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　2020 年 5 月号日本人会会報の巻頭ご挨拶を担当
させて頂く、AW ヨーロッパの東です。

　ベルギーに赴任してから、早いもので間もなく 3
年が経過しようとしています。赴任以前は、会社人
生の 9 割以上を主に海外のお客様に対する営業担
当として過ごしてきましたので、ベルギーを含め欧
州には何度となく出張で来ておりましたが、やはり

「旅行」と「生活」とは大きな違いがあり、住んで
みて初めて気づくことも多くありました。ここでは
3 年間過ごしてきて感じたことを、同じく 5 年間過
ごしたアメリカや日本との違いを交えながら思いつ
くままに記したいと思います。

　私どもの会社はベルギー南部ワロン地方のブレン
ラルーという長閑な田舎町にあります。皆様もよく
ご存じのように、ベルギーは北部オランダ語圏と南
部フランス語圏が対立する、いわゆる「南北問題」
を抱える複雑な連邦国家で、国民を束ねるのは、王
室とビール、サッカー代表チームくらいと言われる
ほど、「一つの国民」という意識は希薄だとされて
います。一般的に、北部フランダース地方の方が、
勤勉で良く働く人が多いと言われており、多くの企
業が北部に拠点を構えている中、なぜ南部ワロン地
方に進出したのか…　いろいろあったようですが、
ここでは省略させて頂きます。

　いずれにしても愛知県にある、本社アイシン・エ
イ・ダブリュの初のヨーロッパ拠点として 1990 年
にこの地に居を構えて、今年 30 周年を迎える事に
なります。その間お蔭様で欧州のお客様との取引も
増え続け、会社も大きく成長してきましたが、ここ
へ来て取り巻く環境は厳しさを増しており、今後数
年が大きな山場になると認識しています。

　さて、そんなベルギーで、恐らく多くの方が先ず
その洗礼を浴びるのは、交通マナーの悪さではない
でしょうか。私もご多分に漏れず、当初はルールが
よく分からず、もたもたしていると何度もクラク
ションを鳴らされ、その都度落ち込んでいました。

しかしそのうち現地のドライバーも結構いい加減な
運転をしている事が分かり、近頃はクラクションを
鳴らされても適当にやり過ごす事ができるようにな
りました。ただ、やはり運転は荒く、強引な割り込み、
ウィンカー無しの車線変更等は日常茶飯事で、悪名
高い「名古屋走り」に慣れた私でも閉口することし
ばしばですが、見習うべき点もいくつかあります。

　まずは何と言っても歩行者優先の意識の高さで、
横断歩道ではほぼ１００％止まってくれます。ある
調査では日本では、1 割以下だと聞きました。また
高速道路の追い越し車線を長々と走っている車もほ
とんど見ません。これは最近日本ではあおり運転の
原因の一つになっていますし、早く行きたい人には
道を譲るという姿勢は見習うべきだと感じました。
一方アメリカでは速度も遅く、ゆったり運転してお
り、運転マナーも良いという印象です。最も見習う
べきは、交差点等での 4-WAY STOP の精神ではな
いでしょうか。交差点に先に入った人が優先権があ
るので、信号の無い交差点でも、または停電で信号
が消えてしまっても整然と混乱なく通り抜ける事が
できます。この「お先にどうぞ精神」が浸透してい
るため、欧州や日本のように一旦道を譲ると次から
次へと突っ込んでこられて永遠に待たなくてはいけ
ないという事がありません。これは是非見習いたい
マナーだと感じました。

　運転は荒いベルギー人ですが、人の優しさは感じ
られます。まず、コミュニケーションに関してです
が、お互いに母国語はマイナーな言語という事もあ
ると思いますが、拙い仏語、英語でも分かろうと努
力してくれる点が有難いです。これがアメリカだと、
英語は話せて当然という人たちが多く、ファストレ
ストランのアルバイト店員のような人たちは、何度
聞きなおしても早口の英語でまくし立てるだけで、
全く思いやりを感じない態度を取られたことが何度
もありました。普段は愛想が良くないですが、言葉
の面で困っている人たちには親切に接してくれる温
かさを、ここベルギーでは何度か経験しました。

東 昭光
AW ヨーロッパ

ベルギー雑感
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　冒頭に書きましたように、弊社のあるワロン地区
はフランダース地区に勤勉さでは劣るかも知れませ
んが、みんな楽しく、和気あいあいと仕事をしてい
るようです。フランダース地方の人たちは、他人に
も厳しく、仕事をサボっている人を上司に告げ口す
るというような事を聞きましたが、ここでは皆適当
に（？）仕事しているため、そんな事もないようで
す。どちらが職場として良い環境なのか…　結果を
出さないといけない立場としては判断が難しいとこ
ろではありますが、基本的にはラテン系気質の憎め
ない人達だと思えるようになったのは、この 3 年
で私も随分我慢強くなり、またこの地に溶け込むこ
とができるようになったからでしょうか。

　我々日本人が共感できる点としては、やはり「歴
史」と「食」ではないかと思います。日本もベルギー
も歴史が長く、街に歴史的建造物が多いため、日常
的に歴史に触れる機会が多くあります。若い時はそ
れほど意識していませんでしたが、古いものに触れ
ることで精神的な癒しを得ることができます。アメ
リカに滞在している時は、そういう癒しを感じられ
ないため、何となく心の渇きを覚え、日本に帰った
際に神社、仏閣を訪ねて潤いを求めたのを覚えてい
ます。

　また、食に対する拘りという点でも共通点がある
ように思います。日本には一汁三菜という言葉が表
すように、少量ながらなるべく多品目の食材をバラ
ンスよく取る文化がありますが、ベルギーでも同様
にいろいろな食材を工夫して調理しているお店が多
いと感じますし、何よりフランス料理と日本の懐石
料理は見た目の美しさという点でも共通点があると
思います。アメリカ人は食に関してはたんぱくであ
り、臆病だと感じます。欧州人と違って知らない食
材は敬遠し、挑戦しようとする人が少ないようです。
その結果、一説には日本人が日常的に摂る食材は何
万種類に及ぶ一方、アメリカ人はその 10 分の一以
下だと聞いたことがあります。一度に何百グラムも
のステーキは平らげるのに、少量ずつ何品も出され
る懐石料理は食べきれないというアメリカ人を多く
見てきました。

　本当に取り留めのない雑感になってしまいました
が、いろいろな国の人たちと生活の中で接する事に
より、我々日本人の良い所、悪い所に気づけるのは
いい経験になっていると思います。

https://www.tagawa.eu/


                                                                      （ 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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藤野ユミリ
書籍編集コロナ禍中お見舞い申し上げます『ねこの手かします』

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　89

　別に私のせいじゃないんだが。
　 日本人会会報の前回３月号に、去年の大河ドラ
マ「いだてん」前半、幻のオリンピック「１９４０
東京五輪」の IOC 会長の役で出演していたベルギー
人俳優の話を書いたら、「２０２０東京五輪」の開
催が延期になっちゃった。
　今年はオリンピックイヤーだし、1940 年当時の
IOC 会長は事実ベルギー人だったんで役者もベル
ギー人を配すというディテールに手を抜かないニク
い演出、さすが NHK ！という思いで、記事をサラ
サラ書いただけなのだが。するとなんと！今度は脚
本のクドカンまでがコロナに罹患したというではな
いか。別に私のせいじゃないんだが。この５月号が
発行される頃には無事回復したという知らせが届い
てますように。すべての地球人の安心と安全と健康
を脅かす Covid19 の猛威が少しでもおさまってお
りますように。

　そんなこんなの巷で頻発される言葉に lockdown
とか confinement とかがありますが、AFP 通信３
月 27 日の記事に「閉じこもり生活のアドバイス　
宇宙飛行士から潜水艦艦長まで　新型コロナ対策」
というのを見つけました。
https://www.afpbb.com/articles/-/3275588

　記事には、ヨットで単独世界一周した海洋冒険家
や火星探査を想定したドーム内で 1 年間暮らした
という宇宙生物学者の話も出てくる。なるほど。彼
らは仕事上閉じこもり生活に慣れている。アドバイ
スは各人各様だが、主旨は総じて、「日課を持つ」「使

命を見つける」「新しいことを始める」「やる気が失
せるのは当たり前と思う」「人とのやりとりを欠か
さない」。最後の言葉は、元 ISS（国際宇宙センター）
トップのベルギー人宇宙飛行士フランク・ディベナ
氏（Frank De Winne が AFP の翻訳者の手にかかる
とこうなる）の談話として紹介され、彼は毎日決まっ
た時間に母親とビデオ電話で会話をするのを日課と
しているという。「いつになったら終わるかわから
ない中で、予想通りになるもの（日課）が必要だ」
というのは、諸行無常を DNA に持つ身には平時か
ら心を整えるよすがとしたい。

　日課といえば例えば読書。書店にも図書館にも
行ってはならない！ソーシャル・ディスタンス 1. ５
メートル！というこのご時世、いつにもまして
Amazon、Kindle さまさまの便利なツールがありが
たい。じつは、これに関して最近不思議な経験を２
つした。ひとつは、注文した本が予想をはるかに超
えて分厚かったのに辟易し、返品手続きをした。め
でたくクレジットカードに返金してくれるという
メッセージ。時置かず、「この商品は返さなくても
いい」というのがきた。なぜだ？　ふたつ目の不思
議は、別の注文した本が予告通りに届いた。２週間
後、同じ本がまた届いた。なぜだ？　
　ついでに、今回のコロナ関連でカミュの『ペスト』
が流行っているというのでアマゾンでゲットしよう
としたら、なんのことない、PDF で出回ってた。

　ここで今月の読書案内。
　冒頭述べたが、この記事を書くにあたって、日本

https://www.afpbb.com/articles/-/3275588
https://www.nipponexpress.com/moving/be/
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人会会報前回号をパラパラ読み直してたら、おなじ
みのキャッチコピー「ネコの（手）かします」の広
告が目に入る。そういえばあったな、という感じで、
蔵書から内田麟太郎の名作『ねこの手かします』（文
研出版、2008）を取り出してきた。ロックダウン
のさなかじゃなきゃこんな機会もなかったかも。話
はこうだ。「ねこのひるね」というまんじゅう屋の
女主人（メス猫）たまこさんは、うらで「なんでも
解決ねこの手や」という隠密会社を営む。あるとき
凶悪犯による銀行立てこもり事件が発生、策なく埒
あかず、業を煮やした警察署長（人間）が人質奪還
のためたまこさんに助けを求めてやってきて、万事
めでたし、さすがねこの手！　そんなまんまの内容
だが、侮るなかれ。そこの営業部長ねこやなぎ氏（猫）
というのが、ピンポイントに顧客を見つけて仕事に
つなげる有能なビジネスマンで、これはと思うとこ
ろにだけ出かけて行って仕事を取ってくる。つまり
普段からきちんと人を見てるってことですよね。彼
を擁するたまこ社長の器量も推して測るべし。

　不安が蔓延する渦中、家族や友人、社会をちゃん
と見るという熱のこもったつながりは、ネット社会
でも可能だとぜったい思う。

【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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ベルギー青い鳥

山本 浩幸

ヨーロッパの十字路から　7
偉大な作曲家ベートーヴェンは「ベルギー人」？

　クラシック音楽の三大Ｂといえば、バッハ、ベー
トーヴェン、ブラームス。

　日本でも世界でもジャジャジャジャーンからは
じまる「運命」の作曲家ベートーヴェン（1770 －
1827）は、乱れ髪にギロリと目を光らす天才とし
て学校の音楽室に肖像画が飾られており、知らない
人はいないだろう。

　ドイツが誇る偉大な作曲家だが、ベートーヴェン
の出自（ルーツ）がベルギーにもあることをご存知
だろうか。

　ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン（Ludwig 
van Beethoven）という名前自体にまずは注目して
みよう。ゲルマン系の言葉に強い人なら一目瞭然だ
が van という単語はオランダ語である。ドイツ語
では von、英語では of に相当し「～出身の」「～に
所属する」という意味がある。

　それだけを見て、「ベートーヴェン家はオランダ
系だった」と書籍に書いているのに出くわすと、つ
いつい調査不足を指摘したくなる。

　ベートーヴェンの家系は 15 世紀まで遡ることが
でき、父方の祖先はベルギーのフランダース地方の
出身である。国境の線引は歴史とともに変化してき
たが、現代の観点からすると、ベートーヴェン家は

「ベルギー系」もしくは「フランダース系」だった
という表現が正しい。

　これについて、ベルギーの日本人社会の草分け、
初代日本人学校理事長、佐藤澄雄氏が日本人会の会
報に分かりやすくまとめた文章がある。先輩の残し
た遺産を紹介したい。

　巨匠ベートーベンの祖先は、ザベンテンの空港か
ら、少しアントワープ寄りのカンペンフートと云う
田舎町に、15 世紀の終わり頃すんでいた「Jan Van 
Beethoven」だったということです。

https://www.infi-r.com/
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　その 5 代あとに一家はルーヴァンに移り、その
息子の代にメッヘレンに移りました。・（中略）・ベー
トーベン一家が、メッヘレンに移り住んで 3 代目
の末っ子が音楽家で、ボンの宮廷歌手として、選挙
候に招かれ、更に楽長に昇進、その孫が、かの有名
な作曲家ベートーベンというわけです。

　日本のお寺には過去帳があって、いろいろと昔の
ことが分かりますが、欧州でも教会には、その教区
の人達の出生、死亡の記録があり、このベートーベ
ンの話も、各地の教会の記録によるもので多分まち
がいないと思います。

　因みにベートーベンとは BEET（蕪）、HOVEN（庭
とか小さな畑）というフラマン語です。彼のサイン
は決して「VON」ではなく「VAN BEETHOVEN」で
あり、これもフラマン人のひとつの証拠と云えま
しょう。要するに「カブバタケ」さんということで
しょう。…（後略）…

（日本人会会報 25 号から引用）

　つまり、文中ボンの宮廷歌手として招かれたのが
ベートーヴェンの祖父で、彼は未来の巨匠と同名で
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。その息子

はヨハンで、アル中ながら自分の息子ルートヴィヒ
の優れた音楽の才能を見抜いて鍛えた人物である。
一族がドイツに本拠地を移した結果、ドイツの血が
優勢になっていく。

　大作曲家であるベートーヴェン自身は、フラン
ダースの血が４分の１入ったベルギー人クウォー
ターと言える。

　ドイツもオランダもフランダースも、同じゲルマ
ン民族だから、わざわざベルギー人なんて言わなく
ていいじゃないか、と議論できなくもないが、隣村
ですら「外国」のような心理的距離を（今でも）感
じる欧州人にとっては、微妙ながらもはっきりとし
た違いがそこにはある。

　ましてや、フランダースの出自が記録で明らかに
なっているのに「オランダ系」とすり替えているの
は、それが不注意としても、別の意図があるにして
も、ベルギー在住としては許しがたい印象操作（！）
に思える。誇大な被害者妄想だろうか。

　極端なところでは、第二次世界大戦中のナチスド
イツがベートーベンは 100％ドイツ人だとプロパガ

教会の鐘で音楽を奏でる「カリヨン」がメヘレンの自慢。写真中央は演奏室。ベートーヴェンの祖父もレッ
スンを受けた 15 世紀からの聖ロンバウツ大聖堂つき聖歌隊の練習場（写真右）が、今も残る。

http://www.infi2.com/


日本人会会報 2020 年 5 月号　391 号

9

●
● ●

●

日本人会会報 2020 年 5 月号　391 号

9

　先日の政府発表では、8 月末までの大規模イベン
トはすべてキャンセルということで、この夏のコン
サートホールはガランとした空洞のままだ。

　願わくば社会がウイルスに対して万全の体勢が
整った状態で、秋の文化シーズンを迎えたい。その
間、ベートーヴェンの生の音楽に触れることはでき
ない。すべてテレビやパソコンの画面越しになる。
いや、治療薬もワクチンも、早くて年内に間に合う
かどうかという報道もあるので、文化の秋も危ぶま
れるのか。いやはや、気の遠くなる話ではないか。

　さて、交響曲「第九」の歓喜の歌は、欧州連合の
歌としても採用されている。「年末の風物詩」であ
るのは、実は日本特有の風習のようだが、年末独特
の高揚感のなかに大編成のコーラスを聴くのは痛快
である。ぜひ欧州にも逆輸入すればいい。現在鋭意
制作中の魔法のワクチンが、翼をつけて素早く出回
れば、師走の冬空に歌声が響き渡るだろう。

　最後に、第九から一節を引用して、読者の皆様へ
のご機嫌伺いとさせていただく。

 Deine Zauber binden wieder,
 　Was die Mode streng geteilt;
 Alle Menschen werden Brüder,
 　Wo dein sanfter Flügel weilt.

 汝が魔力がふたたび結びつける
 　時流が厳しく分ちたものを
 すべての人が兄弟となる
 　柔らかき汝が翼のもとで

（ベルギー青い鳥から転載・加筆）

ンダを張り、フランダースの出自を無視しようとし
た。しかし、これこそ我田引水の典型で、巨匠の才
能を自国の手柄にしたい動機が働いたのだろう。

　一族の音楽的ルーツという観点からしても、フラ
ンダースの血を抜きに語ることはできない。優秀な
声楽家だった同名の祖父と、幅広い楽器を弾きこな
した父から受け継いだ技術、そしておそらく彼らの
フランダース音楽の伝統も、巨匠ベートーベンの名
曲の数々のなかに織り込まれているからだ。

　ところで、本年 2020 年はルートヴィヒ・ヴァン・
ベートーヴェンの生誕 250 周年ということで、年
始から彼の楽曲が世界中のコンサートホールに鳴り
響いていた。エリザベート国際音楽コンクールの優
勝者である堀米ゆず子さんが毎年開催する 3.11 被
災地支援の「復興コンサート」でも、ヴァイオリン
協奏曲ニ長調がブリュッセルの音楽院で演奏され
た。3 月 11 日（水曜）のことである。

　今、新型コロナウイルス（COVID-19）の影響で、
ベルギーは 3 月 14 日（土曜）から全面的なロック
ダウンの状態になり、人の集まるコンサートホール
はすべて閉鎖されてしまった。大勢で集まって音楽
を楽しむという当たり前のことが、実は大変貴重な
人間の営みであったと、遅まきながら痛感させられ
るようになった。

メヘレンにあるファン・ベートーヴェン通り

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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告知板

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

●東日本大震災９年チャリティーの報告と御礼
2 月 29 日に開催した復興祈念イベントに約 100 人
の方々にご来場いただきありがとうございました。
募金やバザーの収益１６万６６００円を「カリタス
釜石」と「カリタス南相馬」に寄付させていただき
ました。
来年も支援を続けて参りたく存じますので、引き続
きご協力をお願い申し上げます。イベントの様子は
次のフェイスブックをご覧ください。
https://www.facebook.com/groups/
151022046332226/

３・１１東日本大震災支援協会

●日本語を話そう会
５月 17 日（日）
Sunday May 17th , 2020 time will be confirmed
スペシャル話そう会　Special Hanasookai
Place:Hasselt 日 本 庭 園 /Japanese garden/Japanse 
tuin
Gouverneur Verwilghensingel 23, 3500 Hasselt
Registration is required.

6 月 20 日 （土）
Saturday June 20th , 2020 15:00 ~17:00
Place: Av. des Citronniers 58, 1020 Bruxelles
Metro: No.6 Roi Baudouin

スペシャル話そう会　Special Hanasookai
6 月 7 日（日）
Sunday June 7th , 2020 13:30 ~17:00
Place:Hasselt 日 本 庭 園 /Japanese garden/Japanse 
tuin
Gouverneur Verwilghensingel 23, 3500 Hasselt
Registration is required.

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 コロナウイルス感染抑
制の為中止 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
懇親会はコロナウイルス感染抑制の為中止 -

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
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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：５月３日（日）
午前 11 時 15 分より、12 時 15 分からは茶話会

（昼食をはさみながら、福音の１問１答）
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

日時：６月７日（日）
12 時より、13 時～昼食と散策
場所： Missiehuis van Scheut 
住所： Brasshaatsebaan 126, 2970 Schilde

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://nihongoomisa.cocolog-nifty.com/blog 
https://www.facebook.com/groups/
592349231569301/
お問い合わせ：長南  ( keikohochner@gmail.com)

●ブリュッセル日本語プロテスタント教会
ロックダウンが解除され次第、以下のように再開す
る予定ですが詳細は教会ウェブサイト、Facebook
にて随時掲載されますのでご確認ください。もしく
はメール・電話でお尋ねください。
毎週日曜日、午後 2 時～ 3 時まで礼拝があり、その
後にティータイムがあります。
日本語で聖書を読みたい方、神さまの話を聞きたい
方、おしゃべりがしたい方等、是非お越しください。
※貸し出し用の聖書、讃美歌は用意いたしておりま
す。
場所：Boulevard du Souverain 199, 1160 Auderghem 
※新しい場所に変更いたしました。
お問い合わせ：brussels.nihongokyoukai@gmail.com 
電話：0479 67 03 15（川上）
URL: http://brussels-nihongokyoukai.blogspot.be/
Facebook : http://www.facebookcom/
belgiummissionarysupporting/

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

　何かとてつもない事が起きている。このインパクトはリーマンを超えるだろう。人間の働き方や社会
の在り方まで変えてしまうかも知れない。そんな気がします。「普通の生活」が如何に儚くかけがえのな
いものであったのかを思い知らされる日々です。とにかく、医療に携わる人々の命懸けの奮闘に心から
の感謝と応援を送りたいと思います。そして、会員の皆様、ご家族・ご友人、ご同僚の皆様の無事を願
わずにはいられません。

　ビジネスに目を転じますと、本稿を書いている 3 月末時点では、来月からは更なるダウンサイズ操業
を迫られるだろうという悲壮感が漂っています。しかし一方で、「ピンチはチャンス」という言葉もあり
ます。皆様の職場でも、衛生・安全の確保だけでなく、組織運営・企業経営の観点からも様々な対策を
講じられている事でしょう。これらが後々、予想外の効果を生んでくれるのではないでしょうか。エネ
ルギー消費の少ない、低炭素社会に向けたターニングポイントになるかも知れません。

　また、この未曾有の危機に対して、弊社では駐在員もローカルも一丸となって立ち向かってくれてい
ます。もちろん疲労困憊の毎日ですが、このドライブ感は組織を運営する者としては小さな喜びを感じ
ないでもありません。私の大好きなリバプール FC の応援歌に、「嵐の中を歩く時は顔を上げろ。闇を恐
れるな。風の中を歩け。雨の中を歩け。希望を胸に歩け。その時、君は独りじゃない。」という一節があ
ります。今ほど実感を伴ってその意味を理解できた事はありません。

　さて本来は、本稿は私の後任が自己紹介を兼ねてご挨拶させていただくはずでしたが、今回の騒動で
交替時期が延び、私の離任のご挨拶となりました。私の任期中では、皆様の多大なるご支援とご理解をもっ
て、本会報の電子化という大きな仕事を完了する事ができました。実務を一手に担っていただいている
事務局の皆様に感謝すると共に、改めまして会員の皆様に心よりお礼申し上げます。引き続きのご愛顧
を何卒宜しくお願い申し上げます。

（月担：大野）
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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。


