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　新年あけましておめでとうございます。令和二年、
2020 年という年が､ 皆様お一人お一人にとりまし
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。

●トゥスク、ユンカー体制の終焉とその遺産とは？

　2014 年後半に就任した欧州連合のトゥスク欧州
理事会議長（以後議長と略称）及びユンカー欧州委
員会委員長（以後委員長と略称）の双頭の体制は、
この昨年 11 月末まで、5 年間の任期を全うし終了
しました。そして、「欧州連合という船」の二つの
船長職のポストは、昨年 12 月 1 日、トゥスク議長
はミシェル議長に、ユンカー委員長はフォン・デア・
ライエン委員長にバトンタッチされました。

　私は、トゥスク・ユンカー体制の 5 分の 3 の期
間をＥＵ代表部大使として過ごすという有難い機会
を得ましたので、5 年間のトゥスク・ユンカー体制
を簡潔に総括してみたいと思います。

　まず指摘すべきは、2014 年から 2019 年にかけ
ての 5 年間は、切れ目のない内外の危機対応にＥ

Ｕの一体性、結束が揺さぶられ、試された 5 年間
であったということです。具体的には、2015 年に
再発したギリシャ金融危機（ユーロ圏離脱は回避）、
2016 年から 2018 年にかけてパリ、ベルリン、ブ
リュッセル、ロンドン等で頻発したテロリストに
よる無差別殺人、シリア情勢の悪化等から 2015 年
から 2016 年にかけて未曽有の 140 万人を超える移
民・難民（庇護申請者）がＥＵ域内に押し寄せたこ
とから勃発した危機、2016 年 6 月の英国のＥＵ離
脱支持という国民投票結果に端を発した、英国との
ＥＵ離脱交渉、更には、2017 年 1 月に誕生した米
トランプ政権による気候変動パリ協定離脱決定、イ
ラン核合意離脱に象徴される米国第一主義の挑戦に
より、ＥＵと米国との関係は緊張関係を強いられて
きています。

　このように回顧すると、押し寄せる内外の危機対
応に忙殺された 5 年間であったと言って間違いな
いのですが、同時に、いくつかの対外的な成果に言
及しないと公平な評価にはなりません。

　私は、トゥスク議長、ユンカー委員長は、繰り返
し押し寄せる危機に直面しても、「欧州連合船の船
長」としての舵取りに最善を尽くし、最終的にＥＵ

兒玉 和夫
欧州連合日本政府代表部　特命全権大使

２０２０年巻頭言
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伸びを示し､ 発効一年にして目に見える成果を上げ
ております。

　第二の成果は､ ＥＰＡと同じく 2 月 1 日に暫定
適用が開始された日ＥＵ戦略的パートナーシップ連
携協定（ＳＰＡ）の締結です。この協定は、政治安
全保障・外交・経済分野全てにおけるパートナーシッ
プを強化し、平和、安定及び繁栄をグローバルに進
める日ＥＵ双方の強固な政治的意思を合意文書とし
て確認したものです。この協定は､ 日本とＥＵが､
自由､ 民主主義､ 人権､ 法の支配といった普遍的価
値を共有する戦略的パートナーであることを内外に
疑う余地のない国際約束の形で表明したという点で
極めて大きな意義があります。

　第三の成果は､ 2019 年 1 月 23 日、日ＥＵ間の
相互の円滑な個人データの越境移転を可能とする枠
組みが発効したことです。本枠組みの発効により、
ＥＰＡの発効によって出現した世界最大の自由貿易
圏内において、安全かつ円滑で、自由なデータ移転
による便益を享受できることになりました。

　第四の成果は、日本食品等の放射性物質に関す
る輸入規制の緩和・撤廃の取り組みについてです。
2011 年の東日本大震災による福島原発事故発生以
来、8 年の月日が経過しましたが、これまで、日本
政府としては、日本食品等の残存放射性物質に関す
る科学的データをＥＵ側に提供しつつ、客観的、科
学的知見に基づいた輸入規制の緩和・撤廃を要請し
て参りました。その結果、2019 年末の時点で、放
射性物質検査証明が求められる日本食品はキノコ
類、山菜等ごく限られた品目に絞られ、大幅に改善
しております。

　第五の成果とは、安倍総理が昨年 9 月 27 日、ユ
ンカー委員長の招待を受けて、ブリュッセルを訪問、
欧州委員会主催の「欧州連結性フォーラム」におい
て基調演説を行い、その際、両首脳が「持続可能な
連結性及び質の高いインフラに関する日ＥＵパート
ナーシップ」と題する共同文書に署名したことです。
これは、とりもなおさず、日ＥＵ独自のイニシアチ
ブとして、「持続可能性」、「質の高いインフラ」及
び「対等な競争条件がもたらす利益」という基本原
則に立脚した「連結性パートナーシップ」を共同で

としての「一体性」、「結束」を堅持した、と評価し
たいと思います。ＥＵ域内世論調査（2019 年 6 月）
によれば、ＥＵ 28 か国加盟市民の 68％（3 人に 2 人）
は加盟国として利益を享受していると回答し、また、
59％は、ＥＵ加盟を良いことと回答していること
もその証左でしょう。

●安倍総理とトゥスク・ユンカー両首脳との信頼関
係と日ＥＵ関係の進展

　それでは、トゥスク・ユンカー体制の肯定的レガ
シーとは何でしょうか。もし、一つ挙げよ、尋ねら
れるなら、私は、即座に、「日ＥＵ関係をこの 5 年
間で飛躍的に発展させたこと」と答えます。そして、
この飛躍的な発展を支えた最大の要因は、安倍総理
とトゥスク議長、ユンカー委員長という日ＥＵ双方
のトップ同士の深く、強い信頼関係にあったという
ことです。具体的な数字を披露しますと、総理が
トゥスク議長と会談した回数は 11 回、ユンカー委
員長と会談した回数は 14 回に達します。過去 5 年
間、総理は、ブリュッセルを６回訪問、同じ期間中、
トゥスク議長とユンカー委員長は、4 回訪日しまし
た。如何に濃密な首脳外交が展開されたかお判り頂
けると思います。

●日ＥＵ関係の飛躍的発展を裏付ける 4 つの成果

　こうした活発な首脳外交に結果として達成された
具体的成果は、以下の５点に集約できると思います。

　第一の成果は、日ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ）の
締結と発効（2019 年 2 月 1 日）です。このＥＰＡ
の発効は、自由で、開かれた、公正なルールに基づ
く経済圏（世界の GDP の約 3 割､世界貿易の約 4 割）
の創設を意味します。同時に、世界で保護主義の動
きが広がる中､ 日本とＥＵが手を携えて､ 自由貿易
の旗手として､ ルールに基づいた多国間の自由貿易
体制を維持・強化しようという意図を宣明したとい
う意義も重要です。ＥＵ産のチーズ、ワイン、豚肉
の対日輸出（2 月～ 9 月実績）は､ 対前年同期比で、
各々およそ、9%、16%、14％の伸びを示し､ 日本
の自動車及び同部品の対ＥＵ輸出も、10％以上の
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す。ＥＵの新指導体制の人事において、最重要ポス
ト（欧州委員長及び ECB 総裁）を、独、仏が獲得
したことは先に指摘した通りです。英国離脱後のＥ
Ｕにおいては、独仏主導が強まることは必至と思わ
れます。欧州統合をより深化させていく上で、独仏
協調がどこまで機能するのか、また、これとは別の
動きをする様々な域内サブ・グループの動きも要注
目です。

　第三は、欧州政治の「分断化・細分化」現象の今
後の展開をどうとらえるかについてです。欧州議会
選挙や最近の加盟国の総選挙結果を見る限り、反移
民、反グローバリゼーションといったポピュリズム
の動きは頭打ちの様相を呈しています。従って、「分
断化・細分化」現象自体をとらえてＥＵの将来を悲
観的にとらえるべきではないと思います。その根拠
の一つは昨年 5 月の欧州議会選挙の結果から読み
取ることができます。欧州有権者の民意は、一方で、
二大会派の獲得議席を減らしつつ、ＥＵ統合を支持
する四つの親ＥＵ政党グループ（中道右派、中道左
派、中道リベラル、緑の党）に 3 分の２以上の議
席を付与していることです。

　一方、欧州首脳理事会の各国首脳の所属会派別分
布（2019 年 10 月時点）を見ると､ EPP 所属首脳は
9 人､ Ｓ＆Ｄグループ所属首脳は 7 人､ 欧州刷新グ
ループ（中道リベラル）所属首脳は 7 人､ 無所属
の首脳は 3 名､ となっており､ ここにも「欧州政
治の分断・細分化」現象を見ることができます。い
ずれにせよ、ＥＵ統治機構（欧州理事会、欧州委員
会、欧州議会）におけるコンセンサス形成は、より
困難さを伴うことになると覚悟すべきでしょう。

　第四は、今後ＥＵが取り組むべき主要課題につい
てです。ＥＵ市民に対する定期的世論調査（2019
年春）結果からは、欧州市民の主要関心事に明確な
傾向を看取できます。トップは、移民難民受け入
れ問題（34％）、第二位は、気候変動問題（22％）、
第三位は、18％の同率で、経済情勢、テロ問題、
加盟国財政状況、と続きます。こうした世論動向も
踏まえた上で、ＥＵ新指導体制は、気候変動問題、
移民・難民問題への取り組みを最優先課題と位置付
けており、更には、ルールに基づいた多国間主義の
復権にＥＵがリーダーシップを発揮することも間違

実践することにコミットメントしたという意義があ
ります。

●ＥＵ新指導体制の発足

　2019 年を通じて、ＥＵ諸機関の指導体制は一新
されましたので、簡単に振り返ってみます。

　まず、2019 年 5 月には 5 年に一度の欧州議会選
挙が実施されました。結果は､ 初めて中道右派と中
道左派を合わせた獲得議席が過半数割れとなり､ 欧
州理事会とＥＵ法の決定権限を共有する欧州議会に
おける「分断・細分化」傾向が明瞭となり､ 欧州理
事会､ 欧州委員会との合意形成により時間がかかる
可能性が指摘されています。7 月 2 日、サッソーリ
新議長（第二勢力の中道左派会派所属）の選出と共
に､ 新欧州議会が発足しました。

　また、6 月 30 日から 7 月 2 日にかけて開かれた
欧州理事会において、ミシェル白首相（当時）が次
期理事会議長に選出されると共に、フォン・デア・
ライエン独国防大臣（当時）（女性）が次期欧州委
員長に､また､ラガルドＩＭＦ専務理事（当時）（女性）
が次期欧州中央銀行（ECB）総裁に選出されました。
　12 月 1 日から、ミシェル理事会議長とフォン・
デア・ライエン委員長に率いられた新しいＥＵ指導
部が誕生しました。

● 2020 年における欧州連合の展望について

　それでは、最後に、新たに発足したＥＵ新体制下
における欧州連合の展望を試みてみたいと思いま
す。私は､ 以下のように 5 点に整理してみました。

　第一は、様々なかたちで国際社会の既存秩序への
挑戦が続く中、ルールに基づく多国間体制を維持・
発展させていく上で、ＥＵの果たすべき役割は、益々
大きなものになるという点です。それだけに、日本
とＥＵの戦略的パートナーシップを具体的に実行に
移すことの重要性もいやましに高まると思います。

　第二は、ＥＵにおける政治力学の変化についてで
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いないように思われます。それだけに、こうした諸
課題に対処していく上で、ＥＵにとっての日本の重
要性は益々高まることが予想されます。

　第五は、英国のＥＵ離脱問題の行方です。昨年
12 月 12 日の英国総選挙の結果は、「To get Brexit 
done」を最大の選挙公約に掲げたジョンソン首相
が率いる保守党が圧勝しました。我が国は､「合意
なき離脱」が回避され､ 日系企業の経済活動や世界
経済への影響が最小限となるよう､ 英ＥＵ双方に繰
り返し要請すると共に､ 大きな関心をもって状況の
推移を見守って参りました。

　今回の総選挙の結果により､ 本年 1 月 31 日には
英ＥＵ離脱協定に基づき､ 英国の国のＥＵ離脱が発
効し､ 離脱後は､ 本年 12 月末まで英のＥＵとの関
係は加盟国と同じ扱いが保証された移行期間に入り
ます。移行期間終了までに新たな英ＥＵ自由貿易協
定を締結できるかが次なる大きな課題となります。

　当代表部としましても､ 離脱協定発効後の英国と
ＥＵとの新たな関係を構築する各種交渉､ とりわけ
､ 自由貿易協定交渉の展開は引き続きしっかりと
フォローし､ 日系企業に対する予見可能性や法的安
定性の確保など､ 日系企業の円滑なビジネスの継続
のため､ 必要な対応を行って参る所存です。

●終わりに

　以上、大変長文の年頭のご挨拶となりましたこと、
御寛恕願います。2020 年という年がＥＵの新体制
の発足とほぼ重なったということに鑑みて、この５
年間のＥＵの回顧と今後の展望について私の見解を
申し述べさせて頂きました。

　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、欧州理事会、欧州議会等と
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。また、本稿で言
及したＥＵ情勢（欧州委員会の政策動向分析を含
む）、日ＥＵ関係の最新の動き（首脳会談、閣僚レ

ベル会合の結果等）など、当代表部のホーム・ペー
ジ（https://www.eu.emb-japan.go.jp）に随時掲載
しておりますので、ご関心のある方はどうかご利
用ください。

　皆さまの益々のご健勝とご多幸を祈念して、私
の新年の御挨拶とさせていただきます。（了）
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2019 年度幹事：山田、大宮

第 36 回 ベルギー日本人会 テニス大会（2019 秋季） 結果報告

　去る 11 月 17 日（日）、SportCity にて日本人会
秋季テニス大会を開催しました。今年もイベント全
体で 50 名を超える方々にご参加いただきました。
テニス大会の試合では 3 チームによる対抗戦を実
施しました。初級、中級、上級の混合チームで毎試
合違う人とペアを組み、男女の各ダブルス、ミック
スダブルスを一人 4 ～ 6 試合行いました。今年は
新たな企画として、小西真由美コーチ（ボランティ
アとして ) をお招きして大人ビギナーと子供向けに
テニス教室を併催し、約 20 名の方々にテニスの楽
しさを体験して頂きました。
　毎年この秋大会は、試合を楽しむテニス上級者だ
けでなく初心者や子供を含めて、多くの方々にテニ
スや試合の楽しさ・難しさを知って頂くことを通し
て、親睦を深めることを目的に開催しております。
今回も多くの企業様、店舗様に素敵な協賛品をご提
供頂きました。試合後の懇親会では恒例となった大
抽選会をはじめ、大いに盛り上がることが出来まし
た。本大会を通じて、参加された皆様のテニス熱が
高まり、ベルギー日本人会の交流の輪が少しでも広
がったのでしたら幸いです。
　本大会をもちまして、今年度のテニス部の行事は
全て終了しました。この一年間、一方ならぬご支援
を頂きました日本人会様、協賛頂いた企業様・店舗
様、大会にご参加頂いた皆様方に、改めて御礼申し
上げます。

＜ 2019 秋季テニス大会に賞品を提供頂いた協賛企業・店舗・個人様（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、
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・
ヘアーサロン TAMAKI、ダイキンヨーロッパ、トヨタ・モーター・ヨーロッパ、日本食材店　田川、日本郵船、
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

優勝チーム

MVP 賞：
男子 川本雄太さん
女子 馬本直子さん

　次回は後任幹事の下、来春に個人戦（ダブルス
形式）を開催予定です。引き続き、皆様方のご参
加を心よりお待ち申し上げております。

＜試合結果＞　
順位 チーム キャプテン チーム成績

優勝 翔んでベルギー！ 小柳氏 16 勝 12 敗 2 分

2 位 チーム一生に一度 伊藤氏 14 勝 15 敗 1 分

3 位 れいわ庭球組 株柳氏 12 勝 15 敗 3 分

キッズテニススクール
写真。パチリ。
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委員長　高木 光治
文化交流委員会

第 28 回日本語スピーチコンテスト結果報告

　11 月 30 日（土）、ブラッセル日本人学校にて、
第 28 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 )6 名、Ｂグループ ( 中・
上級 )6 名の計 12 名の応募があり、当日のコンテス
トでは皆さん緊張の中でも素晴らしいスピーチを披
露していただきました。
　内容は日本の文化やご自身の経験談、スポーツや
芸能に関するものなど、思わず話に引き込まれてし
まうものばかりで、出席された方々も大いに楽しん
でいただけたのではと感じます。
　また、スピーチのレベルも十分に高く、普段から
の日本語の勉強はもとより日本の文化に対しても興
味をもって接していただいている様子が伺えまし
た。
　審査においては下川駐ベルギー日本国大使をはじ
め、森本ベルギー日本人会会長、岡田ブラッセル日
本人学校校長、ゲント大学より Christian UHL 先生
をお招きして実施しましたが、順位を決定すること
は容易ではなく、応募者みなさんのスピーチに感銘
を受けた旨のコメントが交わされたことを報告させ
ていただきます。
　審査員のみなさまにはご多忙の折のご臨席、なら
びにご挨拶やスピーチに対するコメント、表彰授与
などをいただきました。
　この紙面を借りて厚く御礼を申し上げます。
　また、本大会の開催にあたっては多くの方のご協
力をいただきました。
　ご後援頂いた在ベルギー日本国大使館、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、
誠にありがとうございました。
　文化交流委員会としましては、今回の気づきや反
省点などを活かして、次回の開催においてはより一
層皆様に喜んでいただけるようなコンテストとすべ
く取り組んでまいります。
　引き続き皆様のご支援の程、何卒よろしくお願い
いたします。

第 28 回日本語スピーチコンテスト結果内容報告

日時： 2019 年 11 月 30 日 ( 土 )　14:00-18:00
場所： ブラッセル日本人学校  
参加者： 12 名　（Ａグループ 6 名、Ｂグループ 6 名） 
審査： 森本 清仁　審査員長

　（ベルギー日本人会会長）
下川 眞樹太　審査員
　（駐ベルギー日本国大使）
岡田 真治　審査員
　（ブラッセル日本人学校校長）
Christian UHL 審査員
　（ゲント大学）
高木 光治　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、ANA、旭化成、AW ヨーロッ

パ、ブリヂストン、ダイキン、デンソー、
ホンダ、コマツ、コニカミノルタ、日東、
ソニー、トヨタ

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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結果：
Ｂグループ

●優勝 Ms. Amber BURSENS　『戦場のメリークリスマス』について（戦争と平和の話）
賞品 ･･･ ANA - 日本往復航空券 及び参加賞

●２位 Mr. Benjamin DE PASSE　『ありがとう、日本語』
賞品 ･･･ ダイキン –　空気清浄器 及び参加賞

●３位 Mr. Elias BOUCKAERT　『日本で体験した伝統的な儀式』
賞品 ･･･ ブリヂストン - モンブラン万年筆　及び参加賞

●４位 Mr. Nasser FATHI　 『日本はどう私の人生を変えたか』
賞品 ･･･ ソニー – ワイヤレスイヤホン 及び参加賞

Ａグループ
●聴きま賞 Mr. Nils DUCOULOMBIER　『アイズ * ワンについて』

賞品 ･･･ デンソー - アップルウオッチ 及び参加賞
●話しま賞 Mr. Jean-Michel ABRASSART 　『萩と私』

賞品 ･･･ ホンダ - コンフェレンスフォルダー、キーチェーン、名刺入れ、万年筆 及び参加賞
●書きま賞 Ms. Lya PERSON　『はじめての小千谷』

賞品 ･･･ アイシン　ヨーロッパ - ミシン 及び参加賞
●読みま賞 Mr.. Jorgen BAERT 　『サッカーについて』

賞品 ･･･ AW ヨーロッパ – ソニーワイヤレススピーカー 及び参加賞

大使奨励賞 Mr. Walter ADANT 　『東京五輪がもたらせるもの』 
賞品 ･･･ 楯　及び参加賞

参加賞　 賞品
ANA - オリンピック協賛ボールペン
ブリヂストン - セーフティセット
コマツ - USB メモリ
日東 - コロコロ（+ スペア）　

優勝者の Amber Bursens さんと森本日本人会会長



日本人会会報 2020 年 1 月号　389 号

9

●
● ●

●

日本人会会報 2020 年 1 月号　389 号

9

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
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Amber Bursens

『戦場のメリークリスマス』について（戦争と平和の話）

皆さんこんにちは。ブーセンス・アンバと申します。
ゲント大学で日本語を勉強している三年生でござい
ます。今日は皆が知らないことを紹介したいです。

でも、まず、皆が知っている、あるイギリス人の歌
手について話さなければいけません。その歌手はデ
ヴィッド・ボウイです。でも、ボウイと日本の関係
は何だろうかと思うかもしれません。それは山本寛
斎の衣装を多く着た、ある曲に日本語の歌詞を加え
たことなど以外に、ある映画に出演したことです。
日本とイギリスの共同制作 、『戦場のメリークリス
マス』という映画です。

『戦場のメリークリスマス』はジャワ島で の日本軍
俘虜収容所 の捕虜と軍人の話です。特に、日本語
を解するジョン・ロレンス中佐と日本軍のハラ軍曹
の奇妙な友情の話です。一方、ハラの上官で所長の
ヨノイ大尉がボウイのキャラクター、「ジャック・
セリアズ少佐」に魅せられていく話です。

この映画はスターキャストがあったものの、あまり
大衆の思い出に残っていません。ボウイ以外に、そ
の頃の日本に随分人気があるビートたけしと坂本龍
一も出演しましたのに。ハラ役はたけしが演じて、
ヨノイ役は坂本が演じました。それ以上、監督は映
画界で有名人の大島渚です。ちなみに、私にとって
は、日本に興味を始めた映画です。でも、その結果、
どうなりましたか？どうして素朴な映画が、日本人
も欧米人もそんなに感動させることができますか。
実は、色々な理由があるんですよ。

その一つは、『戦場のメリークリスマス』を見ると、
すぐに坂本が作ったサウンドトラックを気に付きま
す。ポップと伝統的な楽器の音を交えると皆が味わ
えるサウンドをなし遂げます。実は、その「東西の
出会い」のメッセージは映画の本当の真髄です。

もう一つの例えは俳優の芸風です。逸話によると、
撮影中、大島監督は日本人を厳しく監督しましたが、
イギリス人に「どうぞ、西洋流のままにしなさい」

とだけ言ったと言われています。銀幕では、異なる
芸風がはっきり見えますが、扱いの相違は俳優の中
の雰囲気に悪い影響を残したと思いません。皆はと
ても仲良くしていたみたいなんです。誠に東西の友
情の理想のようですよ。

ストーリーも調和のメッセージを含みます。第二次
世界大戦の頃ながら、戦うシーンがあまりなくて、
物語の表裏を見せるようにします。例えば、ハラ軍
曹は捕虜に対して粗暴ですが、観客はすぐ彼の献身
の精神を見つけるんです。それは、道徳観が違うせ
いで、イギリス人が自決より捕らわれることを選ぶ
のは理解できないの問題です。確か、現代の日本で
は西洋流の考え方がよく分かることがあるそうです
が、反対はあんまりないそうです。でも、この映画
はそれを改めることができると思います。
 
なおさら影響することはセリアズとヨノイの関係で
す。 武士道の見方に凝っているヨノイは反抗的な
セリアズとぶつかり合いますが、自分の気持ちが抑
えきれません。ヨノイはまごつきながら、セリアズ
は早くから彼らは同じ穴のムジナだと分かります。
何度もヨノイに手を伸ばして、彼の魂を救おうとし
てみます。やっぱり、捉える人は虜になってしまい
ましたね。もちろん、どうして彼らはそんなに似て
いるか伝えることがまだできませんが、皆さんはこ
れ以上熱烈な東西の繋がりを見たことがないはずで
す。

さて、この戦争の映画は本当に平和の映画みたいで
す。この頃、もっと大切なことがないで しょう。 
だからこそ、皆さんにお勧めなさいます。この映画
は欧米人を日本に紹介する映画だけじゃなくて、欧
米人と日本人が知り合うのための機会にもなりま
す。最後に、銀幕でデヴィッド・ボウイと坂本龍一
が互いをむさぼるのを見る究極的なチャンスです
よ。お聞きくださってありがとうございました。



日本人会会報 2020 年 1 月号　389 号

11

　あけましておめでとうございまあす！
　かんぱーい！ Tchin-Tchin ！チンチーン！ちん
ちーん！
　もうすっかりお馴染みですよね。
　Tchin-Tchin の音の響きが日本語では「◯ん◯ん」
であることを知る人たちが、乾杯の機会があるたび
に意気揚々として、フランス語のお墨付きだ、郷に
入っては郷に従え、所変われば品変わるんだ、無礼
講だ、ご意見無用！　とばかりに「ちんちん」を叫
ぶ。タブーを冒す軽い陶酔感も手伝って叫ぶ。「わ
たくし、もちろん礼節わきまえてますわよ、だって
これフランス語なんだもの」という淑女にありがち
な小悪魔感も手伝って叫ぶ。その場の共犯意識でみ
んなそろって叫ぶ！
　ちんちーん！！
　さて、Tchin-Tchin のようなグラスとグラスが触
れる音の表現を文法的にオノマトペ（onomatopée）
と言いますね。
　さしあたり日常思いつくところで、Toc-Toc（扉
をノックする、コンコン）、Glou-Glou（水飲むと
きのゴクゴク、あるいは水に沈むときのブクブク）、
Kof-Kof（ 咳 す る と き、 コ ホ コ ホ ）、Patati-Patata

（ペチャクチャ、有象無象その他大勢）、 Ding-Dong
（チャイム音、ピンポーン）などがあります。

　個人的に好みのものに、Boum-Bada-Boum（何
かが落ちる時の擬態語）というのがあって、身近
な実例で説明すると；おむつがまだ取れない 1 歳 2
歳の子どもがものにつかまりながらヨタヨタ直立歩
行を試みている、バランス崩してしりもちつく、本
人もわが身の突然のアクシデントが理解できずキョ

トンとしながら周りの大人の反応を伺っている、そ
んな時すかさず私たちは「ぶんばだぶーん！」を発
し、「あら、しりもちついちゃったのね！よくでき
ました！」みたいな、賞賛まじりの快哉をあげ、そ
の子が泣き出すのを阻止します。大丈夫、おしりは
オムツのクッションで保護されてるから。なんせ
ギャーギャー泣かれると後が面倒なのだ。
　最近日本では、擬態語とか擬声語とかいう言い方、
もう流行らないんでしょうか。オノマトペ事典とか
オノマトペ研究とか、カタカナで「オノマトペ」と
いう言葉を使うのが主流のようで。言われてみりゃ、
擬音語 - 擬態語 - 擬声語ってなんか重いし堅い。特
に「擬」の字がコチャコチャしてていかん。世の中
もっと軽～くオッペケペーのオノマトペー。オノマ
トペで検索すると言語研究から幼児用絵本までいろ
いろな種類の書籍がヒットします。『愛される人が
使っている、女度を上げるオノマトペの法則』とか。
読んでないけど。
　今回アタクシがイチオシなのは、そんな数あるオ
ノマトペ本の中でも出色モノ、日本語のオノマトペ
を「英語」と「絵」で解
説した目にも耳にも楽し
い日本語学習本です。

『おなかぺこぺこオノマ
ト ペ　I’m PEKO-PEKO 
Hungry!』（千倉書房）
　日本語を外国人に教え
ている皆さん、これサブ
教材にしたら生徒諸君に
ずいぶんウケるんじゃな

藤野ユミリ
書籍編集オノマトペでグッと日本語が楽しくなる！

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　87

https://www.infi-r.com/
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いかなあ。見て分かりやすい、感覚的にストンと落
ちる。学習じゃなくても国際文化交流の場でも使え
そう（乾杯の時とか）。百聞は一見にしかず、とは
よく言ったもんで、オノマトペの発する一瞬の感覚
をとらえて絵にするという芸が秀逸。さすが、作者
きのとりこ氏はバイリンガルの絵本画家です。
　氏は 2009 年、前作の絵本『やさしい死神』（千
倉書房）でベルギーのリビリット賞（Prix Libbylit）
というヤングアダルト向けの本を対象にした文学賞
を受賞しています。この構成が、また泣かせるんで
すね。見開きページの左が白で右が黒。もう生き
てるのがいやになって死んでしまいたい女の子が
左、死の世界への扉の鍵を持つ死神が右。で、この
死神が話し相手として女の子に扉越しじっくり寄り
添う。二人の対話がポツリポツリと紡がれていくの
だが、そのテンポとか生と死の引き合う力加減と
か、実にいい。真剣さが伝わります。「ああ死にた
い」が口癖の私は家族からもうあまり本気に取り
合ってもらえてませんが、たいてい「死にたい」と
口にする人は「生きたい」と同義語で使っている。
その辺が夫にも息子たちにも見透かされてんでしょ
うね。 賞をとった本書のフランス語版のタイトル
は Tendre est la mort といって SARBACANE 社から
出てます。

　なお、日本語学習に燃えるある青年に真顔でこう
言われたことがあります。「Tchin-Tchin とちんちん、
これをブンポー的にドーオンイギゴと言いますね」
　同音異義語。堅いよ！コチャコチャだよ！もっと
ヒョイッと軽～く。オッペケペーのオノマトペー。

http://www.infi2.com/
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山本 浩幸
ベルギー青い鳥17 世紀の英国チャールズ王の約束は生きている？

ヨーロッパの十字路から　5

　ブリュージュの漁民はイギリスの海で自由に魚を
とるができる。しかも永遠に。もしブレグジットが
起こったとしても・・・。

　にわかには信じがたいニュースがテレビから流
れてきたとき、私は自分の目と耳を疑った。17 世
紀のイギリス王の特別な許可が現在も有効で、ブ
リュージュの漁船がイギリス沿岸で漁をできるとい
うのだ。そんなおとぎ話めいた話、本当にあるのだ
ろうか？

英国の漁場を EU から切り離すブレグジット

　そもそも、英国は EU の支配を嫌い、難民受け入
れを拒否し、自治独立の権利を勝ち得ようと欧州連
合から脱退しようと交渉を続けてきた。
　多岐にわたる交渉事項のなかに、漁業権をめぐる
ものがある。当然、自国の利益を守りたいイギリス
は「イギリスの海には他国の漁船は来ちゃいかん」
という立場をとりたい。
　しかし現状として、イギリスも含むすべての EU
加盟諸国は共通漁業政策（CFP）という枠組みの中
にいる。CFP は、水産資源の確保その他、漁から流
通消費にいたるまで EU としてのルールを定めたも
のだ。地図を見ると分かるが、イギリスは周辺諸国
よりも比較的広い海域がある。しかし、EU はすべ
ての海域を「みんなの海域」として、ひとくくりに
して、基本的に EU 加盟国の漁師たちは、どの海域
で漁をしてもいいことになっている。（もちろん、
漁獲制限があるが）

王様の亡霊が出現！？

　ところが、もしブレグジットで英国が EU から完
全に離脱した場合、英国の海は英国だけの海になる、
そう期待しているところに「待った」をかけたのが、
ベルギー北部のフランダース地域政府である。
　ヘールト・ブルジョワ前首相がベルギーのテレビ
局で自慢げに取り出したのは、「PRIVILEGIE」（特権）
と大きく書かれた文章のコピー。
　かつての英国国王チャールズ２世が、「ブリュー
ジュの漁船 50 隻に、イングランドの沿岸で漁をす
る権利を永遠に認める」とした 1666 年の勅許状で
ある。これはブリュージュの古文書館で 1963 年に
発見された。

https://www.tagawa.eu/
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　そもそもなぜイギリスの国王がブリュージュの漁
民に特権を与えたのか？

　チャールズ２世は、清教徒革命の内乱で国王派と
議会派に国が二分され争うなか、オリバー・クロム
ウェルの勢力に追われ、大陸で亡命生活を送った。
この時期、父であるチャールズ１世は、斬首の刑に
処されている。
　チャールズ２世は、1646 年に亡命したフラン
スをはじめ、オランダや当時スペイン領だったブ
リュージュなど大陸の諸都市を転々としている。上
に掲載したのが、まさにその亡命中に描かれた肖像
画である。
　反国王派から追われる亡命王族を受け入れ、保護
してくれた恩義がブリュージュに対してあったの
だ。王政復古を完遂した後、ブリュージュに対して
感謝の印として、この勅許状を発行した。

ブリュージュ市民の抱いた素朴な疑問。
「本当に有効なの？」

　ちなみに、1666 年の勅許状が現在も有効なのか、
試してみたくなるのが人間の心情。古文書での発
見の後しばらくした 1963 年、ベルギー人のヴィク
トール・ドパープ氏が、その名もチャールズ２世王
号（KING CHARLES THE SECOND）という船に乗り、
イギリス沿岸をめざした。
　なかなか機知に富むというか、愉快な話である。
自らの好奇心と冒険心を満たすべく、国家権力に対
してもひるまず、意気揚々と船出したその心意気、
あっぱれ。
　このベルギー人は、イギリス海軍に拿捕され、身
柄を拘束されたが、それは事前に予定していたこと
だった。事前にエリザベス女王とハロルド・マクミ
ラン英国首相に書面もしたためている。

https://www.nipponexpress.com/moving/be/
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　ドパープ氏はむしろ裁判に発展させて、古文書の
有効性をイギリスの法廷で白黒つけようとたくらん
でいたのだ。
　しかし、英国側の法律家らが勅許状が有効かもし
れないと恐れて裁判は回避された。たしかに英国は
いまでも王国であるし、王室や議会での仰々しい伝
統を見ていると、なるほど 17 世紀の特権が生きて
いても不思議ではないと感じさせる。
　ブレグジット後、もう一度チャールズ２世の勅許
状の有効性を確認したいブリュージュの漁民が現れ
るかもしれない。

　ちなみに、漁業権の交渉に失敗すると、困るのは
英国のほうだ。国民食フィッシュ＆チップスに使わ
れるタラは、95％をおもに欧州大陸からの輸入に
頼っている。

（ベルギー青い鳥から転載）

【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/en/
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告知板

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

●話そう会　2020
1 月 11 日（土）  January 11th, 15:00 ~17:00
    Place: Av. des Citronniers 58, 1020 Bruxelles
    Metro　No.6 　Roi Baudouin
2 月 15 日（土）February 15th, 15:00 ~17:00
     Place: Av. des Citronniers 58, 1020 Bruxelles
    Metro　No.6 　Roi Baudouin

●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５日（日）午前１１時１５分より
日時： ２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
http://nihongomisa.cocolog-nifty.com/blog/
お問い合わせ：長南    keikohochner@gmail.com

●東日本大震災９年チャリティーイベント
被災地の復興を祈念して、以下の通りチャリティー
イベントを開催します。
日時：２月２９日（土）
 １２時３０分から１６時３０分　
場所：ストッケル　ノートルダム教会チャペル
 Rue Henri Vandermaelen 23, 1150 Bruxelles
プログラム：

【バザー】手作り作品・日本食（ラーメン・弁当・
お好み焼き・たこ焼き・和菓子・お茶・ビール）・
陶器・本他

【コンサート】日本の合唱「シャボンだま」＆　ソ
プラノ独唱「歌曲オペラ　アリア」

【被災地の現状】岩手県釜石支援ボランティア長沢
豊氏　現地報告
イベントに協力いただける方を募集しています。
コーラス出演、会場設営と片づけ、バザーでの物品
販売を手伝っていただける方はご連絡ください。
連絡先：中山　hiro.nakayama.bxl@gmail.com

1 月 15 日（水） 商工委員会ビジネスセミナー BluePoint Brussels
1 月 20 日（月） 役員連絡会 日本人会事務局
1 月 21 日（火） 2019 年度第 3 回理事会 日本人学校
2 月 21 日（金） 音楽部「クラシック音楽をもっと楽しもう会」 日本人学校
3 月 05 日（木） 役員連絡会 日本人会事務局
3 月 10 日（火） 2019 年度第 4 回理事会 日本人学校

4 月 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

5 月 07 日（木） 役員連絡会 日本人会事務局
5 月 12 日（火） 2019 年度第 5 回理事会 日本人学校
6 月 24 日（水） 役員連絡会 日本人会事務局
6 月 26 日（金） 2019 年度第 6 回理事会・総会 未定
● 2019 年度理事会開催日は、原則として９、１１、３、５月の第 2 火曜日、1 月のみ第３火曜日。

　　時間：16 時～ 　　場所：日本人学校

日程   内容       　場所 

日本人会関係行事予定

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。
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編集後記

　新年あけましておめでとうございます。令和２年がベルギー日本人会会員の皆様にとって実りのある
１年になりますよう、そして、ベルギーと日本がますます友好を深めていける時代になるようお祈りし
ております。

　当会で毎年開催のスピーチコンテストが去る 11 月に大盛況に終わりました。欧州人にとっては極めて
難しいはずの日本語はそれを学習する際に、自分の実力を高める目標となっているはずです。当然、日
本語が流暢なベルギー人も増えているわけで、街中でうかつに大声で話していると、会話の内容をすべ
て理解できるという猛者に出会うことがあります。

　つい先日も、ブリュッセルの運河沿いにある布地屋さんで買い物をしていたら、対応してくれた店員
さんが、「いらっしゃいませ」と日本語を話してきました。

　実は、他のお客さんのなかにアジア的な見かけの若い男性がいて、もしかすると日本人かな？と、あ
る意味警戒していたのですが、見かけがまったく西欧人の店員さんのほうが日本語の使い手で、背後か
ら不意打ちを受けました。彼女は挨拶だけでなく、商品の説明や世間話までしっかりと日本語で受け答
えできるのです。周りがベルギー人だらけだからといって、気を抜いてはいけません。

　日本の文化や我々の規律が、ベルギーはじめ欧州で高く評価され、愛されているのは、非常に幸運な
ことで、ありがたいことだと思います。同時に、ファンでいてくれる方々のために、何か少しでもお返
しができれば嬉しいことですね。

　最後になりましたが、新しき年、日本人会事務局としましては皆様のご要望により一層お応えできる
ようそして会員の皆様同士の交流、意見交換の場をより増やしていけるようさらに精励してまいります。
本年もご厚誼のほどお願い申し上げます。

（月担：事務局）

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。



                                                                      （ 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 

https://www.somaprem-realestate.com/


 
 
 
 

年 月 日 金
開場
開演

会場：ブラッセル日本人学校 メトロ 駅下車すぐ

入場料 無料

会場整理の都合上、先着順 名とさせて頂きます。
参加ご希望の方は代表者名及び合計参加人数と連絡先 を

年 月 日（金）までに日本人会事務局 まで
お送りください。追って日本人会より先着結果をご連絡させて頂きます。

主催 ベルギー日本人会文化委員会音楽部 幹事：アイシン・ヨーロッパ

演奏：

ブリュッセルチェンバー
オーケストラの
ソロプレーヤー達による
アンサンブル

川村 奈菜
他

演目

クラシックからタンゴまで

ベルギー日本人会

クラシック音楽をもっと楽しもう会


