
法人会員

■ アサヒビール株式会社

■ アサヒフードクリエイト株式会社

■ バイエル薬品株式会社

■ 株式会社ベストプロジェクト

■ ディーズゴー株式会社

■ 株式会社栄光堂印刷所

■ 不二製油株式会社

■ グリーンワルト株式会社

■ ヘレンベルガー・ホーフ株式会社

■ 本田公認会計事務所

■ 関西テレビ放送株式会社 

■ マルホ株式会社

■ 丸一商店株式会社

■ 三ツ星ベルト株式会社

■ パナソニック株式会社

■ 日本ハム株式会社

■ 株式会社セレッソ大阪

■ 積水ハウス梅田オペレーション株式会社

■ 住化コベストロウレタン株式会社

■ オスモ＆エーデル株式会社

■ ウェスティンホテル大阪

■ ヤンマー株式会社

■ 株式会社読売新聞大阪本社

　「ドイツミーツ」は、ドイツ料理を楽しみながら、ドイツの話題で盛り

上がるイベントです。毎月第1木曜日（祝日の場合などは翌週）、本町

のドイツレストラン「ガストハウス44」で開催。自由集合・自由解散、個

別精算、申込不要です。ぜひ世代を問わずお気軽にご参加ください。

　An jedem ersten Donnerstag im Monat treffen sich bei 

unserem Stammtisch Japaner und Deutsche in einem Deutschen 

Restaurant in geselliger Runde. Der Stammtisch  “ドイツミーツ”

　(Doitsu meetz) und richtet sich an Japaner, die in Deutschland 

gelebt haben oder sich für Deutschland interessieren, und an 

Deutsche, die in und um Osaka leben. Bei diesen Treffen kann 

man…

…　leckere deutsche Küche genießen

…　alte und neue Freunde und Bekannte treffen

…　andere Deutsche oder Japaner kennen lernen

… 　einfach ungezwungen eine gute Zeit haben

… 　und als Deutscher auch noch sparen: Deutsche erhalten 

50% Rabatt auf ihre Getränke!

　Jeder ist herzlich eingeladen, an unserem Stammtisch 

teilzunehmen. Die ersten Gäste erscheinen ab 19 Uhr, aber es 

steht jedem frei, wann er kommt. Die Teilnahme ist kostenlos, 

und eine Anmeldung ist nicht nötig.　（角谷）

ドイツミーツのご案内
Willkommen beim DZGO 

編集後記

♪広告募集♪

新しい表紙や記事のレイアウトは気に入って頂けたでしょうか。
会員の皆様が読みやすく、ワクワクする内容になっていれば幸い
です。会報誌は会員の方の活動や関心に支えられています。もし、
日本とドイツこんなことが知りたいな、こんなことを伝えたいなと
いう想いがありましたら、ぜひ広報班にお伝えください。これから
も皆さんで日本とドイツの輪を拡げていきましょう。（岡本・角谷・
戸根）

新しくなったDer Boteを支えたい、応援したいとお思いになりま
したら、様々な広告や応援メッセージの掲載枠を用意しておりま
すので、ぜひお気軽に広報担当の岡本か戸根にお声かけくださ
い♪♪

-

　Der sogenannte „Sprachtisch“ wurde eingerichtet, 
um es insbesondere den Mitgliedern der Deutsch-Japa-
nischen Gesellschaft Osaka zu ermöglichen, in gesellig-
er Atmosphäre miteinander Deutsch zu sprechen.
　Die Mitglieder setzen sich z. B. aus Leuten, die 
einmal in Deutschland gelebt haben oder in Japan 
Deutsch lernen, zusammen. Zwischen 19 und 21 Uhr 
wird dort ausschließlich Deutsch gesprochen.
Der Veranstaltungsort ist das Restaurant „Azul“, 
welches nur drei Minuten vom Hankyu-Bahnhof Umeda 
entfernt liegt. Jeder ist herzlich willkommen! 

Sprachtisch
Lass uns deutsch sprechen!

ドイツ語でおしゃべりを楽しむ会

「シュプラッハティッシュ」

　スプラッハティッシュって何？！なんだか楽しそうで気にな
りますよね...
　このイベントは、ドイツ語でただ楽しくおしゃべりする会で
す。大阪日独協会の会員の皆さまは、社交的な雰囲気の中、
楽しみながらドイツ語トークができます。
　時間は19時から21時の間で、その間は一切ドイツ語だけ！
場所は阪急梅田駅からたったの三分のレストラン「アズール」
で開かれています。
　ドイツに行かれたことのあるあなた！
　ドイツ語を勉強中のあなた！
　一度、遊びにいらっしゃいませんか！？
一緒にドイツ語を話して、ワクワクどきどきいたしましょう♪

Manfred Ringhofer

　1951年Wienの50キロ南にある1194年設立されたWiener 

Neustadt市生まれ。1969年Wien大学哲学部で教職（フランス文学/

歴史）を専攻した後に日本学へ変更。当時、博士論文を書かないと卒

業できなかったので、３年間大阪大学人間科学部で研究生となった。

テーマは在日韓国・朝鮮人に対する同化政策（大阪府を中心に）でし

た。1979年Wienに戻り、論文を作成後1980年3月以降日本在住.

　1980年代、大阪日独協会会員及び数年間ドイツ語講師として教え

ました。当時Rilz, 渡辺、山戸、林、平田などの先生が活躍しました。

後に、関西のいくつかの大学でドイツ語の講師となりましたが、最終的

大阪産業大学で専任となり、数年後、教養部の教授を経て、人間環境

学部の教員になりました。今年の3月に定年退職となりましたが、相変

わらず非常勤講師として教鞭に立っています。2年前から京都女子大

学でも教えています。

　奈良在住の私が奈良日独協会でも２年間講師に勤めましたし、

2017年10月から大阪日独協会の先生となり、上級の「若い」生徒達

と楽しい時間を過ごさせていただいています。

　30年間大阪ドイツ文化センターの講師にも勤めた時と同様に、教

える時、ドイツ語話者としてのIdentitätが守られているだけでなく、さ

らに深めることができ、大変感謝の気持ちいっぱいです。そして同じ価

値を持つのは、生徒達との交流、情報交換などにあります。教えること

が決して一方通行ではありません。

　私の趣味：陶芸、マイナーな映画、美術館、少数民族（先住民）等

現在の研究テーマ：難民（特に「元」ブータン難民）、fair trade (公平

貿易)、里山保護等

スポーツ：スキー、サッカー、テニス、卓球、水泳等

　大阪日独協会の会員及び講師として復活ができたことが、何より幸

せな感謝の気持ちでいっぱいです。

　今後ともよろしくお願い致します。

訃報

奥田 慎吾（元理事）、 村上 和史
謹んでお悔やみ申し上げます。

（敬称略）

ことにしています。何度読んでも、無限にと言っていいほど学ぶものが

あります。ドイツ語文法は関口存男（つぎお）氏の『初等ドイツ語講座』

を繰り返し読むことにしています。ある学校で社会学の講義も担当し

ており、マックス・ウエーバーやゲオルグ・ジンメル、ユルゲンハーバー

マスを読めるようになりたいです。

　現在ドイツについて最も関心を持っているのは、環境問題、原発問

題に対するドイツ政府及びドイツ国民の取り組みです。私の生まれ故

郷はフクシマです。ドイツ政府及び及びドイツ国民の原発に対する取

り組みはもっともっと日本人が学んでいかなければらないと考えてい

ます皆さまよろしくお願いします。


