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　今号の巻頭を担当させていただきます、住友化学
ヨーロッパの南と申します。弊社は 1994 年 10 月
に染料のテクニカルセンターおよび販売会社とし
て、住友化学ベルギーの名前でマヘレンにて活動を
開始しました。その後デュッセルドルフにあった
住友化学ドイツの取扱い製品を徐々に移管、そし
て 2004 年に同社が担っていた欧州の地域代表的機
能を受け継ぐとともに現在の社名に変更して今日に
至っています。

　取り扱っている製品は汎用プラスチック、特殊プ
ラスチック、接着剤に使用される原料や酸化防止剤
等の機能化学品、半導体製造プロセスに使用される
樹脂、はては鶏の生育を助けるアミノ酸等々と非常
に幅広く、色々な産業・社会の下支えをさせていた
だいています。ただ、化学産業、化学品と聞くと「危
険そう」「なにか怖い」といった印象を持たれる方
も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
そしてそういった印象は間違ってはいないと思いま
す。適切に取り扱わなければ大きな害を引き起こす
可能性のある物質・製品を扱っていますので。それ
故に、1990 年代から業界をあげてレスポンシブル・
ケア（ＲＣ）活動に取り組んでいます。ＲＣとは、

「化学物質の開発から製造、物流、使用、最終消費
を経て廃棄に至るすべての過程において安全・環境・
健康を確保するとともに高い品質の維持・向上を図
り、対話を通じて社会からの信頼を高めていく、事
業者による自主的な活動」です。弊社は販社であり
製造施設、研究開発設備こそ有していませんが、住
友化学および住友化学グループの製品の輸入、販売

というプロセスに携わる以上、グループ全体のＲＣ
方針に従い「安全を全てに優先させる」という基本
理念の下、日々の事業活動を行っています。実は赴
任前には、日本から遠く離れた販社でもあるしＲＣ
の意識はどれほどのものだろうか？と多少の偏見を
持っていました。しかし、担当者を中心にかなりしっ
かりとやっているのを見て感心したというのが正直
なところです。事務所の裏に 8,000㎡の倉庫を有し
ており、従業員が製品を間近に見ることができるこ
と、製品を運ぶ大きなトラックの出入りを日々目に
することも意識向上に一役買っているのかもしれま
せん。また、ＥＵは化学品規制を含めた規制の先進
地域、ルール作りの最前線であり、ＥＵの首都ベル
ギーに会社があることが意識を高める一因になって
いると思っています。

　「安全」というテーマで業務にまつわるお話をし
ましたが、海外勤務をするうえでは生活面での「安
全」についても意識を高める必要があることは言う
までもありません。

　私の赴任は 2016 年 4 月 1 日付で、ブリュッセル
空港と地下鉄の爆破テロ直後でした。そのため主要
な駅や空港、観光地を軍の関係者が小銃を抱えてパ
トロールする様子を目の当たりにすることとなり、
日本では見られない光景に緊張したことを覚えてい
ます。その後治安当局のご尽力もあり、今年の１月
下旬にテロの警戒レベルが３から２に引き下げられ
たのはご承知のとおりです。もちろんテロの可能性
が無くなったわけではなく、パトロールも引き続き

南　重人
住友化学ヨーロッパ「安全」
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疲れ切った様子。つい「うーん、どうしたものか
なー」と考えてしまいました。あたりに仲間が隠れ
ていないか。見当たらない。こっちは一人であちら
も一人だが、あちらの方が腕力ありそうだな。夕方
になりつつあるがまだ明るい。ここからストッケル
なら大きな通りを走って行ける等々。結局、乗せて
いくことにしました。彼女の荷物を全て後部座席に
積み、手ぶらで助手席に乗ってもらい、チラチラ横
目で見ながらの運転。「どこから来たの？　ベルギー
にはいつ？　の勉強をしているの？」「ありがとう。
あなたは中国人？」「いやいや日本人だよ」といっ
た身の上話というか探り合いをしつつ、ストッケル
の駅を通り過ぎてしばらく走り、それなりに人通り
の有る場所で停車して彼女と荷物を降ろしました。
その時も周りに誰か潜んでいないかドキドキしなが
らでした。結果的には何も起こらずに済み、人助け
も出来たのではと思いますが、安全行動としてはど
うだったのでしょうか。こうして改めて文字にして
書き出してみると、危ういことをしているなと感じ
ますし、教科書的には不正解かもしれません。なぜ
彼女の依頼を断らなかったのか。恐らく私の個人的
な経験で、ベルギーの人に親切にしてもらったこと
が多々あったからだと思います。ベルギーは必ずし
も治安が良くない、財産犯が多いから気を付けろと
いうレクチャーは受けていましたし、私自身「背中
が汚れていますよ」の手口に遭いかけたり、駐在員
の同僚が空き巣の被害に遭ったこともあります。そ
れでも、ベルギー初心者としてスーパーや駅、バス
停や駐車場等で要領が分からず困っているときに見
知らぬベルギーの人が助けてくれた経験の方がずっ
と多く、印象にも残っていたからではないかと。も
ちろん自分の限られた経験のみで判断することは危
険であり、より多くの人の経験を基にしたガイドラ

行われていますが、２年前に比べると街中で見かけ
る頻度はぐっと下がりました。これに関してなるほ
どと思ったのは、4 月に行われた企業・在留邦人向
け安全対策セミナーでの解説です。2016 年度に比
べ 2017 年度の邦人の犯罪被害届け出件数が倍増し
ており、その要因の一つにテロの警備が緩和され犯
罪者が動きやすくなったことが挙げられるというも
のでした。確かにブリュッセル南駅周辺を初めて訪
れたとき、当時の警備人員の多さに「治安上要注意
の場所と聞いていたが、実は今は安全なのではない
か？」と思いました。現在はそれが緩和された以上、

「自分と家族の身は自分で守る」という基本的な心
構えを今一度しっかりと持って生活する必要がある
ということなのでしょう。

　さて、自分の身は自分で守るという点で、未だに
自問自答しては答えが出せていない当地での出来事
があります。赴任後半年ほど経った頃の土曜日、近
くのスーパーで買い物を終え、屋内駐車場に停めて
いた車に荷物を積もうとした時のことです。両手に
沢山の荷物を抱えた、アフリカ系と思しき若い女性
が声を掛けてきました。（後で聞くとコンゴからの
留学生とのことでした）「もしストッケル方面に行
くのなら、駅の近くまで乗せていってくれないか。
ここまでバスで来たのだが、荷物が多くて・・」と
の頼み。路上のヒッチハイクならまだしも、駐車場
で予想もしていなかった状況に一瞬思考が止まりま
した。そしてすぐに「これは怪しいだろう。どう断
ろうか。そもそもストッケルは帰る方角としては一
緒だけれど自分のアパートは通り過ぎていくことに
なるし。」と思いながら彼女をよく見ると、欧州サ
イズのアイロン台の他かさばるものを沢山抱え、パ
ンパンに膨らんだ買い物バッグはいかにも重そうで

【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
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南　重人
住友化学ヨーロッパ

インやルールブックを第一の拠り所にすべきです。
そのうえで、その時の具体的な状況を自分の五感で
判断して行動するという順番でしょうか。では、あ
の時の駐車場での私の行動は正しかったのか？　罪
的なことは何も起きなかったという結果を脇に置く
と・・情けないですが未だに判断しかねています。

　ちなみに、車を降りたあと大荷物を抱えてヨタヨ
タと歩く彼女を見て、思わず「部屋まで運ぶのを手
伝おうか」と声を掛けてしまいました。私としては
それまでの緊張から解放されて、深い考えも無しに
つい口にしたのですが、対する彼女はにっこり笑っ
て “No, thank you“。気持ち足早に去っていきまし
た。うん、あなたの対応は正しい。

http://www.tagawa.eu/
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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　大使杯　結果報告

開催日 9 月 9 日（日）
コース GOLF CLUB DE LOUVAIN-LA-NEUVE
参加人数 13 人（男性 13 人。大使杯のため、初参加なし）
幹事会社 Kaneka Belgium N.V. / AGC Glass Europe S.A.

順位 氏名（敬称略） 会社名 OUT IN Total H/C Net

優勝 宇野　雅 Toyota Motor Europe N.V./S.A. 40 41 81 17 64

準優勝 水澤　伸治 Kaneka Belgium N.V. 45 41 86 15 71

第３位 斎藤　勇匠 All Nippon Airways 44 48 92 21 71

ﾍﾞｽﾄ ｸﾞﾛｽ 宇野　雅 Toyota Motor Europe NV/SA 40 41 81 - -

http://www.nipponexpress.com/moving/be/
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ベルギー日本人会

ベルギー日本人会会員向けアンケート結果報告

2018 年 6 月に実施いたしましたベルギー日本人会会員向けアンケートの結果が出ましたので、ご報告いた
します。詳細はここでは割愛させていただきますが、皆様から多岐にわたるご意見もいただいております。
ご協力いただいた方々へこの場をお借りして御礼申し上げます。
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皆様からのご要望を少しでも反映できるよう日々、努力してまいりますので今後ともよろしくお願いいた
します。

ベルギー日本人会
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　第 1 次世界大戦休戦協定からもうすぐ 100 年。
1914 年、中立・不可侵であるはずなのに掟破りな
ドイツに侵攻されて以来、文字通り泥沼の激戦地と
して計り知れない悲惨と辛酸を味わって来たベル
ギー。その数ある犠牲の一つにルーヴァン大学図書
館の破壊がよく知られているが、戦後、その再建に
世界中が資金援助の手を差し伸べた、その中に一人
の日本人富豪がいた。目下ルーヴァン大学のサイ
トには日本文化講座として出資者の名前を冠する
Satsuma Chair 創設の経緯が紹介されているが、細
かいことを言えば、出資者こそその人の父親だが、
実際の立役者は御曹司、薩摩治郎八（さつま・じろ
うはち）、当時 26 歳。本稿の主人公である。

　1901 年東京の綿織物商で大富豪の薩摩商店の３
代目として生まれ、19 歳でイギリスに留学、すぐ
にパリに渡って第２次世界大戦を含む約 30 年間を
かの地で過ごした。実家から毎月届く超潤沢な生活

資金で、パリの社交界に君臨し、多くの芸術家と親
交がありパトロンとなり、当時の日仏交流をつなぐ
キーパーソン。男爵でも貴族でもないのだが、やる
ことなすこと規格外にゴージャスでド派手なあまり

「バロン・サツマ」と呼ばれた。

　ルーヴァン大への資金援助の直前、薩摩商店はパ
リの国際学生都市の日本館 Maison du Japon の創
設に対しすでに同様私財を投じている。パリ国際大
学都市とは、今も「世界中の学生たちの憧れ」と覚
えの高い学生寮だが、さてもこの学生都市建設計画、
じつに巧妙なる背景を持っている。

　19 世紀末パリ改造計画で都市が変貌するさなか、
エッフェル塔で世界を魅了した万博を経て、技術的、
文化的、経済的にアゲアゲの機運に乗り、途中、前
代未聞の世界規模の戦争を間に挟んで辛酸を舐め疲
弊したにせよ、戦勝国として自国ベルサイユで講和
会議を開催して国際政治のリーダーとし世界の再構
築を牽引しようとしていた 1920 年代。そんなフラ
ンス政府の肝いりで、各国に「土地を提供するから
やってくる同胞の若者の住居は自前で作りなさい」、
といってできたのが今の国際学生都市なのだ。つま
り、花の都、学問の都、芸術の都「パリ」の圧倒的
な求心力を利用して、パリの南部にあった前世紀の
遺物・城壁跡地を整備してしまおうという、憎らし
いほど鮮やかなウインウイン・プロジェクト。ベル
サイユ会議後、ますます一等国の仲間入りをしたい
日本は是が非でも乗りたかったろう。その時パリに
いた名外交官・安達峰一郎が、飛ぶ鳥落とす勢いの

藤野ユミリ
書籍編集バロン・サツマと呼ばれた男　薩摩治郎八とその時代

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　80

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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は瀬戸内晴美『ゆきてかえらぬ』にしっとりと描か
れている。美輪明宏は自らの資質を見出してくれた
恩人薩摩との思い出を方々で語っているが、アタク
シは美輪明宏のファンなので、ちょっと長い以下引
用。

「治郎八さんこそ本当の意味での豊かさを知る、粋
でおしゃれで優しい紳士でした。そしてその本領は
無一文になってから発揮されたのです。治郎八さん
は人間の真価や物の価値をお金に換算するような賤
しい真似は決してなさいませんでした。超一流レス
トランの味を知っていながら、場末の食堂の安い定
食でも、おいしいおいしいと楽しく召し上がってお
いででした。狭苦しいアパートの部屋でセンスよく
暮らし、こういう生活もなかなか面白いと笑ってい
ました」（「MORE」2004 年 8 月号）

　スケールのデカさと懐の深さにほれぼれする。

バロン・サツマに「どうか一肌脱いでいただけない
か」という話になったことは想像に難くない。こう
して文化活動のパトロンとなった薩摩治郎八は、日
本館建設の定礎式に一億円投じて大晩餐会を主催し
て、ヨーロッパ中のセレブの度肝を抜いた。同時
にまた、その数年前、駐ブリュッセル初代大使と
して第１次大戦中をベルギーで過ごしていた安達
は、ルーヴァン大学図書館の復興援助の件もついで
に「どうか一肌脱いで」となったんじゃないかしら。
文化貢献のウインウインウイン。

　その後世界恐慌のあおりを受けて、薩摩商店は廃
業。仕送りを断たれたバロン・サツマは戦後しばら
くして日本に戻ってくる。彼の破天荒な人生や本場
で培った芸術や社交の豊かな知識は、彼自身の執筆
活動を通じて日本の文化をより大きな洗練に導いて
いった。彼の伝記は本稿のタイトルになった村上紀
史郎氏や鹿島茂センセ、獅子文六などが有名で、ま
た、彼の晩年、若き夫人の故郷徳島で過ごした様子

パリ国際学生都市の日本館
「Maison du Japon  Fondation SATSUMA」

藤田嗣治の２点の絵は日本館の目玉

日本館隣にある
ベルギー＆ルクセンブルク館

https://www.infi-r.com/
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告知板

日時：11 月 23 日午後 8 時～
会場：Raadzaal Nieuw Stadhuis
　　　Oudstrijdersplein 18, Halle
入場料： 16 ユーロ（均一）。（10 人以上のグループ

で来場の場合は 1 人 14 ユーロ）
予約は特に必要ありませんが、座席を確保したい場
合は予約して下さい。
予約申し込み：
http://www.vondel.be/activiteiten/22ste-
servaisconcert
またはセルヴェ協会フランソワ会長
peter@servais-vzw.org
詳細：セルヴェ協会のウェブサイト
http://www.servais-vzw.org/?en

●ベルギー日本語教師会よりお知らせ
☆「話そう会」 

・11 月 24 日（土）
Saturday November 24th, 2018 14:00 ～
Visiting 'Japanese Speech Contest' (No Hanasokai)
Place: The Japanese school of Brussels
133 Avenue des Meuniers, 1160 Bruxelles 
(Metro:Beaulieu)

●会報委員会からのお知らせ
毎号、日本人会会報をご講読頂きまして心よりお礼
申し上げます。
2017 年 5 月号より WEB 化しました本会報ですが、
ご要望いただいた会員の皆様には小冊子にしてご提
供しています。ただし、この小冊子は日本人会事務
局にてモノクロコピーしたものとなりますので、ご
了承お願い申し上げます。詳細は、日本人会事務局 
(jimukyoku@nihonjinkai.be　電話 02-647 38 39) ま
でお問い合せ下さい。

●日本人チェリスト林裕氏リサイタル
フランソワ・セルヴェ（1807 – 1866）はベルギー
が生んだ卓越したチェロ奏者・作曲家です。セルヴェ
は存命中チェロのパガニーニとも称えられ、自作曲
を携えロシアを含めヨーロッパを広く演奏旅行しま
した。セルヴェは素晴らしいチェロ曲を残したので
すが、あまりにも演奏が難しいため誰も演奏できず、
忘れられていました。しかし近年幾人かのチェリス
トがセルヴェの難曲に挑み、演奏するようになりま
した。日本の林裕氏もその一人で、今度、ベルギー
のセルヴェ協会（Servais Society）の招きで演奏す
ることになりました。

11 月 24 日 ( 土 ) 第 27 回日本語スピーチコンテスト
12月 3日（月） ベルギー日本人会グローバル健康セミナー

日程	 	 	 内容	 	 	 	 	 	

日本人会関係行事予定

http://www.nl.jal.co.jp/nll/ja/?city=BRU&utm_source=be&utm_medium=display&utm_campaign=07_be_fareeur019
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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。

・12 月 8 日（土） 
Saturday December 8th, 2018 15:00 ～ 17:00
Place: Av. des Citronniers 58, 1020 Bruxelles
Metro　No.6 　Roi Baudouin　
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：11 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

日時：12 月 16 日（日）午前 11 時 15 分より
場所： 同上
ミサの後、クリスマス祝会を行います。教会は初め
ての方もふるってご参加ください。

連絡先：中山
hiro.nakayama.bxl@gmail.com
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編集後記

「こっちの夏は涼しいですよ。扇風機が必要な夜がだいたい 1 週間。それ以外は寝る前に少しの間、窓を
開けておけば大丈夫。蚊も入ってこないから」。

確かにその通りでした。昨年までは。

しかし、2018 年。この教えが全く通用しない夏がやってきました。

毎日誇らしげに照りつける太陽。「ごめんね、あんまり力になれなくて」と若干うつむきながら力なく回
り続ける扇風機。世界中での酷暑をレポートしてくれる携帯電話。そして、窓全開でノーガード戦法を
とる我が家に、遠慮なく夜の奇襲を仕掛ける蚊。急いで全部屋に取り付けたベルギー版ベープマット（バ
ポナ）の鼻をつく香り。毎朝、蚊に刺された数を競い合い、痒み止めの薬を奪い合う、仲の良かったは
ずの家族。

これも環境破壊による影響なのでしょうか？　人生で最も寝苦しい夏、そして、蚊の恐怖に日々怯える
夏となりました。

環境破壊と言えば、プラスチックによる海洋汚染が大きく取り上げられています。スターバックスやマ
クドナルドがプラスチック製ストローの廃止を宣言するなど、世界中で大きな動きが始まっています。
そんな中、気になる記事を発見。

ある昆虫は、幼虫期を水の中で過ごし、餌との区別がつかずにプラスチックも一緒に食べてしまうそう
です。その大半が成虫になっても体の中に残り、この昆虫を起点としたプラスチック汚染が陸上動物界
でも問題視され始めているとのこと。

そう、その昆虫とは、「蚊」・・・

もしかしたら、蚊は、人類に温暖化やプラスチック汚染の反省を促す使者なのかも知れませんね。でも、
やっぱり嫌いです。

（月担：パナソニック エナジー ヨーロッパ　前田 泰史）

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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平成３０年１１月１日 

 

平成３１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  森 本 清 仁 

                                                  全日制校長   坂 山 英 治 

                                                    補習校校長    東 間 義 孝 

 

平成３１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。 

ご多用の中恐縮に存じますが，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３０年１１月３０日（金）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。 

・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（水）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が必要

です。 

（３）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 http://www.japanese-school-brussels.be  

・補習校ホームページ 

http://www.japanese-school-brussels.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: nyugaku@japanese-school-brussels.be 

http://www.japanese-school-/
mailto:nyugaku@japanese-school-brussels.be


就学児調査用紙 

 

平成３１年（２０１９年）度就学予定児 

(平成２４年(２０１２年)４月２日～平成２５年（２０１３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３０年度１１月現在） 全日・補習    年  組  氏名                   

 （平成３０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３１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 ） 

     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： 

電話：                    携帯；             e-mail；     

会社名 

 

 

ご希望の物件タイプ 

 

*家具つき、家具なし 

*寝室の数（１，２，３，４，５、） 

*ガレージ台数(１台、２台)  

 

*ご予算（家賃+公益費） :          € 

*予定滞在年数 : 

*入居予定日   : 

*ご希望の地区 

  Woluwe-St-Lambert,Woluwe-St-Pierre,Auderghem,Etterbeek,Ixelles,Uccle,その他（   ） 

*お子様の学校 

  日本人学校、インターナショナル、現地校、その他（         ） 

 

物件を訪問できる日； 

 

その他（特別の希望や要求事項をお書きください。） 

 

 

 
 
 
 
    

 

Mail to ;  euroyamada@gmail.com 
 

SOMAPREM Housing Desk（不動産認可番号 :501131） 

Bld du Souverain,304/38   1160 Bruxelles 

携帯：0496.656.206      E-mail: euroyamada@gmail.com 

www.somaprem-realestate.com 
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