昨年 12
月、東京有楽町の外人記者クラブで催され
た就任パーティでは各国大使や領事の方々をはじ
め、政治家や企業経営者の皆様など沢山の方がご
出席されました。徳田名誉総領事の就任挨拶をお
届けいたします。
ブータン王国は、皆様ご存知のとおり
、先の第 代
年代にＧ
4国王陛下が、 70
ＮＨ（グロスナショナルハピネス）と
いう国としての理念を全世界に知らし
めたことでも更に脚光を浴びるように
なりました。国民の幸せや国の豊かさ
は生産量で測れるものではなく、国民
一人ひとりの幸福度で測られるものだ
との建国哲学を唱えたものです。

ブータンの若者たち

今年 月
8にブータンを訪問し、若き第
代
5国王陛下に拝謁することができま
した。
陛下は、国民の幸せが自分の幸せで
あるとして、陛下としてのお仕事を
遂行しておられます。
第 代
5国王陛下におなりになって、ま
ず初めになさったことは、外遊する
ことでなく、直接国民に会いたいと
、国内をめぐり、学校も訪問されま
した。

そして、子供たちに、「何かあったら
私が君たちを守るからね」とお声をか
けられたそうです。自分自身が愛され
ているという確信、感謝の気持ち、誰
かを尊敬すること、そういった気持ち
を持って、日々を暮らしているブータ
ンの子供たちは幸せだなと感じました
。

ブータンの青空市場

私も、学校を訪問いたしましたが、電
気がついておらず少し薄暗い感じを受
けた小さな教室でしたが子供たちは皆
いきいきしていて、先生の言葉に熱心
に耳を傾けていました。授業は英語で
なされていました。先生方も外国の大
学で教育を受けておられるそうで、背
筋がしっかりと伸び、笑顔の耐えない
素敵な表情で子供たちを指導されてい
たのが印象的でした。もちろん先生方
の服装はジャージではなく民族衣装を
着ておられ、品性のあるお顔をなさっ
ていました。

日本の農村に似ているブータンの農作業光景

ブータンの里山

皆様、今日はご多忙の中、お出かけ
くださいましてまことにありがとう
ございました。
今年 月
4にブータン王国の名誉総領
事のお役を拝命いたしました。
大変名誉なことと、ありがたく存じ
ますと同時に、その責務も大きく、
私一人の力ではとうてい勤まるもの
ではないと、身の引き締まる思いで
す。

幸いなことにブータン首相顧問のペ
マギャルポ教授や辻名誉領事、永田
名誉領事、観光大使の日比野教授ブ
ータン友好協会の森様渡辺森が居て
くださり皆様にご指導ご支援をいた
だくことができる恵まれた環境にも
ございますので、微力ではあります
が日本とブータンの更なる友好関係
向上のため努めてまいりたいと願っ
ております。

JEPA下地会長（左）と共に

ブータンの子供たち

また、国王陛下ご自身が、王制を排し
、国民主権の民主主義を導入すること
に成功した世界でも稀有な国でもあり
ます。今、日本では子供たちを取り巻
く環境も悪くなって来ています。ある
調査では、 20
カ国の中学生に、先生を
尊敬していますか？
との質問に対して、アメリカ、韓国、
中国などでは 尊敬しているが 80
％以
上だったのに対し、日本では先生を尊
敬していると答えたのは 21
％、世界最
下位だったそうです。
また、親を尊敬していますか？ とい
う質問に対しても日本以外の国では 80
％以上の子供が尊敬している、と答え
ているのに対し、日本は 25
％で、これ
も最下位だそうです。
なんとかわいそうな日本の子供たちで
しょう。なんと日本は貧しく寂しい国
になってしまったのでしょう。

ブータンの寺院

ブータンの結婚式

就任挨拶をする徳田名誉総領事。司会は日本TV馬場典子アナウンサ
ー
ブータン首相顧問のペマ教授（左）よりご祝辞をいただく
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― 就任挨拶 続き ―

文明の対話を通じて
世界平和へ
１９９４年、ドイツのＪ．クリ
スチャンＢキルシュによるデル
フィックオリンピックが復活さ
れ、デルフィクオリンピックの
国際協議会（ＩＤＣ）がベルリ
ンで開設されることになりまし
た。ＩＤＣは近代のデルフィッ
クオリンピックの施行を担って
います。デルフィックオリンピ
ックは文化の進化、国同志の交
流を推進し、世界中の国々が円
満に話し合える場を提供するこ
とによって世界平和を目指し、
活動しているのです。

そんな日本にとってブータンは物質
面の豊かさこそありませんが、国と
してのアイデンティテイが確立して
いて、人間にとって何が大切なのか
を教えてくれる、お手本のような国
だと思います。
北は中国、南はインドにはさまれ、
政治的にも厳しい立地条件の国です。
また、インターネットなどを通じて、
海外の情報がどんどん入り込んでい
くことは必至です。しかし、ブータ
ンは、その知性と品性を持ち、賢明
な選択をして国を発展させていくこ
とと信じています。戦後めざましい
復興を果たした私たち日本の成功と
失敗の経験を参考にして、これから
も東洋の桃源郷シャングリラとして、
国が繁栄していくことを願っていま
す。

ＪＥＰＡも支援

２０００年、ロシアのモスクワ
で第一回大会が盛大に開催され
世界中の人々にデルフィックオ
た後、２００９年、韓国の済州
リンピックを知らせるのは、ナ
島で第三回近代デルフィックオ
ショナル・デルフィック協議会
リンピックが開催されました。
（ＮＤＣ）の仕事です。各国の
４０国から１，５００人以上が
ＮＤＣはデルフィックオリンピ
参加し、６つの芸術分野で
ック国際協議会のメンバーであ
との調和
り、その活動を支援したり、そ
い合いました 日
(本経営者新聞 31 の国の文化や美術の保護活動を
号をご参考下さい 。２０１３年 推進しています。現在、日本経
)
の第四回デルフィックオリンピ
営者同友会が日本でのＮＤＣの
｣い開
とク
う催
テに
ー向
マけ
のて
もは
と、
競日本経営
ッ
設立を目指しており、随時参加
者同友会もサポートいたします。 者を募集していきます。

｢
自然

少しでも心が満たされ生活できる
ような国となるよう、お手伝いで
きればと願っています。そして日
本とブータン両国の素晴らしさを
分かち合える関係になりますよう、
務めて参ります。
本日お集まりいただきました皆様
お一人お一人が、ブータン王国に
少しでも関心を持っていただきそ
れぞれのお立場でそれぞれの形で
よき理解者になっていただければ、
こんなに嬉しいことはありません。
微力な私でございますがこれから
も何卒よろしくご支援ご鞭撻いた
だきますようお願いいたしまして
ご挨拶とさせていただきます。

ご拝聴有難うございました。

古代のデルフィック
オリンピックとは

古代のデルッフィクオリンピ
ックは詩と芸術、美と光、治
療の神アポロに捧げられた文
化芸術の祭典として、体力的
競技を中心とする従来のオリ
ンピックゲームを補足し、心
と身体の調和を目的とする競
技大会として開催されました。
古代ギリシャの町デルフィッ
クで生まれ、紀元後３９４年
に廃止されるまで毎回オリン
ピックの前年に開催されてい
ました。

第三回デルフィックオリンピック開会式

デルフィックオリンピックの開会式

●出版活動

●教育・研修・研究活動

企画･開発業務等に関するサポート
海外進出・合弁企業等に関するサポート

アセアン各国諸機関とのネットワーク
国際交流に関する支援活動

アセアン時事ニュースの発行
政治・経済・文化資料の提供

国際会議・シンポジウムの開催
海外視察団派遣

本部： 東京都千代田区神田錦町３－２
電話(03)5280-6123

徳田代表理事とデルフィックオリンピックの
創始者キルシュ氏

●ビジネス・サポート

●ネットワーク・サービス

マレーシア
シンガポール
ブルネイ
ラオス
カンボジア
中国

インドネシア
フィリピン
タイ
ベトナム
ミャンマー
日本
韓国

活 動 内 容

アセアン加盟国

『本会は、日本とASEAN諸国との相互の文化的理解を
基盤として、経済的社会的発展と国民相互の友好協力に
貢献することを目的とする』

演奏するブータン留学生の方々

また 私は 日本の方たちにブータ
ンの素晴らしさをご案内することで、
私たち日本が世界で評価されている
勤勉さや有能さや優しさなど、日本
人としての美徳を改めて取り戻し、
子供たち一人一人が

愛らしいブータンの子供

ご出席いただいた方々と共に

また、例えば数学の教師の指導要綱の一ペー
ジ目には、君は数学を教えるために教壇に立
つのではない、ブータンの将来を担う人間を
つくるために教壇に立つのだ。それを忘れる
なと書かれているそうです。ブータンでは教
育者はまず教師自身がロールモデルとして人
格者であることを要求されるようです。
ブータンの方たちは、好きな外国の第一番目
に日本を挙げています。
海外に出向いたとき常々感じますが 皆様、
日本の伝統文化、精神性の高さへの憧れが強
く、賞賛していただきます。 武士道 わび
さび も今ではインターナショナルな言葉に
なっています。また工業、農業、その他の先
進技術に対しても大きな評価を得ていて素晴
らしい国だ、憧れの国だと賞賛していただき
ますが、現状を振り返りますと複雑な気持ち
になってします。何か大切なものを見失って
いるように思います。

制服姿で登校するブータンの子供たち

２０11年1月25日発行 Ｎｏ．34 通巻第329号 （2）

JAPAN ENTREPRENEURS & PRESIDENTS ASSOCIATION NEWS
２００３年８月２０日 第3種郵便物認可

マレーシアにて第二回デルフィックオリンピックを開催

昨年 月
12
ナムバモ
リン
ンル
・国
エンフ
､ーゴ
バヤル前大統領が来日
され、東京都内で歓迎
夕食会にご出席されま
した。

私はドイツで国際経営学と
日本学を組み合わせた学科
を専攻、２００９年に卒業。
日本で就職経験を積むため
に一年半前に来日しました。

企業内における国際交流、国際ビジネスへ
の展開、新しい考え方やアイディアの開発
など、外国人を受け入れるメリットはたく
さんあると思います。しかし、それが双方
にとって成功となるためには、日本企業の
採用過程で外国人のニーズによる様々な変
更が必要で、内定になった後でも、継続的
なサポートが大事だと思います。

日本語を習得するためには数年間の熱心な
勉強や日本に長年住む経験が必要です。ま
た、海外の大学の資格等に関しても、採用
する日本企業側の理解が足りない部分もあ
ると思います。

しかし、私の経験では、外国人として日本
で仕事を見つけるのはまだ非常に難しいも
のがあります。就職活動では外国人が日本
人と同じようにＳＰＩ試験を受けたり、同
じ面接を受けたりすることが普通です。一
番大きな問題は日本語の能力です。どんな
に日本語を勉強しても、外国人が日本語の
試験で日本人に負けるのは当然でしょう。

将来に起り得る労働力不足や近代のグロー
バル化の要求など様々な理由で、日本企業
が外国から人材を募集する動きが活発にな
ってきました。これは最近日本のメディア
で大きな話題になっています。

日本で働く外国人の数が増加

最初の一年間にドイツの大手企業でインタ
ーン生として働き、その後で日本経営者同
友会に入社したことで、ドイツと日本のビ
ジネスカルチャーを両方経験することがで
きました。

ノイマン・ザビ
ネ
St Peter’s Cathedral

よく行った渋谷の
日本一混む交差点

日本ではトップダウンによるデシジョン・
メーキングが多く、自分で一歩を踏み出す
より上役からの指令を期待する人が多いよ
うな気がします。ドイツでは、会社でのポ
ジションと関係なく、自分のアイディアや
提案を開発したり、積極的かつ自主的に仕
事にアプローチする人が多いです。

お互いから勉強できることが多数

日本にいる間に、将来にも非常に役に立つ
経験ができ、暖かく歓待して頂き、とても
有りがたいです。これから日本企業が、日
本で働く外国人にもう少し慣れていくにつ
れて、お互いから学ぶことも多くなり、双
方が利益を得ることができると思っており
ます。

ノイマン・ザビネ

美しく厳かな日光の東照宮

私の経験について

次に、私が経験したドイツ人と日本人の働
き方の違いをご紹介したいと思っておりま
す。基本的には、ルールを守ることや勤勉
で正確な仕事のやり方など、ドイツ人と日
本人の考え方はよく似ています。しかし、
異なる部分も沢山あります。

そのひとつは労働時間に関してです。日本
の長時間労働や長い残業時間は、世界中で
よく知られています。ドイツでは、無払い
残業もあり、その代わりに有給休暇が増え
ます。そのため、残業をできるだけ増やす
ための金銭的なモティベーションがなくな
り、全体的に残業時間が減ります。また日
本と違
って、ドイツでは病気になるとお医者さん
の診断書を提出することによって有給休暇
を使わずに休むことができます。

もう一つ日本で気付いたことは、社員の間
の人間関係です。ドイツ企業では、ほとん
どの社員が自分のキャリアや昇進を一番大
事にして、自分のゴールを達するためだけ
にがんばるのに対して、日本では会社の実
績が一番大切で、その結果、社内の協調を
維持することや社員間の協力のほうが大切
だということを経験しました。日本でよく
見られるように、同僚と就業時間以外にも
一緒に時間を過ごすということは、ドイツ
ではまだかなり珍しく、私生活と労働生活
の区別がはっきりしています。

神田警察より大事なお知らせ

ＪＥＰＡ主催により都内の料亭で開かれた歓迎会
には、前大統領を囲んでごく親しい人々が集い歓
談されま し た 。

ウォルムスの有名地

ドイツのお祭りの雰囲気

エンフバヤル前大統領は２００５年のモンゴル大
統領選挙で当選、以来退任されるまで中国、ロシ
アという二つの大国に自国の大方を囲まれながら、
卓越した政治手腕でどちらにも偏らないバランス
の取れた 外 交 を 展 開 さ れ ま し た 。

左2枚は2007年2月JEPA主催による歓迎会でご
挨拶するツォルモン前大統領夫人

歓迎会では、現在のモンゴルの工業、産業、ビジ
ネス諸々について、活発な意見交換がなされまし
た。

エンフバヤル前大統領（中央）と
下地会長（大統領の左側)
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