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「グーテンターク」の読者の皆様

大使館のあるベルリンでもクリ

スマス市が目立つようになって

きており、年の瀬を自然と感じ

る季節となりました。

　我が国は，昨年１２月の安倍

政権発足以降、経済政策を最

重要政策と捉え、長引くデフレからの脱却に向けた強い

決意を示しており、一般的にアベノミクスと呼ばれる政策

の下で、大胆な金融政策、機動的な財政政策及び民間投資

を喚起する成長戦略の「３本の矢」を通じて日本経済の

再生に取り組んでいます。こうした取り組みが、プラス

成長、有効求人倍率の回復及び生産、消費並びに設備投資

の持ち直しという形で実を結びつつあるのではないかと

考えます。

　また、本年９月に行われた IOC 総会において東京都が

２０２０年のオリンピック・パラリンピックの開催地になる

ことが決定しました。オリンピック・パラリンピックが

東京で開催されるのは実に５６年ぶりと半世紀以上経過し

てのこととなります。今後、オリンピック・パラリンピッ

クに向けた準備が進められていくと思いますが、２０１１年

３月に発生した東日本大震災に際し得られた世界中の皆様

からの支援により復興を見事に成し遂げた日本の姿を世界

中の人々に向け発信できる機会となれればと思っております。

　独に目を転じますと９月２２日に連邦議会選挙が行われ

ました。本原稿を執筆している現在、キリスト教民同盟

（CDU）／キリスト教社会同盟（CSU）と社会民主党

（SPD）との間で連立交渉が行われている最中であります

が、いずれにせよ、大使館として、如何なる形態であれ、

新政権との間でもしっかりした人脈を構築していきたいと

考えております。

日独関係につきましては、引き続き経済分野での協力が

とりわけ重要です。その中でも、欧州内で益々存在感を増

しつつある独との関係はとりわけ重要なものとなります。

また，日独両国はともにモノ作りや技術革新を得意分野

として発展してきましたが、中長期的に日独両国が安定

した経済発展を果たすために日ＥＵ・ＥＰＡ（Economic 
Partnership Agreement）は大きな契機になると考えます

ので、引き続き私自身としても重要視していきたいと考え

ております。

　

次に、政治分野での日独両国間での協力です。日独両国は

自由、民主主義及び法の支配といった共通の「価値」を基礎

として、協力関係を築いております。例えば、軍縮・不拡散

分野において、日独両国は基本的に立場・認識を共有して

おり、地域横断的な１０カ国のグループからなる軍縮・不

拡散イニシアティブ（ＮＰＤＩ）も日独両国のリーダー

シップの下で積極的に推進されています。私自身、前職が

ウィーン代表部大使であり、また、外務省で軍縮不拡散

科学部長を務めたという経験も活かしながら、更なる日独

間の協力の可能性を模索していければと考えております。

　こうした日独関係の深化を達成するためにハイレベル

による個人的信頼関係の構築は重要であると言えるで

しょう。この点、本年５月にカウダーＣＤＵ／ＣＳＵ会派

院内総務が今年も訪日を果たされたほか、我が国からも

多くの議員団が独を訪問致しました。一方、首脳レベルに

よる相互訪問は依然として行われていないところ、可能

な限りに早期に右が実現することを切に願っております。

また、こうしたハイレベルでの交流の礎としての個人レベ

ルでの交流の強化も当然重要ですのでスポーツや青少年

交流、或いは姉妹都市関係といった分野についても引き

続き積極的に携わっていきたいと考えております。

　

　末筆になりますが、２０１４年が皆様にとって良き年に

なりますよう心より希望します。

年末に寄せて

Grußwort des japanischen Botschafters in Berlin zum Jahresende

在ドイツ連邦共和国　特命全権大使
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２月のこよみ
１４日（金）ヴァレンタインデー    
　　　　　  Valentinstag
恋人たちの守護聖人ヴァレンティーヌスは

ローマ皇帝の兵士に対する結婚禁止令に

背いて結婚式を執り行ったので、処刑され

た。ドイツでは男女を問わず親しい人に花

束をプレゼントする習慣。

７日（木）路上カーニヴァル・女の無礼講

　　　　　Weiberfastnacht
女性が権力を握る日とされ、ライン地方では

男性が着用しているネクタイを切ってもいい

とされる。この日から戸外でお祭り気分。

１２月１日 １月１日 ２月１日 ３月１日

日 の 出 ０８:０４ ０８:２７ ０７:５９ ０７:０７

日の入り １６:１８ １６:２５ １７:１３ １８:０３

 満月  １２/１７（火）、１/１６（木）、２/１５（土）

星座         ～１２/２１ 射手座  Schütze
１２/２２～１/２０ 山羊座  Steinbock
 １/２１～ ２/１９ 水瓶座  Wassermann
 ２/２０～ ３/２０ 魚   座  Fische

西暦３２５年のキリスト教ニケア公会議以降

に定められたと思われる、キリストの誕生

日。ドイツのクリスマスはあくまでも家庭

の静かなお祭りであり ､日本のように外で

騒ぐということはない。( ２６日も*)

３１日（火）大晦日    Silvester
花火や爆竹で冬の悪魔を追い払い ､新年を

迎える。午前０時にはシャンパンで乾杯！

１月のこよみ
１日（水）元旦*　Neujahr
６日（月）３聖王の日*    
　　　　  Heilige Drei Könige
公現の日､公現祭､顕現の日とも言われる。

紀元３２５年のニケア宗教会議がクリスマス

を１２月２５日と決めるまでは、この日がキリ

ストの誕生日として祝われていた。３聖王

とは ､キリスト誕生を聞きつけ、星に導か

れてベツレヘムにキリストを拝みにきた

東方の３人の賢者 ( 博士 ) のことで ､その

遺骨の一部はケルンにも贈られ ､これを

記念して、いまは観光名所となっている

ドームが建設された。クリスマスツリーは

この日で取り払われる｡

（*バイエルン州、バーデン・ヴュルテン

ベルク州、ザクセン・アンハルト州）

Kalender / Dezember 2013 ～ Februar 2014

* 全国の休日　* 州・地方の休日

１２月のこよみ
1日（日）アドヴェント最初の日曜日 
　　　　  Der 1. Adventssonntag
待降節とも言われるとおり、この日から

キリストが生まれるクリスマスまで、さま

ざまな催しが始まる。クリスマス市はすでに

１１月下旬から開かれているところが多い。

６日（金）聖ニコラウスの日    
　　　　  St. Nikolaus‘ Tag
ドイツのサンクト ニコラウス ( サンタク 

ロース ) は早くもこの日に子供たちにおみ

やげを持ってくる。

２１日（土）冬至    Winteranfang
日の出 ０８: ２４､ 日の入り １６: １６。

日中 ７時間５２分 ､ 夜間 １６時間 ８分。

実際にはいちばん遅い日の出は２９～３１日

で ０８: ２６、一番早い日の入りは

１０日～１５日で１６: １４。

２４日（火）聖夜    Heiligabend
キリスト誕生の前夜祭。真夜中に各地の

教会でミサが行われる｡

２５日（水）クリスマス*    Weihnachten

【表紙によせて　Zum Titelbild】 ドイツアルプス連山が北に向かって開ける麓に

抱かれるように広がる町ガルミッシュ・パルテンキルヒェンはウインタースポーツの

メッカとして、誰でもスキーを楽しみたいと思うリゾートのひとつでしょう。ドイツの

最高峰ツークシュピッツェ（2963 ｍ）を後方に控え、手前にはアルプシュピッツェ

（2628 ｍ）が、スイスのマッターホルンに似た尖った頂上をのぞかせています。

合併してできた長たらしいふたつの町の名ですが、その経緯は、１９３６年の冬期

オリンピックに立候補したとき、それぞれの町は小さすぎて規定に合わず、当時の国の意向で合併

させられたのだそうです。ミュンヒェンへの鉄道ができて（1889年）以来、芸術家をはじめ多くの音楽家

や文化人がリゾート地として滞在し、オペラ作曲家リヒャルト シュトラウスはオペラ「サロメ」からの

収益でヴィラを建て、晩年をすごした町としても知られています。    Foto: Markt Garmisch-Partenkirchen
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モイラント 
Moyland

デュッセルドルフの北東約

60kmにあるモイラント城

は美術館としても知られて

おり、芸術家たちがよく交

流するところだ。芸術的な

志向性のあるクリスマス市

には多くの美術ファンが訪れ、趣味的で

品格の高い雰囲気が心地よい。

Weihnachtsmarkt

楽しいクリスマスとマーケット

スマス市には、エァツ

地方で作られた12ｍ

の大クリスマスピラ

ミッドが立ち、さらに

20ｍの飾りつきツリー

が招きのシンボルの

ように圧倒的に輝いて

いる。夏には演劇祭が

催されて芝居が公演さ

れる教会前の広い階段

を背景に、200 軒以上

の店小屋が建ち、この

地方の特産品である

シットヒェン（シュトレン菓子）やテュー

リンガー ソーセージは欠かせない。メル

ヘンの森が教会前に出現し、近くの動物園

から来た動物たちが一緒に演出するクリッ

ペ（キリスト誕生の模様を表す人形情景）

が子どもたちにも楽しい。さらに体験を

伴って楽しいのは、エコなパンやクッキー

焼き。電車を模した小型の観光バスも走っ

ているので、旧市街を手軽に見て回るため

にお勧めだ。

www.erfurt-tourismus.de

エアフルト  
Erfurt 

テューリンゲン州の州都エアフルトのクリ

も～い～くつ寝ると～クリスマス～ と歌いたくなるドイツの楽しい季節が12月。アドヴェント

カレンダーと共に始まり、針葉樹の緑の香りが広がるリースにローソクが灯って、次第にクリスマス

への気分が高揚していきます。クリスマスピラミッドの羽が回り、キッチンからクッキーの香り

が漂ってくると、レープクーヘンやシュトレンケーキ、マルチパンやマロンなども欲しくなって

きますね。さあ、クリスマス市へ出かけ、ツリーのための幾多の飾りもの、心こもった手づくりの

小物など、グリューワインで体を温めながら小屋から小屋を巡って発見の旅へ出かけよう。

各地のお勧めクリスマス市

冬のシュヴァルツヴァルトに抱かれた

ドイツ最大のマルクト広場をもつ美しい町

フロイデンシュタットで、クリスマスマーケットに

漂う暖かさにふれてみてはいかがでしょう。

２０１３・１２月６日～１５日

溢れる光で大人も子どもも魅せられる

フロイデンシュタットヘようこそ！

29.November - 15. Dezember

2013

メルヘンの森 ｜ 有機パン焼き ｜ クリスマスコンサート

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 時
  木曜～土曜　２１時まで

第１６回工芸職人
クリスマス市
モイラント

2013年12月11-15日

ハルツバッハの森に広がるクリスマス市
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Weihnachtsmarkt

楽しいクリスマスとマーケット

クリストキンドル市　Richard-Strauss-Platz
11月30日 10-20 時 / 12月1日-23日 11-20 時

12月24日 10-13 時
駐車 Kongresshaus およびガルミッシュ中心街

クリスマス市の出店者とガルミッシュ商店会は
みなさまが季節感あふれる楽しいアドヴェント期間を
お過ごしになられますよう、心よりお祈りします。

ヴィリー ブラント生誕１００年

200. Geburtstag Willy Brandt 

平和、自由、民主的、世界的連帯および社会

的向上・・・これらの言葉ほどブラント

(1913 ～ 92）の人間性を表すものは他に

ない。西ドイツ初めての社会民主党の首相

となり（1969）、「接近による革新」をモットー

として東欧政策を進め、冷戦雪解けの下地

を築いた。ワルシャワのユダヤ人ゲットー

追悼記念碑の前で跪き（1970）、ナチ政権

が犯した戦争の謝罪を表したことは、世界

の良心をゆさぶった。翌年東西ヨーロッパ

を融和する功労でノーベル平和賞を受賞者

した。ブラントは首相になる前は西ベルリ

ン市長を務めたことがあり（1957 ～ 66）、
東ドイツによる壁の構築を身近に体験して

いた。 （５８セント）

クリスマス切手   Weihnachten 2013

ドイツ民間社会

福祉事業団連

盟 (本部ボン)

に属する６団体

(ディアコニー、

カ リ タ ス、赤

十字など）の

ための寄付金

つき記念切手。すでに４０年以上続く年末の

シリーズ切手で、国家の手の届かないとこ

ろで活動する上記の福祉団体に寄付される。

今年のモチーフはキリストの生誕を知らせ

る「ベツレヘムの星」。星に導かれて東方

から３人の王が生まれたばかりのキリストを

訪ねて行ったという故事にちなむ。１月６日

は特にカトリック信者の多い地域で「３王の

日」あるいは「公現の日」として祝われる。

この日の前後に３王の衣装を纏った子ども

たちが町の通りを巡り、家々を訪ねて募金

行脚をすることでも知られ、集められた寄

金が世界の貧しい子どもたちの支援のため

に使われる。（５８＋２７セント）

以上すでに発行済み

切手で知るドイツ

今月の記念切手

ハルツバッハ 
Halsbach

ミュンヒェン東方約100km、深く広がる森

の中でいかにもドイツ的なクリスマスの雰

囲気を満喫できる絶好のシテュエーション。

野趣に富んだ狩りの笛やアルプホルンの

響きと郷土の踊り、ライブのクリッペグルー

プ、児童合唱、そして羊飼いの小屋で羊た

ちと遊び、鹿の餌づけを見たり、木製の大き

な拡声器の実演など、町の人間にとっては

珍しいことばかりの森の

体験が楽しい。手づくりの

優しい小物たちは素朴な

田舎の味わいを感じさせ、

自宅の居間に飾っておけ

ば、いつまでも暖かいぬく

もりを感じさせることだ

ろう。  アクセス：電車では

Burgkirchen 駅から無料の

シャトルバスが出ている。

週末は13:00以降15分おき。
www.waldbuehne-halsbach.de

Düsseldorf

Mainz

Hannover

Berlin

München

Hamburg

Stuttgart
Saarbrücken

Dresden

Bremen

Schwerin

Kiel

Potsdam

Magdeburg

Wiesbaden

Freudenstadt Halsbach
Garmisch

Landshut

Erfurt

Moyland

今年の夏には町中が中世の貴族結婚式の

再現劇スペクタクルに満たされた南ドイ

ツの町ランツフート。ミュンヒェンから

北東へ約 60km、冬になるとクリスマス

の華やかな光が町を満たし、カラフルに

飾られたロマンティックな路地へと人々

を誘い出します。ショッピング街のショー

ウインドーを眺めると、きっとプレゼン

トへのさまざまなアイデアが思い浮かぶ

ことでしょう。１２月２３日まで開かれる

クリスマス市は、バイエルン地方で最も

美しい季節の催しのひとつとなっていま

す。市の立つ周囲だけでも魅惑的な背景

があり、聖ヨドク教会や荘厳なトラウス

ニッツ城をひかえた広場の牧歌的な雰囲

気には独特なものがあります。立ち並ぶ

小屋では丹精こめた工芸品、伝統的な

クリスマスの小物やプレゼント品、手芸

などがところ狭しと並べられ、個性的な

小屋ごとに心ときめく発見があることと

思います。

市内の教会や修道院、さらに商店街を

巡ってキリスト生誕の模様を人形で表し

た情景の演出を訪ねる催しが１月６日ま

で続きます（Folge dem Stern zu den 
Krippen in Landshut)。クリスマスまで

の毎日曜日には、華麗なバロック調の

聖ブラージウス教会でコンサートが開か

れます。オルガンの響きはきっと深い感銘

を呼び起こすのではないでしょうか。

ランツフートの魅惑を満喫してください。

旧市街の散策で豊かな歴史を発見し、

旅の思い出を集め、土地の味を楽しみ、

そして町の人たちにちょっと笑顔で微笑

んでみましょう。

観光局：Landshut Tourismus, Altstadt 
315, 84028 Landshut Tel.0871-922050
www.landshut.de 
tourismus@landshut.de

ランツフートのクリスマス

Landshut

Briefmarken
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入選 第２位
（匿名希望）さん（Essen）

Fotowettbewerb / Thema "Jahreszeiten"

フォトコンテスト「季節の写真」２０１３

入選 第１位
トーマス グラボッシュ さん（Velbert）

入選 第３位
Romy Jeide さん (Meerbusch)

カッセルの公園
【投稿者のコメント】カッセルで、５年に一度開催されるドクメンタの一部です。市全体が展示場に変
身していたのには、驚きました。館内で美術鑑賞した後は、外でゆっくりと散歩をしながら作品探しを
して「街アート」を楽しみました。
この度は私の写真をノミネートして頂き、誠に有難う御座いました。大変光栄です。撮影に於ける背景
としましては、広々とした緑の芝生、左横の植木鉢、後方の森、芝生を歩くカップル、全てに於けるバ
ランス構成が表現できたのではないかと思っています。

【審査員のコメント】奥行きのある風景に後ろ向きになって歩いて行くカップルが、まるで見る人が思
わず画面の中に入って行くことを誘っているような感覚を引き起こします。惜しむらくは、木の陰が真
横に平行となっていますが、陰が手前あるいは後方に落ちるともっと立体感があったと思います。

＝共同企画＝

桜の花びらと影
【投稿者のコメント】 大阪造幣局の桜の通りで撮影しまし
た。桜の花びらと影のコントラストがとても素敵でした。
写真撮影が好きで、以前から撮りためていたものの中か
ら、今回初めてお気に入りの１枚を応募してみたところ、
入賞のご連絡をいただき、大変嬉しく思っています。ここ
ドイツでも美しい写真を沢山撮っていきたいと思います。

【審査員のコメント】 陰は立体感を表す脇役として欠くこ
とのできないものですが、ここでは主役となって幹や枝葉
の影が落ちた花びらを覆い、まるで木の魂が花びらをいと
おしむように絡み合っている様子をうまく捉えています。

シャワー
【審査員のコメント】 斜め逆光に光るシャワー
の水滴、水を避けようとする少年のしぐさ、いず
れも的確なシャッターチャンスで夏の情景が楽し
く写されています。

編集部から：
「ネットでデュッセル」と「グー
テンターク」は皆様からの写真
投稿をお待ちしています。
投稿写真はすべてインター
ネット www.netdeduessel.de 
で公開されます。 応募写真は
info@netdeduessel.de へ。

投稿写真の解像度は約１MB
でお願いいたします。入選者
には後日高解像度の元画像
を提出していただきますので、
大切に保管しておいてくださ
い。元画像の提出がない場合
は、入選を取り消すことがあり
ますので、ご了承ください。














ドイツ語コース・外国語コース
語学旅行・国際ブックショップ

　　シュトゥットガルト

    ドイツ語講習
集中講座・夜間講座・週末講座
●夏休み集中講習（２週間）●

TestDaf・DSH テスト準備講座
Institut für Auslandsbeziehungen e.V.
Charlottenplatz 17・70173 Stuttgart

Tel. 0711-2225-139/Fax  -216
deutschkurse@ifa.de・www.i fa.de

Sprachen Sprachen

●ドイツ語
個人教授、集中講座
などあらゆるレベル

●企業内講習
●ビジネス英語
●ＴＯＥＩＣテストセンター

多くの理解、よりよい生活
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歓           迎

ナイフ・はさみ・食卓用品

Berger Straße 15
Düsseldorf-Altstadt
Tel. 0211 / 13 12 55

Düsseldorf & Umgebung

デュッセルドルフの催しガイド

独立した個人ペンション
短期滞在用 １泊 ２５～６０ユーロ

２部屋 ＋ ダイニングキッチン

家具つき ５３ｍ２（各室約１５ｍ２）

デュッセルドルフ中央駅から２０分 

駅前で便利 しかも静かな住環境

Tel. 0163.457.1244（日本語）

happygtd@yahoo.co.jp

デュッセルドルフ
Grand City Börsenhotel Düsseldorf

Kreuzstr. 19a, 40210 Düsseldorf
Tel.+49(0)211-3611980

Fax +49(0)2102-3677123
info.due01@grandcityhotels.com

Hotel

シングル :
５７ ユーロより（朝食別）

ダブル :
６７ ユーロより（朝食別）

チケット

プレゼント
本誌「グーテンターク」

では、新年に催される

ロシア合唱団の公演

チケットを２組各２枚ずつをプレゼントします。

合唱団はロシア海軍黒海艦隊に属し、７年

ぶりにドイツを訪れ、１１月３０日のＡＲＤ

テレビ放送のライブ公演を初めとして、新年

まで各地の舞台で歌います。合唱団には

オーケストラおよび女性ダンサーのアンサン

ブルが付き添い、踊りも交えた華麗なショーと

なるでしょう。

公演日：2014 年１月５日（日）１６：００
Neuss, Stadthalle, Selikumer Str. 25

お申し込みはメールで、先着順です。
info@gutentag-japan.deFoto: Hans Jörg Michel

●ハイネの夕べ Heine-Nacht ▽改装が終わり再オープン

した館内の紹介を兼ねる集い。デュッセルドルフ生まれの

詩人は特にローレライの詩で日本人に親しみがある。 

１２月１４日（土）19:00 Heinrich-Heine-Institut, 
Bilker Str. 12-14 

●児童向きオペラ「ヘンゼルとグレーテル」 

▽毎年クリスマス前後に公演される楽しい舞台。

１２月１５・１９・２２・２７・２９日・１月４日 

オペラ劇場 www.operamrhein.de

●カンディダ ヘーファー写真展 

Candida Höfer ▽デュッセルドルフ

美術アカデミーで写真を学び、図書館

や博物館など公共の建物で人のいない

館内の作品が多く、現代写真家の代表

のひとり。秩序のある構成で落ち着い

た画面だ。写真家としてスタートした

初めの頃のシリーズ「ドイツのトルコ

人」も異色のテーマで見ごたえが

ある。２月９日まで

市立美術館 Kunstpalast
Ehrenhof 4-5   www.smkp.de

●スタジオＪＯＢ ▽オランダの２人組

デザイナーがつくる、美術とデザイン

を追及した照明器具やローソク立て

などの応用実用品の数々。オランダ

北部の町フローニンゲンの市立美術館

が収集・所蔵している作品。ノルト

ライン・ヴェストファーレン州立文化・

美術フォーラム  １月５日まで

NRW-Forum Kultur und
 Wirtschaft    www.nrw-forum.de
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クリスマス ＆ 新年
ヴァイマーのゲミュートリヒな（居心地の
よい）雰囲気のテューリンゲン郷土料理
レストランが日本人の皆様にクリスマスの
ご挨拶をお送りすると共に、来年も健康な
１年で   あることをお祈りいたします。

ラーツケラー
Markt 10・99423 Weimar

Tel. 03643/850873・Fax 03643/850874
www.ratskeller-weimar.de

２０１4年ドイツの祝祭と行事

* 全国の休日　* 州・地方の休日

● １ 月　Januar
 １ 日 ( 水 ) 元日 *  Neujahr
 ６ 日 ( 月 ) ３聖王 ( 公現 ) の日 *
  Heilige Drei Könige 
● ２ 月　Februar
２７日 ( 木 ) 路上カーニヴァル / ファシング
          の始まり Straßenkarneval
● ３ 月　März
 ３ 日 ( 月 ) カーニヴァル・バラの月曜日

  　　　　  Rosenmontag（ライン地方）
 ４ 日 ( 火 ) ファストナハト Fastnacht (南ドイツ）

３０日 ( 日）夏時間始まる Beginn der Sommerzeit
● ４ 月　April
１８日 ( 金）受難の金曜日 *  Karfreitag 
２０日 ( 日）復活祭 * Ostern (* 翌日も）

● ５ 月　Mai
 １ 日 ( 木 ) メーデー *  Maifeiertag
２９日 ( 木 ) キリスト昇天祭 * 
              　  Christi-Himmelfahrt
● ６ 月　Juni
 ８ 日 ( 日 ) 聖霊降臨祭* Pfingsten (*翌日も)
１９日 ( 木 ) 聖体祭 *  Fronleichnam
● ７ 月　Juli
 ７ 日 (金 ) 夏休み始まる（今年はノルトライン・ヴェ
    　　　　　ストファーレン州から始まり、以後州ごとに

● ８ 月　August
１５日 ( 金 ) 聖母マリア昇天の日* Mariä Himmelfahrt
● ９ 月　September
１５日 ( 月 ) 夏休み最後の日
          ( 最後の州としてバイエルン州 )
● １０月　Oktober
 ３ 日 ( 金 ) ドイツ統一の日 *  
   Deutsche Einheit 
２６日 ( 日 ) 夏時間終わる Ende der Sommerzeit
３１日 (金 ) 宗教改革記念日* Reformationstag
● １１月　November
 １ 日 ( 土 ) 諸聖人の日 *  Allerheiligen
１９日 ( 水 ) 贖罪･祈祷の日* Buß- und Bettag
３０日 ( 日 ) 待降節の第１日曜日 Advent 
● １２ 月　Dezember
２５日 ( 木 )  クリスマス *  Weihnachten
    (* 翌日も ) 

２０14年も健康に

ウォーターパーク「デュッセル
シュトラント」のチームが皆様
にクリスマスのごあいさつと
新年のお慶びを申し上げます。
今年も水の殿堂のプールで、
水流マッサージで、サウナで、
蒸 気 バ ス で、健 康 な 生 活 を
お過ごしください。

月～金　１０～２３: ００　（競泳２５ｍプールは

早朝６ :３０から）　 　土・日・祝　９～２０:００

Kettwiger Str. 50 ・ Tel. 0211-6220

クリスマスと
新年のご挨拶

創業以来デュッセルドルフで長い
伝統をもつケーニヒスアレー通り
の陶磁器専門店が、日本のお客様
にクリスマスの幸せと新年のご
成功を心から祈念申し上げます。
皆様からのご信頼に深く感謝する
とともに、２０１4年も皆様のご来店
をお待ちしております。

ドイツ生活ですてきなもののために・・

Düsseldorf・Königsallee 42
Tel. 0211/130780・Fax 0211/1307890
info@franzen.de・www.franzen.de

人の輸送は
信頼の上に成り立っています。

皆 様 の

デュッセルドルフ
タクシーセンター

Taxi Düsseldorf e.G.
Kölner Straße 356

Tel. 3 33 33
       9 99 99

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
Merry Christmas and a happy New Year

順次)

日本健康の日 NIHON HEALTH'S DAY 
武道　12-14 時（２階 /1. OG）
レディフィトネス（１階 /EG）
グリューワインとノンアルコールポンチ（地下 /UG）
フィンガーフード（地下 /UG）、 和包装サービス（通路）

キッズ スタンプ ラリー ： 香川の名前とナンバー入り
マン U のユニフォームを獲得しよう！

バスケットボール・シュートコーナー（４階 /3. OG）

ゴルフ・パッティングコーナー（３階 /2. OG）

闘拳トレーニング（２階 /1.OG）

レディフィトネスゲーム（１階 /EG）

Barmer 健康保険ゲームコーナー（１階 /EG）

Wii スキー（１階 /EG）、児童のお絵かき（通路）

2013・12・07 
11:00～18:00

Düsseldorf, Tonhallenstraße日本人のみ

１０％割引
全商品




