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ベルギー日本人会の皆様

　コマツ・ヨーロッパの森下と申します。初めて会
報の巻頭を担当させていただきます。

　この会報が皆様に届くころにはこの暑さも緩んで
いるのでしょうか。それにしてもベルギーの人たち
も驚くほどの快晴・高温続きの夏となりました。ま
た、日本を含めて世界中がまさに熱狂したサッカー
のワールド・カップももはや遠い過去に思えてしま
います。日本・ベルギー戦では複雑な心境と立ち位
置となった会員の皆様も多かったのではないでしょ
うか。個人的には「まさか」と心臓がバクバクした
試合自体もさることながら、試合後に倒れ伏してい
る日本代表選手に歩み寄って労いの言葉と手を差し
伸べるベルギー代表のシーンが記憶に残りました。
勝ち慣れしていると言えばそれまでですが、やはり
ベルギー人の精神的な成熟さ、心の豊かさを感じさ
せる光景でした。

　そして思ったのはこれが日本がもし勝っていたら
そこまでの寛容さがあっただろうか、と。更には、
ベルギーでの生活の中で、私たち駐在員と家族を通
して日本に触れたり、感じたりするベルギー人も多
いはずです。我々も実はその意味合いからは立派な
「日本代表」なのですが、はたして自分はそれに足
る振舞いができているだろうかと考えさせる一幕で
もありました。

　当社は建設機械の製造と販売が事業の中心です。
当社の海外進出の中でもベルギー拠点は最も古く、
会社を設立して昨年が 50 周年の記念の年となりま
した。これまでお客様だけではなく、ベルギー政府
と会社がある Vilvoorde 市（小松市とは 1974 年か
ら姉妹都市として提携しています）、また日本大使
館ならびに多くの日本企業からのご支援を頂いてま
いりました。この場をお借りして御礼申し上げます。

　今では欧州域内で売られている当社の機械の9割
は欧州生産品です。機械本体はドイツ・英国・イタ
リアの工場で作られ、一部はアジア・中南米などの
欧州域外にも輸出しています。建設現場や鉱山で働
く機械という性質上、残念ながら一般の皆様になじ
みのある製品とは言えません。稀に幹線道路の工事
や空港などの大型施設、またビルの解体現場などで
見ることができる程度です。仕事柄、のんびりとし
た旅行先でも工事現場に目が向いてしまい、遠くで

森下 正敏
コマツ・ヨーロッパ頑張れ、「日本代表」
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分けで平和に終わりました）。その前後の駐在地も
含め、幸いなことに家族は常に帯同しました。そし
て 2016 年に二度目のベルギー赴任と時を同じくし
て長男は日本企業に就職、帰国子女第二世代が社会
人になったことになります。

　企業人としては私も終盤に差し掛かっています
が、当社でも留学とか親の勤務に帯同して海外で暮
らした経験のある社員が増えており、多くの会員企
業でも同様かと推察します。そしてまた、多くのベ
ルギー日本人会の皆様がそうである様に、そのお子
様たちが今後帰国子女第二世代として企業にとどま
らず、学問・芸術・スポーツの世界で、或いは政治
や教育の現場であったりと様々な分野で日本社会の
構成員に育っていくことになります。

　そういった海外体験をしてきた若い世代と話した
り、一緒に仕事をしていると、実は極めて日本的な
資質とメンタリティを持っているケースが多い様に
感じます。多感な時期、それが学校の様なところで
であればなお更なのでしょうが、自分と日本という
国を自省的に意識する、或いはその「アイデンティ
ティ」といったものが集団の中でより試されて、彼・
彼女なりに「日本代表」の気概を発揮する局面を、
海外であればこそ多く経験できたからなのではと思
います。そしてそういった体験を経た人たちが、各
界のリーダーとなってこれからの日本を形作ってい
くものと思います。

　日本人のしなやかな強さを持ちながらも世界の良
いところを吸収しながら揉まれていく。次の世代の
「日本代表」には色々な分野で、そしてこれまで以
上のスピードで強靭になっていくものと期待してい
ます。

あっても自社製品か他社のそれかを判別してしまう
悲しい習性が身についてしまいました。ドイツなど
の高速道路では工事渋滞が常態化してイライラする
ことがありますが、交通規制の起点となっている工
事現場までようやくたどり着いてそこで当社の機械
が働いていると「まぁ、しょうがないか」とストレ
スが緩和されて鷹揚になる役得感（？）もあります。

　その一方で「はたらくくるま」として小さな子供
たちには大いにウケます。よく展示会などで最終日
にファミリーに開放すると、大きな機械ほど長い列
ができていて、運転席を見上げると例外なく満面の
笑顔が見られます。会社の業績からは離れて、仕事
の楽しさを実感できる瞬間でもあります。

　ベルギー日本人会の皆様とお話しすると、複数の
駐在地を経験され、またベルギーも二度目の勤務と
いう方が多くおられます。更にはご本人が幼少の頃
であったり、ティーンエージャーで海外生活を経て
きた帰国子女であることも多い様です。私も父親が
民間企業で海外事業開拓の先兵として送り出されま
した。昭和一桁の生まれですので、時代背景として
は日本の高度経済成長期と軌を一にする、本格的な
日本経済の国際化を担った第一陣世代かも知れませ
ん。上述した当社の欧州での歴史に照らすと、ベル
ギー会社の設立は父親が 38 歳の時。実際にはそれ
よりも早く、33 歳でアメリカ駐在となり私も帯同
家族として付いて行きました。

　時は流れてその帰国子女がコマツに入社、これも
妙な符合ですが 2002 年の日韓開催のワールドカッ
プの時は一回目のベルギー駐在中で、同組となった
日本・ベルギー戦を当社の倉庫でベルギー人と一緒
に観戦したのを鮮明に覚えています（２対２の引き

http://www.infi2.com/
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　最後に「はたらくくるま」は子供たちに好評と書
きましたが、建設機械を操作する機会は大人でもな
かなかなく、実際に油圧のショベルで穴を掘る作業
は実は結構な快感です。道具を使うとここまででき
るのか、という観点から言えば例えばドライバーで
ナイスショットをした時の爽快感に通じるものがあ
ります。残念ながらベルギーでは機械を置いていな
いので操作はできませんが、ご興味のある方はドイ
ツ・英国・イタリアにご出張のある時には工場まで
ご案内できますのでお声かけ下さい。

【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　　

森下 正敏
コマツ・ヨーロッパ

http://sowatrading.be
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日本人会ゴルフ部　羽藤

2018 年度　日本人会ゴルフコンペ（第 4回）結果報告

開催日	 7 月 29 日（日）
コース	 Golf	Club	de	LLN
参加人数	 27 人（女性 1人、男性 26 人　内初参加 3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 栗田　忠久 MSE	EUROPE	S.A./N.V. 49 44 93 22 71

準優勝 田中　秀幸 Ajinomoto	OmniChem	NV/SA 44 47 91 18 73

第３位 矢根　敬太郎 MEIKO	EUROPE	N.V. 50 50 100 27 73

ﾍﾞｽﾄ	ｸﾞﾛｽ 青木　優 YAMAYU-SANTATSU 44 42 86 - -

https://www.golfpracticersg.be/
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　去る 6月 17 日（日）、毎年恒例の三国対抗テニス大会がブリュッセル郊外のWimbledon	Tennis	Club に
て開催されました。
　本大会は、1990 年のブリュッセル選抜チームとデュッセルドルフ選抜チームの対抗戦をきっかけに、
1992 年にオランダが参戦し、以来 27 年間続いている大会です。男子ダブルス 6本、女子ダブルス 3本、
計 9本で争われるチーム対抗戦に、今年もベルギーチームから春の日本人会テニス大会入賞者を中心とし
た 18 名（男子 12 名、女子 6名）が出場しました。
　折しもワールドカップの開幕直後に行われた今年の大会。サッカーベルギー代表は3位入賞（拍手！）。我々
ベルギーチームも、前回大会 3位（3チーム中・・・）の雪辱を果たすべく、週末の事前練習を重ね、当日
は勿論赤いユニフォームで統一、例年以上に気合いを入れて試合に臨みました。圧倒的な選手層を誇るドイ
ツチームには歯が立たちませんでしたが、前回敗れたオランダチームに勝利し、2位で今大会を終えました。
今年はホスト国として大会運営という重責もありましたが、幹事の小柳さん、宮地さんのご尽力のお蔭で、
試合後に行われた懇親会を含めて大いに盛り上がることができました。
　来年はドイツでの開催となります。「打倒ドイツ」を目標に、ベルギーチーム全体でレベルアップを図っ
ていきたいと思います。今後とも日本人会テニス部へのご支援・ご協力をお願い申し上げます。

日本人会テニス部・2018 年度部長　鈴木

第 27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 小柳・鈴木	No.2 古谷・宮地No.3 福留・森川	No.4 伊藤・増田	No. ５後藤・吉村	No.6 馬本・山田
女子：No.1 栗田・馬本	No.2 森川・森山	No.3 高山・塩澤

＜ 3ヶ国の代表選手の集合写真（左からオランダ、ベルギー、ドイツ）＞
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　RTBF（フランス語系公共放送）の熱いスポーツ
実況担当にロドリーゴ・ベーンケンスという名物ア
ナがいる。サッカー、自転車といえば大抵ロドリー
ゴと相場が決まっていて、口角泡飛ばしながら選手
やチームを叱咤激励する熱さとともに繰り出され
る、臨場感たっぷり、エピソードたっぷり、ダジャ
レたっぷりの彼の職人技のマシンガントークを堪能
しながらの TV観戦には二倍の楽しみがある。

　さて、ロシアWorld	Cup	2018 が終わった。ベル
ギーサッカーは史上最高位の３位。日本は史上初の
ベスト８進出をベルギーに阻まれた。日本人にとっ
てまだ新しいほろ苦い記憶だと思うが、ところで、
７月２日のロシア・ロストフ会場で行われたこの決
勝トーナメント・ラウンド 16 のベルギー対日本の
試合を、はたしてロドリーゴはどう伝えたか。私は
知らないが当然 NHK とはまたひと味もふた味も違
うんじゃないだろうか。

　今回のロシアW杯大会全試合を通じてこれをベ
スト・マッチにあげる専門家も多々いるそうで、そ
れほどドラマティックで、誇り高い試合だった。あ
の残り時間 30 秒の目の覚めるようなカウンター
アタックは、鮮やかすぎて鳥肌もの。本稿のため
RTBF	Aubio を駆使したが、われながら、展開も結
果も知ってるのにもう一度コーフン。

　以下、主語がない場合は全てロドリーゴのセリフ。

　《ブラバンソンヌ》（ベルギー国歌）の後は、《KI・

MI・GA・YO》！エンペラーに捧げるワカ（和歌）
ポエム……ここロストフ・アリーナはアジアとヨー
ロッパが出会うドン川沿いの町で、まさにこの両国
の対戦にふさわしく……「赤いデビル」対「青いサ
ムライ」！！……青二才のようにもじもじしてやら
れっぱなしじゃあいけない、今日の場合「青いサム
ライ」だけど……さあベスト８への大きなチャン
ス、とはいえ日本の身体能力は決して侮れない……
（準々決勝での対戦相手として決まっている）ブラ
ジルと対戦する、という全世代の夢を背負って今決
戦の火ぶたが切って落とされた！！

　と、いい調子でいつものように勢い込んで、勝ち
に出るロドリーゴ。ところが、ベルギー、大方の予
想に反して苦戦。日本の堅牢なブロック（「いい場
所にサカイが」「またヨシダの足！！」「なぜそこに
いる、日本デフェンス！」）の前に連係が絡まず、
かといって守りにばかり入らず果敢に攻め立てる日
本に、なかなか自分たちのペースに持っていけない
ベルギー。ロドリーゴも解説のフィリップ・アルベー
ル（元代表）もいら立ちを隠せない。なんだ、どう
した、しっかりしてくれよディアブル！といった焦
りムードの中０−０で前半折り返し、後半開始まも
ない 47 分で原口がヴェルトンゲンのカバーミスを
うまくさばいてゴールを決める。

「オララ〜、ゲンキ・ハラグチのゴール！　ベルギー、
弱点突かれて正真正銘ハラキリ！」

　と「ハラ」つながりのシャレを繰り出すも、大歓

藤野ユミリ
書籍編集ロドリーゴ版ベルギー vs 日本

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　79　サッカーW杯番外編

http://www.tagawa.eu/
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「硬くなるな〜」とジェスチャーでチームメートに
平常心を促す。けったいな侍の変装して大いに沸い
ている日本スタンドを横目に「普段おとなしい彼ら
だけど、今は大騒ぎする資格がある。目下試合の采
配を握るニッポン、柔道の畳の上に KOされたよう
なベルギー……」と嘆き節。

　69 分。ふと、ヴェルトンゲン、左サイドから頭
で誰へとも定まらぬ力ないセンタリング、「あまり
賢くないが……Ce	nest	pas	très	académique!……」
とフィリップが言い終わるか否かのその瞬間、あれ
よあれよボールはそのまま向こう枠ギリギリにひょ
いっと収まり、実況氏、打って変わってフルボリュー
ムで「ゴオオオオオール！！！」ヴェルトンゲン本
人以下全員あっけにとられつつも、空気を破るよう
な怒涛の歓声。フィリップ「降って湧いたような（根
拠のない）ゴールだけどね」ロドリーゴ「まったく
だ！でも知ったこっちゃない！！」

　その５分後の 74 分には、エデン・アザールのア
シストを受けて頭一つ高く飛んだフェライニがジャ
ストミートで２点目決める！　再び炸裂。「２−２！
　われらが “ もじゃもじゃ頭 ”、きっちりやること
やってくれた！！　マルワーン大好き、メルシー、
メルシー、スパシーバー！！」

　今度はベルギーが時おかずして２点取り、試合を
振り出しに戻し、手負いの日本は必死。

「やめてやめて、ベルギー、デフェンス！　ここで
バカなことはやめてくれー、お願いします！　ああ、
なんでカガワの足元に戻しちゃうの？　もう死にそ
う！　今日死にそう！　皆さん、こんなに感情むき
出しで本当にすいません！　喜びの絶頂から奈落の

喜に沸くニッポンベンチやサポーターの前に力な
く、しかもあろうことか、時おかずして、今度は乾
のロングシュートでまさかの２点目。天を仰ぐマル
ティネス監督。フィリップは思わず暗く「ありえな
い……c'est	pas	possible」をつぶやき、ロドリーゴ
はやけのやんぱちで「今こそこれを言う時、C’est	
inouï ！」を叫ぶ。「信じられない！」の意味で「セ・
イヌイ」と読む。２−０。「ベルギー国民総がっくり！
　L'efondrement	national!」一方、日本は、もしか
したらもしかするぞ！の押せ押せの波に乗って、さ
らに３点目も入ろうかという猛攻撃。パニクッて凡
ミスが止まらないベルギー。

「残りあと 35 分！全力出しきれ〜！それが君たち
の義務！君たちの使命！君たちの挑戦だあ！」

　焦りの矛先はマルティネス監督にも向けられる。

「このまま破滅の道をまっすぐ突き進むだけなの
か？　そこにいるだけ！腕組んでるだけ！何もしな
い！何も動かない！（新しい教皇を決める）コンク
ラーベか？　オレにはさっぱりわかりません！」キ
レまくるロドリーゴ。どうにかしてくれ、監督！

　その声がようやく届いたからか（んなわけないが）
選手交代。日本への２点献上に絡んでしまったメル
テンスを下げる。曰く、「Triste	Mertens　トリスト
（悲しみの）メルテンス」。彼のフルネームのドリス・
メルテンスだからね。もう一人、前半からチャンス
を生かせずカラきし仕事できてないカラスコを下げ
る。曰く、「Carrafiasco!	」。Carrasco に	fiasco（大
失敗）を絡めるカラフィアスコ。これは辛辣だ。代
わりにフェライニとシャドリを投入。空気が変わり
チャンスを作るもまだモタモタ。ケビンもエデンも

http://www.nipponexpress.com/moving/be/
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「こんな筋書き思いもよらなかった。自分はロベル
ト・マルティネスにきついことを言いすぎた。彼は
小さなチャンスをはらんだすばらしい選手交代を
行った。なんという幸せ！　なんというエモーショ
ン！」

　なお、この時興奮絶叫したフィリップの口から放
たれた「Je	l’ai	dit,	bordel!」はその後 Tシャツにも
なって出回っているという。直訳すれば「オレの言っ
た通りだろ、売春宿！」。

　ブリュッセルグランプラスに大集合した（7月
15 日）9000 人強のサポーター＆ファンによる合言
葉「Waar	is	da	Feestje ？　Hier	is	da	Feestje ！」（祭
りはどこだ？　祭りはここだ！）の大合唱があまー
い感傷をまとって耳の奥でこだまする、いまだベル
ギー中どこもかしこもDiable	Loss 状態を引きずっ
ている 7月末現在。メルカートたけなわの今、「ア
クセル・ウィッセル、ドルトムント移籍」「アザー
ルはレアルかバルサか」の噂に心新たにときめかせ、
W杯の残像は来るべき未来像へと次第に形を変え
ていく。

底へ落とされ、笑顔かと思えば涙へ、みんなの気持
ちが一つになる、これこそフットボール……」　ロ
ドリーゴ、すでに呼吸困難。「アルデルウェイレルド、
ヴェルトンゲン、フェライニ、ルカク、コンパニー
（みんな背が高くて空中戦に強い）、行け！ベルギー
空軍飛行隊！」

　誰もが延長にもつれることを頭に描いたアディ
ショナル・タイム４分に入った時、コンパニーの
ファウルによりフリーキック、ニッポン千載一遇の
大チャンス！ベルギー大ピンチ！「バンサーン、こ
れ必要なかったでしょう〜（涙声）」本田が蹴る無
回転シュート、あわやティボー・クルトワの両手が
弾く。さらにベルギーゴール前のすったもんだの後、
ボールがティボーの手にきっちり収まった次の瞬
間、仕掛けられた最後の反撃。アンダースローパス
で→デブライネ→ムニエ→ルカクのスルーで→シャ
ドリが「ゴオオオオオオオール！」この間9秒。途端、
実況席、中継アナ、ベンチ、スタジアム全体が悲喜
こもごもの感情で炸裂する。

　興奮の渦の中、ロドリーゴは最後にこうまとめる。

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
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告知板

●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 2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
ミサのあと、茶話会

日時：10 月 7日（日）午前 10 時 30 分より　
場所：	ケッセルロー（ルーヴェン近郊）スクート会

（淳心会）修道院
	 Missiehuis	van	Scheut
	 Zavelstraat	78,3010	Kessel-lo
ミサのあと、栗拾いとゲーム

連絡先：中山
hiro.nakayama.bxl@gmail.com

●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/

9 月 9日（日） 日本人会ゴルフコンペ大使杯　ゴルフ部
11月 24 日 ( 土 ) 第 27 回日本語スピーチコンテスト

日程	 	 	 内容	 	 	 	 	 	

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。

日本人会関係行事予定

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９月２２日 ( 土 )、２３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

http://www.mylondontailor.com/
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編集後記

　ワールドカップ・サッカーでベルギーが史上初の３位となった熱狂の冷めやらぬ中この原稿を書いて
おりますが、本号を皆様がお読みになる頃には、もう既に秋の気配がちらほら感じられる季節となって
いるかと思います。ワールドカップ・サッカーは、ナショナル・チームをベルギー国民が一体となって
応援し、まさに「ベルギー国民の誇り」を再確認する機会となりました。グラン・プラスを埋め尽くす
大観衆とDiables	rouges の笑顔はこの先ずっとベルギーの人々の記憶に残ることでしょう。

　昨年一月末に赴任し、ベルギーでの生活も一年半が過ぎようとしています。家から徒歩圏内にはカン
ブルの森があり、週末には時間があれば森に向かい、散歩をしています。春夏秋冬それぞれの美しさが
あり、森の中をぶらぶらと歩きながら、季節によってワッフルやアイスクリームを買って食べながら緑
を眺めています。リスや時には狐にも出会うことができ、また鳥の種類の多さにもいつも驚かされます。
首都でありながら、本格的な森が比較的近くにあるのがブリュッセルの魅力の一つだと思います。

　まだプライベートではそれほど多くのベルギーの地方を訪れていないのですが、これから是非、ブ
リュッセルだけでなく、地方も含めたベルギーの美しい自然と街並みを発見していきたいと思います。
皆様におかれても是非美しいベルギーの秋をお楽しみください。

（月担：河野）

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
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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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  （ 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=

