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　今回巻頭言を担当させて頂きます NYK BULKSHIP 
(ATLANTIC)（日本郵船）の藤田と申します。

　はじめに日本郵船グループのベルギーでの事業を
簡単にご紹介します。

　①海上・航空貨物輸送、倉庫・配送サービス及
びサプライチェーンマネジメントを提供する Yusen 
Logistics(Benelux) 社、②ゼーブルージュ港とアン
トワープ港で完成車専用ターミナルを運営する ICO
社、③自動車専用船の営業拠点である NYK Group 
Europe Ltd 社 Benelux 支店、④ゼーブルージュ港
をベースにした LNG 燃料供給船による LNG 船舶燃
料供給・販売事業、⑤大西洋水域でのドライバルク
船（ばら積み貨物船）による外航貨物輸送を担当す
る NYK BULKSHIP (ATLANTIC) 社、の 5 事業です。

　私の所属する NYK  BULKSHIP (ATLANTIC) 社は、
アントワープを本社、他にアメリカのニューヨーク、
ヒューストンに拠点があり、大西洋水域に配船して
いる積載量 20 万㌧から 2 万㌧型の ” ケープサイズ
バルカー ”、” パナマックスバルカー ”、” ハンディ
サイズバルカー ” と呼ばれるドライバルク船や在来
貨物船による、ばら積み貨物（＝鉄鉱石、穀物等、
梱包せずにそのまま輸送する貨物）、鋼材・パイプ、
プロジェクト貨物等の海上輸送に携わっています。

　今からちょうど 100 年前の 1920 年にオリンピッ
クが開催されたアントワープは、ご存知の通りの港
町で、人口 50 万人、大きすぎず小さすぎず、暮ら
すには丁度良いサイズの街です。アントワープ中央
駅からスヘルデ川までの徒歩圏内に、（フランダー
スの犬の物語の中で）ネロ少年がルーベンスの絵を
見つめていた大聖堂、瀟洒なショッピングモールで
あるメール通り、チョコレート屋さんやビスケット
屋さんが集まるエリアなどがコンパクトにまとまっ
ています。

　個人的にお勧めの場所の一つとしては Red Star 
Line Museum という博物館が挙げられます。街の

中心からは少し離れた北部の MAS Museum の更に
北側にあるのですが、1871 年～ 1934 年まで欧州
大陸とアメリカ間の大西洋横断航路を運営していた
船会社の当時の建物を改装した博物館で、ヨーロッ
パ大陸から当時多くの移民が新天地を求めてアメリ
カに渡った様子が紹介されていて、とても興味深い
博物館です。

　アントワープで暮らす外国人にとって難しいの
は、街中の入り組んだ小道が直線ではなく、東西南
北に曲がりくねっている事です。特に方向感覚のな
い私は、ほろ酔い気分で市中心部の市庁舎広場から
市北部にある家に帰宅する際、横着をして適当に街
中の小道を貸自転車で走っていくと、北に向かって
いるつもりがいつの間にか元に戻っていたり、石畳
と一体化したトラムの線路に貸自転車のタイヤがは
まって転倒したりといった事が一度や二度ではな
く、我が家に帰りつくのもなかなか容易な事ではあ
りません。

　一方、大変ありがたいのは、現地の方々が大変友
好的で親切な事です。自分からどんどん話しかけて
きたりはしませんが、こちらから挨拶すると笑顔で
挨拶を返してくれて、何か尋ねれば一生懸命親切に
教えてくれたり、困っているとさりげなく助けてく
れたりします。また、オランダ語圏にも関わらず、
皆さん英語もフランス語も堪能で、オフィスでは電
話の相手に合わせて当たり前のように言語を使い分
けている様子には本当に驚かされます。

　憧れの初 “ 欧州 ” 駐在、理想としては休日には世
界史の名所旧跡や美術館、ワイナリーを探訪し、流
暢なフランス語でワイン談義、等々をして過ごして
おります、と言いたいところなのですが、残念なが
ら現実はそうはいきません。世界史は “ 大人がもう
一度読む世界史 ” という本を片手にわずか数ページ
で寝落ち、ワインについては知識はおろか味覚も自
信がなく、会食の際も周囲のワイン通の方に選んで
頂くのが常道。また、言語に至っては、コミューン
で紹介されたオランダ語初心者クラスも半年で挫

藤田恵仁
NYK BULKSHIP (ATLANTIC)（日本郵船）

一期一会
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間、同じ場所を共にしているからこそお会いできた
方々や、そういう場面で親交を深められる機会、そ
して現地の方々との文化交流の貴重な機会を逸して
しまっているかもしれないのは大変残念な事です。

　この号が発刊される頃には、コロナ禍がもう少し
収まって、皆さまの日々のお仕事や暮らしが元に戻
り、人々の往来も復活して、ヨーロッパならではの
賑わいや活動、そして、日本人会における会員の皆
様の相互交流及び現地の皆様との交流の機会が少し
でも多く取り戻せることを心から願っております。

折、そうこうするうちに 2 年半が過ぎてしてしま
いました。（あっという間ですね。）

　ただし、社会人後半に差し掛かってからぼちぼち
習い始めたテニスは、ベルギーに来て少し機会が増
えました。特に最近はコロナ禍で出張・会食がほぼ
ゼロ、5 月からテニスコートが再開して頻度が増し、
やたら参加する割には一向に上達せず、周囲の皆様
にご迷惑をお掛けするばかりなのですが、それでも
皆さん温かく（仕方なく？）お相手くださり、感謝
の気持ちで一杯です。（本当にどうもありがとうご
ざいます。）また、一昨年は全仏オープン観戦を果
たし、、昨年はテント持参でウィンブルドンにテニ
ス観戦に連れて行っていただく機会を得て、こんな
に身近で手軽に行ける事、テレビで見た憧れの本場
に自分がいること、錦織選手や他の名だたるプレー
ヤーを身近に見る事ができ、大変感激しました。

　さて、長期間のロックダウンも徐々に解除されて、
少しずつ規制緩和が進んでいますが、再度感染者が
増加傾向に転じたり、未知のウイルスだけにコロナ
禍はなかなか簡単におさまってくれそうもありませ
ん。今回のようなことがあると、もし同じ時期にベ
ルギーにいるという共通点がなかったら、お会いし
たり、お話したりする機会がなかったであろう方々
と、日本人会での行事や総会後の懇親会等を介して
これまで当たり前のようにいろいろな交流が出来て
いた事が随分貴重な事であったのだということを思
い知らされます。

　参加者の皆様の安全と健康を第一に考え、様々な
検討がなされた結果として、日本人会の行事も多く
が中止や延期を余儀なくされているのはやむを得な
い事ではあるのですが、一方で、たまたま同じ時 藤田恵仁

NYK BULKSHIP (ATLANTIC) NV
Managing Director

【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　　

写真後列右から二番目（藤田氏）

http://sowatrading.be/en/


                                                                      （ 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 

mailto:euroyamada%40gmail.com?subject=
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山本 浩幸
ベルギー青い鳥ヴィレールス修道院・美しい廃墟に出会う小旅行　Abbaye de Villers

ヨーロッパの十字路から　9

　Stay Home のコロナ時代。ずっと家の中にばか
りいるのは辛いので、安全で無理のない範囲で外出
したいという方も多いと存じます。

　今回は、特にブリュッセル在住のご家族が、小さ
なドライブ旅行で気分転換するのに最適な場所をご
紹介します。ぜひお出かけください。

　ブリュッセルから車で１時間弱の距離を南に走る
と、森と麦畑に囲まれた自然のなかに、12 世紀か
らの歴史を面影に残した修道院の廃墟が現れる。

　建物のほとんどが壁や基礎部分しか残っておら
ず、崩れた部分には雑草や木が生い茂る「廃墟」と
なっている。それを美しいというと不思議な感じだ
が、日本でも廃墟ばかりを載せた写真集が出版され
たり、古い街並への哀愁をテーマに旅行を企画した
り、「わびさび」への感度は高い民族ではなかろうか。

　さて、修道院の敷地内を歩き回ると、ジブリ作品
『天空の城ラピュタ』のような建物と自然が一体に

なった風景に出会うことができる。

　ヴィレールス修道院（Abbaye de Villers）はシトー
会の修道僧が祈りを捧げた教会と居住空間が残され
た歴史遺産だ。キリスト教のカトリックの一派では
あるが、豪奢な装飾を排し、自然のなかでの質素な
共同生活を志向した。

　教会、回廊、宿舎、キッチンなど、その部屋が何
に使われていたのか分かっている。また、普段の生
活では修道僧同士でも会話することを禁じられたた
め、会話をするための部屋もある。素行の悪い僧は
暗い牢屋に放り込まれた。白い僧服に身を包んだ修
道士たちが、どのような生活を送ったのか、想像し
ながら見歩くのは楽しい。

　遺跡となったのは、フランス革命の余波を受けて
のことである。18 世紀末にヴィレールス修道院は
強奪され、建材業者に売却され、立派な建物はまも
なく解体されてしまう。

　すっかり荒れ果ててしまったが、19 世紀の文人
たちはこれを「ロマンチック」とし、遺跡の景観に
美を見出した。なかでも文豪ヴィクトル・ユーゴー
は３度も訪問した。彼はここでスケッチをし、名作

『レ・ミゼラブル』にも修道院への言及がある。
牢屋（Prison）の近くにカフェがある。ヴィレールスで作
られたビール IX と V はワロン地方トップレベルの美味。
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修道会について

　「修道会」という信仰の形の起源は６世紀のヌル
シアのベネディクトゥスにさかのぼる。古代ローマ
の貴族の家に生まれたが信仰の道に進み、田舎で労
働をしながら神への祈りを捧げる生活をはじめた。
73 の短い章にまとめられた「聖ベネディクトゥス
の戒律」には、キリスト信者としての精神的教えに
加えて、日々の生活や修道院の運営についての実務
的な指導が書かれている。

　ベネディクト会は現在も存続するが、長い歴史の
なかで数多くの分派が誕生した。10 世紀初頭には
政治力が強く荘厳なミサをおこなうクリニュー会が
現れ、その反発の中から質素を重んじるシトー会も
生まれた。

　1972 年に歴史遺産に指定されて以降は、修復管
理が徹底され、年間 16 万人もの訪問者を魅了して
いる。観光以外にも、地元コミュニティーのイベン
ト会場として使われており、天気のいい日には家族
でピクニックも可能。（お弁当と行楽シート持参）

　解説は英語あり。敷地が広いので、子供連れ家族
は隅々まで見歩くと、なかなか疲れるはず。観光は
２～５時間。ご自身のペースでお楽しみください。

 Abbaye de Villers
  Rue de l'Abbaye 55,
  1495 Villers-la-Ville
  +32 71 88 09 80
  訪問の日時を選んでオンライン予約
  https://villers.be/fr/faq-ouverture （ベルギー青い鳥より転載）

https://villers.be/fr/faq-ouverture
https://www.infi-r.com/
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藤野ユミリ
書籍編集Stay Belgium ！ アール・ヌーヴォー建築やベルギーの小さな旅

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　91

　コロナ禍の余波が悩ましくいやらしく続く 2020
夏。収束には遠く、第 2 波とは言いたがらない (8
月上旬現在 ) が、どこもかしこもマスク必須に入場
制限じゃバカンスにつきものの解放感なんか 1 ミ
リもありゃしない。遠出の旅行は後々追跡チェック
やロックダウンを、あるいはいちばん怖いのは罹患
を覚悟でするしかないのが現実だ。

　そんなご時世、おらほの故郷を見直そうキャン
ペーン！ Stay local ！ Discover Belgium ！ ( 注 : 命
名 by 藤野 ) が連日にわかにラジオその他でうたわ
れている。ま、コロナの社会的、精神的、経済的重
苦しさへの悲観の裏返しで、これを機に地元ベル
ギーを発見・再発見しようじゃないかという時宜を
得た地産地消推進企画である。

　ブリュッセル、アトミオム付近のテーマパーク♬
Mini Europe ♬ Mini Europe ♬ c’est géant ！という
宣伝にはやや涙ぐましいほどの強引さを感じないで
はないが、だからどうした、私たちは自分の住んで
いる町や地方のアトラクション、建築物、大小さま
ざまな美術・博物館、引いてやその歴史や由来や文
化について、一体どんだけのことを知っているのだ
ろうかと自問したならば、ね、怪しいものでしょう？

　またこの際言わせていただければ、私はかねてか
ら、学校主宰の修学旅行にロワールの城巡りやロー
マ・バチカンの旅も ( 費用が許せば ) いいが、灯台
下暗し！もっと若者にベルギーの郷土文化や風景を
身近に知らしめることの大切さ、いや、地味でけっ

こう！知らんでどうする！！と口角泡飛ばして言っ
てるんだが、賛同してくれる父兄はいまだ少ない。

　というわけで、すでに手持ちの〈ベルギーもの〉
ガイドブックを写真で並べてみた。ちょこっと出か
けてふらっと見る歩く食べる、3 密知らずの 2020
夏体験を。私的にハマっているのがアール・ヌー
ヴォー建築、著者はこの道ひと筋の橋本文隆『図説
アール・ヌーヴォー建築　華麗なる世紀末』。残念
ながら写真が大小、カラー白黒混ざっていて、迫力
はやっぱり百聞は一見にしかず。ブリュッセルのサ
ンジルやイクセルのには、オルタやアンカー & な
どのビッグネームを筆頭に、コミューンによる景観
保護政策もあって、古き良き時代の雰囲気が、いい
状態 & 酷い状態、悲喜こもごもで残されています。
いつか内部見学会のチャンスが来るまでじっくり外
から味わう。なお、イクセルに住む友人のうちが文
化遺産に指定されてるのだが、オルタ邸にあるのと
同じ、キッチンと階上の食卓を上下行き交う手動式

http://www.infi2.com/
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配膳エレベーター ( わかりますか？ ) が現役で使わ
れていて、感動。

　なお、「ベルギー文学的ガイド」という本の企画
を 20 年前から温めている。文学史の本じゃなく、
文学や文学者にまつわる旅ガイドだ。いつの事やら。

https://www.tagawa.eu/
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「オーヴェールの近くの平野」ゴッホ自殺の真相　
森 耕治

ベルギー王立美術館公認解説者

西欧絵画の楽しみ方　79

　これは７月半ばにオーヴェールのお城の裏の水平
線が見える広大な麦畑を描いたものです。幅 92 セ
ンチの 30 号 F のキャンバスに描かれています。

　このレリー城とも呼ばれることのあるお城は、
17 世紀に、イタリア人の銀行家によってオーヴェー
ルの丘の上に建設された大変美しい城です。

　城の正面には、丘の斜面に沿ってまるで段々畑の
ような庭があります。そして、城の背後には、かつ
て地平線の見える広大な畑が広がっていました。残
念ながら、その場所は、現在は高級住宅地になって
しまって当時の面影を偲ぶことはできません。

　この城に行くには、ゴッホが下宿していたラヴー
亭を出て、《カラスのいる麦畑》とは街道を正反対
の方角に向かって、ポントウワーズ方向へ少し歩く
と、丘のほうに斜めに上がる大きな道があります。

　その坂道、ミッテラン通りをしばらく歩くとお城
の入り口が右に見えてきます。しかしゴッホは、こ
の絵をもう少し上に上がったお城の北側のベルテレ
通りから、北西の方向に、ほぼ現在のミッテラン通
りと平行に視線を向けて描いたのでしょう。

　なぜこの方向なのかというと、反対方向は、ウワー
ズ河沿いの下り斜面になっていて、このようなほぼ
水平の地形にはなりえない上に、お城の長い塀が続
いているからです。

　それでは、もう一度画面に注目してください。《カ
ラスのいる麦畑》と打って変わって、目の前には平
和な田園風景が広がっています。

　麦畑の上を飛んでいたカラスの群もいなくなり、
空そのものも静かで平和な夏空になってしまいまし
た。

　画面中央の左に注目して下さい。収穫後の干し藁
が積み上げてあります。さらにその左側には、並木
がずっと地平線まで続いていて、そこに長い街道が
通っていることが分かります。これは、オーヴェー
ルから北西に走る現在の大通り、ミッテラン通りで
しょう。

　また画面下半分は、草の生い茂る草原で、右下に
はたった３本のひなげしが咲いています。パリの北
西の地域では、ひなげしは 5 月から７月上旬にか
けて麦畑に咲きますから、これは最後に咲いたひな
げしでした。

　ゴッホが７月 23 日にテオに送った手紙に、この
絵のスケッチが添えられていました。現存するゴッ
ホの手紙の、最後から２番目のものです。

　30 号の油絵は、おそらく手紙より少し早い７月

1890 年７月半ば　　新ピナコテック　ミュンヘン
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節２４から２４節までを抜粋しました。

　「どんなことにも恥をかかず、これまでのように
今も、生きるにも死ぬにも、わたしの身によってキ
リストが公然とあがめられるようにと切に願い、希
望しています。 わたしにとって、生きるとはキリ
ストであり、死ぬことは利益なのです。 けれども、
肉において生き続ければ、実り多い働きができ、ど
ちらを選ぶべきか、わたしには分かりません。 こ
の二つのことの間で、板挟みの状態です。一方では、
この世を去って、キリストと共にいたいと熱望して
おり、この方がはるかに望ましい。 だが他方では、
肉にとどまる方が、あなたがたのためにもっと必要
です。」

　死を覚悟したゴッホが、何度も読み返したであろ
う、もう一か所の聖書の箇所は、ヨハネによる福音
書第１２章です。これは、イエスが自分を一粒の麦
にたとえて、自ら十字架について人々の罪を贖い、
イエスを信じた人々に永遠の命を与えることを暗示
した言葉です。「一粒の麦は地に落ちて死ななけれ
ば、一粒のままである。だが死ねば、多くの実を結ぶ。
自分の命を愛する者は、それを失うが、この世で自
分の命を憎む人は、それを保って永遠の命に至る」

　ゴッホは自分が死ねば、テオ宅に残した作品の価
格が上がりやすいことを知っていました。自分の死
によって、まず弟の経済的負担を減らし、かつ値上
がりするであろう自分の作品の価値で、弟の治療費
と生活費の足しにしようと考えたはずです。

　ところで、この絵を描いた場所がゴッホが自殺を
企てた本当の場所であることは、彼の自殺直後から
知られていたことでした。

17 日から 20 日頃に描かれたものでしょう。という
ことは、彼が自殺を図る約１週間前の作品です。

　７月６日に、パリのテオのアパートで兄弟間に起
こったはずの重大問題にもかかわらず、あたかも澄
み切った心で描いた風景のように感じられます。

　しかし、この絵こそが、ゴッホの自殺を覚悟した
作品であり、しかも彼の自殺する場所を自ら描いた
場所だったといえば、驚かれることでしょう。確か
に、この少し前に描かれた「カラスのいる麦畑」の
躍動する情景とは根本的に異質の心境を感じさせま
す。この２枚の作品の格差は私にとっても大きな謎
でした。

　しかし、自分を養ってくれていた弟テオが梅毒の
第４期になって、このままでは治療が手遅れになっ
て死んでしまうかもしれない。また弟が死ねば自分
は生きていく手段がなくなってしまうと悟った時、
追い詰められた彼が、キリスト者として聖書のどこ
の個所を読んでみたか想像してみました。

　生きるべきか死ぬべきかを問い続けていた彼の心
境にぴったりの聖書の個所は、新約聖書に２か所あ
ります。まず「フィリピの信徒への手紙」です。こ
れは、ローマで獄中の人となっていた聖パウロが、
西暦６１- ６２年頃に、現在ギリシャ領である東マ
ケドニアのピリッポイのキリスト教共同体に獄中か
ら宛てた手紙です。獄中にあって死を覚悟しながら、
すみ切った心で、遠い東マケドニアの信者達に信仰
を述べ伝えています。死に直面しながらも、これほ
どまでに平穏で澄み切った心を持ち続けた聖パウロ
と、ゴッホが死の直前に描いた、静かで澄んだ風景
画には、奇妙な共通点が感じられます。第一章２０

	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 

	 	 	 	 	 	 

	 	 

	 	 

	   	 https://www.golfclubrsg.be/english/	 	  

	   	  
	  

https://www.golfclubrsg.be/english
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　ここには、右側にオーヴェールの城の裏の壁とそ
の横のベルテレ通りが描かれ、左には高く積み上げ
られた藁が見えます。

　そして、この絵の裏には、ポール・ガッシェの手
になるラベルが貼られています。そのラベルには、

「ルイ・ヴァン ･ リッセル　オーヴェール、1904 年、
フィンセントが自殺した場所」と書かれてあるので
す。ゴッホが墓地の近くの麦畑で自殺したという話
は、何十年も後に創り上げられた神話だったのです。

　またアラン・ロハン氏の同じ本の中で、ゴッホが
自殺に使用したと思われる拳銃について詳しく解説
されています。この拳銃は、１９５９年か６０年ご
ろ、収穫が終わった直後に、お城の裏の畑で、お百
姓さんが畑の土の中から見つけたものです。この拳
銃は、その後の鑑定で、口径７ミリで、１８６５年
以降に主にベルギーのリエジュで生産された、たっ
た５フランという非常に廉価の護身用拳銃でした。
この口径７ミリという点は、ガッシェ医師の息子の
ポールが、ガッシェ医師がゴッホの傷の手当をした
ときのメモを基に書いた本の記載に一致します。「濃
い赤い穴の周りに、二重の紫と茶色の輪ができてい
た」「弾丸は５番目の肋骨の横から入って、腹部に
いたっている。」同じ本によると、傷口の周囲にで
きた紫の輪は、弾丸が体内に入った際に生じる症状

　ゴッホの友人で画家のエミール ･ ベルナールが
ゴッホの死後４日後の８月２日に、生前のゴッホを
支援した数少ない美術批評家のアルベール ･ オーリ
エールに書いた手紙を一部抜粋してみます。

　「確かに彼は日曜日の夜、オーヴェールの畑に出
かけて、イーゼルを干し藁に立てかけました。そし
てお城の裏で、拳銃を自分に向けて撃ったのです。
激しいショックのために彼は倒れました。( 弾は彼
の心臓の下に入りました ) 彼は３度続けて倒れ、ま
た立ち上がり、彼が滞在していた宿まで帰ったので
す。」

　「３度続けて倒れた」というのは、十字架を担い
だイエスが、刑場のゴルゴタの丘に行く途中で、十
字架の重さに耐えかねて３回倒れたというエピソー
ドに基づいた、エミール・ベルナールの善意の創作
です。でも少なくともエミール ･ ベルナールは、はっ
きりと「お城の裏」と書いています。

　また、この自殺の場所の問題については、フラン
スのアラン・ロハンという研究者が 2012 年に発表
した「自殺の拳銃は発見されたか」という本のなか
で、極めて興味深い事実を挙げています。ゴッホと
親交のあったガッシェ医師の息子のポールは、父譲
りの美術愛好家で、父と同様油絵を描きました。そ
のポール・ガッシェがルイ・ヴァン・リッセルの雅
号で描いた風景画の写真を見てください。これはポ
ントウワーズのピッサロ美術館が所蔵しています。
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て選んだのかという疑問がわいてきます。ゴッホは
のどかな田園風景が好きでした。約１週間前に描い
たこの絵のように、見渡す限り家一軒すらない広大
な平野で、夏の太陽の下で静かに死にたかったので
はないでしょうか。しかし、死を決意しても、なん
とか生き延びたいという生への執着が、ピストルを
心臓に向けることをためらわせた原因だったので
しょう。また、自殺を図った７月２７日は日曜日で
した。毎週日曜日には、彼を良く知るゴッホ医師が
オーヴェールに戻っていることをゴッホは知ってい
ました。拳銃の狙いをはずすことで、ガッシェ医師
にも悲痛な心の叫び声を聞いてもらいたかったのか
もしれません。

であり、二番目の茶色の輪は火薬の爆発によって生
じたもので、至近距離から弾丸が発射されたときの
現象だそうです。この所見が正しいなら、ゴッホは、
自分のシャツのボタンをはずして、至近距離から自
分の胸に向けて引き金を引いたことになります。

　次に去年から日本でも話題になった、ゴッホは流
れ弾に当たって死んだという説について言及しま
す。この見解は、１９９０年に亡くなったロベール・
モレルという文筆家の遺稿を基にして、２０１２年
に「ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの死についての
調査」という本として発表されました。この本によ
ると、当時オーヴェールには、ガストンとルネとい
うお金持ちの不良兄弟がいました。この二人は、ラ
ヴー亭から拳銃を盗み出して、ウワーズ河で河に浮
かんだ木の葉などをその拳銃でふざけて撃っていま
した。そこにたまたまゴッホが写生にやって来て、
流れ弾に当たって倒れたというものです。ところが、
その前のページで、著者は２兄弟から聞いた話とし
て、兄弟がラヴー亭から盗んだ拳銃は、ゴッホが盗
みなおして自殺に使ったと書いています。もし、ゴッ
ホが拳銃を２兄弟から盗んだのなら、その拳銃の流
れ弾には当たりようがないのです。また著者は、ゴッ
ホがラヴー亭の当時たった１３歳の娘に恋をして、
その兄弟と複雑な関係にあったとして、同時に暗殺
説すら暗示しています。ロベール・モレル氏の説は、
お話としては面白いのですが、中に矛盾が多すぎて、
まともな意見としては受け入れられません。

　私の結論は、ゴッホはお城の裏のベルテレ通りか
ら畑に入って、干し藁の陰で、ラヴー亭から失敬し
た口径７ミリのベルギー製拳銃を自らの胸に向けて
撃ちました。それではなぜこの場所を自殺の地とし

 

UIJIN BEER 初陣
330ml, Alc 6.0% 
ベルギー産酵⺟と手間をかけたホッピング手法

により華やかでフルーティーな印象を持つビー

ルです。大⻨⻨芽と⼩⻨⻨芽の絶妙なブレンド

により醸し出されたフレッシュかつ奥深い味わ

いをお楽しみください

UIJIN YUZU BLOND 初陣柚子ブロンド
330ml, Alc 6.5% 
初陣同様にベルギー産酵⺟を使い、丁寧なホ

ッピング手法で醸造された大⻨⻨芽 のブ

ロンドビールです。ホップと同時に高知県産

柚子の皮の部分だけをビールに漬け込み、爽

やかな苦味を引き出しています。

  

お買い求めは下記食品販売店でお願いします 
田川（ブルガット、ストッケル、デルタ）

Asia Supermaekrt (Rixensart) FRESHMED (Etterbeek) 

商品のお問い合わせ先；info@riobrewing.jp 
レストラン、量販店様のご注文は 
Foodex Belgium SPRL 電話 02 721 14 21まで 
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告知板

●ベルギー日本人会スピーチコンテスト　中止のお知らせ

　現在発生している新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、弊会内協議の上参加者、関係
者の皆様の健康・安全面を第一に考慮した結果、11 月に予定しておりました「第 29 回ベルギー日本人会ス
ピーチコンテスト」の開催中止を決定いたしました。
　開催を楽しみにしてくださった皆様には、急なご案内となりご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解・ご
協力の程宜しくお願い申し上げます。

ベルギー日本人会　文化交流委員会
委員長　高木光治

日本人会事務局：jimukyoku@nihonjinkai.be

9 月 03 日（木） 役員連絡会 ＪＥＴＲＯ
9 月 08 日（火） 2020 年度第 1 回理事会 Web 会議

9 月 13 日（日） ゴルフ部 大使杯
コロナウイルス感染抑制の為中止 Golf Club de LLN

11 月 09 日（月） 役員連絡会 日本人会事務局
11 月 10 日（火） 2020 年度第 2 回理事会 日本人学校

11 月 第 29 回スピーチコンテスト
コロナウイルス感染抑制の為中止 ―

1 月 18 日（月） 役員連絡会 日本人会事務局
1 月 19 日（火） 2020 年度第 3 回理事会 日本人学校
2 月 音楽部「クラシック音楽をもっと楽しもう会」（仮）日本人学校
3 月 08 日（月） 役員連絡会 日本人会事務局
3 月 09 日（火） 2020 年度第 4 回理事会 日本人学校
5 月 10 日（月） 役員連絡会 日本人会事務局
5 月 11 日（火） 2020 年度第 5 回理事会 日本人学校
6 月 役員連絡会 日本人会事務局
6 月 2020 年度第 6 回理事会 /2020 年度総会 日本人学校
●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～

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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● Japanese basketball club
     «BXL Rockets Basketball»
　基礎からしっかり練習しますので、経験者はもち
ろん、初心者も大歓迎です！ まずは見学・体験入部
をしてみてください。

日時 : 毎週日曜日
　13:00 - 15:00  小学生向け※
　13:00 - 15:00  中学生・大人女子・大人初心者向け
　15:00 - 17:00  大人男子・大人経験者向け

※原則として小学 3 年生以上向けですが、小学 3 年
生以上のきょうだいが部員であれば、小学 1、2 年
生も入部できます。

内容 : フットワーク、基礎練習、応用練習、ゲーム
形式の練習

持ち物 : 運動のできる格好、体育館シューズ、タオル、
飲み物

場所 : ADEPS@ オーデルゲム
Centre sportif ADEPS - Forêt de Soignes
        Chaussée de Wavre 2057
        1160 Auderghem

連絡先 : 長尾 誠 Makoto.Nagao@toyota-europe.com

お気軽にお問い合せください。

We also welcome Non-Japanese players!! (Basic 
Japanese speaking level is requested)

contact (Fr/En): jgobron@hotmail.com

●ブリュッセル・カトリック日本語ミサのお知らせ

日時：９月６日（日）午前 11 時 15 分より、
 12 時 15 分からは茶話会

            10 月４日（日）         同上

場所：ブリュッセル・スクート会修道院
 (Mission de Scheut) 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
にてご確認をお願いいたします。

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

お問い合わせ：長南（keikohochner@gmail.com)　
又は （nihongomisa.be@gmail.com）

https://www.nipponexpress.com/moving/be/
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●ダイキンヨーロッパ社　秘書業務アシスタント募集

 ◯勤務先：ダイキンヨーロッパ社　ゲント事務所（開発センター）

 ◯募集職種：日本人駐在員向け　秘書及び総務アシスタント業務

 ◯勤務地：ゲント　※オステンド事務所での勤務も有り

 ◯業務内容：
 下記のような点で、駐在員サポートを中心に庶務を担当
  ・スケジュール管理
  ・出張手配
  ・開発関連の翻訳や通訳等の業務サポート
  ・資料作成とファイリング
  ・来客対応
  ・予算管理
  ・発注手配

 ◯契約について：
 　・有期雇用からのスタート
 　※正社員登用の可能性有り

 ◯求める経験・スキル：
 ・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がある
 ・英語力（読み書き＆会話力）実務での使用経験があればなお良い
 ・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（できればパワーポイント中級スキル）
 ・秘書業務に求められる以下のパーソナリティ 

  -  明るく、素直で柔軟に学んでいける方
  -  機密事項を扱える方

 　ご興味のある方は、下記担当者まで、履歴書（英・和）を送付下さい。

  人事 Jolien Van Hove (Ms.) : vanhove.j@daikineurope.com
  秘書室 池谷   : ikeya.k@daikineurope.com
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編集後記

　本原稿のタイミングにて、日々コロナと向き合いながらの日常生活もすでに、半年近くが経過、政府
のコロナ感染拡大の防止措置も緩和され、夏のバケーションシーズンも始まりました。その一方で欧州
内はもとより、その他の地域の感染者数の増加をとどまることを知りません。日本人会会員の皆様もリ
スクと向き合いながらも、今夏の過ごし方、また、新しい生活様式にどうアジャストしていくのか、悩
ましい状況が続いているかと思います。

　私も欧州、４か国目の勤務地のベルギーに赴任後、ほぼ１年が経過しました。最も楽しみにしていた
美食の国での美味しい食に出会うことや週末には、近隣の国を旅し、本会報でも紹介されるような歴史、
文化や芸術に接する機会も離れてしまいました。

　生活でも突然、家族が離れ、単身での勤務になったことで、仕事とプライベートでのオンオフ、心身
のバランスをとることの難しさを感じています。

　ネガティブに浸っていても仕方ないと思い立ち、心身ともに健全、ポジティブな思考を保つため、今
までやれなかったことにもチャレンジしてきました。一つは、ジョギング。赴任時に悩んだ膝の痛みも
癒え、緑豊かな自然に囲まれ、身近に数多くある美しい公園内にて森林浴をしながら走る快感、心地よ
さを感じ、500km 走破を達成しました。

　また、毎日、マインドフルネス（瞑想）実践し、精神的な充足感と余裕を取り戻しました。家内に任
せきりだった家事の掃除、洗濯、料理もこなしながら、自分の至らなさを戒めることになりました。人は、
どんな環境にあっても、常に気の持ち方、心掛け、そして実践により、新たな発見があることを再認識
しています。

　会員の皆様方も、コロナ禍にて、ストレスを感じる毎日をお過ごしのことと存じますが、くれぐれも
心身を健全に保ち、ご自身、そして新たなベルギーの素晴らしさを再発見され、
　豊かな時間、日々を過ごせられますよう、お祈りいたします。

月担：荻原

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。


