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スポーツ雑感

巻頭

　日本人会の皆様

　日本人会会報の 3 月号の巻頭を担当させていただ
く住友商事の人見でございます。今年ももう 2 月
となり、今回私がブリュッセルに着任して 2 年が
過ぎようとしております。一昨年の到着早々ザベン
タム空港および地下鉄でテロが起き、緊張した着任
となりました。フランスや仏語圏アフリカを中心に
今回が 8 度目の海外勤務となるのですが、担当し
ていたアフリカや中東地域でならばいざ知らず、ま
さかブリュッセルでこのようなテロが起きるとは本
当にショックでした。亡くなられた方のご冥福を祈
ると共に、二度とこのような惨事が起きぬようにと
祈願するばかりです。

　ブリュッセルの駐在は 2 回目であり、最初の駐
在は 1994 年から 2000 年で、まだ通貨がベルギー
フランの時代でした。そして今や Euro が欧州大陸
に広く通用する通貨になり、国境が実質なくなって
も、ベルギーの古い街並みや風景、素朴な人柄は以
前のままのように思います。渋滞やトラム、ビール
やムールのうまさも昔のままです。それでもＥＵ拡
大の恩恵を確実に受けて、特にブリュッセルは街中
で普通に英語が通じ、ビルや建物が立派になって発
展していくので、ＥＵが今後も良い方向に変わって
いくのだろうなと強く感じる次第です。

　私は 1956 年ドイツのハンブルグで生まれました。
そこで欧州の字を使い、欧司という名を両親がつけ
てくれました。もっとも戦後まだ 10 年という時期

でしたので、王家・皇室を想像させるような名前を
つけて良いものかと両親は迷ったそうです。60 年
前というと欧州ではハンガリー動乱があった年で
当時のニュース画像は白黒写真の時代です。そし
て、その 2 年後の 1958 年にはベルギーで万国博覧
会が開催され、Heysel にあるアトミウムはそのと
きの象徴です。父は 2 歳未満であった子供の私を
ハンブルグに残してブリュッセルに見に来たといっ
ておりましたが、万博に出展した日本館は戦後復興
のアピールが目的であったそうですから今からする
と、なかなか想像できない話です。そして 8 年後の
1964 年に東京オリンピックが開かれます。8 歳だっ
た私にとって、マラソンのアベベ選手と重量挙げの
三宅義信選手は記憶に強く残っているヒーローで
す。オリンピックと言えば、この原稿を書いている
時点ではまだ平昌オリンピックが開幕していません
が皆様の手に届く頃には結果が分かっているものと
思います。そこで現在も一番興味のあるオリンピッ
クについて、私の思うところをお話したいと思いま
す。

　1964 年の東京オリンピック以降の各オリンピッ
クの記憶はテレビ画像の発達もあり色々覚えており
ます。夏冬に限らず各種競技はもちろんのこと、開
会式の入場行進までも最後まで良く見ます。という
のも商社という職業柄、訪れた国も多く、その出張
先の国々の取引先とその国の代表選手の活躍などを
話題にできるからです。実際の現場には 2006 年に
パリに駐在していた頃、いきなり思い立ってトリノ
オリンピックのモーグルスキー競技を見に行きまし
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　そのために、数ヶ月にわたって欧州でベース合宿
を張り、毎週のように移動しますのでその費用たる
や大変なものです。そのうえ大量のスキー道具など
を運搬するため大型バンをレンタルして欧州各地を
転戦します。そこで車の運転もコーチやトレーナー
が交代でせざるを得ないわけです。一方で欧州各国
の強豪チームは専用のバンをいくつも持っていてス
タッフもいるのでこういったソフト面でのサポート
体制で差をつけられています。それでも頑張ってい
る日本の選手たちを見るにつけ、本当に良い結果が
でるようにと心より応援したくなる、といった具合
です。良く観戦するフェンシングやカヌーにおいて
も同様です。

　あとは実際に観戦すると、試合前の練習の様子や、
緊張感が伝わります。また裏方のサポートの手際の
良さや試合後選手の表情などが直に見れて臨場感が
あります。そういうこともあり、毎週、機会さえあ
ればどこかに応援に行くわけです。

　もうひとつ感じることは、欧州というくくりで見
ると、日本が今度の夏のオリンピックが 56 年ぶり
であるのに対し、欧州ではその間、バルセロナ、ミュ
ンヘン、アテネそしてロンドンと 4 回も開かれて
います。これがどんな影響があるかというと、時差
無く競技が見れるほか、前述したように開催国のみ
ならず周辺国が実際に強化を通して各スポーツが発
展します。そして、実際の競技を生で間近に見れる
点で国民の意識が高まりスポーツ文化が特に欧州で
根付いていったように思います。そんなこともあ
り、スポーツ面でも欧州は先進国です。しかも昨年
は特に最高に欧州に世界レベルの大会が集中しまし
た。5 月のデュッセルドルフの世界卓球に続き、7
月にはブダペストで世界水泳があり、8 月にはロン

た。それ以降、ロンドンオリンピックや一昨年のリ
オオリンピックにも行き、日本選手の活躍や、ボラ
ンティアの存在、各国メディアの報道振りを目の当
たりにしてきました。そこで言えることはやはりこ
こ数年、日本オリンピック協会は 2020 年の東京五
輪に向けて弾みになるように夏の競技はもちろんの
こと、冬の競技をもずいぶんと強化をしてきている
ということです。その意味でも平昌には期待したい
ところです。強化をすれば確実に実力がつき、有望
選手も出てきて成績も向上し、メダルの数なども増
加するのでしょう。強化費を多くすれば、遠征や合
宿も増え、集中的な練習や強化試合が増えて結果が
ついてくるようで、お金との因果関係は大変に大き
いといえます。国は国威発揚というより国民の関心
がこのような競技やオリンピックに集まり、ひいて
は健康意識を高めたいという背景もあるようです。
もっともテレビで観戦する一方では逆効果かもしれ
ませんが。

　私のほうはベルギーの地の利を生かし、ヨーロッ
パにやって来る日本の選手の応援に良く行っていま
す。冬はフィギュアスケート、アルペンスキー、男
女ジャンプ、複合にクロスカントリー、珍しいとこ
ろで　スキークロス、スノーボードクロスやスノー
ボードアルペン、はたまた女子アイスホッケーも良
く応援しに行きました。

　私は特にクロスカントリー競技観戦を楽しみまし
た。選手やコーチの方々のお話では、やはり予算面
での制限が一番困っていることだそうです。という
のもオリンピック参加資格を得るには世界各国で行
われる試合に出場しポイントを獲得していかねばな
りません。

http://www.lmc-leblanc.com/
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ドンで世界陸上がありました。ボルトの最後の舞台
であり、日本選手リレーの銅メダルは記憶に新しい
ところです。柔道は毎年パリやデュッセルドルフで
グランプリ大会がありますし、ご承知のとおりサッ
カー日本代表もベルギーに来てくれました。卓球も
世界選手権が昨年デュッセルドルフでありました。
ウィンター競技ではオランダでスピードスケートや
ショートトラック競技のワールドカップがあり平昌
オリンピックに向けて選手たちが大変頑張っている
姿を確認できました。必ずしや素晴らしい成績を残
してくれるものと信じています。

　そして今年もこの会報が出るころの 3 月末にパ
ラリンピック競技である車椅子バスケットの男子日
本代表がベルギーにやってきます。昨年は出張でい
けなかったのですが、3 月 31 日から Oostende と
Zeebrugge の間にある Blankenberge で欧州の強豪
たちとリーグ戦を行う予定です。是非とも 2020 年
パラリンピックに向け頑張っている選手たちを応援
に行きましょう！　他にもベルギーや周辺国でいろ
いろな大会がありますのでご興味のある方は是非私
まで御照会ください。最後になりましたが益々の日
本人会の発展に副会長、理事として寄与していきた
いと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

人見 欧司
住友商事
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藤野 ユミリ
ページをめくれば〈ベルギー〉たち

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　77

　目下日本に里帰り中。
　半年ぶりの故郷なのにのんびりもしてられず、帰
省前に作った「あれもしたい・これもせねば」リス
トを片手に忙しく東奔西走する、あいも変わらぬド
タバタの滞在です。その間隙をぬって、馴染みの美
容室に今回も行ってきました。美容院に行く楽しみ
は、そこに行けば各種高級婦人雑誌を総ナメできる
こと。　
　「婦人画報」に「家庭画報」「マダム」「ミセス」
と複数種のそれぞれ２、３月号を横並びにおいて読
み漁っていると、あら不思議、めくるページ開くペー
ジにことごとく〈ベルギーもの〉が目に飛び込んで
くるではないか。

　まずはチョコレート。チョコレートといえばベル
ギー。
　時節柄、バレンタインデーチョコがどの雑誌のど
の誌面をもカラフルに覆い尽くし、その芸術的な
フォルムに豪華なパッケージ、当然非庶民的なお値
段など、夢か真かうっとりするものばかり。高級チョ
コレートの先駆け「ゴディバ」は、今やどの地方都
市にいても手に入る人気ブランドだが、かつて、表
参道のモリハナエ・ビルにしかなかったころ、一粒
200 円チョコに目を剥いたバブルの当時は今は昔。
これもひとえにゴディバ・ジャパンの営業戦略の勝
利だと私は思っている。サイトを見ればわかるのだ
が、チョコレートとは何か、なぜ愛されてきている
のか、生活の場でどのように嗜むのか、などなどチョ
コレートを「文化」として紹介する姿勢がそこには
ある。例えば、洋楽 LP には歌詞カードと解説がワ
ンセットという「当たり前」が日本の洋楽文化を強
固にしてきたように、感覚的なところだけによらず、
なぜ今これがいいのかという価値を「説明する」と
ころが文化を下支えする。ビートルズは新しい。ツッ
ペリンはすごい。チョコレートは美味しい。はて、
どうしてだろう。新しいものをきちんとバカ丁寧に
解説する。これは日本の美徳ではないかと私は思っ
ている。ご存知でしたか？　ゴディバの創業者の名
前がゴディバさんじゃないってこと。一糸纏わぬ姿
で髪をなびかせる馬上の美女。あの人、だれ？　答
えはゴディバ・ジャパンのサイトにあり。
　なお、バレンタインデーに「女性が男性に告白す
る日」などというカビ臭い枕詞はほとんど無効で、
義理チョコは言わずもがな、女の友達同士や家族同

書籍編集

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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士で交換し合うプレゼントであったり、いつもと違
うものを「自分へのご褒美」として買う、というの
もアリの傾向である。これを今時は「コト消費」と
呼ぶらしく、形の残る物を買う「モノ消費」ならぬ
心の贅沢のための「コト消費」。その３大「コト」が、
温泉、エステ、高級外国製チョコだと言う。これ
じゃますます値段下げられませんね、ベルギーチョ
コレート。
　世界中のカカオを求めて旅をするショコラティエ
のピエール・マルコリーニの映像なぞは、雑誌、テ
レビを通してこの滞在中何回見たことか。鳥飛ぶ落
とす勢いのマルコリーニの戦略は、こけし人形が取
り巻く「カワイ・イースター」だの、しそ、ごま、
日本酒風味の「カレ・ジャポネ」だの、確実にニッ
ポンをターゲットにしている。
　聞くところによると、２５年間毎日チョコレート
を食べ続け、その数１万種以上だという「日本で
唯一」のチョコ・ジャーナリストあるいはショコ
ラ・コーディネーターなる人物まで現れて、この時
期引っ張りだこでそのうんちくを語っている。この

「日本で唯一」の肩書きは早晩なくなるだろうけど、
現象としては病膏肓に入るの感が否めない。チョコ
レート専門家とか物知り博士とか「生けるチョコ
レート事典」とかそんな牧歌的な言い方でいいん
じゃないのか。「ビター」「ミルク」「ホワイト」に
続く第４のチョコ革命「ルビーカカオ１００％チョ
コレート」なるものを紹介していたが、この天然ピ
ンクのチョコには大いに心動かされた。博士のおす
すめに注目したい。
　
　さて、右を見ても左も見てもチョコレートの喧騒
を抜けて、次に目に入ったのは食材にベルギーチコ
リを使ったレシピたち。ここでもアンディーブ、シ
コン、ウィートルーフが〈ベルギー〉の冠を載っけ

て紹介されている。
　以前「How many Chicory」と題した拙文でも触
れました（日本人会会報 2017 年 9 月号）が、チコ
リは今や年々日本の食卓に登場する機会を増やして
made in Japan も広く出回っている。軽い苦味が売
りで、調理法も「苦味を生かすか、なくすか」で違っ
てくる。グラタンよし、サラダよし、飴色になるま
でソテーして海の幸との相性よし。ちなみにアタク
シの１８番は、かれこれ 20 年ほど前に「Petits-Pois」
で紹介されていたシコンスープ。アタクシこれで、
義理のお父様のハートを掴みました。
　次の〈ベルギーもの〉は、皮革製品の老舗ブラン
ド・デルヴォーの「意外と和服に合うバッグ、モダ
ンでしょ？」ってやつ。デルヴォー定番のお嬢様バッ
グを持ったお嬢様俳優・賀来千香子が着物をまとっ
て堂々４ページ、和洋折衷をおすすめしてる。デル
ヴォー・ジャパンの直球ど真ん中のコマーシャル記

http://www.nittsu.eu/be/removal_japan.html#top
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ス評論文学ジャンルを代表する G.K. チェスタトン
『正統とは何か』（春秋社）の新装版で解説を書いて

もらった時に、共通の話題北海道で盛り上がったと
いう、宝物のような思い出がある。そしてそのこと
によって、彼を思想的に毛嫌いする新聞記者だった
ある知人との音信がぷっつり途絶えたという、苦い
思い出もある。

　今や〈ベルギー〉なるものは、フランスやイタリ
アものとはひと味違ったニュアンスを醸し出す一つ
のファッション・アイコンとなってるし、チョコ、
チコリ、高級バッグという流れからはちょっと異質
なところで、安楽死や幻想文学も確実にベルギー的
なものとして存在していることを実感した長い一日
でした。

事。賀来千香子で思い出すのは、「ずっとあなたが
好きだった」で彼女の夫役のマザコン男「冬彦さん」
で世間を震撼させた佐野史郎。江戸川乱歩や小泉八
雲など幻想怪奇ものの朗読をライフワークとしてい
ることでも知られ、アタクシ大ファンなのだが、い
つか彼のゲルドロードとかジャン・レーとかを聴き
たいなあというのが、今のアタシの野望である。（参
照『幻想の坩堝　ベルギー・フランス語幻想短編集』
松籟社、2016）野際陽子（彼のママ役）がもうこ
の世にいないのか、という一抹の寂しさも漂わせて
……。あ、ごめんデルヴォー。
　そして美容院を後にして、うちに戻ってネットを
見渡していた時、その日最後の〈ベルギーもの〉が
飛び込んできた。それは、さる 1 月末に極寒の多
摩川へ橋の上から自ら落下して死んだ西部邁の追悼
関連記事にあった。
　往年のディベート番組「朝まで生テレビ」で口角
泡飛ばして一癖も二癖もある論客たちの中に西部さ
んはいた。保守派で鳴らした社会経済政治学者の自
殺に驚き戸惑う知識人が多い中、安楽死が認められ
ていない日本においてこんな形で生を終えるしかな
かった氏の死に様というか生き様というか、各記事
は往年の氏の思想を取り上げて「死の自己決定権」
とかそういうことを話題にしていた（by 佐伯啓思、
宮下洋一 etc.)。　昨年、「渡る世間は鬼ばかり」の
脚本家の橋田壽賀子がこの先病気になったらスイス
に行って安楽死したい、みたいな手記を発表して大
いに世間は湧いたが、その時もスイス、オランダと
並び、安楽死が法律上認められている国としてベル
ギーのことが紹介されていた。個人的なことだが、
うちの父は生前よく、安楽死制度ゆえにベルギーに
住みたいと言っていたものだ。さらにまた個人的な
ことだが、西部邁といえば、会社勤めの頃、イギリ

https://www.infi-r.com/


日本人会会報 2018 年 3 月号　378 号

8

今回は、個人情報の処理の適法化事由の１つである
「同意」について取り上げたいと思います。昨年 10

月に 29 条委員会が、「同意」に関するガイドライ
ンのドラフト（以下「ガイドライン」という）を発
表していますので、そのうちいくつかの重要なポイ
ントと皆さんのコンプライアンスにおける実行の仕
方についてお話しいたします。

まず、下記の「個人情報処理最小化の原則 - GDPR5
条 (c) 」、があることを議論の前に念頭においてい
ただきたいと思います。

個人情報の処理は、「処理目的にかかる必要性に照
らして、適切かつ関連性があり、最小限に限るもの
とする。

次に、GDPR における「同意」の定義は下記のよう
になっています。

4 条：(11) 情報主体の「同意」とは、情報主体が強
制を受けずに、情報提供を受けたうえでなした、特
定的かつ明白な意思表示であり、これにより、当該
情報主体が、宣言又は明示の積極的行為により、自
己の個人情報の処理に合意したものをいう。

さらに、同意については、厳しい追加的な条件があ
ります。

第 7 条　同意の条件
1. 処理が同意に基づいて行われる場合、管理者は、
情報主体が自己の個人情報の処理に対して同意して
いることを証明することができなければならない。
2. 情報主体の同意が他の事項にも関係する書面によ
る宣言においてなされている場合、その同意を求め
る請求は、その他の事項と明確に区別できる方法に
より、明瞭かつ平易な文言を用い、理解しやすくか
つ容易にアクセスし得る形で、なされなければなら
ない。本規則に違反する宣言はいずれも拘束力がな
いものとする。
3. 情報主体は、いつでも同意を撤回することができ
る。また、同意の撤回は撤回前の同意に基づく処理
の合法性に影響を与えない。情報主体は、同意を与
える前に、その旨通知を受けるものとする。同意の
撤回は、同意を与える場合と同様に容易に行うこと
ができるものとする。
4. 同意が自由になされているか否かを判断するにあ
たり、とりわけ、サービス約款を含む契約の履行が、
当該契約の履行に必要のない個人情報の処理に対す
る同意を条件とするものか否かについて、十分に考
慮しなければならない。

それでは、具体的な問題に移ります。

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 (4)
― 「同意」に関するガイドラインのドラフト ―

柴崎 洋一
DLA Piper, Brussels Office

http://www.infi2.com/
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1. 名刺交換のルール：「特定の」目的ごとの「同意」

a. 実際の顧客の場合

個人情報の「取得」という「処理」についてですが、
この相手方会社が御社の現実の顧客（バイヤー）で
かつ個人情報の処理が契約に関係する場合には、個
人情報の処理は、通常 GDPR6 条 (b) に規定する「契
約の履行」で正当化されます。売買契約が過去のも
のであっても、個人情報の処理が契約に関係する場
合には、売買取引が 1 年、2 年前のものであっても「契
約の履行」という理由で正当化される場合が多いと
思われます。3 年たってしまった場合にはグレーで
すが、可能性がないわけではありません。したがっ
て、同意を取らなければならない場合は、少ないと
思われます。

b. 潜在顧客の場合

問題になるのが潜在顧客の場合です。追って取引が
成立すれば、個人情報の処理が契約に関係する場合
には、全体として名刺交換のときから「契約の履行」
で正当化されます。

取引がなかなか成立しないでかなり長期の期間潜在
顧客としていろいろな商品情報、技術情報等を送付
したり、イベントに招待する場合などが考えられま
す。このような場合、GDPR6 条の 6 項目の中では、

「同意」以外の正当化事由がない場合が多いと思わ
れます。同意の要否やその取得については、ガイド
ラインのドラフトが発表されています。

顧客になるかもしれない会社の購買担当者の名刺を
もらった、とします。典型的な誤解は、例えば、「名

刺をもらった。名刺に含まれている情報については、
「同意」が得られたのだから（無制限に）使える。」

ガイドラインによると、同意は「特定の」処理の目
的によって個別に取る必要があります。個人は、個
人情報の処理が複数の目的がある場合、その一部の
みを選択して同意することができる必要がありま
す。また、目的は、「特定的」でなければならない
ので、例えば、商品、技術、事業内容等で特定され
る必要があります。

最初のミーテイングで名刺をもらった場合、(a) そ
の名刺の宛名の購買担当者にミーテイングで話の出
た商品の情報を送ることは出来ますが、(b) 名刺の
情報を受領者のグループの他の会社に移転すること
は、別の目的だから別々に「同意」を取らなければ
ならない、つまり包括的に 1 つの同意でカバーす
る「タイ・イング」（抱き合わせ）は認められませ
ん。ガイドライン 5.1. 項。同意に関するガイドライ
ンのドラフトこの点を指摘しています。ガイドライ
ン 3.1.3. 項の最終段落 ([Example 7])。

[Example 7]
Within the same consent request a retailer asks its 
customers for consent to use their data to send 
them marketing by email and also to share their 
details with other companies within their group. 
This consent is not granular as there is no separate 
consents for these two separate purposes therefore 
the consent will not be valid.

【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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ます。したがって、従業員の個人情報については、「同
意」以外の処理の正当化事由を追及するのが通常の
やり方です。人事考課、住所、電話番号など雇用契
約の履行に必要である、とか、或いは、家族情報は
源泉徴収という法令の遵守に必要であるという理由
で正当化され、同意は不要な場合が多いと思われま
す。ガイドライン 3.1.1. も使用者と従業員では力の
バランスが不均衡なので原則として自由意思に基づ
かないと述べています。

5. 必要性のない個人情報の処理

写 真 の 編 集 サ ー ビ ス を 請 け 負 う の に GPS 
localisation をオンにする条件を付したとします。
そのような条件は写真の編集サービスの提供に必要
ではありません。したがって、ユーザーがこれに同
意しても「自由意思」によるとは考えられません。
ガイドライン 3 項。

6. オプト・イン / オプト・アウト

同意は、明示的なオプト・インでなければならず、
オプト・アウトやすでにクリックされているオプ
ト・インは有効な同意になりません。個人が、"I 
consent" のクリックを積極的に行った場合には、
明確 (clear) で肯定的 (affirmative) な同意と言えま
す。最近は、オンラインの情報提供については、オ
プト・インでクリックさせる場合が実際増えている
ことに皆さんもお気づきかと思います。尚、契約の
合意と個人情報の同意を同じ行為で行うことは許さ
れません。

2.　インフォームド・コンセント （情報開示の必要
性）

「特定の」目的と結びつかせるということは、どう
いう処理の目的に使うのかを知らせてその目的に対
する同意を取得することになります。つまり、一種
の「インフォームド・コンセント」と考えてくださ
い。上記 GDPR7.2 条参照。ガイドライン 5.1。した
がって、例えばオンラインで同意をとる場合、目的
に関する当該個人に対する通知の記録を残す必要が
あります。ガイドライン 3.3.1. 項は 6 項目を掲げて
おり、GDPR13 条の 12 項目（下記参照）の半分で
ある点が興味深い点です。

 (a) 管理者の特定、
 (b) 処理の目的、
 (c) 個人情報のカテゴリー、
 (d) 同意が撤回できること、
 (e) プロファイリングを含む自動処理、
 (f) 十分性の認定のない域外移転の可能性。

3. 曖昧な目的

同意は、曖昧な目的しか示されない場合には、「特
定の」目的になりません。例えば、単に「マーケテ
イングの目的で」、「IT の安全性の目的で」または

「将来の調査のため」というような曖昧な目的は「特
定」されていないと考えられます。ガイドライン脚
注 28 参照。

4. 従業員の ｢同意｣（「自由意思」）

従業員から ｢同意｣ を取得する場合、当該従業員が
拒絶することが困難な場合には、同意は無効となり

https://www.golfpracticersg.be/
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7. 同意書の様式・有効期間

GDPR は、同意書の書式については定めていません。
また、同意の有効期間も定められていません。しか
し、適当な時期に同意の更新に関する更新の合意が
必要と思われます。ガイドライン 5.1 の最後の段落
参照。

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

mailto:yoichi.shibasaki%40dlapiper.com?subject=
http://www.tagawa.eu/
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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
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、デザイナーによる試食、料理のデ
モンストレーションがあります。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必見。
http://brussels.salon-du-chocolat.com/accueil.aspx

3 月 2日～ 11日
アントワープ

チョコレート・ウィーク
アントワープチョコレートウィークはチョコレートが好きな人のための試食ルー
トです。ご参加される方は 10€の Pateekes	Pass をお求めになるとお得です。
http://www.antwerpenkoekenstad.be/chocolate-week/

3 月 3日
Oostend

BAL RAT MORT
『死んだねずみの舞踏会』という意味の毎年行われる大規模な仮装パーティ。20
時から年毎に決められたテーマに沿って仮装した人々が集まります。今年で 120
回目という歴史のあるイベント。
https://www.visitoostende.be/nl/5-redenen-om-bal-rat-mort-dit-jaar-niet-te-missen#

3 月 10日
～ 3月 25日
ブリュッセル

The BANAD Festival
ブリュッセル首都圏のアールヌーボーとアールデコ遺産を宣伝するためのフェス
ティバルです。フェスティバルの中心には、一般に公開されていないアールヌー
ヴォーとアールデコの建物の内装のガイドツアーが用意されています。
https://www.banad.brussels/en/

4 月 8 日（日） 第 1 回日本人会ゴルフコンペ　ゴルフ部 Pierpont

4 月 15 日（日） 春季ダブルステニス大会 Sports City

4 月 20 日（金） 安全セミナー 日本人学校

5 月 5 日（土） 第 2 回日本人会ゴルフコンペ　ゴルフ部 Bruyere

6 月 16 日（土） 第 3 回日本人会ゴルフコンペ　ゴルフ部 Rigenee

7 月 29 日（日） 第 4 回日本人会ゴルフコンペ　ゴルフ部 LLN

9 月 9 日（日） 日本人会ゴルフコンペ大使杯ゴルフ部 LLN

9 月（予定） 文化部主催　ANA 787 機内見学及びビジネ
スクラス機内食試食イベント ZAVENTEM

日程	 	 	 内容	 	 	 	 	 	 　　		場所
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期間・場所 イベント名・概要
3 月 10日～ 12日
Stavelot

LAETARE　DE STAVELOT
リエージュ州にあるスタブロで、1706年から行われているブラン・ムーシ（Blancs	
Moussis）という白装束を意味する祝賀パレードは11日に開催されます。ブラン・
ムーシは純白の服装に長い赤い鼻をつけ、膨らませた豚の膀胱、紙吹雪、箒、釣
竿に吊るした鰊の燻製などで人々を驚かせます。
http://www.laetare-stavelot.be/

3 月 16日～ 25日
ベルギー各地

第 17 回 RESTO DAYS
154 のレストラン（うち 6店はミシュラン星付き）が参加。ランチメニュー 22
ユーロ。ディナーメニューが 29ユーロ。特別メニューを特別価格で提供。有名
レストランガイドブックの Gault&Millau（13/20 か 14/20）のレストランは
+11€、Michelin 一つ星レストランとGault&Millau（15/20 以上）は +17ユーロ、
Michelin 二つ星レストランは＋ 32ユーロです。
http://www.restodays.be/

3 月 22日～ 25日
ブリュッセル	エキス
ポ

ユーランティカ・ファインアートフェア
ベルギーにおける、古い絵画、現代美術、ジュエリー、刻印された家具、デザイン、
ヴィンテージのコレクター向けのフェアです。http://www.eurantica.be/fr

3 月 30日
Tournai

The Flower Market of Tournai
1825 年から続く歴史ある巨大フラワーマーケット。朝 6時から夕方 6時までさ
まざまな花を買うことができます。また午後4時からはコンサートも行われます。
http://www.visittournai.be/spip.php?page=details&id=EVT-02-000KP0&id_rubrique=5&lang=fr

4 月 1日
アントワープ

The Tour of Flanders
毎年ベルギーで開催されるロードサイクリングレース。
http://www.rondevanvlaanderen.be/en/rvv/elite-men

4 月 2日
ハーケンドーバー

馬行列
数世紀わたる伝統的な国際的な馬の行列は、イースターの月曜日に行われます。
http://www.pp-h.be/

4 月 3日～ 4月 15日
ブリュッセル	
Bozar

Brussels international fantasy, fantastic, thriller and science 
fiction (BIFFF)	
毎年恒例の映画祭。150以上もの上映、日本映画も多数上映されます。
http://www.bifff.net/

http://www.nl.jal.co.jp/
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期間・場所 イベント名・概要
4 月 6日～ 5月 6日
Groot-Bijgaarden	
(Grand-Bigard)	
Castle

Floralia Brussels
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フフ。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。14日（土）、15日（日）はベネチアン・
コスチューム・パレードもあります。
http://www.grandbigard.be/en/floralia-brussels/	

3 月～ 4月
Redu

BOOK FESTIVAL IN REDU
人口わずか 400 人余りの村に１5の本屋さんがあり、本の村と知られている小
さな村、Redu で行われる大規模なブックフェアー。1984 年から行われており、
毎年 20万人もの人が訪れます。
http://www.redu-villagedulivre.be/fr/tous-les-evenements/186-2017-04-
15-fete-du-livre-de-paques

4 月 26日～ 29日
リエージュ

Festival International du Film Policier de Liège
第 12回犯罪映画の映画祭。パノラマ映画、ショートフィルム、小説に基づくさ
まざまな映画が上映されます。
http://fifpl.be/

4 月～ 10月
フランダース各地

フランダースフェスティバル
フランダースフェスティバルは最も顕著な文化イベントのひとつとして 50年近
くの歴史をもちます。
http://www.festival.be/en

5 月 1日～ 12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。今年は声楽部門。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/

英国製紳士服お仕立て会　第 44 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：2018 年 3 月 24 日 ( 土 ) 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

http://www.mylondontailor.com/
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告知版

2018 年度　ベルギー日本人会・会費改定のお知らせ

2018 年 2 月
ベルギー日本人会　会員各位

　日本人会の重要な資産の一つである日本人学校校舎の老朽化に伴い、2020 年代まで継続する大
規模な補修修繕工事の為に、2016 年度より日本人会から日本人学校に対して毎年定額 4 万ユーロ
強を工事費用の一部として援助をしていくことは、既に理事会・総会等にてご報告させて頂いた
通りです。これは、日本人会と日本人学校との連携・協力を強めた大きな成果・証しと考えてお
ります。

　一方、これら費用に対し、日本人会並びに日本人学校としても、今後継続的な財政基盤の強化
が求められる状況であり、2016 年に日本人会 / 日本人学校の双方からなる共同タスク・フォース
に於いて鋭意検討の結果、2018 年以降皆さまからの会費に対して毎年のインデックスゼーション
を導入することで財政改善を図っていくこととし、一年前の 2017 年 3 月の日本人会理事会にて、

『2018 年度からの当会会費へのインデックスゼーション導入（産業セクター JC200 に準拠 *）』を
決議致しました。　（*2018 年公表数字は 1.83％）

　そこで、本導入にあたり、当初の計画通り 2018 年 4 月から開始することを、改めて会員の皆
さまにご連絡申し上げます。　会員の皆さまの温かいご理解に深く感謝申し上げます。

　つきましては、下記の日程で 2018 年度日本人会年会費をご請求させて頂きますので、よろし
くお願い申し上げます。

正会員：   2018 年　7-8 月
個人会員・特別会員： 2018 年　4 月初旬
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会費基準改定内容

日本人会年会費 ( 日本人会規約　内規 -2）   
      
年会費基準は以下の通りとする。( 単位ユーロ）

現在 2018 年度

(1) 個人会員 一人当たり 220 224

(2) 正会員および特別会員
      １社あたり人数

1 510 519
2 970 988
3 1,360 1,385
4 1,710 1,741
5 2,040 2,077
6 2,330 2,373
7 2,590 2,637
8 2,810 2,861
9 3,010 3,065
10 3,160 3,218

１社当たり人数１１人以上１人
増えるごとの増加額 130 132

ベルギー日本人会事務局
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ベルギーから唯一日本への直行便を運航する全日本空輸株式会社（以下 ANA）は 2020 年東京オリンピック・
パラリンピック ベルギー王国代表団のオフィシャルエアラインに認定されています。

TEAM BELGIUM RUN TO TOKYO はベルギーオリンピック協会が（BOIC）が 2020 年東京オリンピックのベ
ルギー代表団を盛り上げるため、スポンサー企業を対象として実施するスポーツイベントです。5 人のメ
ンバーが１つのチームになり、リレー方式で 42.195Km を走破します。
前回のリオ大会（RUN TO RIO）では 350 チーム 1750 名が参加し大盛況でした。
会場にはオリンピック競技に関する様々なアトラクションも企画され、東京オリンピックを目指すベルギー
代表選手にも気軽に触れ合うことができ、ご家族連れでも十分に楽しめることができます。

ANA は 2017 年 6 月 24 日ブリュッセル市郊外で催される同イベントにスポンサー企業として、参加します。
それに伴い、ベルギー日本人会 会員の皆様を対象に、本大会の参加ランナーを募集します。

● RUN	TO	TOKYO とは
5 人のメンバーが１つのチームになり、リレー方式でで 42.195Km を走破するイベントです。
予め走者毎に 5 つの距離に分けられ、チーム力が試されます。

【・第一走者 15km・第二走者 10km・第三走者 5km・第四走者 10km・第五走者 2km】

●日時・会場　

日時　2018 年 6 月 24 日（日）
　　　12:00：参加者受付開始
　　　13:15：レース開始
             14:00 :  各種 アトラクションの開始
　　　18:00：レース終了
　　　18:30：表彰式

会場　Hippodrome de Boitsfort
　　　http://www.drohme.be/en/
　　　市内中心部から車でおよそ 20 分程度の距離に位置する緑豊かな森林公園です
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●応募方法
１．個人参加（無料・抽選）　
　以下必要項目を E-mail で ANA 高野までお送りください。
 masa.takano@ana.co.jp
　“Team 日本人会 ” としてチーム編成を行います。
　・お名前　連絡先　
　・所属企業名　
　・希望走順　第一希望から第四希望
　　（例）第一希望　10Km/ 第二希望　15K ｍ / 第三希望 2Km/ 第四希望 5km
　　　　　※チーム編成の都合上、走順の事前選択は不可。
　　　　　※ただし 2Km（第五走者）のみ希望の場合は「2Km のみ」と記入。
　・参加費用　無料
２．チーム参加（有料　1 チーム 5 名）
　　一般参加費用は 1 チーム 2,020EUR ですが、ベルギーオリンピック協会の好意にて　
　　1,010EUR にてエントリーが可能です。詳細は ANA 高野 masa.takano@ana.co.jp まで
　　お問い合わせください。

●応募締切
　2018 年 4 月 6 日（金）
　
●抽選結果の通知
　個人参加の当選者には 4 月末日を目処に ANA から直接ご連絡いたします。　
　　

● TEAM	BELGIUM	RUN	TO	TOKYO　大会オフィシャルサイト
https://teambelgiumrun.be/nl/

以上
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【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」 
＊ 3 月 3 日（土）　
    Saturday  March 3, 2018     15:00 ～ 17:00 
    Place: avenue des Citronniers, 58 1020 Bruxelles
詳細： http://www.bnk-nihongo.be/

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

このページは、会員の皆様の情報交換の場です。
　・各種同好会の案内、募集
　・同窓会の案内通知
　・各種イベントの案内
　・求人／求職
　・譲ります／譲られたい
　　など、どしどしお寄せ下さい。
200 字以内にまとめて下記宛送付下さい。
e-mail:　jimukyoku@nihonjinkai.be
＊紙面の都合上、編集することもありますので、ご了承ください。

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


日本人会会報 2018 年 3 月号　378 号

20

編集後記

　会報を電子版に変更してから１年となりましたが、電子化の良い点は会報がタイムリーに間違いなく届
く事で、この会報がお手元に届く頃には、平昌オリンピックも終盤に差し掛かり、日本人選手の活躍に大
いに盛り上がっているのではないかと想像しながら書いております。

　ベルギーの冬季オリンピックの成績は 1998 年の長野オリンピックを最後にメダルの獲得が無い状況です
から、あまりベルギー人とはこの話題では盛り上がれないのかもしれませんが、今回はボブスレーとスノー
ボードには期待しているようです。

　ベルギー人にはＦＩＦＡワールドカップというビッグイベントが今年は控えているので、冬季オリンピッ
クの結果が芳しくなくても、夏のサッカーで熱くなれば良いのかもしれません。

　個人的には春が近づいてくると、今年こそはと誓いを新たにするのがゴルフです。昨年を振り返り、あ
の時無理をせず刻んでおけばとか、あの 30 センチのパットをはずしていなければ、などと毎年反省をして
は同じ事を繰り返していますが、今年は少しは進歩したいものです。

　プロのゴルフでは松山英樹とベルギー人のトーマス・ピータースの活躍も楽しみです。昨年の世界選手
権では３日目まで二人で首位争いをして、松山選手が優勝しましたが、今年もそんな二人のプレーを期待
しています。

( 月担　河地）
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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=

