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　2019 年 3 月号の日本人会会報の巻頭のご挨拶を
担当させていただく、アイシンヨーロッパの三城で
す。
　ブリュッセルには 2016 年 4 月末に着任し、時間
が過ぎるのは早いもので、間もなく 3 年になります。
出発する直前に熊本地震により関連会社が被災しま
したので、その復旧業務をしていた影響で、予定よ
り少し遅れて着任しました。
　これまでにブリュッセルには何度か出張してま
いりましたが、チョコレート、ビールや小便小僧、
サッカーの強豪国、ワーテルローの古戦場、EU や
NATO 本部などが主なベルギーのイメージでした。
また連続爆発テロの発生により、赴任を知った周り
の人からは『治安は大丈夫』、と聞かれたことを覚
えています。

それでは、最初に会社の概要を紹介させていただき
ます。アイシンヨーロッパはアイシン精機の欧州の
統括会社であり、事業の中心は自動車部品の製造や
販売です。
ヨーロッパへの進出は、1971 年にブリュッセルに
家庭用ミシンの輸入販売会社を設立したのが始まり
です。その後 1980 年にワーテルローに近い自然に
恵まれた郊外へ移転して、自動車部品の販売と生産
を順次開始し、おおよそ 50 年が経過しています。
　当社を取り巻く環境は、自動車産業が百年に一度
といわれる大変革期を迎えており、クルマの電動化
や自動運転などの様々な変化に対応できる技術、事
業構造の変革や、イギリスの生産会社の経営に大き
く影響する Brexit の先行きの不安などにより、今は

ベルギーの冬空のようにすっきりしない状況になっ
ています。

私の駐在経験は、2010 年から約 2 年余りをアメリ
カのデトロイト近郊のノースビルで勤務しましたの
で、4 年ぶり 2 回目となります。
それではアメリカでの体験の記憶も辿りながら、こ
の 3 年間のベルギーで過ごして感じたことを、思
いつくままにご紹介します。
　ベルギーの国民性や文化を形作ってきたのは、古
くからヨーロッパの交通の要所としてドイツ、フラ
ンス、オランダなどと人やモノが行き交い、それ故
に周辺国からの圧力を受けながらも、巧みに存在感
を保持してきた歴史とその経験が要因の一つだと感
じています。
　これを実感するのは、社内での打ち合わせなどで、
ベルギーの人達は聞き上手、調整上手だと認識する
場面が時々あり、派手なパフォーマンスで自己主張
するよりも、全体の最適を考えて意見を集約してい
く姿勢が見受けられるからです。この特性の強みが、
EU や NATO 本部が設置されたことにつながってい
るのではないでしょうか。
また、ベルギーには、いろいろな国をルーツとした
人が暮らしていますが、周辺国のように移民に感情
的にならずに、寛容に受け入れができるのは、人の
交流を通して人とのつながりの価値を自然と体得し
ているからだと思います。
　もう一例を挙げますと、レストランで子供が走り
回ったり、若者が騒いだりする光景を見かけないの
は、場を弁える意識がしっかりしているからで、ゆっ

三城 伸五
アイシン・ヨーロッパ（株）

ベルギーをもっと楽しみましょう

https://www.infi-r.com/
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クラシック音楽に興味をお持ちの人はご存知でしょ
うが、ベルギーでは世界三大コンクールのエリザ
ベート王妃国際音楽コンクールが毎年開催されてい
ます。2017 年に興味本位で鑑賞しましたが、張り
詰めた緊張感の中で演奏者が実力を出し切っている
姿に感銘し、また真剣に聴き入っている人たちを見
て、音楽が深く日常に根付いているのを実感しまし
た。根付くということでは、日本人が世界的なクラ
シックのコンクールで入賞するのは珍しくは無いの
で、テクニックはもとより、楽曲の深いところまで
の解釈がヨーロッパの人達に近づいているのだと思
うと、少し誇らしい気持ちになります。
　日本では、東京や大阪以外ではヨーロッパの有名
なオーケストラや、演奏者のコンサートの開催は少
なく、チケットも高額なので気軽に楽しむ環境では
ありませんが、ブリュッセルではリーズナブルな価
格で癒しの時間を手に入れることができますので、
興味のある方は一度お試しすることをお勧めしま
す。

　最後になりますが、2020 年は東京オリンピック、
パラリンピックが開催されますので、もっと日本と
ベルギーが身近になり、深く理解し合える関係へと
進化していきます。そこでベルギー在住者として、
微力ながらもその実現に尽力するとともに、日本人
会の理事として、ベルギー在住の皆さんが、もっと
もっとベルギーを好きになるお手伝いをしていきた
いと思っています。
　大人になると時間が過ぎるのが早くなるといわれ
ますが、これは物事に対する感動や関心が小さく
なって、心に刻まれるインパクトが乏しくなってい
るからだそうです。
　時間をゆっくり進めて、ベルギーをもっと楽しむ
ために、いろいろな事にチャレンジして、感動する
機会を増やしましょう。

たりと食事を楽しんでいる姿は、成熟した人々だと
羨ましく感じます。
　続けてレストランについてですが、ベルギーは美
食大国で人口一人当たりのレストランの数が世界一
だそうです。星付きレストランはいくつもあります
が、高級店ではなくても雰囲気が良く、料理が美味
しいお店が多いのに驚かされます。これは歴史に加
えて、欧州の政治、経済の中心として多くのグルメ
達が集まってくる恩恵だと思います。
これを活かさない手はないので、グルメの先輩駐在
員から手に入れたレストランリストの中から、一店
でも多く訪れて、一品でも多くの美味しい料理を堪
能したいものです。

　ここからは話題を変えて、美術やクラシック音楽
について思うところです。
西洋美術といえば、モネ、ルノワール、ゴッホやフェ
ルメールなどが頭に浮かんできて、美術館は大行列
で写真撮影は禁止、歩きながら流れ作業のような鑑
賞だというイメージを持っていました。ところが着
任早々に王立美術館のルーベンスの絵画を見てその
認識が一変しました。
それはゆったりとしたスペースの中に、何枚もの見
上げるような絵画が展示してあり、大胆な構図で躍
動感のある人物が色彩豊かに描かれていました。加
えて鑑賞する人がまばらで、気に入った絵画を好き
なだけ楽しむことができる、贅沢な時間を過ごすこ
とを体験したからです。
これがきっかけでルーベンスに興味が湧いて、「フ
ランダースの犬」で有名なアントワープのノートル
ダム大聖堂の「キリスト降架」を再鑑賞したり、ルー
ベンスの生家を訪れたり、フランスやオランダへも
足を延ばしました。
あちらこちらにルーベンスの大作がありますが、こ
れは大きな工房を堅実に経営していた実業家として
のセンスが優れていた証です。これは現代のものづ
くりで重要な効率的な分業化や、人を育てることの
大切さに通じるものです。

　ベルギーには、ブリュッセル王立音楽院を始めい
くつかの音楽院があり、日本人の留学生も多く、ク
ラシック音楽が盛んな国です。余談ですがベートー
ヴェンはボンで産まれましたが、父方の祖父はベル
ギー出身とのことです。 三城 伸五

アイシン・ヨーロッパ（株）
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　昨年末に放送された NHK スペシャル「ロストフ
の 14 秒　W 杯日本 vs ベルギー　知られざる物語」
を見た。
　去年の W 杯ロシア大会で初のベスト８がかかっ
たベルギー戦。ダークホースの日本が優勝候補ベル
ギーを予想外にもきりきり舞いさせて、もしかした
ら勝てるんじゃないか？！と望みを持ってしまっ
た最後の瞬間、あれよあれよと逆転されてしまっ
た、そんな残酷な試合でした。その後色んな専門家
が疑問と苦言を呈している日本のセットプレーがあ
ります。それが裏目に出て敵に決勝ゴールを与えて
しまった、それまでの時間がまさに番組タイトルの

「14 秒」なのです。その間彼らは何を考え、何を選
択し、どんな駆け引きをしたか、がぎゅ〜っと詰まっ
た濃〜い 14 秒。そんな悲喜こもごもの 14 秒のみ
にフォーカスした、まさに「その時歴史が動いた」
を彷彿させるノリ。
　双方の出場当事者（長谷部、長友、吉田麻也、原口、
クルトワ、ルカク、デブルイネ、ムニエ、シャドリ、
西野監督、マルティネス監督）はじめ、元ジャパン
の関係者たち（ザッケローニ、オシム、リトバルス
キ、カペッリ）の多彩にして多角的な証言を交えて、
作戦の是非やメンタルの価値観などをシビアに検証
していく。錚々たる面々がよくぞインタビューに応
えてくれました。それほどこの試合が誰にとっても
忘れがたい試合だったのでしょう。苦い経験を教訓
に変えるために分析と究明に徹底的に挑んだ骨太の
企画で、NHK の「本気」を見た思いでした。

　一方ベルギーでも、NHK のとほぼ時期を同じく

して、W 杯特別番組がありました。RTBF 制作に
よる新年バカンス企画「L’épopée russe （ロシア戦
記）」。予選リーグから準決勝敗退後の３位決定戦ま
で、ベルギーが戦った全７試合を代表選手やマル
ティネス監督が一戦一戦つぶさに振り返るというも
のでした。
　そこで気になる日本戦。
　後半も 70 分にさしかかろうという時まで２点先
行され、こんなはずじゃなかったの思いに相当動揺
した経緯を、「これまでで最もクレージーな試合」 

「（２−０となった時は）今夜は荷物整理して帰国か」
「うちに帰ってバカンスだ」とほぼ全員が異口同音

に語ってます。ようやく１点目、ヴェルトンゲンの
頭のヒョロヒョロとした不確定なパスが「天の采配
で」（by 解説者）決まった時をきっかけに、全員が「行
ける！」「自分たちは強いんだ！」という確信を取
り戻したと言います。例の「14 秒」開始の本田のコー
ナーキック時の日本の布陣には、「あんなに多くが
ゴール側に詰め寄るとは驚いた」（ムニエ、ルカク）。
　興味深いのは、ルカクのスーパースルーの場面。
カウンターアタックの締めでゴール前中央を突進
し、誰もが当然決めると思っていたその瞬間、当の
ルカクは味方をも欺く挙に出た。
　打たずにスルー。（その時歴史は動いた。）
　「あの試合中、自分には頭でゴールする大きなチャ
ンスが 2 回あって、それを 2 回とも外してたんだ。
その時から、ああ、今日はオレの日じゃないな、と
自覚した。そういうことってたまにあるんだよね」

「ムニエが右から自分にパスを出した時、シャドリ
が左から来るのを見て、日本のデフェンス（長谷部）

藤野ユミリ
書籍編集RTBF と NHK　それぞれのベルギー vs 日本　

サッカーW杯番外編その 2

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　番外編 82

http://www.infi2.com/
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イトルになど。かたや真面目に失敗から学ぼうとい
う真摯な NHK 的態度をよしとする方々にはさぞ不
謹慎に思われるに違いありません。でも、ベルギー
のセンスとしては Je m’en bats les couilles です。あ、
これもケビン・デブルイネが以前インタビューにこ
う答えて大ウケして定着したフレーズで、パレード
後のグランプラスでは Je m’en bats les couilles の
大合唱となりました。「自分はまったく気にしない」
といった意味ですが、直訳すると（「お尻ペンペン」
ならず）「キン玉ペンペン」、これまた公の場面では
ご法度。当初、フランダース出身のケビンはフラン
ス語のインタビューの時にそうとは知らず無自覚で
発したよう。最近はこの言葉女の子の口からも聞か
れるようになったから、自覚とか無自覚とか、もう
よくわかりません。
　似て非なる両番組だけれども、苦渋混じり、反省
しきりの NHK とはやっぱベツモンでした。
　
　さて、今日、サッカーアジア大会の決勝で新生ジャ
パンがカタールに負けた。宿敵オーストラリアも韓
国も次々敗退していって迎えた決勝だったのに、か
つ相手格下だったのに。アジア・チャンピオンを目
前にして、またしても勝利が日本の手からするりと
抜けた。なんだろう、この既視感は。「ドーハの悲劇」
に「ロストフの 14 秒」……。

が自分の前に来るだろうなと思ったんで、シャドリ
に任せた……パーン！！　もう頭空っぽ（笑）それ
はもう美しいゴールで、こんな風にチームが試合に
勝ち進んでいけば、向かうところに大きな何かが
待っているはずだ」（ルカク）。
　同じくこの場面、NHK の中で長友、長谷部は、
瞬時にそういう動きができるルカクらの判断と比較
にならない情報量に舌を巻いている。
　ヨーロッパの名門クラブで活躍する選手を数多く
擁するベルギーは、今大会優勝を囁かれながら３位
に終わったものの、W 杯参加史上最高位。凱旋祝
賀パレードでは、まるで優勝したかのようなお祭り
騒ぎでした。なんせ、あのクレージーな日本戦を制
し、その後宿願のブラジルを倒し、準決勝でフラン
スに敗れたものの、彼らのセコさゆえになんだか負
けた気がしていない、そんな「強い自信」に裏付け
られたものが終始番組のトーンを支配してました。
　そこに甘い感傷を加えているのが、アダモによる
番組ナレーション。サッカー大好き少年がそのまま
大人になったと自称する大御所歌手がいぶし銀の
しゃがれ声で、テレビの前の人たちと「いい大会だっ
たね」とノスタルジーを分かち合っていた。（注）
アダモ「雪が降る、あなたは来ない」のシャンソン
歌手。
　なお、RTBF の番組タイトル「ロシア戦記」には
副題「Je l’ai dit, bordel!」が続きまして、これはま
さしく日本戦逆転ゴールを決めた時にロストフで実
況していた解説者が興奮して放った言葉で、この人
普段真面目な人だけに、かえって、以後ベルギーの
2018W 杯を象徴するフレーズとなりました。直訳
すると「オレの言った通りだろ、売春宿！」。「売春
宿」とはバカヤロウとかザマアミロのような「口汚
い」語呂合わせの言葉で、いい大人が公共電波に乗
せて使っていい言葉ではありません。まして番組タ

http://www.tagawa.eu/
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告知板

             Eglise Notre-Dame de Stockel
             Rue Henri Vandermaelen 23, 1150 Bruxelles
プログラム
　　１２：３０〜１６：３０　バザー
　　 手作り作品、日本食品（ラーメン・たこ焼き・ビー

ル・ドラ焼き他）、陶器、古本他
　　１４：００〜１５：００
　　 日本のコーラス「シャボンだま」＆男声合唱

「バーバー　ペイス」
　　１５：１０〜１６：２０
　　 ドキュメンタリーＤＶＤ上映「明日、Morgen」

入場無料
収益は岩手県釜石市の NPO カリタス釜石に寄付い
たします。

主催　３・１１東日本大震災支援協会
http://aidkamaishi311be.blog.fc2.com/

●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３日（日）午前 11h15
             ４月７日（日）午前 11h15
場所： ブリュッセル　スクート会（淳心会）修道院
 Mission de Scheut/Missiehuis van Scheut
 Chaussée de Ninove 548,1070 Bruxelles

時に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

●東日本大震災８年チャリティーイベントのお知らせ
３・１１から８年、今も復興途上にある被災地を支
援するイベントを開催します。
皆さまのご来場をお待ち申し上げます。

日時：３月２日（土）１２時３０分〜１６時３０分
場所：ストッケル教会チャペル 

3 月 11 日（月） 役員連絡会 MUFG
3 月 12 日（火） 2018 年度第 4 回理事会 日本人学校
3 月 美術部 イベント 未定
4 月 14 日（日） 第 1 回日本人会ゴルフコンペ 未定
4 月 14 日（日） 春季テニス大会 Sports City

4 月 19 日（金） 企業・在留邦人向け安全対策セミナー
（大使館・BJA・日本人会共催） 日本人学校

日程	 	 	 内容	 	 	 	 	 	 	 　場所	

日本人会関係行事予定

http://www.nipponexpress.com/moving/be/
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●講演会のお知らせ
「今なおアジアの孤児」

戦後 73 年、日本の戦争責任とアジア諸国との和解
への道を考える
日時　３月 23 日（土）１4 時から（入場無料）
場所　ストッケル教会チャペル 
 Eglise Notre-Dame de Stockel
  Rue Henri Vandermaelen 23, 1150 Bruxelles
講師　村 岡 崇 光 氏
1939 年、広島市生まれ。東京教育大学英文科（学士）、
言語学科（修士）、ヘブライ大学（博士、聖書ヘブ
ライ語）卒業。マンチェスター大学、メルボルン大
学、ライデン大学でヘブライ語教授を務め、2003
年退官。聖書語学関係の研究する傍ら、日本軍国主

義時代の傷跡残るアジア諸国へ毎年最低５週間ボラ
ンティアとして出講。2000 年から「日・蘭・イン
ドネシアの対話」を開始し、真の相互理解と和解の
活動に努めている。オランダ日本語聖書教会の責任
代表者。
問合せ　中山 hiro.nakayama.bxl@gmail.com

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。

【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　　

英国製紳士服お仕立て会　第 46 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：  ２０１９年 3 月２３日 ( 土 )、２４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.nl.jal.co.jp/
http://sowatrading.be/
http://www.mylondontailor.com/
http://www.mylondontailor.com/
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編集後記

　ベルギーの長い冬、２月３月は気温が緩む日もあれば、とても寒い日もあり、冬の終わりにはまだ少
し早いかもしれませんが、日照時間が長くなってくることを実感できるタイミングになってきました。
私は車通勤をしており、夏の間は日が昇っている時間しか運転せず、視認性の高い環境に慣れきってし
まうのですが、冬は朝も夕方も太陽が沈んでおり、常に暗い時に運転しなければならず、また天気の悪
い日も多いため、より気を付けた運転となります。
　日の出が早まり、朝の通勤で視認性が高まってくると、もうすぐ春だと気持ちが高まるのですが、車
の外に出た瞬間の寒さに、まだまだだなと思い直す、複雑な時期です。
　３月末は夏時間に切り替わる月でもありますが、欧州では廃止論が強まっているようです。正確な政
治プロセスには詳しくないですが、ほぼ廃止の方向で議論が進んでいるらしく、この制度も終わりを迎
えるときが近づいているのかもしれません。
　歴史的には古くから導入していた国もあるようですが、1981 年の当時 EC が正式に制度として、石油
危機に対抗する省エネを目的として始められたそうです。しかしながら最近の調査では、実際の省エネ
効果は少なく、時間を強制的に変えることは健康被害に繋がるという意見もある一方で、すでに多くの
情報システムに組み込まれているロジックを変えるとなると、フライトスケジュール管理のシステムな
ど影響は多岐にわたり、すぐには廃止も難しい等、制度としての今後がはっきりするのはもう少し時間
が掛かりそうです。
　個人的には、日本と文化の違いを感じる制度の一つであり、実務的な煩わしさはあるにせよ、季節の
変わり目を実感するイベントでもあるので、無くなってしまうのは少し寂しい気もしています。

（代わりに日本に帰るころには日本でサマータイムが導入されているかもしれませんが。。。）
一時間の差はあるにせよ、春はもうすぐやってきます。季節の変わり目、健康には気を付けて春を迎え
ましょう。

 ( 月担　藤田 )

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


elgium_japan_tennis@yahoo.co.jp

Sports City
Avenue Salome 2, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles
御一人様 €35 (試合後の懇親会代含む)
※日本人会非会員の方は€50

ベルギー日本人会テニス部主催

テニスを始めたが、試合に出た事がない・・・と、お悩みの方。初心者の私が出場してもよいのか？・・・と、躊躇されている方。

春の親睦テニス大会で、試合デビューしてみてはいかがでしょうか？レベル別のダブルス大会です。

毎回、テニスを始めたばかりの方、熟練の上級者まで様々な方にご参加いただいております。

試合後の懇親会では、食事とドリンク、協賛会社様にご提供いただいた沢山の豪華賞品を用意しています。

2018年秋季大会 集合写真



＜前年度各クラス別優勝者（敬称略）＞

    <男子A>宮地・小柳          <女子A>栗田・馬本              <男子B>長山・金丸            <女子B>磯野・高山               <男子C>森川・赤木         <女子C> 富田・金丸

優勝ペアには賞品を贈呈。懇親会では全員対象に景品の抽選会を開催。

ベルギー在住日本人(原則中学生以上)

男子3クラス（A、B、C）、女子3クラス（A、B、C）

１）男・女、いずれのクラスともランダムにペアを決定。

（申込み順をベースにする予定）

２）ダブルスの対戦相手とペアは試合ごとに変更。

３）1試合25分を4試合（予定）。戦績により順位を決定。

※予選リーグ終了後、予選上位者により各クラス決勝トーナメントを開催。

※試合はセルフジャッジ形式。

＜2018年度、秋季テニス大会に商品をご提供頂いた協賛企業・店舗様（五十音順・敬称略）＞
旭化成バイオプロセスヨーロッパ、ANA（全日空）、ERNST & YOUNG 会計事務所、居酒-YA、伊藤博康様、

MUFG Bank (Europe)、カネカヨーロッパホールディング、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、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、ベルギーヤクルト販売、麺真、山優三辰、レストラン清野

■各クラスの目安（下記目安を参考にご希望のクラスでお申し込み下さい）
Aクラス：上級＋中上級 （三国対抗テニス大会出場希望者は、原則Aクラスでご出場下さい）
Bクラス：中上級＋中級 （中級レベルの試合を楽しみたい方は、このクラスでご出場下さい）
Cクラス：初中級＋初級（初心者同士で気軽に試合を楽しみたい方は、このクラスでご出場下さい）
※Cクラスについては、参加人数によって、ミックスダブルスになる場合があります。

■各級のイメージを下記します。参加クラス選択の際の参考にして下さい。
再上級： 試合経験が豊富で、すべてのショットが打てる。コースも自在に打ち分けられる。
中上級： 試合経験が豊富で、すべてのショットを満遍なく打てるが、ウィークショットがある。
再中級： 試合経験があり、得意なショットもあるが、ウィークショットも多い。
初中級： 試合経験が少なく、ゆっくりであればラリーができるが、強く打たれたり

左右に振られると返せない。

■三国対抗テニス大会とは？
ベルギー、ドイツ、オランダの各国に在住する日本人による国別対抗戦（日本人会版デビスカップ!?）です。
毎年、5月か6月に1日をかけて開催されます。今年はドイツが幹事国で、デュッセルドルフにて開催予定です。

■三国対抗テニス大会、出場選手の選出基準について
今大会Aクラスに参加の男子上位8名（準決勝進出者）、並びに、女子上位4名（決勝進出者）は自動的に
大会出場権を獲得します。また、男子12名の内4名、女子6名の内2名の参加枠は、別途選手選考会を
開催して選出します。選考会の開催日等の詳細は、該当者にのみ別途幹事よりご案内致します。
※今大会の男子Aクラス準決勝進出者、並びに女子Aクラスの決勝進出者に三国対抗テニス大会への参加を強制するものではございません。



                                                                      （ 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 



詳しくは、在ベルギー日本国大使館 
Mail：cs.japan@bx.mofa.go.jp  または

 

検 索外務省  在外選挙 　　　　　　　　　　まで。

※申請書と申出書は領事窓口または総務省のホームページから入手できます。

同居家族による代理申請もできます。
申請者の上記書類と署名入り在外選挙人名簿登録申請書と申出書※、代理の方の旅券を御用意ください。

郵便等投票

登録・投票は簡単です

在外公館投票 日本国内で投票
直接日本大使館・総領事館（領事事務
所）に出向いて投票する方法。

投票用紙等を事前に請求して、記載の上、
登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法。

一時帰国した方や帰国直後で転入届を提出して
3か月未満の方は、日本国内でも投票できます。

※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため受取までに3か月程度かかります　※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます

固定電話又は葉書

用意する物

郵送派?

直接派?
国内派?

在外投票は次の3つの方法から選択できます

必要書類を準備し申請書に記入、
大使館、総領事館窓口で登録申請

在外選挙人証の受取
3か月後に大使館などから
住所確認の連絡を受ける

在外
選挙人証

旅券
申請書

居住している事を
証明できる書類

大使館

１. 平成22年5月に憲法改正国民投票法が施行されました。在外選挙人証をお持ちの方は国民投票にも
投票できます。

２. 平成30年6月から出国時登録申請が始まりました。国外転出する際に市区町村の窓口で申請できます。

外
務
省

TEL：（02）500-0580 

（在留届を提出済の方は不要です。）

2019年夏、第25回参議院議員通常選挙実施！2019年夏、第25回参議院議員通常選挙実施！
海外からの投票には、在外選挙人名簿登録
が必要です。登録には、3か月程度かかる
場合がありますので、ぜひ今手続きを！

海外からの投票には、在外選挙人名簿登録
が必要です。登録には、3か月程度かかる
場合がありますので、ぜひ今手続きを！
在外選挙人名簿登録資格

①満18歳以上で  ②日本国籍を持っていて   ③海外に3か月以上お住まいの方（出国時登録申請を除く）
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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。


