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　2020 年 3 月号の巻頭を担当させていただきます
パイオニア・ヨーロッパの籠宮と申します。

　3 月に入り、日に日に後ろに倒れていく日没時間
を実感しながらベルギーの美しい春を楽しみ、爽や
かな夏がまたやってくることに心を躍らせる毎日を
過ごしております。

　弊社は 1970 年よりアントワープ近郊のメルセレ
にオフィスを構え、自動車メーカー様向け、部品メー
カー様向け、そして市販のお客様向けのカーエレク
トロニクス製品の販売を中心とした全ヨーロッパの
事業統括を担当しております。

　カーエレクトロニクスはシンプルなラジオチュー
ナーに始まり、カセット、CD、DVD ナビゲーショ
ンとメディアチェンジを続け、現在はスマートフォ
ンとの連携を中心とした商品や Wi-Fi 機能を持った
商品がトレンドの主流になりつつあります。
　私はベルギー駐在は 2 度目、そしてこの度の勤務
もすでに 5 年弱となりますが、統括法人としてヨー
ロッパをまとめることの難しさについてはいまだに
明確な解がなく、多様性にどう向き合うか、効率化
をどう実現するかという、分散と集約の狭間で発生
するトレードオフの解決に常日頃から頭を悩ませて
おります。

　管轄地域の中ではドイツ・フランス・イギリス・
ロシアが中心市場となります。それぞれが異なる個
性を持つ国であり、各国社員は中心拠点である当ベ
ルギーオフィスに対して強い自己主張をしてきます
が、それをまとめる立場として見た場合、ベルギー
人スタッフの高い柔軟性や優れたバランス感覚に
日々大いに助けられており、この国にヨーロッパの
統括法人を置くことのベネフィットを強く実感して
おります。

　話は変わりますが、私はクラシック音楽鑑賞を趣
味としております。

　一昨年はフランスの作曲家クロード・ドビュッ
シー（1862-1918）の没後 100 年、昨年はベルギー・
ゲント出身の詩人モーリス・メーテルランク（1862-
1949）の没後 70 年ということで、ヨーロッパ各地
の劇場で歌劇「ペレアスとメリザンド」が数多く上
演されました。私の住むアントワープにあるフラン
ダースオペラでも現代的な非常に美しい舞台を観る
ことができました。
フランス近代オペラの頂点に位置する作品ですが、
ノーベル賞詩人であるメーテルランク原作の戯曲に
はベルギー的と呼ぶに相応しい感性が宿っていま
す。
　フランス語を話すゲントの裕福なフランドル人家
庭に生まれたメーテルランクは幼少期に厳格な宗教
教育を受け、ゲント大学で法律を学んだ後にパリに
渡り、当時の新潮流であった象徴主義を代表する詩
人・劇作家として 20 世紀前半の文学界に大きな足
跡を残しました。一般的には童話劇「青い鳥」の作
者として知られていますが、49 歳の若さでノーベ
ル文学賞を受賞し、国際ペンクラブの会長を務める
など、世界的に極めて高い評価をされている文豪で
す。古い歴史を持つフランドルの家系出身であるこ
ととフランス語で教育を受けたこと、この両面性が
フランドル神秘主義とフランス象徴主義という彼の
作風のアイデンティティを形成しています。

　「ペレアスとメリザンド」を鑑賞して強く印象付
けられるのはまず寡黙さ、静謐さです。声高に多く
を語る場面はほとんどなく、恋愛劇にもかかわらず
宗教的で神聖な趣があります。次に印象的なのは物
語が身にまとう美しさ。登場人物たちの存在感や発
する言葉の象徴性、流れる時間の神秘性は空前と言
えます。そしてこの静けさと美しさが互いを支え互
いを高め合っています。このような高い美意識は同
時代のドイツ他の作品群からは感じられないもの
で、かつての私は “ さすがはフランス物 ” と感心し
ていたわけですが、ベルギーで暮らして初めてこの
作品が併せ持つ前者の、フランドル的な特徴に気づ
かされ、当作品の持つ唯一無二の特徴がこの両面性、
つまりベルギー的なものに依存していると素人愛好

籠宮 智幸
パイオニア・ヨーロッパ

ベルギー的なるもの
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　これまで私はヨーロッパ以外も含め様々な国で
仕事や生活をする機会を得ましたが、5 年前にベル
ギーに戻ってきた時に覚えたホッとするような感覚
や安心感はほかの国では得難いものです。外国人を
さりげなく受け入れる社会の柔軟性や人々の懐の深
さはこの国ならではのものでしょう。

　世界は 2020 年代に突入しました。1 月末に決定
したイギリスの EU 離脱のほかにも、フランスをは
じめとする各国の社会的・政治的混乱が続いており
ます。これからのヨーロッパが激動の時代に突入す
るような漠とした予感を覚えておりますが、そのよ
うな時代の流れの中で、明晰さと優しさ、洗練と中
庸をバランスよく併せ持つベルギーという国の役割
はますます重要となってくるものと思います。

籠宮 智幸
Chairman and Managing Director

Pioneer Europe N.V.

 

家なりに現在は理解しています。

　すなわち、運命（状況）に対して感情的に反応せ
ず受け入れるべきところは受け入れる、真面目だが
ガチガチの謹厳実直ではなく独特の緩さ（寛容）が
ある、派手さは好まずスタティックで、しかしスタ
イリッシュであろうとする、曖昧で抽象的な表現の
裏に精神の明晰さが感じられる、など。

　ベルギーは、Heart of Europe と言われ、実際に
EU 本部が置かれるなどヨーロッパの中心地的な位
置づけにあります。それには歴史的な背景、地理的
な利便性、多言語国家であることなどが関連してい
るかと思いますが、上述のようなバランス感覚に優
れたベルギーの国民性や中庸を美徳とするこの国の
愛すべき慎ましさは、文字通り Heart of Europe の
役割を担うにふさわしい特徴と言えるでしょう。

http://www.infi2.com/


                                                                      （ 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/
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　いよいよ東京 2020 のカウントダウンが始まりま
した。
　思い出す。開催地が東京に決まった 2013 年ブエ
ノスアイレス総会、通称お・も・て・な・し総会で、
各国代表団が固唾を飲んで発表を見守る中、パネル
を裏返しつつ「トウキョウ」を発した瞬間からジャッ
ク・ロゲ IOC 会長 ( 当時 ) は、一躍日本でいちばん
ありがた〜いベルギー人となった。ま、この場合「ト
ウキョウ」を発してくれさえすればナニ人でもよ
かったわけだが、あれ以降ジャック・ロゲ氏は東京
開催決定の歓喜雀躍には欠かせない重要なキャラク
ターとなって日本人の記憶に刻まれた。
　ご存知のように、東京オリンピックは 1964 年に
続き 2 回目だが、今回ベルギー人会長つながりで
アタクシが語りたいのは、「幻の東京五輪」と呼ば
れている不発に終わった 1940 年版のほう。当時国
際オリンピック委員会をクーベルタン男爵から引
き継いで仕切っていた第 3 代会長の名は、アンリ・
ド・バイエ・ラツール (Henri de Baillet-Latour) 伯爵、
ブリュッセル生まれのベルギー人その人だった。ち
なみに Jaques Rogge さん第 8 代目。
　去年の大河ドラマ「いだてん 」ですっかりお馴
染みとなった東京オリンピック秘話だが、そこにも
当然ラツール会長が登場する。演じたのは本物ラ
ツールそっくりのベルギー人俳優ヤッペ・クラー
ス。かつてアカデミー外国語部門賞で話題となっ
た Daens(1992) ー 19 世紀のアロスト近郊の繊維工
業労働者の悲惨に立ち向かったカトリック神父の物
語ーにも出ている役者さんだが、Wikipedia による
とセクハラのブラックな噂もあるらしい。

　大河史上最低の視聴率よろしく、「いだてん ？見
てなかったわあ」という方のためにざっくり説明す
ると、物語は 1940 年編と 1964 年編の 2 部構成で、
第 1 部 : キーマン ( マラソンの金栗四三 by 中村勘
九郎はさておき ) 役所広司扮する嘉納治五郎を中心
に、1940 年に実現するはずだったが、戦時下で国
内外のさまざまな政治的思惑が絡み、結局「幻のオ
リンピック」に終わってしまった無念の顛末を、第
2 部 : 戦後かつて嘉納のアシスタントだった田畑政
治 by 阿部サダヲを中心に、1964 年の前回オリン
ピック開催を成功に導くすったもんだを、どちらも
3 歩進んで 2 歩下がる紆余曲折の茨の道を描いてい
る。
　前者 1940 年オリンピック招致に躍起になってい
た頃、日本は ( ヨーロッパから ) 遠い、国際連盟イ
ス蹴って抜けた、満州国独立及び日中戦争、ヨー
ロッパではヒトラーやムッソリーニらファッショが
台頭、ユダヤ人排斥問題ではアメリカが黙っていな
かった、そんな頃。さすがヨーロッパのベルギー人
ラツールは国際地勢学に敏感である。「スポーツは

藤野ユミリ
書籍編集IOC 会長はベルギー人！

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　88

https://www.tagawa.eu/
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政治と無関係」とは当時から建前。嘉納治五郎たち
はなんとか東京開催にこぎ着けたい一心でラツール
会長を日本に招待する。ベルギー 3 色旗を街頭に配
しての大歓迎、競技場視察はもちろん宮中訪問、京
都・奈良見物、時の人気女優水の江ターキーとの舞
台上の握手など異常なほどの接待＆お土産攻勢を受
けて、どうも少なからず気をよくしたらしい。日本
はこうして招致決定をもぎ取ったのに、、、泥沼の戦
争に向かう国策がそれを許さなかった。あまり話題
になりませんが、当時、夏季オリンピックと冬季オ
リンピックはワンセットなのが慣例で、東京と抱き
合わせで札幌冬季五輪の準備が進められていた。お
まけに 1940 年は日本書紀の神話に基づく日本建国
から 2600 年の記念すべき年で東京万博開催も計画
されていた。「欲しがりません、勝つまでは」の物
資不足がひた迫る中、五輪× 2+ 万博は絶対無理。
　結局、ラツールはヒトラーへの忖度と国際機関の
公正・中立のジレンマを抱えながら東奔西走した、
じつにベルギー人らし〜い役割を演じたと言えよ
う。ベルギーの DNA は国際舞台ではチェアマンと
してうまく立ち回るのが常で、国内政治では 2020
年 2 月 5 日現在未だに内閣がない。
　ラツール会長および 1940 東京五輪話の詳細は、
橋本一夫『幻の東京オリンピック』、夫馬信一『幻
の東京五輪・万博』を参照しました。

https://www.nipponexpress.com/moving/be/


駿台海外校 合格実績

開成 名 武蔵 名 渋谷幕張 名 渋谷渋谷
名 早稲田 名 慶應普通部 名 慶應湘南藤
沢 名 聖光学院 名 浅野 名 滝 名 海城
名 西大和学園 名 愛教大岡崎１名 愛知１
名 南山１名 立命館宇治４名 同志社国際１
名 関西学院２名ほか

駿台ブリュッセル校

新規
開校

駿台“新時代”宣言
熱心な進学指導、授業展開を心がけ、そして、それが合格という形となって表れると、その受験指
導体験や入試データが蓄積されます。その分析から質の高い受験指導が生まれ、高い合格実績へ
と結びついていきます。その合格へのスパイラルが、駿台の実績を押し上げてきました。あなたも、
ぜひこの合格スパイラルに乗って、第一志望校合格を勝ちとりましょう。

駿台のシステムや授業にご興味をお持ちの方
は、まずは以下のメールアドレスまでお気軽に
お問い合わせください。

難関校受験に抜群の実績 集団授業・個別授業ともに実施

事前相談・学習カウンセリングも実施

駿台 駿台
駿台ブリュッセル校
駿台デュッセルドルフ校
駿台ミュンヘン校
駿台アムステルダム校

シンガポール／マレーシア／バンコク／ジャカルタ
ミャンマー／マニラ／上海／浦東／香港／台北
オハイオ／ニューヨーク／ニュージャージー
ミシガン／ヒューストン

中学入試

高校入試

筑波大附駒場１名 灘 名 開成 名 渋谷幕
張８名 ラ・サール１名 愛光１名 東大寺学園
１名 洛南１名 西大和学園１３名 慶應義塾４
名 慶應女子２名 慶應志木４名 慶應湘南藤
沢６名 早大学院４名 早大本庄１８名 早実４
名 筑波大附１名 学芸大附４名 都立国立３
名 都立日比谷２名 都立国際（ ）１名 都立
戸山１名 県立刈谷北１名 県立名東１名ほか

充実した英語教育

中学・高校・大学受験対策、編入試験対策など
ご家庭によってニーズは異なります。
そこで駿台では経験豊富な講師が面談を行っ
た上で各生徒に合った授業形態をご提案し指
導を行います。

日本人学校、インターの両方に対応した英語の
授業を実施しています。英検や などの資
格試験対策も充実しています。

第一志望は、
ゆずれない
対象 小学生・中学生・高校生
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山本 浩幸
ベルギー青い鳥超リアルかつ嘘つきなファンエイク兄弟《神秘の仔羊》

ヨーロッパの十字路から　6

　この寄稿のシリーズタイトルに「ヨーロッパの十
字路から」という名前をつけています。
　地味な看板ではあるのですが、ベルギーという国
はどうも「道」という言葉に縁があるようで、強国
の狭間にあって人や物が行き交う十字路のような場
所と言えます。第一次世界大戦の際にアルベール１
世が、ドイツ軍の通過に対して「ベルギーは国であっ
て、道ではない」と気焔を吐いたとか。
　時は流れ、EU の本部を抱えつつも、国として分
裂しそうな現状を見ると、「ベルギーは国ではなく
なるかもしれないけれど、すぐれた道ではあり続け
る」と、意地悪な賞賛を与えたくなります。
　もちろん、歴史的に見れば、贅沢品の生産や貿易、
そして金融業で栄え、自身が世界の中心のように輝
いていた時代もあったわけで、その栄光の証人のひ
とつが《神秘の仔羊》といえます。

ファンエイク・視覚革命展
　現在、ファンエイク兄弟の展覧会が、ゲント美術
館にて開催されます。彼らの傑作絵画《神秘の子羊》
は、北方ルネサンスの代表格といえる規模と質であ
り、ベルギー七大秘宝のひとつでもあります。
　今回は、大規模な修復を終えた同作品の一部と、
世界に散らばったファンエイク作品、さらに同時代
の作家を集めて鑑賞できる展示です。
　1432 年の多翼祭壇画《神秘の仔羊》は、兄のフー
ベルトが制作を開始し、その死後、弟のヤンによっ
て完成されました。聖バーヴォ大聖堂のチャペルに
奉納され、鳥の翼のように開閉するパネルに描かれ
ています。

どんな革命？
　視覚革命とは何か？　この絵の制作された 15 世
紀前半に、ヨーロッパの他の地域でどのような絵が
描かれていたのか、古いイタリア絵画の画集や、ネッ
ト検索でもいいのですが、同時代の絵を見てみると、
ファンエイク兄弟との違いは明らかです。（そして、
展覧会では、実際に同時代の作家の例も展示されて
います）
　ファンエイク作品のほうは、人間の髪の毛やしわ
の一本一本まで、実に細かく丁寧に描かれています。
人体も立体ならば、空間の雰囲気、そして遠景から
近景の描き分けによる遠近感も効果的に使われてい
ます。
　光の方向性も意識されており、聖バーフ大聖堂の
チャペルに置かれた際に、もっとも自然に見えるよ
うに計算されています。

《神秘の子羊》の部分。受胎告知のシーン

【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】

  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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　圧倒的リアリティー表現が大きな特徴ですが、そ
れだけにとどまりません。積み重ねられてきた研究
と、修復によるさらなる発見の結果、《神秘の仔羊》
の創作には、「厳密な現実」の描写だけでなく、と
きには絵画的な表現を優先して、現実を変更した操
作もあったと判明したのです。観る人の心をつかむ
ために「嘘」をついていた秘密も興味深いものです。

中世にタイムスリップする展覧会
　今回の企画展では、《神秘の子羊》の閉翼時のパ
ネル８枚を中心に、世界で約 20 点ほどしかないファ
ンエイク作品の半数、さらに同時代のヨーロッパで
制作された作品が一堂に会します。
　15 世紀にどのような芸術の表現があり、その中
でファンエイク兄弟がいかに革新的だったのか、中
世の環境に身を置いてみると感じられることもある
でしょう。さあ、時計を逆に回して時間旅行に出か
けましょう。

展覧会　Van Eyck. An Optical Revolution
会期：2020 年 2 月 1 日〜 4 月 30 日
時間：9 時 30 分〜 19 時（火、水、木、日）〜 23 時（月、
金、土）
場所：Museum voor Schone Kunsten Gent
住所：Fernand Scribedreef 1 9000 Gent
料金：28 ユーロ（予約 25 ユーロ）

特設サイト Van Eyck. An Optical Revolution（英語）
https://vaneyck2020.be/en/
チケット予約（英語）
https://vaneyck2020.be/en/398-2/

入場時間の指定をして予約するので、早めに予約す
ることをおすすめします。

ナチスから奪還された作品
　今回紹介したゲントの《神秘の仔羊》や、ブリュー
ジュにあるミケランジェロ作《聖母子像》は、第二
次世界大戦中、ナチス・ドイツに接収されて、あわ
や爆破破棄される危機に見舞われました。
　映画「モニュメンツ・メン」（The Monuments 
Men ／邦題：ミケランジェロ・プロジェクト）を
見ると、その当時の状況を物語として楽しめます。
　ジョージ・クルーニー、マット・デイモンをはじ
め、ハリウッドのスターが結集した作品です。

（ベルギー青い鳥から転載）

https://vaneyck2020.be/en/
https://vaneyck2020.be/en/398-2/
https://www.infi-r.com/
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告知板

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 19 日（日） ゴルフ部　第 1 回コンペ Golf Club de Pierpont

4 月 24 日（金） 第 8 回企業・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 10 日（日） ゴルフ部　第 2 回コンペ Tournette(ENG)
5 月 12 日（火） 2019 年度第 5 回理事会 日本人学校
6 月 21 日（日） ゴルフ部　第 3 回コンペ Golf de Rigenee
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 Manos( 予定）
7 月 05 日（日） ゴルフ部　第 4 回コンペ Golf Club de LLN
9 月 13 日（日） ゴルフ部　大使杯 Golf Club de LLN
● 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。

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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●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１日 ( 日）午前 11 時 15 分より、 12 時 15
分から茶話会
日時：４月５日（日）午前１１時 15 分より、　12 時
15 分から茶話会
場所： ブリュッセル スクート会 (Mission de Scheut ）
修道院聖堂
住所： Chaussée de Ninove 548, 1070 Bruxelles 
ときに日時が変更されることもありますので、下記
のブログにてご確認をお願いいたします。

http://nihongomisa.cocolog-nifty.com/blog/

https://www.facebook.com/
groups/592349231569301/

お問い合わせ：長南    keikohochner@gmail.com 

●ベルギー・ソフィア会
ベルギー在住の上智大学・大学院などの出身者のグ
ループです。
新年会や夏の BBQ など、せっかく今、ここにいる
のだから、ベルギーのこと、ヨーロッパのこと、い
ろいろな好奇心を満足させられる集いを開催してい
きます。
現地化している方、駐在の方、現役の学生さん、在
学・留学していた方、南山大学や聖母大学など姉妹
校の方も大歓迎。そのご家族もお友達も入って、わ
いわい美味しく楽しく、役立つネットワークに参加
しませんか？
ベルギー・ソフィア会
http://www.sophiakai.gr.jp/sophiakai_w/w004.
html
連絡先：市原　rie-o3i5@hotmail.co.jp 

●話そう会　2020
４月 20 日（土）
Saturday April 20th , 2019 15:00 ~17:00
Place: Av. des Citronniers 58, 1020 Bruxelles'
 Metro　No.6 　Roi Baudouin

5 月 11 日（土）
Saturday May 11th, 2019 15:00 ~17:00
Place: Av. des Citronniers 58, 1020 Bruxelles'
 Metro　No.6 　Roi Baudouin　'

詳細は、BNK ベルギー日本語教師会ホームページ
下記をご参照いただけますようお願いいたします。
http://www.bnk-nihongo.be/?q=node/96

http://www.sophiakai.gr.jp/sophiakai_w/w004.html
http://www.sophiakai.gr.jp/sophiakai_w/w004.html
rie-o3i5@hotmail.co.jp 
http://www.nl.jal.co.jp/
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ダイキンヨーロッパ社　人事業務アシスタント急募（正社員登用の可能性あり）

◯勤務先：ダイキンヨーロッパ社

◯募集職種：日本人駐在員向け　人事アシスタント業務

◯勤務地：オステンド（ブラッセルにも事務所がありますが、今回はオステンドでの募集です）

◯業務内容：
　・ 欧州、中近東、アフリカ勤務の駐在員に関する人事関連の書類（帰国申請、経費精算書等）のチェック、

日本本社への進達
　・ 駐在員のビザ（ベルギー勤務者中心に、他の欧州地域、中近東、アフリカの駐在員も一部対象）の進捗、

税務申告のフォロー、相談対応
　・駐在規程やルールの熟知と適用、例外適用への対応、駐在マニュアルの整備
　・ ローカル HR スタッフ、外部ビザ・税務エージェント、ダイキン本社人事、駐在員等とのコミュニケー

ション（メール、電話）
　・労務費の予実分析
　・その他、人事企画関連業務のサポート（必要に応じて）

◯契約について：
　・有期雇用からのスタート
　　※駐在員が増加しておりますので、応募者の成長と成果により、正社員登用の可能性あり。

◯求める経験・スキル：
　   MUST（必須）
 ・日本での社会人（正社員）経験　2-3 年以上　
 ・日本語ネイティブとしての十分なコミュニケーション力
 　（社内外の日本人との円滑な意思疎通、論理思考力、作文力、相談への対応等）
 ・英語力（読み書き＆会話力）：実務での使用経験必須、TOEIC 目安 800 点以上
 ・オランダ語（もしくはフランス語）　基礎〜中級レベル
 ・ワード、エクセル　中級スキル
 ・人事業務に求められる以下のパーソナリティ 

　o 明るく、素直で柔軟に学んでいける方
　o 人との対面の対話を厭わず、機微を掴んでコミュニケーションできる方
　o 仕事を正確かつスピーディに処理できる方（給与や個人情報を扱いします）
　o 機密事項をきちんと扱える方
　o 物事を論理的に整理し、考えられる方

　   WANT（あれば望ましい）
 ・人事、秘書業務などの管理系の業務経験
 
　ご興味のある方は、人事・山本（yamamoto.a@daikineurope.com）まで、履歴書（英・和）を送付下さい。



Sports City
Avenue Salome 2, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles
御一人様 €30 (試合後の懇親会代含む)
※日本人会非会員の方は€45

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。

ペアは抽選でランダムに決めますのでお一人ずつの申し込みです。皆様、ふるってご参加下さい！！

2019年秋季大会
集合写真

キッズテニス教室開催
（参加者のお子様対象）



＜前年度各クラス別優勝者（敬称略）＞

    <男子A>株柳・鈴木  　　<女子A>馬本     <男子B>衣川・根本      <女子B・C>青木    <男子C>酒井・佐藤  　　　協賛品クジ引き、喜びの面々

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。

＜2019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、
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

■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）
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 クラスでご出場下さい）
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）
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。
再初級： 試合経験が少なく 又は無く 、ある程度ルールは分かるが、ボールを返すことだけで精一杯。

■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、 月か 月に 日をかけて開催されます。今年はオランダが幹事国で、アムステルダムにて開催予定です。

■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 クラスに参加の男子上位 名（準決勝進出者）、並びに、女子上位 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 名の内 名、女子 名の内 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 クラス準決勝進出者、並びに女子 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。
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編集後記

　今年は天気のいい日が多かったとはいえ、やはり気持ちが盛り上がらないベルギーの冬。その冬も、
終わりに近づき、楽しい春・夏を心待ちにできる時期になってきました。今回は、楽しい春・夏に向け
ての情報を一つ。

　ベルギーには、様々な名物がありますが、その一つがクロケット・オー・クルベット。小エビのクリー
ムコロッケです。名物としては割と地味な印象ですが、これがなかなかすごいのです。

　ポイントは中に入っている小エビ。この小エビ、北海に生息しており、イギリス、ドイツ、デンマー
クなど北海に面する他の国でも獲れるのですが、ベルギー産が一番おいしいとのことです。その秘訣は
鮮度。食通の国だけあって、獲ったエビを船上ですぐに茹で、保存料も入れず、冷凍もせず、そのまま
翌日には市場に並べます。このため、小エビの濃厚な旨みを如何なく味わうことができるそうです。また、
コロッケ自体は古くからヨーロッパ中で食べられていたようですが、クリームコロッケはフランス発祥。
つまり、美食の国で昔から受け継がれてきたクリームコロッケに、濃厚な小エビをギュッと詰め込んだ
食べ物、それがクロケット・オー・クルベットなのです。

　この小エビ、3 月から 11 月ごろまで獲れるようですが、最旬期は 5、6 月。今年の初夏は、オステン
ドなどの海辺の町で、カリカリに揚げたパセリが添えられた、揚げたてのクロケット・オー・クルベッ
トに舌鼓を打ってみるのはいかがでしょうか？ 

（月担：前田）

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。


