
海外視察研修旅行2017

<ドイツ・ラトビア・リトアニア6日間>

報 告 書

一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会



日本ソフトウェアマネジメント株式会社
岡田 智器

１．研修日程

※参加者：神奈川県情報サービス産業協会関係者 １９名

２．研修内容
 ２．１ ドイツ連邦共和国（ベルリン）

面積：35.7万平方キロメートル（日本の約94%）
人口：約8,210万人　　公用語：ドイツ語　　通貨：ユーロ
略史：1989年「ベルリンの壁」崩壊、1990年東西両独統一

 （ⅰ）「Broadband World Forum」展示会見学
＜開催場所＞
　Messe Berlin(メッセ ベルリン)
＜会場規模＞
　15,000平方メートル（東京ビッグサイト 約2ホールの規模）
＜展示内容＞
　ドイツのインダストリー4.0（第4次産業革命）推進にまつわり、IoT関連ソリューションやインフラなど、
 各分野の先端技術や製品展示が主であった。日本企業の出展はなかったが、欧州・米国・アジア諸国が参
 加しており、多国籍で力の入ったブース展開を見せていた。

※ドイツテレコム(独) ※ZTE(中)  ※Intel(米)

２０１７年度海外視察研修旅行【ドイツ ・ ラトビア ・ リトアニア 6日間】

羽田空港発 → ドイツ（ミュンヘン） → ドイツ（ベルリン）
（ⅰ）「Broadband World Forum」展示会見学
（ⅱ）IT企業視察（X-Visual Technologies GmbH）

リトアニア
ラトビア（首都リガ） → リトアニア（カウナス）
（ⅰ）杉原千畝の記念館見学

（ⅲ）ベルリン市内見学（ブランデンブルク門、ベルリンの壁）

日程
10/25（水）

10/27（金）

移動

移動

移動 リトアニア（カウナス） → リトアニア（首都ヴィリニュス）
10/28（土）

10/30（月）移動 羽田空港着

移動

リトアニア （ⅱ）ヴィリニュス歴史地区見学（聖ペテロ＆パウロ教会、大聖堂）
10/29（日）移動 リトアニア（首都ヴィリニュス） → ドイツ（フランクフルト） → 日本

10/26（木）

場所 内容

ドイツ（ベルリン） → ラトビア（首都リガ）
（ⅰ）リガ歴史地区見学（リガ大聖堂、リガ城、火薬搭、自由の記念碑）

ドイツ

ラトビア
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 （ⅱ）IT企業視察
＜会社名＞
　X-Visual Technologies GmbH
＜会社概要＞
　創業：2004年(ヴォルフガング・ウェルシュチャー氏)、従業員数：約10名、年商：約3億円
＜所在地＞
　Berlin Adlershof(ベルリン・アドラースホーフ)
＜事業内容＞
　プラント設計と建設ドキュメントとして、P＆ID（配管および計装図）を作成するCAEアプリケーションの
 開発を手掛けるソフトウェア会社である。開発プラットフォームはMicrosoft Visioであり、2011年にはMi
 crosoft Visio Partnerとしてドイツで初めて認定を受け、Microsoftと定期的に情報交換をおこなうなど、
 Microsoft Visioのアドオン開発（言語:C#）を主力事業としている。
　顧客ターゲットはプラントオーナーや建設関係者となり、現在の顧客数は約25社とニッチな市場で事業展
 開を進めるなか、ドイツ国内では特化した技術として評価され、知名度が上がっている。

※入居ビル正面玄関 ※会社説明(ウェルシュチャー氏) ※計装図の説明

 （ⅲ）ベルリン市内見学（ブランデンブルク門、ベルリンの壁）
 ブランデンブルク門(高さ26m、幅65.5m、奥行き11m)は、1788年から1791年にかけて、プロイセン王国の凱
旋門として、建築家カール・ゴットハルト・ラングハンスにより建造された。門の上には勝利の女神像があ
る。旧東西ベルリンの境界に位置し、分断していた時代はベルリンの壁 (総延長156km(高さ3m))の一部にな
っており、通り抜けができず東西ドイツ統合の象徴とされる。 
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 ２．２ ラトビア共和国（リガ）
面積：6.5万平方キロメートル（日本の約17%）
人口：約210万人　　公用語：ラトビア語　　通貨：ユーロ
略史：2004年 ＮＡＴＯ・ＥＵ加盟、2014年 ユーロ導入

 （ⅰ）リガ歴史地区見学（リガ大聖堂、リガ城、火薬搭、自由の記念碑）
 リガ歴史地区は、「バルト海の真珠」と讃えられる美しい港町で、1997年にユネスコ世界遺産に登録され
ている。

【リガ大聖堂】
 1211年ローマ教皇の命を受けたアルベルト司教によって建てられた聖堂であり、約5世紀に渡って増改築が
繰り返されたため、さまざまな建築様式が融合した大聖堂となっている。約7000本のパイプを持つパイプオ
ルガン（1883年製）は、世界で4番目に大きなパイプオルガンとして有名であり、リガの歴史を映した聖堂
内を彩る美しいステンドグラスに圧倒される。

【リガ城】
 1297年～1330年にリヴォニア騎士団とリガ市民との間で、激しい衝突が起こり、14世紀初頭、リガ市民が
騎士団の城を破壊。その後長い抗争の結果、市民側が敗北し、破壊した城の代償として、リガ市民により建
築された城である。現在は大統領の官邸として使用されている。

【火薬搭】
 火薬塔は14世紀に建設され、1650年に修復(高さ25.5m、壁の厚さ3m)されると、火薬を保管する火薬庫とし
て使用されていた。外壁には、17～18世紀にロシア軍が放った砲弾7つが埋め込まれており、現在は軍事博物
館として公開されている。
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【自由の記念碑】
 自由の記念碑(高さ43m)は、20世紀のラトビア独立戦争で戦死した兵士を称えるために 1935 年に建立され
た。1940年から51年間続いたソ連占領時代に取り壊しが予定されたものの、解体を免れ今に至っている。
記念碑の頂点には女性の銅像。両手に掲げた3つの星はラトビアを構成する3つの地域(クルゼメ、ヴィドゼメ
、ラトガレ)を表し、1905年のロシア革命とラトビア独立戦争を記念する彫刻が配置されている。
碑文にはラトビア語で「祖国と自由のために」と刻まれており、未だ献花は絶えることがない。

 ２．３ リトアニア共和国（カウナス、ヴィリニュス）
面積：6.5万平方キロメートル（日本の約17%）
人口：約280万人　　公用語：リトアニア語　　通貨：ユーロ
略史：2004年 ＮＡＴＯ・ＥＵ加盟、2015年 ユーロ導入

 （ⅰ）杉原千畝（スギハラチウネ）の記念館見学
 杉原千畝は第二次世界大戦中、リトアニアのカウナスで日本領事館領事代理として赴任し、ナチス・ドイ
ツによって迫害されていた多くのユダヤ人に「命のビザ」を発給し、約6,000人の命を救った人物である。
ドイツ人の実業家オスカー・シンドラーという人物が、自らが経営していた軍需工場に、多くのユダヤ人
を雇い入れ、その身柄を保護したことから、杉原千畝は「東洋のシンドラー」とも呼ばれている。

 （ⅱ）ヴィリニュス歴史地区見学（聖ペテロ＆パウロ教会、大聖堂）　　
 ヴィリニュス歴史地区は、バルト三国の首都としては唯一海に面していない都市で、1994年にユネスコ
世界遺産に登録されている。

【聖ペテロ＆パウロ教会】
 聖ペテロ＆パウロ教会は、ロシアからの解放を記念して建造された教会で、1668年から始まった作業は、
外観に7年、内装には30年もの歳月が費やされた。内装は、壁から天井まで覆い尽くすように2000以上の
漆喰彫刻が施され、天使・想像上の獣・植物など多彩でリトアニアの戦史を描いたものも存在する。
この漆喰彫刻は、イタリアから招かれた職人や地元リトアニア人の約100人に及ぶ彫刻職人によってつく
られたという。
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【大聖堂】
 ヴィリニュス大聖堂は、13世紀半ばリトアニアを統一した王が、十字軍騎士団の圧力から逃れるため、キ
リスト教に改宗した際に建てた教会が起源となっている。王の死後、幾度も増改築がされ18世紀後半に、
現在見られる6本のドーリア式円柱をもつ新古典主義様式の姿となった。大聖堂の前には、ヴィリニュスで
最も古い建造物の一つである高さ53mを誇る鐘塔があり、リトアニアのシンボルとなっている。

３．所感

　展示会「Broadband World Forum」の事前説明では、欧州の展示会は展示会からビジネスが始まり、展示をし
ない年があると取引先からの信用が薄れる、と言われるほど重要なイベントである旨の説明を受け、会場入りを
したが、会場内雰囲気も商談を主にブース営業をおこなう姿が多く見られ、ビジネスの場として活性していた。
展示ブースは、IoTや5G技術のソリューションが多くを占め、ドイツのインダストリー4.0（第4次産業革命）に
まつわり、各国の企業がビジネス展開を模索している様子がうかがえ、欧州におけるデジタル最先進国を目指す
ドイツそのものであった。言葉の壁もあり、ソリューション詳細について理解をしきれない部分があったが、展
示方法やブース営業はもとより、先端技術や製品に触れたことで、今後の参考となる有益な見学となった。

　IT企業視察では、中小企業ながら製造大国にて高い技術力と製品開発力を備えたX-Visual Technologiesを訪
問したが、この会社が創業された背景として、Berlin Adlershof(ベルリン・アドラースホーフ)という立地も
関係していると感じた。Adlershofは欧州で最も近代的なテクノロジーパークであり、ドイツで大きな成果を収
めているハイテク産業集積地である。敷地内には総合都市計画コンセプトのもと、1,000を超える企業と研究機
関が軒を連ね、光学・IT・エネルギー・バイオテクノロジーなどに重点を置き、近隣には大学も存在するなど、
重要な産業組織と綿密なパートナーシップをとり、共に成長を遂げている。
　代表ウェルシュチャー氏との質疑応答では、採用・バケーションについて説明があったが、採用時期は存在し
ないため、教育・研究機関と連携しインターンシップやアルバイトで人材を見極め、有能な人材を確保している
とのことで、完全実力主義であることが垣間見られた。
バケーションでは、連邦休暇法にて24日が定められており、夏季休暇として2W程度は普通であり、フレックス
(コア10:00～16:00)を有効活用しているとのことから、文化は異なるが、働き方改革への取り組みの重要性を実
感した。

　観光として見学をしたバルト三国（ラトビア・リトアニア）の世界遺産では、建造物・街並みなど、日本での
豊かさとは異なる固有の文化や歴史を鮮明に感じることができ、今までの自分の考え方や価値観と向き合う貴重
な経験となった。
建造物はあらゆる年代様式で建築されており、壁面・天井絵・彫刻像に驚嘆させられ、未知の世界を知ったこと
による探究心や気付きは、創造力を鍛えるための参考となり、士気の向上に繋がった。
なかでも強く印象に残ったのは、杉原千畝の記念館である。杉原千畝は戦時中、自らが政治犯として処刑される
恐れのあるなか、命を張り多くのユダヤ人を救った人物であり、このような日本人が存在したことに深く感動し
た。この感動は共存共栄、初心にかえり自身を見つめなおす良い機会となった。

　近年、市場や人材のグローバル化が進むなか、語学力はもとより、コミュニケーション能力や強固な人間関係
を築く能力などが必要不可欠であることを改めて実感したとともに、書物やインターネットでの知識ではなく、
同業他社の方々と親睦を深め、他国の文化に触れ、見聞が広がったことが大きな成果であったと考えている。
この度、バルト三国（エストニア）は視察対象外であったが、Skype発祥の地で、日本のマイナンバー制度を早く
から導入しているＩＴ先進国である。近年はバルト三国全体がＩＴ企業を中心に高成長を続けており、人件費も
低水準でオフショア開発の拠点として注目されているため、これを機にＩＴ動向や技術等を調査しようと思う。

以上
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株式会社 東計電算

小和田 雅也

～ ベルリン・adlershof X-Visual 社 企業見学 ～

1. 概要

見学日 ：2017 年 10 月 26 日

訪問企業：X-Visual Technologies GmbH
所在地 ：Johann-Hittorf-Strasse 8

12489 Berlin Adlershof

2. X-Visual 社について

Microsoft 社のソフトウェアである Microsoft Visio を利用しプラントの構築やマーケン

ティング等、プラントのライフサイクルを一覧して管理できるシステムを提供している会

社。プラント構築時のドキュメントの作成にかかわることで、将来的なプラントの転用の

際にも有益な情報を作成している。

2004 年の創業当時は VISIO でできる仕事は何でも請け負っていたが、2007 年からプラ

ントの構築へ特化をし、ドイツで初めて Microsoft 社より Visio のパートナーとして認定

を受ける。

また、同業種である他社や顧客、業者との連携を重要視しており、DEXPI Hackathon
に参画をすることで、プラントライフサイクル全体でデータ交換の標準化を行い、業界全

体で発展することを目指している。



3. ベルリン・adlershof について

Adlershof は第二次世界大戦後に東ドイツとなり、多くの科学アカデミーが設置され

た。1990 年のドイツ統一を期に転換期を迎え、フンボルト大学がこの地へ移転をし、研究

学園都市として発達した。現在では世界で 15 位以内に入る研究学園都市となっている。

日本では筑波研究学園都市が有名である。町の運営はベルリン州が運営している WISTA
社が行っており、レーザービジネス・再生可能エネルギー・航空産業・情報産業・マイク

ロシステム等の分野に秀でている。ドイツでは社屋等の契約では長期契約が一般的である

が、Adlershof は短期契約が可能となっているなど、起業がし易い環境である。また、起

業をする上でその他の必要な設備等も町にそろっており、すべてを自前で調達しなくても

企業が可能である。

4. 所感

X-Visual 社では adlershof が研究学園都市であることから大学で行っている研究開発の

情報を入手しやすい環境となっている。大学で研究開発された技術は数年後に市場に出回

るので、今後の経営戦略を立てる上で、有益な情報となっている。また、ドイツでは就職

するにあたり、大学を卒業しているかは重要ではなく、会社と学生の要件がマッチすれ

ば、すぐにでも就職できる環境が整っている。そのため、大学に在学している優秀な学生

を確保することができ、大学と企業において共同で開発を行い、また実績をつくり、研究

と実績の共存が可能となっている。

我々、情報処理産業では技術の進歩は日進月歩であるため、最新の技術情報の入手や、

日本とは異なる優秀な学生を確保することができる環境については学ぶことが多く、有意

義な企業見学となった。

以上



2017年 11月 10日 

株式会社アイネット 

勝亦 修治 

 

2017年度 海外視察研修旅行【ドイツ・ラドビア・リトアニア 6日間】 

～参加レポート～ 

 

１． 概要 

＜日程＞：2017年 10月 25日(水)～2017年 10月 30日(月) 

＜スケジュール＞： 

 ・1日目 ドイツへ移動（所要約 13時間、時差－8時間） 

   羽田空港→＜空路移動＞→ミュンヘン→＜空路移動＞→ベルリン→＜バス＞→ホテル 

 ・2日目 展示会見学＆IT企業訪問＆ベルリン市内見学 

   午前：展示会見学／Brodband World Forum 24-26 October 2017 Messe,Berlin 

   午後：企業訪問／X-VISUAL TECHNOLOGIES GMBH社 

      ベルリン市内見学／ベルリンの壁、ブランデンベルク門 

 ・3日目 ラトビア見学 

           午前：ベルリン→＜空路移動＞→ラトビアの首都リガ 

      午後：リガ歴史地区見学 

 ・4日目 リトアニア見学 

     午前：リガ→＜バスで国境越え＞→リトアニアのカナウス→杉浦千畝記念館 

     午後：首都ヴェリニスへ移動→ウェリニス歴史地区見学 

 ・5日～6日目 帰路へ（所要約 13時間、時差+10時間） 

     午前：自由時間 

     午後：ホテル→＜バス＞ヴェリニス→＜空路移動＞→フランクフルト→＜空路移動＞羽田空港 

２． 参加者 

20名（8社、19名＋添乗員 1名） 

 ・(株)アイネット／2名 

 ・NTTデータフォース(株)／2名 

 ・(株)ショウナンソフトウェア／1名 

 ・(株)データプロセスサービス／2名 

 ・(株)東計電算／7名 

 ・日本ソフトウェアマネジメント(株)／1名 

 ・日本データスキル(株)／2名 

 ・(株)ネットフォレスト／2名 

   ※順不同 



３． ドイツ(ベルリン) 

①展示会見学(Brodband World Forum) 

・ドイツでは展示会を重要視しており、ビジネスにおける商談の場としての位置づけ。 

・出展者側は場所やスペースの広さがアピールポイントの一つとなる。 

・来場者も商談前提で来場する。情報収集の為に来場する日本の展示会とは文化が大

きく違う。 

・我々が訪れた時間帯は木曜日の午前中で、来場者(商談者)も少ない印象を受けた。 

・当然だが、明らかに見学目的とわかる我々一行には積極的に声を掛けてこない。（掛

けられても英語 or ドイツ語なので私は対応不可だが。。。） 

・展示方法やノベリティについても日本と遜色ない。（ノベリティは日本の方が力を入

っている印象） 

・残念ながら日本の企業は未出展となっていた。 

 

 

会場受付                 会場内に BAR 

 

＜参考情報＞ 

■インターネット・ブロードバンド市場(世界情報通信事情（日本・総務省サイト）調べ) 

・固定ブロードバンド回線の主流は DSL(ADSL)が主流で加入者の 77％を占める 

 ※現地のガイドさんも同様の説明をされていた。 

・固定ブロードバンド普及率は 37.2％(2015年度)となっており主要ヨーロッパ 17ヶ

国中 7番目（1番はスイスの 44.8%）。日本は 30.5％でアジアでは 4番目(1番は韓国の

40.2%)だが、主流回線が FTTH(光回線)なのでドイツと比べると回線品質は上となる。 

   

                     

 

 

 

 



  ②企業訪問 

  ・X-VISUAL TECHNOLOGIES GMBH社へ訪問 

  ・ベルリン・アドラースホーフ(Berlin Adlershof)に入居している。 

  ・2004年創業で社長は大手企業に勤めていたが、Microsoft Visioを習熟し独立して立

ち上げた会社。ドイツの風潮として新規ビジネスを立ち上げやすい環境にある。 

・Microsoft Visioをベースとしたプラント全般の設計を管理する自社パッケージを開

発・提供している。 

   ・2011年にはMicrosoft Visio Partner of the year(Finalist)の認定を受けている。 

  ・従業員は 10名程の会社だが、アットホームな社風で社長の家に社員を招いてバーベ

キュウパーティ等を開催している。基本的に残業はしない、させない方針。 

  ・社長と秘書さんで応対頂き、全体で 1時間半の予定が質疑応答に盛り上がり、1時間

オーバーの 2時間半程度で終了。さらに社長のご厚意でアドラースホーフ内の飛行

場らしき施設の見学を勧められたが時間オーバーにつきあえなく断念。 

＜参考情報＞ 

  ■ベルリン・アドラースホーフについて（2014年 12月 31日現在） 

  ・ドイツで最も成功を収めているハイテク産業集積地であり、ベルリン最大のメディ

ア産業拠点でもある。有名な TV番組や映画の撮影でもよく使用されているとの事。 

  ・サイエンステクノロジーパーク、学術研究機関、ベルリン・フンボルト大学、メデ

ィア地区、商業地区の 5機関で構成されている。 

    ・サイエンステクノロジーパーク／478社、5,865名 

    ・学術研究機関／10社、1,686名 

    ・ベルリン・フンボルト大学／6学部(情報科学、数学、化学、物理学、地理学、心理学) 

                                    就業者：1,076名、学生：6,235名 

    ・メディア地区／135社、2,004名 

    ・商業地区／372社、5,300名 

 

 
訪問先 X-VISUAL 社にて 



  ③ベルリン市内観光 

   ・ベルリンの壁、ブランデンベルク門はベルリン観光で押さえておくべきポイント

との事。 

   ・先の企業訪問が予定時間オーバーだった為、全体的に駆け足での見学となった。 

   ・比較的観光客は少なめで日本人（アジア人）も見かけなかった。 

       

最も有名な壁画「ホーネッカーとブレジネフの熱いキス」       意外と壁は薄い 

    ・個人的に一番印象的だったのは「虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念

碑」でバスからの見学、撮影となったが、独特の雰囲気を感じた。 

 

「通称:ホロコースト記念碑」 

   ④全体的に 

   ・残念ながら天気が曇りだったことの影響か、全体的にやや暗い雰囲気の印象を受

けた。東と西では雰囲気が違うのだろうか。 

・食事はソーセージ、ポテト、ザワークラフト(キャベツの漬物)がメインで味は良好。 

・ビールは日本のようにキンキンに冷やす文化はなく、ぬるい場合もあるとか。個

人的にはワインが美味しかった。 

    ・車はやはりベンツ、BMW、VW、アウディのドイツ車が目立つ。 

・ドイツ人は体格がよい、想像以上だ。フィジカルコンタクトのあるスポーツ例え

ばサッカーなどでは、まとも競り合ったら敵うはずがない。その分、日本人の俊敏

性は通用するなとの印象。現にドイツリーグには日本人が多数所属している。 

・工事中の箇所も多数あり、戦争の歴史、国の歴史等を常に意識させられる事が多

い。 

・工業国で、ITについては日本の方が最先端の印象。 



４． ラトビア(首都リガ) 

・正直、今回の旅行がなければ行くことは無かったかもしれないバルト三国の１つ。 

・バルトときいて、大相撲を思い浮かべる方もいるかと思うが、元大関の把瑠都(バル

ト)はバルト三国の１つエストニアの出身。残念ながら今回は訪問していない。 

・個人的な事前情報では海外旅行上級者が訪れる国で評判は良好。美女大国との情報

も 

・恐縮だがここからは主に観光がメインとなる。ガイドは現地ラトビア人の女性ガイ

ドさんで日本語もお上手。 

・リガ歴史地区の見学ということでリガ大聖堂、リガ城など主要ポイントを見学する。

1日あれば十分に回れる。 

・天気は残念ながら曇りのち雨で気温も 10℃以下でドイツよりも寒い。 

・噂どおり、ヨーロッパ人は雨でも傘をさしていない人が多かった。 

・この国で初めて日本人に遭遇したが、団体観光客も少なくて雰囲気はとても良かっ

た。 

・平均月収は 8万円程度との事で、物価も安く治安もよい。物乞い等もほとんど遭遇

しなかった。離婚率は驚異の 70％だとか。 

・とても素敵な町並みで、想像していた通りのヨーロッパの建築物や町並みを堪能。 

・食事も美味しくお酒はワインがお勧めだが、寒いのでウォッカも進む。 

・肝心の ITに関連するネタとしては、無料の wifiスポットが意外とあったが、旅行す

る上では海外向けのレンタルwifiや各携帯会社の国際ローミングの契約を推進(ストレ

ス無く利用できる)する。 

・事前情報どおり、美女が目立ったが本レポートでは写真は控える。 

 

   
リガ空港内の日本食レストラン        路地裏              町並 

  

                  リガ大聖堂内 



５． リトアニア(カナウス～首都ヴェリニス) 

  ・リトアニアへはバスで田舎道をひたすら移動(3 時間 40 分程度)し、国境をバスで越

える。特に入国者チェック等はない。 

  ・ガイドさんは現地のリトアニア人らしき男性ガイドさんでこちらも日本語は問題な

い。車内ではジョークを交えて説明いただいたようだが、長旅での疲労の為か皆さ

んリアクションできず。。ゴメンナサイ。 

  ・平均月収は 6万円とラトビアよりも低い。ラトビア同様食事や治安も問題ない。 

  ・スポーツはバスケットボールが強く、過去のオリンピックでもメダルを獲得 

  ・この国で昔、ある日本人が重要な仕事をしていたのだが、お恥ずかしながら私は初

めて知ることになり勉強させていただくことに。 

  ・ご存知、外交官「杉原 千畝(スギハラ チウネ)」さんである。 

  ・「杉原千畝記念館」を見学。20分程度のミニシアターにて全体的な歴史の紹介で、私

的にとても心を打たれる内容であった。この物語は唐沢寿明＆小雪で映画化もされ

ているようだ。 

  ・簡単な概要を説明すると、第二次世界大戦中、ナチスによる迫害から逃れるユダヤ

人のために独断で日本通過のヴィザを発行して、6,000人あまりのユダヤ人を救った

外交官である。シベリア鉄道から日本に入り各拠点へ逃れるルートが確実だったよ

うで、ユダヤ人にとって日本通過のヴィザが最重要だった。日本政府には何度もヴ

ィザ発行の許可を求めたようだが、いずれも正規手続きを踏めない人には NG とい

う回答となるが、日々ヴィザを求め大使館前に集まるユダヤ人の状況と自分の立場

を踏まえ悩みぬいた結果、正しいと思うことを行った。 

    ・自分が同じ立場だったらどうしたか、皆さん自問自答した時間を過ごしたはずだ。 

  ・最終日はサマータイムが終了するとの事で、起床すると 1 時間戻っているという不

思議な感覚を経験。（7時に起床したら実際はまだ 6時） 

  ・システムの観点からすると日本のサマータイム導入は難しそうだなと感じた。 

 

国境にて                  杉原千畝記念   

最後にこのような機会を与えて頂いた、神情協様、会社の方々、参加されたメンバの皆

様に感謝の意を表し締めくくる事とする。 

以上 


