な常識人と
して大いにニュアンスを与えられ、風車などもはや
時代遅れとなったいま、新たな製粉業を目指して投
機ビジネスを模索した進取の気性にあふれた人物と
弁護されている。悲劇の主人公ネロ少年なぞ、大人
の忠告を受け入れず自分の才能を自惚れ生きる努力
を怠った上に、初めてのコンクール落選を一巻の終
わりとして死に向かう、大甘な 15 歳とケチョンケ
チョン。ついでにアロアは、世間知らずのお金持ち
のお嬢ちゃんで、親にもネロにも甘えて見せたり拗
ねて見せたり、ああ無価値と一蹴されてます。かつ
て流してしまった涙を返せ、という感じ。

　以上、『フランダースの犬』の物語を知らない人
なんていない、という前提で話を進めてきましたが、
え、知らない？　原作、文庫本でも電子本でも簡単
に読めます。え、世界名作まんが劇場も知らない？
　アタクシ、劇場版なら DVD 持ってます。うちの
長男が初めて泣いた映画です。次男は「八日目」。

　みなさま、良いイヌ年を。

https://www.infi-r.com/
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ちょっとした工夫

今まで個人情報の取得、移転およびシェアリングに
関するデータマッピングを行った後で GDPR の重
要規定を説明し、「こうしなければいけない」（作為）
または「こうしてはいけない」（禁止）といった社
内のコンプライアンスの規則（遵守規則）を作成し
社員で個人情報の処理を行う者がそれを実施できる
よう訓練を行う、といった点を中心に話をしました。
遵守規則の作成は GDPR の重要部分を規則化するこ
とですが、その際にちょっとした工夫があるといい
規則が出来ます。例えば新しい従業員 1 名を採用
しようとします。20 人の応募があってそのおのお
のが履歴書を送ってきました。履歴書は典型的な個
人情報です。GDPR 第 13 条を思い出してください。

　1.   情報主体にかかる個人情報を情報主体から収
集する場合、管理者は、個人情報の取得ときに、
情報主体に次の各号の全ての情報を提供するも
のとする。

 
 a)  管理者の特定、連絡先、及び該当する場合

は管理者の代表者
 b) 該当する場合は、情報保護役の連絡先
 c)  個人情報処理の目的、及び処理を行う法的

根拠
 d)  処理が第 6 条第 1 項 (f) 号に基づく場合、

管理者又は第三者の求める正当な利益
 e)  個人情報を取得する者又は個人情報の取得

する者のカテゴリー
 f)  該当する場合、管理者が第三国若しくは国

際組織に個人情報を移転する意図があると
いう事実、…中略。以下の 6 項目も前記の
6 項目と同様に通知義務がある。

 a)  個人情報の保存期間、もしこれが不可能な
場合は、当該期間を決定するために用いら
れる基準

 b)  管理者に対し個人情報にかかるアクセス、
訂正、消去若しくは情報主体にかかる処理

の制限を請求する権利、又は当該処理に異
議を述べる権利に加え、情報移植請求の権
利があること

 c)  処理が（同意に基づく場合）撤回前の同意
に基づく処理の合法性に影響を与えること
なく、いつでも同意を撤回することができ
る権利があること 

 d) 監督機関に苦情を申し立てる権利
 e)  個人情報の提供が、法令若しくは契約上の

要件、又は契約の締結に必要な要件である
か否か、及び情報主体に個人情報を提供す
る義務を負うか否か、並びに当該情報を提
供しないことにより生じ得る結果

 f)  プロファイリングを含む、第 22 条第 1 項
及び第 4 項に定める自動処理による決定の
存在、少なくともこの場合において、関連
論理に関する有意義な情報、情報主体に関
する当該処理の重要性及び予想される結果

上記の求職者の応募は全てホームページからしなけ
ればいけないとした場合には、上記の通知項目を全
てホームページに記載し、それを読んだ旨の確認を
クリックさせれば足ります。またこれら応募者から
同意を取る必要性があるときにも、同じような手法
が使えます。もし販売活動がインターネットでした
ら同じ方法が可能です。入札等の購入についても同
じことが言えます。自動車部品や電子製品の部品の
RFQ (request for quotation) の多くは、電子ファイ
ルに記入して見積りをオファーする場合が多いと聞
いています。

Ｑ＆Ａ：要保護個人情報に関して X 社と Y 社のい
ずれのアプローチがリスクが少ないか？

Ⅹ社は、イスラム教徒やユダヤ教徒を含むマイノリ
テイーの従業員が重要な割合を占めています。各従
業員のそのような宗教に関する情報は人事部の従業
員のファイルに記載されています。就業規則および
雇用契約には、イスラム教徒およびユダヤ教徒とい
う安息日と礼拝時間を反映した勤務日および勤務時

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 (3)
― 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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間の表が追加的に規定されています。
社員のためのカフェテリアの運営に責任を有する人
事担当者 A は、これらの社員にカフェテリアのい
くつかのメニューのうちどのメニューがハラルで
あり、どのメニューがコーシャーであるかを毎日
[ メール ][ 電話 ] で通知します。上記のイスラム教
徒またはユダヤ人の中には、これを歓迎する人もい
ますが、自分でサンドイッチ等を持参するのが通常
の人もいます。ハラルやコーシャーの通知や、これ
は個人情報保護違反であるとの批判が出ました。

イスラム教徒やユダヤ人の働くＹ社は、従業員の宗
教についての情報は一切持たない。カフェテリアに
は、ハラルもコーシャーも無い。イスラム教徒やユ
ダヤ人はカフェテリアでは食べられる食品はないの
で自分でそれらの食事を作り自分で持ってきて他の
普通のベルギー人と同じようにカフェテリアで食べ
ている。誰がイスラム教徒かユダヤ人かは、個人的
なコミュニケーションで知られたものを除くと所属
グループの周りの人間以外は、知られていない。勤
務時間と休日については、宗教の参照は無いがそれ
を反映した表が表 G、表Ｈ、等として雇用契約およ
び就業規則に追加的に規定されている。

具体的には、個人情報の「最小化」、仮名化、匿名
化、上記の消去制度などが GDPR の規定するリス
クの軽減方法です。上記のＹ社のアプローチは、要
保護個人情報を持たない、または最小化するという
意味で GDPR 上は望ましいと思われます。もちろん、
人事管理、マイノリテイーの尊重と言うような別の
ものさしによる評価は異なってくるかもしれません
が、Ｘ社のアプローチは親切心が逆に GDPR 上のリ
スクを高めるという皮肉な結果になっています。下
記のような反論も決定的な防御にはならないようで

す。
1.  ハラルやコーシャーの食事をカフェテリアに提供

し、その内容の通知を毎日毎日 [ メール ][ 電話 ]
で通知するシステムは、カフェテリアを頻繁に利
用するイスラム教徒またはユダヤ人の社員の何人
かからのリクエストによるものでこれらの社員は
この処理に同意している。

2.  社員の多くは誰がイスラム教徒またはユダヤ人か
を知っており、大部分のイスラム教徒またはユダ
ヤ人は感謝している。従って損害は生じていない。

　 宗教および人種は「個人情報」の中でも「要保護
個人情報」と扱われ特に厳格な制約に服します。
礼拝の時間に休憩、早退等の特殊な勤務時間の必
要があれば、１つの勤務時間のパターンとして就
業規則および雇用契約に規定し、それを各人に適
用できます。イスラム教徒またはユダヤ人という
レベルの情報を人事のデータとして持っている必
要性があるか否かは「雇用契約の履行に必要かい
なか」「本人の同意を得ているか」等 GDPR の処
理の条件を検討する必要があります。

　 また、メールは一般的には「個人情報」です。メー
ルアドレスのみならず内容に含まれる個人の意
見、宗教的行動も個人情報です。識別できる社員
の宗教に関する情報も「要保護個人情報」です。

3.  会社のカフェテリアの運営のための人事担当者 A
のメールの送付や電話は、管理者である会社の行
為と言えます。したがって GDPR 対応は中央デー
タシステムの仕組みと運営だけの問題ではなく、
システムの仕組みと運営の問題に関係しない多く
の社員による企業活動として日常頻繁に行われる
個人情報の処理の性質を有する業務にも適用され
ます。この点、システム・マネージャーに GDPR
対応を任せてしまう会社をお見受けしますが、営
業、人事、その他個人情報を処理する社員全員が

http://www.infi2.com/
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遵守すべきルールを知ることが肝要です。また、
中央データシステムのみならず、ラップトップを
使って業務を行う社員は、通常かなりの量の個人
情報を処理していますので、これらの方の GDPR
遵守を保証するための社内規則の作成と運用が重
要です。

4.  同意を与えていない社員については、別の正当化
事由が必要です。また、同意の取得については、
明示的、自由意思による個人情報処理の特定の目
的に関する同意でなければならずかつ会社が立証
責任を負います。したがって同意をとってもリス
クが残る場合がしばしばあります。

5.  保護される個人情報は、秘密情報である必要はあ
りません。社員の多くが知っていることは個人情
報の処理の適法化事由にはなりません。

6.  損害が生じていないことは、個人情報の処理の適
法化事由にはなりませんが、制裁金の金額の決定
の際に考慮されます。

以上

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

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:yoichi.shibasaki%40dlapiper.com?subject=
mailto:jimukyoku%40nihonjinkai.be?subject=
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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
１月 27日～ 2月 4日
ブリュッセル
Tour	＆	Taxis

BRAFA ARTS FAIR
1956 年に創業したブラファアートフェアは、高品質のファインアート、アンティーク、
モダンで現代的なアートとデザインで有名な世界で最も古く最も有名なアートフェア
のひとつです。
http://www.brafa.be/DesktopDefault.aspx?tabid=1&lg=en

1 月 31日～ 2月 4日
ゲント

Ghent Light Festival
3 年に 1度開催される光のイベント。ゲントの街が、国際的なライト・アーティスト
による作品で照らされます。
https://visit.gent.be/en/event-ghent-light-festival?context=groups

2 月
シャールロア

CARNIVAL OF CHARLEROI 巨人のカーニバル
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/carnaval-de-charleroi-2018

2 月 3日、4日
ブルージュ

BRUGGE BIER FESTIVAL
ダウンタウンで開催されるビール祭り。
http://www.brugsbierfestival.be/en/home-230.html

2 月 9日～ 18日
ブリュッセル
Flagey

ANIMA (the international Brussels animation film festival)
インターナショナルアニメ祭り。世界各国の約100のアニメが上映されます。その他、
ワークショップやデッサンの展示などもあります。
http://www.animatv.be/

2 月 10日～ 13日
マルメディ

Carnaval de Malmédy
カーニバルを象徴するHaguete と呼ばれる人物達が帽子を振りながら踊り、大行列が
それに続く。カーニバルで最も盛り上がるのは日曜日。
http://www.malmedy.be/fr/Tourisme/folklore-et-carnaval/le-carnaval/

2 月 11日～ 13日
アールスト

Aftellen naar Carnaval　（無形遺産）
1928年に始まったとされアールストのカーニバルは 3日間の祭り期間中、80,000 人
が訪れる一大イベントです。
https://www.aalstcarnaval.be/

2 月 11日～ 13日
バンシュ

Carnaval de Binche
ベルギー・エノー州バンシュのカーニバルは 2003 年 11 月 7日パリ本部で開かれた
ユネスコ「人類の口承および無形遺産の傑作」第 2回宣言で「傑作」に指定されたもの。
http://www.carnavaldebinche.be/home-eng.html

2018 年

2 月 16 日（金） 日本人会音楽部主催音楽会 日本人学校

日程   内容      　　  場所
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期間・場所 イベント名・概要
2 月 16日～ 23日
Mons

INTERNATIONAL FESTIVAL OF LOVE FILMS
毎年恒例の恋愛映画祭。80の長編映画と 35の短編映画が上映されます。
http://www.fifa-mons.be/

2 月 23日
ブリュッセル

Trésors musicaux de la Bibliothèque royale de Belgique
王立図書館にて行われるお昼のコンサート。　プログラム：ハイドン他
http://www.kbr.be/fr/concerts-de-midi

2 月 25日
ヘラールツベルヘン

Geraardsbergen　（無形遺産）
毎年 2月終わりに開催されるイベントです。Tonnekensbrand トネケンスブランドと
いう祭りと Krakelingen クラケリンゲンという 2つの祭りが一緒になったヘラールツ
ベルヘンで行われる冬の終わりのパンと火の祭り。
https://ich.unesco.org/en/RL/krakelingen-and-tonnekensbrand-end-of-winter-
bread-and-fire-feast-at-geraardsbergen-00401

3 月 2日～ 4日
ブリュッセル	
Tour	＆	Taxis

サロン・ド・ショコラ
80 のショコラティエ、パティシエ、シェフ、デザイナーが試飲、料理のデモンストレー
ション、パティスリーワークショップ等でベルギーチョコレートの魅力を紹介します。
このサロンのために特別に作られる、見事なチョコレートでできたドレスのファッショ
ンショーはお見逃しなく。
http://brussels.salon-du-chocolat.com/accueil.aspx
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告知版

ベルギー日本人会事務局　求人（事務局長）のお知らせ

ベルギー日本人会事務局は、会員企業からの役員のサポートの下、事務局長、事務局員 1-2 名の
全 2-3 名体制で運営しています。
この度、来年４月末の事務局長の引退に伴い、以下の要領で後任を募集いたします。

勤務時間：
 - フルタイム（或は 週 4 日勤務）

業務内容：
 - 事務局運営全般
 - 会員の入退会手続き、名簿管理、会報発行
 - 連絡会（隔月）／理事会（隔月）／年次総会の・準備・対応・出席
 - 各種イベント準備・対応
 - 諸官庁への届け出対応
 - 在ベルギー日本国大使館との連絡業務
 - 各種問合せ対応、など

処遇：
 - 管理職
 - 給与は上記業務等への就業経験を踏まえて、交渉の上決定

応募条件：
 - 日本語（母国語）、ビジネスレベルの英語必須。仏・蘭語歓迎。
 - ベルギー労働許可証取得済、或は不要の方。
 -PC スキル（ビジネスレベルのワード、エクセルなど）

選考方法：
 - 書類による選考の上、面接

応募方法：
 - 履歴書と顔写真を、事務局長、小倉迄（ogura@nihonjinkai.be）、郵送、或いは e-mail にて

送付ください。
 - 公募締め切り：　2018 年　1 月末日
  ※ただし、採用者が決定次第、募集を締め切ることがあります。

問い合わせ：
 日本人会事務局（jimukyoku ＠ nihonjinkai.be）まで e-mail にてご連絡ください。

  NIHONJINKAI a.s.b.l.
  Avenue Louise 287, Bte.3, 1050 Brussels
  Tel: 02-647 38 39

以上
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内容
【被災地の現状報告】　12：30 ～ 15：00

資料展示とドキュメンタリーＤＶＤ上映
【チャリティーバザー】   12：30 ～ 15：00

被災者の手作り民芸品、日本食品（お茶・ビール・
弁当・和菓子ほか）と古本販売

【コンサート】  15：00 ～ 16：00
アコーディオン合奏、声楽独唱、コーラス シャボ
ンだま　日本の合唱 
入場料：無料
収益金は、被災者支援団体のＮＰＯカリタス釜石に
寄付させていただきます。                              
主催　ベルギー　３・１１東日本大震災支援協会
お問い合わせ：中山
hiro.nakayama.bxl@gmail.com

●ベルギー日本語教師会よりお知らせ
☆「話そう会」 
＊ 2018 年１月 20 日（土）
　 Saturday  January 9, 2018　15:00 ～ 17:00
    Place: avenue des Citronniers, 58 1020 Bruxelles 
＊ 2 月 10 日（土） 
　Saturday  February 10, 2018　15:00 ～ 17:00
    Place: avenue des Citronniers, 58 1020 Bruxelles  
＊ 3 月 3 日（土）
　Saturday  March 3, 2018　15:00 ～ 17:00 
    Place: avenue des Citronniers, 58 1020 Bruxelles

●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： 1 月 7 日（日）午前 11 時 15 分より
日時： 2 月 4 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

☆映画鑑賞会
「沈黙―サイレンスー」

原作 遠藤周作、監督 M. スコセッシ
日時：１月 20 日（土）午後 1 時 15 分より　
場所：同上
参加費：５ユーロ

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/
お問合せ：中山
hiro.nakayama.bxl@gmail.com

●東日本大震災７年チャリティー イベントのお知
らせ
３・１１東日本大震災７年にあたりチャリティーイ
ベントを開催いたします。
多数の皆様のご来場をお待ち申し上げます。
日時：3 月 3 日（土）開始 12 時 30 分
場所：ブリュッセル ストッケル ノートルダム教会 
チャペル集会室ホール
La Chapelle de l’Eglise Notre-Dame de Stockel
Rue Henri Vandermaelen 23, 1150 Bruxelles
地下鉄ストッケル下車徒歩５分

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

　ベルギーでは 11 月末から気温もぐっと下がり、冬本番となりましたが、如何お過ごしでしょうか。

　個人的には欧州通算で５回目、ベルギーでは２回目の年末年始を迎えています。

　欧州ではクリスマスが盛り上がりのピークで、新年は元日を過ぎるとすぐに仕事始め、日本のいわゆる『お
とそ気分』はあまり無く、比較的淡々と新しい年が始まるといった印象を持っています。

　その分クリスマスでは奮発して食材を揃え、家族親戚集まってテーブルを囲むというのが一般的のよ
うです。フォアグラ、キャビア、トリュフといった高級食材も、この時ばかりはスーパーマーケットに
も沢山並びますし、冬が旬で美味しい食材といえば、牡蠣やムール貝、野菜はチコリ、そしてチーズの
Mont d’or なんかもありますね。また定番のワーテルゾーイ等の煮込み料理、熱々のラクレットやチーズ
フォンデュで温まるというのも寒い冬ならではですね。

　高級オードブルと熱々のラクレットで皆が盛り上がる感じが、日本のおせち料理とお鍋に近い感覚なの
かなあと思っています。

　またそれぞれの町でのイルミネーションも伝統的なものから工夫を凝らしたものなど様々で、気分を盛
り上げてくれます。最近はイベントなどで、プロジェクションマッピングを使ったライティングが増えた
ように思います。歴史的な建築と最新の技術を組み合わせた幻想的なライトアップは新たな魅力を醸し出
しているのではないでしょうか。

　冬の夜はとても長いですが、こういったライトアップを早い時間から楽しむことが出来るという前向き
な捉え方もありますよね。夏の夜ではライトアップが始まるのは夜 10 時以降だったりしますので、子供連
れには難しいこともあります。

　日照時間が短くて気が滅入り易い冬ですが、皆さんもそれぞれの楽しみ方を見つけて乗り切っていきま
しょう。新しい年の節目が淡々と過ぎないように、早くも春のイベントや夏のバカンスの計画を立てて、
期待を膨らませるのも一つです。

　2018 年は 2 年に一度のフラワーカーペット（ブリュッセル）の年、また 3 年に一度の猫祭り（イーペル）
の年が重なるタイミングでもあるようです。日本の干支は戌年ですが、猫派の方々にも楽しみな年になる
のではないでしょうか。

　新しい年が、皆さんにとって良い年でありますように。

( 月担　藤田）



  （ 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=

