
	  

第58回独日経済懇談会 
 
 

フランクフルト日本法人会は独日協会フランクフルトとの共催で、下記の要綱で独日経済	  
	 	 懇談会・ビジネスランチを開催いたします。皆様の参加をお待ちしております。 
	 	  
	  

｢高齢化社会と日本経済｣	  

	  

講師：大澤裕次、日本銀行フランクフルト事務所所長	   	  

	  
司会：バイヤー、ヨハネス	  

使用言語：日本語、ドイツ語、英語	  
	  

2012年6月28日、木曜日 

11時30分	  から	   13時30分	   	  

	  
Maritim Hotel Frankfurt 

 (Messe) Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt 
	  

	  

参加費：会員 €8 (非会員€ 13) 及び昼食代 €15 
    当日会場でお支払い下さい。	  

	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	   	  申込：Johannes Beyer,  beyer@einem.de 

TEL: (069) 920 34 79-0 / FAX: (069) 920 34 79-15  
	  
	  
	  
	  
	  

ゲンプト、フォルカー	   片川	 弘一	  
独日協会フランクフルト会長	   フランクフルト日本法人会理事長	  

	  
	  
	  
	  

メーリングリストへの登録、又はリストからの削除をご希望の方は下記のリンクでご実行下さい。	  
http://ml02.ispgateway.de/mailman/listinfo/wirtschaftsgespraeche_djg-‐frankfurt.de	  

 



 

2012年 フランクフルト日本法人会	 ソフトボール大会のご案内 
 

2012年6月13日 日本法人会イベント幹事 
                                                              Mazda Motor Europe GmbH 
                                                              Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH 
	 	 今年も恒例のソフトボール大会を下記の通り開催いたします。昨年の雪辱を晴らしたいチームや 
新規参加チームなど、皆様ふるってご参加下さい。 

 
	 【お願い】	 

	 	 原則として、会場内レストランでの飲食及び指定業者の弁当以外(後日申し込み連絡先を通知します)、 
飲食物の持ち込みは禁止となっておりますので、皆様のご理解・ご協力をお願い致します。 

 
	 	 ご不明な点がありましたら、 
     Mazda Motor Europe GmbH ／新畑	 耕一	 	 	     Tel.: 061-71707-315 
                                                   e-mail: kshimbata@mazdaeur.com 
	 	 Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH ／宮崎	 貴志	  Tel.: 06147-206-770 
                                        e-mail: takashi.miyazaki@mitsubishi-motors.com 
 
までご連絡下さい。 

 

 

 
１．日時	 	 	 	 	 2012年8月26日（日）	 ＊雨天中止 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 開始時間につきましては、応募チーム数に応じ決定させていただきます 
 
２．場所	 	 	 	 	 Martinesee Sportzentrum, Heusenstamm	 ＊例年通り 
 
３．参加申込	 	 	 別添の参加申込用紙に必要事項をもれなく記入の上、下記のアドレスまで 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ｅメールにてお申し込み下さい 

宛先； Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH  宮崎 
	 	  	 	 takashi.miyazaki@mitsubishi-motors.com 

                  申込期限は、	 	 7月１３日（金）＊必着 
	 	 	 	 	 	 	 とさせていただきます。 
 
４．参加費	 	 	 	 1チーム100ユーロ 
 
５．その他	 	 	 	 ➀	 選手は、法人会メンバー及びメンバーのご家族で編成願います 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ➁	 各チーム11人制で、グラウンド上に必ず40歳以上の方と2人以上の女 

性がいることが参加条件となりますので、申込時のメンバー編成を考慮 
願います(条件を満たしていない場合は受付できません） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ➂	 １企業でチーム編成できない場合、他企業との混成連合も可 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ➃	 8月1日以降に、最終案内(組合せ/詳細な内容)をお送り致します 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ➄	 試合用のグラブ・バット類は、10ユーロでお貸し致します 
 



2012年 日本法人会ソフトボール大会	 参加申込用紙 

チーム名： 

 氏	 	 名 会	 社	 名 性別 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

１１    

    

    

 
	 	 必ず11人のメンバーを登録してください。試合には上記メンバー以外の方も出場可能です。 
	 	 また、40歳以上の方の番号を〇で囲んでください。 
 
＊	 幹事の方は以下をもれなく記入してください。 
	 	 ➀	 ソフトボール用具	 ；	 用意できる or	 用意できない 
	 	 ➁	 チーム幹事連絡先《緊急連絡用です	 必ず記入願います》 

幹事氏名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会社名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

会社Tel.:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会社FAX:	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

自宅Tel.:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Handy:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

➂	 住所（アルファベットにてご記入下さい。送付先が会社の場合にはNAME欄に会社名／幹事氏名の	 

	 	 	 	 	 両方をご記入下さい。またE-mailアドレスもご記入下さい。）	 

	 

	 	 NAME                                                    	  

 

    STR.                                                              	  

 

    PLZ                      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

    E-MAIL                                                           	  
 
 



２０１２年 フランクフルト日本法人会ソフトボール大会のルール及び進行の注意事項 
 
 
フランクフルト日本法人会の目的（会員企業に勤務する従業員およびその家族ならびに当該地域に居住する 
日本人の共通の利益と福祉を図り）に鑑みて、ソフトボール大会のルール及び、進行について重要な点を再 
度ご認識頂きたく下記に連絡致します。 

 
１）ウィンドミル投法の禁止 
同投法は大幅に球速を増しソフトボール経験の浅い参加者(特に女性、児童)にとってバットに当てること 
が困難であるだけでなく、危険でもあるので禁止する。 

 
２）会員企業従業員、家族、近隣日本人以外の選手の禁止 
会の目的に鑑みて会員企業の従業員(含ローカルスタッフ-日/独/他)、家族、近隣日本人以外の選手の参加 
を禁止する。 

 
３）金属製スパイクの禁止 
会場（ラグビー場）管理者からの禁止要請はもとより、クロスプレー時に危険であるので金属製スパイク付

きの靴の使用、着用を禁止する。 
 
４）応援時の危険回避 
試合グランド周辺での応援・見学時の危険回避(ファールボール等)は各自・各チームの責任にて 
行って下さい。 
特に、小さいお子さんへの注意(プレー中のグラウンド内への立入り等)は徹底願います。 

 
 

以上 


