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ドイツ語の、その先へ

週に１回、ドイツに行きませんか？その「ドイツ」
は、本町にあります！ドイツ語でのおしゃべりを
楽しみましょう。毎回、楽しい言葉遊びの企画も
あります。カードゲームやボードゲーム、ドイツ
の映像もあります。ドイツ人スタッフがお待ちし
ています♪　ドイツ語空間で、のんびりとくつろ
いでくださいね。

毎週火曜日19:30-20:30

ドイツ語ラウンジ

会場 :  DZGO（対面のみ）　
参加料 生徒さん : 税込 800円
 一般の方 : 税込 1,200 円
 Deutschfit54 グループの生徒さん : 無料

お問合せ・お申込み DZGO E-mail: deutschfit@dzgo.co.jp または受付カウンター
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DZGO全フロアを開放！ボードゲーム、スクリー
ン利用、自習、談笑等ご自由に。飲食持込みOKです。
8月 14日（日）28日（日）12:00 ～ 17:00
会場 :  DZGO（対面のみ）　
入場料 :  税込 1,000 円
              （入退場自由）

スペース開放 DZGO Anlaufstelle

あとがき
夏休み真っただ中！去年に比べ今年は暑い
日が多いようです。どうか熱中症などに気
を付け、近づくドイツに触れあっていきま
しょう♪ (Yuki)

PROGRAMME

DEUTSCH

KULTUR
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ドイツ語ラウンジ／ドイツワインの文化と歴史を訪
ねて（ワインセット）

Idiom ( 熟語 ) Fuß fassen （地歩を固める）／ドイ
ツのことわざ

ドイツのまち④ライフェンバッハ／カタシモワイナ
リー ／ Japanische Volksfeste -Matsuri, 9 ユーロ
チケット
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2022だよりだより

Reichenbach
ドイツのまち④

ライヒェンバッハ

ライヒェンバッハはドイツ東部、チューリンゲン
州との州境近くにあるザクセン州の町で、近くに
はZwickau や Plauen などの歴史的に有名な町
があります。

ドイツの町としては珍しく、街
中に坂が多く起伏に富んでいま
す。上ったり下ったりの風景が
まるでサンフランシスコのように
町に独特の表情を与えてくれて
います。

[販売元]      株式会社ドイツ商事　ローテ・ローゼ
      roterose-kobe.co.jp
[共同企画]　ディーズゴー株式会社(DZGO) 
      dzgo.co.jp

×

＊[Rote Rose オンラインショップ]にてお買い求めください。

【ご注文】

商品名: サマースペシャル2022
 （商品コード  22-06-S）
16,800円 (税込・全国送料無料・クール便)

roterose-kobe.co.jp

Moin, ich bin Alina!
Ich suche Menschen, die mit mir einen 
schönen deutschen Abend verbringen 
wollen. Ich möchte etwas über Deutschland 
und die deutsche Kultur sprechen. Sowie 
Spiele spielen, Bücher lesen 
und deutsche Filme 
schauen.Lasst uns mit 
kühlen Getränken und 
Snacks zusammen Spaß 
haben!

サマースペシャル2022
ドイツワイン5本＆産地ガイド

※飲食物の持ち込み自由です。別途費用の飲み物もあります。

Reichenbach
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この町を世界的に有名にしたのが、世界最大のレ
ンガ造りの鉄道橋「Göltzschtalbrücke」です。
Göltzschtal と呼ばれる谷にかかるこの橋は全長
574m高さ 78mで、見上げると圧巻です。
1851年に完成しています。
町を訪問するときはお菓子屋さんで銘菓 "Mohn 
(Sächsischer Mohnkuchen)" をぜひ味わってく
ださいね。（Toshi、Foto: Takuto）

オモテ面から



例文訳「Uber はドイツの大都市で更に強く地歩
を固めたいと考えている。」
動詞 fassen は「つかみ取る」というイメージが
ありますが、Fuß（足）fassen で地歩を固めると
いう意味になります。よくマーケティングの市場
開拓のテーマで出てくる熟語です。

Tagesschau から一単語！

Idiom ( 熟語 ) Fuß fassen （地歩を固める）

〒564-0082 吹田市片山町3丁目6-20
グリーンワルト株式会社

tel. 06-6339-7238 fax.06-6339-1082
Email. info@gruenwald.co.jp

www.gruenwald.co.jp

Mietwohnungen im deutschen Stil ,  
umgeben von grünem Wald

緑の森に囲まれた
ドイツ風賃貸マンション

ドイツのことわざ どういう意味でしょう？

お問合せはウェブから

Uber will in deutschen Großstädten stärker 
Fuß fassen.
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Japan

Deu
schland

Die Welt ist ein Dorf.

Ich habe Lust, Sport zu machen.

Ich fange an, Vokabeln zu lernen.

Es ist schön, viel zu reisen.
✓ schön, einfach, schwierig, teuer, schade, traurig, toll, anstrengend, 
     wichtig, ...

✓ anfangen, versuchen, vergessen, beginnen, aufhören, vorhaben, 
     befürchten, hoffen, ...

✓ Lust haben, versuchen, vergessen, beginnen, aufhören, vorhaben, 
     befürchten, hoffen, ...

答えはスタッフまで♪

♬ zu 不定詞の整理をしてみよう

みんなの写真

Lernen wir Deutsch!

私は趣味で鉄道の旅をよくします。一番日本と違
うのは行き先でしょうか。ミュンヘン中央駅の掲
示板を見ていると、Paris、Zürich、Budapest
と色んな国に直通列車が走っています。これ、乗
り間違えたらほんまにえらい事になりますよね。
道中に楽しめるのが食堂車です。Currywurst と
ドイツビールは高いんですけ無茶苦茶最高です。
知らない人とドイツ語で話をしている時間は本当
に楽しいです。目的地に着くまで酔っ払わないよ
うに気をつけないといけませんね。(Yosuke)

Die allzeit überraschende Katashimo Winzerei

いつまでもびっくりさせる
カタシモワイナリー

Wer hätte gedacht, dass sich in unmittelba-
rer Nähe zum Zentrum der Stadt Osaka die 
älteste Winzerei West-Japans befindet? Seit 
über 100 Jahren wird hier Wein hergestellt. 
Aber auch Traubensaft, Brandy und, was am 
meisten überraschen dürfte, Hiyashiame! 
Früher einmal, in den 20er und 30er Jahren 
des 20. Jahrhunderts war Osaka japanweit 
die Nummer 1 in Sachen Traubenanbau 
und Weinherstellung. Zwar handelt es sich 
um eine auf Weinproduktion spezialisierte 
Winzerei, wer aber mehr über die faszinie-
rende Geschichte des Weins in Osaka 
erfahren möchte ist herzlich eingeladen bei 
einer Führung teilzunehmen, die dort in der 
Regel ein paar Mal pro Monat stattfindet. 
Neben der Besichtigung des Weinbergs und 
des Inneren der Winzerei dürfen sich 
Besucher auch auf die Kulinarik bestehend 
aus französischer Küche und Weinverkösti-
gung seitens der Katashimo Winzerei 
freuen.

大阪市の中心部のあんなに近いところに西日本最
古のワイナリーがあることをご存じだったでしょ
うか。そこで大阪の地にて 100年以上ワインを製
造しています。

ただし、ぶどうジュース、ブランデー、そして最
も驚くべきことに、ひやしあめまで、商品ライン
アップに入っています。1920年代と 1930年代
に大阪はぶどう栽培とワイン生産で日本一でした。
大阪の興味深いワインの歴史についてもっと知り
たいならどなたでもワイナリーにお越しいただく
ことを歓迎しています。製造に特化したワイナリー
ですが、月に数日、特別にワイナリー見学会を開
催しています。その時フランス料理とカタシモワ
イナリーのワイン試飲を楽しんでいただけます。 www.kashiwara-wine.com

大阪府柏原市太平寺 2丁目 9番 14号
Tel:072-971-6334 Fax:072-971-6337
E-mail : kingselby＠kashiwara-wine.com

カタシモワインフード株式会社

Japanische Volksfeste “Matsuri”
Japanische Volksfeste, “Matsuri” genannt, 
sind eine tolle Abwechslung vom stressigen 
Alltag. 
Jedes Matsuri hat regionale Besonderheiten 
und steht oft im Zusammenhang mit den 
örtlichen buddhistischen Tempeln und 
Shinto-Schreinen. Besonders gut gefällt mir 
das Zusammenspiel von Musik, Tanz, 
Essensständen und hübschen Yukata.
Der festliche Umzug von Mikoshi-Schreinen 
ist der Höhepunkt vieler japanischer 
Matsuri.
Die berühmtesten Sommerfeste in der 
Kansai-Region sind das Gion-Matsuri in 

Kyoto und das Tenjin-Matsuri in Osaka.
Auf einem Matsuri bekommt man einen 
tollen Einblick in die japanische Kultur und 
hat dabei noch viel Spaß. Ich freue mich auf 
jeden Fall schon sehr auf das nächste Fest! 
(Alina)

■ 各クラス 3ヵ月＝9レッスンで教科書 1冊マスターを目指します
■ 日本語解説と練習問題がセットになったドリル付き
■ 自習に役立つオンライン教材とドイツ語ラウンジの参加が無料

グループレッスンが
新しくなりました

DZGO受付カウンターまたはウェブサイトにて
お気軽にお問合せください

カタシモワイナリーのご紹介
ドイツ語で読んでみよう


