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2015年 6月 10日 

 2015 年 5 月  Nr. 411 

 
さて、今回のテーマは、ノルトライン・ヴェストファーレン州（Nordrhein-Westfalen）

における、非喫煙者に対する保護の強化です。 

 

ドイツでは非喫煙者の保護は、各連邦州が管轄していますが、喫煙が喫煙者本人だけで

なく、その場に居合わせる非喫煙者をも危険に晒す（いわゆる「受動喫煙

（Passivrauchen）」）ことから、ドイツでは現在、駅、学校、体育館、ディスコ、すべ

ての役所などにおいて、ほぼすべての場所で喫煙は今や禁止されています。しかしなが

ら、大抵の州においては、飲食店での「分煙」（喫煙者席と非喫煙者席を分けること）

がまだ許容されているのが現状のようです。 

 

そうした状況の中で、3州（バイエルン州、ブランデンブルク州そしてノルトライン・ヴェ

ストファーレン州）においては、飲食店においても喫煙が禁止されています。バイエルン

州とブランデンブルク州では、すでに禁煙となっていましたが、2013 年 5 月以来ノル

トライン・ヴェストファーレン州においても喫煙が禁止となりました。 

 

そのノルトライン・ヴェストファーレン州で 2008 年に最初の非喫煙者保護法

（Nichtraucherschutzgesetz）が施行された時は、まだ飲食店併設の宿泊所

（Gaststätten）では例外を認めていました。経営者たちは、例えば、自分の店を喫

煙者クラブ（Raucher-Club）と称することにより、そこで喫煙することが許されて

いました。その結果、非喫煙者は、他のお客が喫煙するのを受け入れなければなりませ

んでした。別の経営者は、自分の店を喫煙室と非喫煙室とで分離しました。様々なイベ

ント会場のテントでは、子供たちが同席しているのにもかかわらず、喫煙が許されてい

ましたが、これも今や過去のものとなりました。 

 

ノルトライン・ヴェストファーレン州においては、上記のように 2 段階に亘って禁煙政策

が進められてきたため、放送に出てくる Gaststätteの女性経営者のように、法律の施行

に振り回されるようにして短期間の内に都度対応せざるを得なかった人もいました。最初

の法律が施行された 2008 年にその女性経営者は改装のために数千ユーロの出費を強いら

れることになっただけでなく、2013年には新たに制定された法律により全面禁煙となった

ために、最初の数千ユーロの投資が無駄になってしまったことに怒りを覚えました。彼女

は喫煙者のお客のために駐車場にパラソルを設置し、そのパラソルの下に、灰皿をのせ

た、立ったまま使用するテーブル（Stehtisch）を置いています。お客は一服するた
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めにわざわざ外の駐車場まで来なければならないことに腹を立てています。彼女に対し

ては気の毒な気がする一方で、喫煙に対し人々の風当たりが強まってきていることを彼女

が理解できていなかった「ツケ」を払わされたとも言えるかもしれません。 

 

ここでドイツと日本の喫煙者のデータを比較したいと思います。ドイツのデータは、今回

の放送（2011 年の喫煙率は OECD データより）から取りました。日本のデータは、「日本

たばこ産業」が 1965年より毎年実施している「喫煙動向調査」からの抜粋です。 

 

ドイツ 総喫煙者数 約 1,800万人（2014年）（喫煙率 22% 2011年 OECDデータより） 

青少年（Jugendliche）の喫煙率 25%(2002年) 12.5%(2014年) 

日本   総喫煙者数 約 2,060万人（2014年） 成人の喫煙率 19.7%（2014年） 

    男性 20代の喫煙率＊ 57%(2001年) 30%(2014年) 

    女性 20代の喫煙率＊ 24%(2001年) 10%(2014年) 

＊日本では 10代での喫煙は法律で禁止されているため、上記調査によるデータはありません。  

 

さて、日本での喫煙規制は現在どうなっているのでしょうか。調べてみたところ、特に 2003

年 5 月に施行された健康増進法により、禁煙に関する運動が活発化し、規制が強化さ

れてきたようです。各自治体もこれに沿って喫煙規制に取り組みつつあるようです

が、徹底されていないようです。 

 

例えば、私の住んでいる東京都北区では、区の条例により、数年前から屋外の公共の場所

（道路、公園、広場、河川敷など）において歩行中、自転車に乗りながらの喫煙が禁止さ

れていますが、残念ながら徹底されていないという印象です。多くの場所で「禁煙」の表

示を見かけますが、その割には遵守していない人が実に多いと感じます。また、先日の報

道によりますと、東京都は飲食店や公共施設などでの禁煙や分煙を義務化して受動喫煙を

防止する条例の制定を当面見送る方針を固めたということです。2010年に神奈川県が全国

に先駆けて受動喫煙防止条例を施行したことに比べ、2020年にオリンピックを開催

する東京では、喫煙規制に関しては大分後退したという印象があり、個人的には非

常に残念に感じています。今後の東京都の喫煙規制取り組みに期待したいところで

す。 

 

ところで、受動喫煙に関し、私の学生時代（1970年代）の教室にドイツ語による掲示があ

ったことを思い出しました。その小さな教室の掲示は、私の曖昧な記憶をもとに作文しま

すと、以下のような内容だったと思います。„Das Rauchen schadet nicht nur der 

Gesundheit des Rauchers selber, sondern auch der der anderen Personen, 

die an Lungenkrebs nicht sterben wollen. “（ 喫煙は、喫煙者自身の健康だけ
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でなく、肺がんで死にたくない他の人々の健康をも害する）当時はまだ、学生も含め喫煙

者が多く、喫煙に対し世間一般が寛容だったため、上記の掲示に対しては、賛否両論があ

ったと記憶しています。現在ではそのような掲示が無くとも禁煙は当然のこととされてい

るようです。実際に多くの大学で教室内での禁煙はもとより、建物内での禁煙やキャンパ

ス内の敷地すべてでの禁煙も進んでいるようです。40 年という時代の流れを感じます。 

 

Ｋ． Ｋ． 
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2015年 7月 16日 

 2015 年 6 月   Nr. 412 

 

今回のテーマは、ポーランドにおける老人ホーム（介護施設）です。 

 

ポーランドでは現在、人口の 13％が 64歳（放送では 65歳となっています）以上です

が、2030年にはこの比率が 24％になると見込まれています（日本における、いわゆる

「老齢人口」と言われる 65歳以上の人口の比率は 2013年に 25.1%、2030年における予

想が 31.6%と、より急速に高齢化が進んでいる日本でも深刻な問題となりつつあります。

因みに、ドイツの「老齢人口」比率は、2013 年 21.1%、2030 年予想が 27.8%ですので、

日本よりはやや緩やかですが、ポーランドに比べるとはるかに急速に進んでいます）。しか

しながら、ポーランドでは老人ホームや介護施設が少な過ぎるということです。ポーラ

ンドの Kattowitzという街では、プロテスタント教会関係のドイツの支援組織が認知

症やアルツハイマーに特化した介護施設をポーランド人のために建てました。この施設

では、ドイツ人も受け入れますが、ドイツからの要介護者の場合、本人がポーランド出

身であり、かつポーランド語を話す場合に限定しているということです。 

 

しかしながら、ポーランドには上記のような施設とは別に、ドイツ人のための老人ホー

ムもあるといいます。それによってポーランド人は、お金を稼ぐことができ、多くのド

イツ人は、ポーランドにおける介護施設のために 1,000 ユーロまたはそれより若干上

回る金額（ドイツでは 3,000 ユーロ以上に相当する金額）を支払えば済むということ

です。しかし、ドイツ人がポーランドの施設に入所する理由は、どうも入所費用が安く

済むというお金の問題だけではなさそうです。1945 年に Oder und Neiße 以東の地

域がポーランド領になるまで子供のときに過ごした故郷に、年をとってからまた、戻り

たいと思う人もいるからです。ドイツ人入所者は、この施設ではドイツ人と一緒にドイ

ツにいるかのように感じます。入所者らをケアするスタッフたちが、ドイツ語を話すか

らです。ドイツ人のためのポーランドの老人ホームの多くの要介護者は、高度の認知症

患者ですので、大抵はその家族がその施設の申し込みを行い、引越し手続きも行います。 

 

しかし、本人が自ら申し込んで入所する人たちもいます。例えば、1936年にその老人

ホームから北東 70キロのところで生まれたドイツ人女性もその一人です。その地域が

第二次世界大戦後ポーランド領になった後も、彼女はそこから退去せずに済みました。

彼女は、教師になるために教育学を学び、1981年にポーランドで戒厳令が宣言された

とき、初めてドイツにやって来ました。彼女は 20年間にわたり、幼稚園を経営し、彼

女の夫は採掘場で働きました。この夫妻が年を取り、健康状態も優れなくなってきたと
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き、子供たちに負担を掛けたくなかったので、老人ホームへ引っ越すことを決心したの

でした。 

 

しかしながら、この施設への入所は、もしドイツだったら、その夫妻には高すぎただろ

と思われます。ポーランドとドイツでは所得格差が大きいため、ドイツでは、老人ホー

ムでわずか 3 名の介護スタッフが、28 名もの入所者の面倒を見るということが起こり

うるのに対し、ポーランドでは、ドイツ語の知識を持ったポーランド人の介護スタッフ

20名が 40名のドイツ人入居者の世話をすることが可能だそうです。これは入所者にと

ってもたいへんありがたいことですが、施設スタッフにとっても働きやすいことになり

ます。あるポーランド人の女性は、ドイツの施設で 3ヶ月働き、より多くの報酬を得ら

れましたが、その後ポーランドに戻って働くことにしました。ここでは、入所している

人々と共にハイキングをしたり、談笑したりする時間があり、ドイツの施設で働いてい

た時に比べよりゆったりと入所者と接することができます。 

 

84 歳になるあるドイツ人の男性は、糖尿病患者であり、定期的にインシュリンを注射

しなければなりません。彼は郵便配達人でしたが、以前何年もポーランドで休暇を過ご

したことから、やはりポーランドの施設を選びました。ポーランドで休暇を過ごしてい

た時、何度か、誤って人のスーツケースを持って行ってしまったり、滞在先のホテルに

戻れなくなってしまったり、バスを乗り違えたりと軽度の認知症の兆候が現れていまし

た。彼は、2013 年春に、ポーランドにおけるドイツ人のための最初の介護施設の入居

者の一人として移り住んだということです。 

 

旧ドイツ領ポーランドで余生を過ごすドイツ人たちは、歴史的背景があるゆえに終の棲家

としてポーランドを選択しましたが、日本の場合、海を隔てた隣国の介護施設への入所は

考えられない選択だと思いました。人は誰しも老いから逃れられませんが、多少の病気は

抱えつつも自立した生活ができ、最期まで自宅で過ごせることがベストなのだと思います。

やむなく介護施設に入所する場合、日本でも介護施設の質に大きな差があると言われてい

ますので、入所先の選択が非常に重要になると思います。団塊の世代が大量に後期高齢者

になる 10年後のわが国では、介護施設の問題はより切実になってくることを改めて認識し

ました。 

 

Ｋ． Ｋ． 
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2015年 8月 22日 

2015 年 7 月   Nr. 413 

 

さて、今回のテーマは、就学義務（義務教育）に反対するドイツのある両親です。 

 

日本では日本国憲法第26条において保護者が子どもに普通教育を受けさせる義務を負うこ

とを、そして教育基本法第 4 条においてその義務教育期間が 9 年であることを定めていま

す。ドイツにおいても日本と同様、子供の就学義務は課せられているとのことですが、

基本法、つまりドイツ連邦共和国憲法にはその記載がなく、州が教育行政を担っている

ドイツにおいては、州の学校法（Schulgesetz）において定められているということ

です。日本の文部科学省の資料によりますと、興味深いのは、義務教育年限が、16 州

のうち 11州において６～15歳の 9年間、5 州において 6歳～16 歳の 10年間と異な

っていることです。日本では義務養育期間は一律 9年間となっていますので、州によっ

て異なるというのは、私達日本人にとってはちょっと意外な感じがします。 

 

さて、今回の放送に登場するのは、Inga Mertenと Christoph Mertenという両親

とその子 Jonas という、ヘッセン州在住の家族です。番組制作担当者の Horster 氏

は、自らも幼い息子の父親であり、この家族とは長い間親しくしていることからこの家

族の「教育方法・方針」（Bildungsweg）に興味を抱いたようですが、番組制作に際し

ては家族のプライバシーを考慮し、名前はいずれも仮名にし、声も俳優が代って話して

います。同州の義務教育期間は、日本同様 9年です。そこでの義務教育は、6月 30日

までに 6 歳になったすべての子供を対象に、夏休み後にスタートします（新学期が 4

月に始まり、3月に終了する日本との違いがここにもあります）。 

 

Jonas は、夜寝るのも、朝起きるのも遅いのですが、これは早く寝かしつけられるこ

とに対する Jonas の反発に両親が負けて、そのような習慣を許容してしまったことに

起因しているような気がします。ドイツでは子どもは早寝、早起きが普通だと思ってい

ますので、この両親は例外ではないでしょうか。夜更かしをしている Jonas は、幼稚

園の Morgenkreis（「朝の会」とでも訳しておきます）にも出席できませんので、当

然幼稚園にも行けませんでした。 

 

また、この家族の近所から匿名の通報がありましたので、Jugendamt（青少年局）の担

当者が調査にやって来ました。Jonas と 4 歳になる Jonas の弟が寝るのが遅いこと、

とても遅い時間にまだ外で遊んでいることが何度も目撃されたていたからでした。実際

にこの担当者が訪ねて来た時、Jonas は、パジャマ姿でした（寝るのが遅いとか、遅
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い時間に外でまだ遊んでいるというという理由で通報するというのが一般的だとすれ

ば、日本との違いを感じます）。Jugendamt（青少年局）の担当者に対し、Jonasは夜

は自分の好きなだけ起きていることが許されていると答えましたので、その担当者は驚

きます（これには私もびっくりしました）。 

 

その上、Jugendamt（青少年局）でこの家族に関して調査を行った結果、Jonasの予

防検診の予約を 2 度も守らなかったことも判明しました。ところが、Jonas が学校に

行っていないことは、誰も気が付きませんでした（近所や隣人との付き合いが全くなか

ったのでしょうか、あったとすれば、誰も気付づかなかったというのは、私にはとても

不自然に感じました）。学校で子供たちが扱われているやり方が、Merten 氏には気に

入らなかったようです。Merten 氏によれば、今の学校のやり方がいまだに 19 世紀の

ようだといいます。例えば、外の世界からは遮断され、先生と生徒が従わなければなら

ない時間割に基づいていますし、索漠とした教室、先生が教室の前に立ち進める一斉授

業・・・。Merten氏は、自分の子にはクラスや時間割のないフリースクールを望んで

いました。授業は、生徒が自ら進んで何かを学びたいと思う場合においてのみ存在すべ

きだといいます。生徒は、自分たちがすることを一日中自分たちで決定すべきだといい

ます。そのような学校を設立することを試みたようですが、彼は成功しなかったとのこ

とです。 

 

現在の学校教育に対する不満については理解できるところはありますが、だからと言って 

子どもを学校に通わせないという Merten氏の考えは、一般的にはドイツでも理解されな

いのではないでしょうか。更に、予防検診を 2 度もすっぽかしているのは、親としての

義務を果たしていないと言われても止むを得ないでしょう。この放送に対する聴取者の

反響はどうだったのでしょうか。放送当時 7 歳だった Jonasやその弟は現在、どうしてい

るのか気にかかるところです。放送当時の状態がいまだ継続しているとしたら、彼らの将

来は果たしてどうなるのか心配になってしまいます。 

 

K. K. 
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2015年 9月 15日 

2015 年 8 月  Nr. 414 

 

さて、今回のテーマは、Bundesfreiwilligendienst（「連邦ボランティア役務」）です。 

この言葉は、日本人には聞き慣れないですが、それもそのはず、2011年 7月 1日に「停止」

（aussetzen）された Wehrpflicht（「兵役義務」）と関係しています。この用語はまだ

新しいためか、私が調べた限りでは、どの独和辞典にもまだ掲載されていないようです。

ドイツの兵役義務は、緊迫及び防衛事態に際して復活できるように、「廃止」ではなく、「停

止」としているとのことですが、インターネットでは「廃止」という日本語を使用してい

るサイトも散見されますので、注意が必要のようです。 

第二次世界大戦後ドイツではナチスドイツ時代の国防軍が解体されましたが、1955年

の連邦国防軍の創設に伴い、翌年 1956 年に徴兵法が制定され、1957 年より徴兵が実

施されてきました。これにより原則として満 18歳以上の男性はすべて、兵役義務が課

せられるようになりました。しかし 1961年には、人を銃で撃ちたくない者は、その兵

役を拒否（いわゆる「良心的兵役拒否」）し、Zivildienst（「兵役代替社会奉仕役務」）

を行うことができました。兵役代替社会奉仕をすることを決断した若者たちは、病院、

介護施設、老人ホームなどにおいては大きな助けになっていました。 

 

今回のテーマである Bundesfreiwilligendienst（「連邦ボランティア役務」）は、2011

年 7 月の徴兵制の停止と同時に停止された、その Zivildienst（「兵役代替社会奉仕

役務」）に替わるものとして導入されました。それまで非軍事役務の労働力を活用して

きた施設に影響を与えないようにするためでした。連邦ボランティアにより、若者たち

は 12～18カ月の間、病院またはその他の社会福祉施設で働く機会を得ます。兵役代替

社会奉仕は、若い男性が行っていましたが、連邦ボランティアは、女性にも門戸が開か

れていますし、年齢層も格段に上がりました。 

 

もし 27歳未満のすべての連邦ボランティア従事者を若者と数えた場合、2013年には、

旧西ドイツではその若者の比率が 81％に達したのに対し、旧東ドイツでは全連邦ボラ

ンティアの中で若者の割合はわずか 19％しかいなかったのです。というのは、旧東ド

イツでは、長期失業中の比較的年配の多くの人も連邦ボランティアに応募しているため

です。ある 50歳の男性は、介護施設で管理人の手伝いをしています。彼らは 2人で行

動しますので、入居の老人達に対しより多くのサービスを提供できます。例えば、花を

植えたり、頻繁に芝刈りをしたり、絵を掛けたり、部屋の模様替えなどをしたり、ごみ

の片付けをしたりしています。ここの老人たちが彼らのサービスに対し喜んでくれると、

彼自身としてもうれしいのです。彼は 2013 年にテューリンゲン州で活動していた
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2,300 名の連邦ボランティアの一人です。旧東ドイツでは、旧西ドイツに比べ、連邦

ボランティアが人口比で 2倍もいます。その上、旧東ドイツでは、順番待ちとなってい

る人が多く存在するといいます。この事実は、旧東ドイツでは失業者がずっと多いこと

と関連しています。 

 

テューリンゲン州で連邦ボランティアの担当している Panse 氏の予想では、同州の連

邦ボランティア数は、2014 年には 3,000 人に増えるだろうとのことです。Panse 氏

は、3分の 2の人たちは、失業していたからという理由でボランティア活動をし、わず

か 3分の 1の人たちが、純粋なボランティア活動をしていると見ています。27歳以上

の比率は、彼の見解では、更に上昇し 90％に達しているといいます。 

テューリンゲン州では、50 歳、60 歳の多くの人は、すでに 5 年、10 年失業中です。

彼らは、通常の労働市場においては、もはやチャンスがありません。Panse 氏は、彼

らの内の何人かにとっては、連邦ボランンティアが通常の雇用への橋渡しになり得ると

言っています。彼らは、社会福祉施設でボランティアとして働き、ポケットマネーを得

ています。Träger（「施設長？」）がそのようなボランティアの能力に気がつけば、そ

のボランティアを、ひょっとしたら少なくとも半日単位で雇用するようになるかもしれ

ないといいます。 

 

今回は、Zivildienstの代替として創設された Bundesfreiwilligendienstという

制度について多少なりとも知ることができ、またその制度を通じて、図らずも旧東ドイツ

おける連邦ボランティア従事者の年齢層の高さ、同従事者が人口比で旧西ドイツよりも多

い理由、旧東ドイツの失業率の高さなども垣間見ることができ勉強になりました。 

 

ところで、上記の「良心的兵役拒否者」は、ドイツ語では Kriegsdienstverweigerer

ですが、英語では conscientious objector と表現します（フランス語でも同様のよ

うです）。日本語での言い方は、おそらくこの英語を翻訳したため「良心的な」という表現

が訳語に現れますが、独和辞典では単に「兵役忌避者、兵役拒否者」となっているようで

す（日頃使っている複数の私の独和辞典でもそのように記述されています）。しかしながら、

Kriegsdienstverweigerer を訳す時には、上記の「兵役忌避者、兵役拒否者」ではな

く、「良心的兵役拒否者」という訳語を選択するほうが妥当なのではないかと思います。

因 み に Duden Deutsches Universalwörterbuch(6. Auflage) に は

Kriegsdienstverweigerer の語議説明として Wehrdienstpflichtiger, der 

sich unter Berufung auf Gewissensgründe weigert, Kriegs- od. 

Militärdienst zu leisten.という記載になっています。 

 

Ｋ．Ｋ 
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さて、今回は、Wolfgang Kaiser さんという紆余曲折の経歴を有する歯科医師が特集さ

れています。彼の本業は歯科医師ですが、様々な学校で学んだ結果、芸術家、金銀細工師、

出版者でもあります。「ドイツ人＝この道一筋」という私のドイツ人観からすると、ドイツ

人としては非常に異色の人と言えるのではないかと思います。 

 

彼は、1944年に Jenaで子だくさんの家庭に生まれました（放送時点で 70歳）が、彼

には 7人の兄弟姉妹がおり、誰もが楽器の演奏をしました。彼の受け持ちの楽器はクラ

リネットでしたが、兄弟姉妹も、ピアノ、チェロ、バイオリン、フルートなどを弾きま

したので、一家で小さな室内オーケストラを構成できたということです。Kaiserさん

の父親は、たいへん音楽の才がありました。父親は教師でしたが、Rudolf Steiner

の人知学（Anthroposophie）を信奉していました。母親は、家政学の教師でした。

ところが、両親は、Kaiserさんのことをとても心配していました。なぜならば、Kaiser

さんがギムナジウムを 2度も退学したからでした。1度目は、学校へ行く気になれなか

ったためでした。2度目は、恋愛をしたので、早く職を身につけて、家庭を築き、子ど

もを持ちたいと思っためでした。 

 

ギムナジウムを退学した後に、金細工職人の勉強を始めました。ところが、3年の予定

だったその勉強を、3ヶ月後には止めてしまいます。その後彼は専門学校に通いました

が、そこでは、見習い修行に行っていた金細職人の親方の所と同様に、ほとんど自由が

なかったため、ある美術工芸学校に出願しました。ところが、彼はその学校では受け入

れてもらえず、半年間、ある私立の絵画・デザイン学校に通いました。その後、再度、

その美術工芸学校に挑みました。そこで銀細工師でもある、ある教授の下で学びたかっ

たからでした。彼はその教授のところにかばん（ファイル？）一杯の作品サンプルを持

参して行きました。今度はその美術工芸学校に入学でき、そこで 5年間学びました。 

 

彼がそれまでに学んだことでは生活できませんでした。何をすべきかわかりませんでし

たので、改めてアビトゥーアに合格しようと決心しました。そのために今度は夜間ギム

ナジウムに通いました。日中はお金を稼ぎ、夜間は授業を受けます。よい成績を取るた

めに夜間ギムナジウムでは必死に勉強をしました。というのは、これが自分の最後のチ

ャンスであることは彼には明らかだったからです。彼は、以前のギムナジウムでは、既

に 11 学年から 12 学年に進級していましたので、アビトゥーアまでには夜間ギムナジ
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ウムでは 13学年から 2年間だけ通えばよかったのです。そこでは彼はとても努力しま

したので、歯学を学ぶ事ができるほど好成績を取る事ができました。数学では 1さえも

取れました。彼のような良い成績であれば、どの学部でも勉強できると思われましたので、

歯学だけでなく、医学、獣医学、薬学などの学部に申し込みをしていましたが、ハンブル

ク大学から歯学部の入学許可があった時、歯学部に決めました。彼は、家族と一緒に Jena

から Hamburgへやって来て以降ずっと、Hamburgで育っていたことが理由でした。 

 

歯学部では、実習を含め、学生には週 45時間の授業が課せられていました。その勉強

は 10学期続きました。彼は多くの事が多く耐え難いほどだったと振り返っていますが、

すべての試験で sehr gutで合格するほど一生懸命に勉強しました。そして最後には、

博士論文も書き上げました。因みに、美術工芸学校での 5年間は、歯科医師としての彼

にとって無意味なことではありませんでした。というのは、歯科の治療は、手（手先）

を使う仕事でもあり、美的感覚もまた重要であるからです。 

 

彼は、ギムナジウムでは、ドイツ語と生物学で成績がよかったとのことです。生物学は、

歯学の勉強につながっています。また、ドイツ語の授業では、文学や叙事詩に対する彼

の関心が育まれました。それがきっかけになり、彼は 1982年に小さな出版社である 

„Haus Grenzenlos“を設立します。 

 

彼はまた、セイシェル諸島での歯科医師としての長年のボランティア活動が認められて、

セイシェル共和国が 1983 年に彼の記念切手を発行したとのことです。そして現在でも彼の

後継者たちが島の住民の歯科治療を行っているとのことです。 

 

Kaiserさんは、3 回（ギムナジウムを 2 回、金細工職人の学校を 1 回）も学業を中断する

という挫折を経験しながらも、ある時期に必死に勉強することにより、平均的な人間が経

験し得ない多くの分野で知識や技術を身につけました。最終的に、歯科医となっただけで

なく、更に「人の役に立ちたい」という思いを強く持ち続けた結果、歯科医師という自分

の本業により発展途上国でのボランティア活動に尽力してきました。Kaiserさんは正に歯

科医師、芸術家、金銀細工師、出版者など数人分の人生を生きて来られ、尚現在も生きて

おられる人なんだなあと驚かずにはいられませんでした。 

 

Ｋ． Ｋ． 


