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日本ハンガリー友好協会

EVENT SCHEDULE

洗足学園音楽大学マスターズコンサート～ハンガリーへの誘い～

‒成熟した女性、黒をまとい、白をまとう‒

2019年6月14日（金）　18：30～ （18：00開場）
洗足学園前田ホール

洗足学園音楽大学教授陣を中心とした演奏会。華やかなハンガリーの名曲を、電子楽器とアコースティック楽器、
声楽とが織りなす新しい響でお楽しみください。
　　　リスト 「愛の夢」「ハンガリー狂詩曲」　レハール 「メリー ウィドー」「微笑みの国」 ハイライト 他
　　　出演者…声楽：塩田美奈子、高田正人、大山大輔、鵜飼文子、境信博　 ピアノ：和田さやか、松浦健　 ヴァイオリン：水野佐知香　

　　　打楽器：石井喜久子　 電子オルガン：赤塚博美　 音響デザイン：前田康徳　 司会：江原陽子 他

バザーントゥ・イヴォラ写真展「ブダペスト」

2019年4月4日（木）～10日（水） 10：00～18：00（最終日15：00まで）
日曜休館／入場無料

アイデムフォトギャラリー「シリウス」
新宿区新宿 1-4-10 アイデム本社ビル 2F

小林研一郎指揮 ハンガリー・ブダペスト交響楽団コンサート

お問い合わせ：テンポプリモ 03-3524-1221（平日10：00～18：00）

お問い合わせ：洗足学園音楽大学  044 - 856 -2713

サントリーホール　料金：S席12,000 円、A席10,000 円、B席8,000 円、P席6,000円

炎のマエストロがハンガリーの名門と挑む熱き「新世界」！
2019年5月21日（火）　19：00～ （18：30開場）

プログラム　コダーイ：ガランタ舞曲、リスト：ピアノ協奏曲第1番（ピアノ：金子三勇士）、
　　　　　　小林研一郎：ハンガリーへの想い（日本初演）、ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」　

後援：ハンガリー大使館、公益社団法人日本写真協会　協力：日本ドナウフォトクラブ、有限会社イマジン・アートプランニング

日本ハンガリー外交関係開設150周年記念

フォトセミナー ハンガリーの写真事情－報道の現場から－ 

共催：公益社団法人 日本写真協会  後援：ハンガリー大使館  お問い合わせ：日本ハンガリー友好協会理事 田崎龍一  rjuicsi2@mac.com  080-5429-6152

2019年4月6日（土）　14：00～16：00
聴講無料／先着50名様まで

講師：バサーントゥ・イヴォラ氏（週刊誌「168Óra専属フォトジャーナリスト」）

JCCIビル6階会議室（千代田区一番町25）
協賛

駐日ハンガリー大使館
住友化学株式会社
学校法人  城西大学

一般財団法人  ハンガリー医科大学事務局
ANAホールディングス株式会社

日本通運株式会社
丸紅株式会社

日清食品ホールディングス株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

住友不動産株式会社
株式会社エスエープランニング

アサヒグループホールディングス株式会社
株式会社京都西川
三井不動産株式会社
株式会社 NuZee

（申し込み順）



○2019年記念事業
　「オープニングセレモニー」

○ソロコンサート
　日　時： 2019年2月15日（金）19：00～  
　会　場：王子ホール（東京・銀座）
　料　金： 2,500円
　問合先： jpnhun@gmail.com　090-4963-0919

○ヘレンチャール・ヴィクトリアのツィンバロンと
　相愛フィルハーモニアの共演による組曲
　「ハーリ・ヤーノシュ」とハンガリー合唱のゆうべ
　日　時： 2019年2月16日（土）18：00～ 
　会　場：大阪相愛学園南港ホール
　料　金： 2,500円
　問合先： 090-3627-0972　090-4963-0919

○関西ハンガリー交流協会新年会
　日　時： 2019年2月17日（日）  
　会　場：大阪大学中之島センター
○ランチコンサート with 通崎睦美（マリンバ）
　日　時： 2019年2月19日（火）11：30～ 
　会　場：京都吉田山荘
　料　金： 7,000円（ランチ付）
　問合先： jpnhun@gmail.com　090-4963-0919

○ソロコンサート
　日　時： 2019年2月21日（木）13：30～  
　会　場：名古屋宗次ホール
　料　金： 2,000円
　問合先： 052-265-1718　jpnhun@gmail.com

催事プログラム

OPENING CEREMONY

2019年2月14日（木）　18：30開宴 （18：00開場）

ザ・キャピトルホテル東急「鳳凰の間」

ヘレンチャール・ヴィクトリア　ツィンバロン・コンサート

北海道支部　第22回リスト音楽院セミナー

日本ハンガリー外交関係開設150周年記念

コハーン・イシュトヴァーン（クラリネット）と仲間たち

2019年3月17日（日）　15：00～ （14：30開場）
東京文化会館 小ホールにて　料金：S席 5,200 円、A席 4,100 円

セミナー：2019 年2月20日～2月24日　受講生選考オーディション：2月19日
ノン・ディグリー・プログラム入学試験：2月25日

札幌コンサートホール  小ホール他
札幌コンサートホール開館年の平成９年度以来の継続事業として、札幌市内の音楽を学ぶ学生や道外の若手
音楽家を対象とし、世界的な音楽教育機関であるハンガリーのリスト音楽院から教授陣を招聘し、レッスンと
コンサートを行う「リスト音楽院セミナー」を今年度も開催いたします。

～金子三勇士（ピアノ）とシャールクジ・ジプシーバンドfrom ブダペスト～

東京春祭NIGHT クレズマー・ナイト ～コハーン＆シャールクジ・バンド～
～東欧の魂の音楽（ソウル・ミュージック）を聴く～
2019年3月18日（月）　19：00開演　22：00開演

東京キネマ倶楽部　料金：3,600 円
音楽とお酒を一緒に愉しむ東京春祭Night。 好評企画の第2弾は、再び世界でブームがきているクレズマー音楽。 
『屋根の上のヴァイオリン弾き』で有名なクレズマー音楽は、東欧ユダヤ人の奏でたダンス・ミュージックから、バラード
までの魂の歌。 本場ハンガリーから来日する名手揃いのバンドと、クラリネットの名手 コハーンがお届けします。

東京・春・音楽祭実行委員会　e-mail : y-komiya@tokyo-harusai.com　TEL : 03-5205-6401

Music Assort Vol.1 ～ツィンバロン・郷愁の音色と共に～
2019年2月24日（日）　14：00～
エル・パーク仙台（ギャラリーホール）

アマチュアヴォーカルアンサンブル（合唱）と、プロ演奏家によるヴァイオリンやピアノなど器楽のコンサート。
日本・ハンガリー外交関係開設150周年を記念し、ツィンバロン奏者中川陽子氏を招き、日本とハンガリーの
合唱曲や器楽曲を演奏する。終演後、出演者・来場者による交流パーティーを実施。

主催：ミュージックアソートクラブ

第18回ハンガリティックコンサート

お問い合わせ：山本（TEL・FAX 088-687-2863 E-mail:ymmttkk2009@yahoo.co.jp HP:http://pianist-takako.office-tk.jp）

札幌コンサートホール（札幌市芸術文化財団）、リスト音楽院セミナー実行委員会

主催：日本ハンガリー友好協会

主催：日本ハンガリー友好協会

※開場はいずれも開演30分前

2019 年記念事業の開幕を祝う「オープニングセレモニー」では、ハンガリーが誇る民族楽器ツィン
バロンの名演奏家ヘレンチャール・ヴィクトリアさんが華麗な打法でハンガリーの曲、日本の曲を
披露してくださいます。美しい音色に耳を傾けながら、美味しい料理とハンガリーワインを味わい
豪華な正餐をお楽しみください。

ヘレンチャール・ヴィクトリアさんによるツィンバロンの美しい音楽をお楽しみください。
主な演奏曲目「ハンガリー幻想曲」「追憶」「福島の印象」「ハンガリーに寄せて」「『さくら』変奏曲」（以上V.ヘレンチャール）　
「ハンガリーの神」（E.リスト）／コンサートエチュードより「嵐」（G.アラガ）他

2019年3月29日（金）　19：00～（18：30開場）

山本貴子 ピアノリサイタル
学校訪問音楽会200回達成記念＆リサイタル活動20周年記念

～今宵 感謝の気持ちを込めて～

あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）　料金：一般2,000円、小中高生1,500円（前売り500円引き）

2019年3月3日（日）　14：30～ （14：00開場）
光が丘美術館　料金：3,000 円

日本とハンガリーの両国で、多くのハンガリー作品の演奏活動を続けている窪田さやかにより、作品にまつわる
トーク付きの演奏を通して両国の友好を深められる演奏会です。ハンガリーを代表する現代作曲家Balassa 
Sándor氏から窪田さやかへの献呈作品を含むプログラム構成です。

窪田さやかピアノリサイタル

お問い合わせ：e-mail : promusica.miki@gmail.com

（～2019年6月まで）

2019年は日本とハンガリー両国間で外交関係が開設されてから
150周年となる記念の年に当たります。
日本ハンガリー友好協会はこの記念の年に

ハンガリーの多面的な文化紹介、両国間の文化交流の歩みに関する
セミナー等 様々な事業を主催、共催、後援いたします。

日本・ハンガリー外交関係開設150周年記念
主催、共催、後援事業

お知らせ
●この催事プログラムには2019年6月までのイベントを記載しています。7月以降のイベントはあらためてお知らせいたします。
※各掲載イベントは事情により内容が変更になる場合があります。詳しくは各開催事務局へお尋ねください。

会場

日時
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ヘレンチャール・ヴィクトリア　ツィンバロン・コンサート

北海道支部　第22回リスト音楽院セミナー

日本ハンガリー外交関係開設150周年記念

コハーン・イシュトヴァーン（クラリネット）と仲間たち

2019年3月17日（日）　15：00～ （14：30開場）
東京文化会館 小ホールにて　料金：S席 5,200 円、A席 4,100 円

セミナー：2019 年2月20日～2月24日　受講生選考オーディション：2月19日
ノン・ディグリー・プログラム入学試験：2月25日

札幌コンサートホール  小ホール他
札幌コンサートホール開館年の平成９年度以来の継続事業として、札幌市内の音楽を学ぶ学生や道外の若手
音楽家を対象とし、世界的な音楽教育機関であるハンガリーのリスト音楽院から教授陣を招聘し、レッスンと
コンサートを行う「リスト音楽院セミナー」を今年度も開催いたします。

～金子三勇士（ピアノ）とシャールクジ・ジプシーバンドfrom ブダペスト～

東京春祭NIGHT クレズマー・ナイト ～コハーン＆シャールクジ・バンド～
～東欧の魂の音楽（ソウル・ミュージック）を聴く～
2019年3月18日（月）　19：00開演　22：00開演

東京キネマ倶楽部　料金：3,600 円
音楽とお酒を一緒に愉しむ東京春祭Night。 好評企画の第2弾は、再び世界でブームがきているクレズマー音楽。 
『屋根の上のヴァイオリン弾き』で有名なクレズマー音楽は、東欧ユダヤ人の奏でたダンス・ミュージックから、バラード
までの魂の歌。 本場ハンガリーから来日する名手揃いのバンドと、クラリネットの名手 コハーンがお届けします。

東京・春・音楽祭実行委員会　e-mail : y-komiya@tokyo-harusai.com　TEL : 03-5205-6401

Music Assort Vol.1 ～ツィンバロン・郷愁の音色と共に～
2019年2月24日（日）　14：00～
エル・パーク仙台（ギャラリーホール）

アマチュアヴォーカルアンサンブル（合唱）と、プロ演奏家によるヴァイオリンやピアノなど器楽のコンサート。
日本・ハンガリー外交関係開設150周年を記念し、ツィンバロン奏者中川陽子氏を招き、日本とハンガリーの
合唱曲や器楽曲を演奏する。終演後、出演者・来場者による交流パーティーを実施。

主催：ミュージックアソートクラブ

第18回ハンガリティックコンサート

お問い合わせ：山本（TEL・FAX 088-687-2863 E-mail:ymmttkk2009@yahoo.co.jp HP:http://pianist-takako.office-tk.jp）

札幌コンサートホール（札幌市芸術文化財団）、リスト音楽院セミナー実行委員会

主催：日本ハンガリー友好協会

主催：日本ハンガリー友好協会

※開場はいずれも開演30分前

2019 年記念事業の開幕を祝う「オープニングセレモニー」では、ハンガリーが誇る民族楽器ツィン
バロンの名演奏家ヘレンチャール・ヴィクトリアさんが華麗な打法でハンガリーの曲、日本の曲を
披露してくださいます。美しい音色に耳を傾けながら、美味しい料理とハンガリーワインを味わい
豪華な正餐をお楽しみください。

ヘレンチャール・ヴィクトリアさんによるツィンバロンの美しい音楽をお楽しみください。
主な演奏曲目「ハンガリー幻想曲」「追憶」「福島の印象」「ハンガリーに寄せて」「『さくら』変奏曲」（以上V.ヘレンチャール）　
「ハンガリーの神」（E.リスト）／コンサートエチュードより「嵐」（G.アラガ）他

2019年3月29日（金）　19：00～（18：30開場）

山本貴子 ピアノリサイタル
学校訪問音楽会200回達成記念＆リサイタル活動20周年記念

～今宵 感謝の気持ちを込めて～

あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）　料金：一般2,000円、小中高生1,500円（前売り500円引き）

2019年3月3日（日）　14：30～ （14：00開場）
光が丘美術館　料金：3,000 円

日本とハンガリーの両国で、多くのハンガリー作品の演奏活動を続けている窪田さやかにより、作品にまつわる
トーク付きの演奏を通して両国の友好を深められる演奏会です。ハンガリーを代表する現代作曲家Balassa 
Sándor氏から窪田さやかへの献呈作品を含むプログラム構成です。

窪田さやかピアノリサイタル

お問い合わせ：e-mail : promusica.miki@gmail.com

（～2019年6月まで）

2019年は日本とハンガリー両国間で外交関係が開設されてから
150周年となる記念の年に当たります。
日本ハンガリー友好協会はこの記念の年に

ハンガリーの多面的な文化紹介、両国間の文化交流の歩みに関する
セミナー等 様々な事業を主催、共催、後援いたします。

日本・ハンガリー外交関係開設150周年記念
主催、共催、後援事業

お知らせ
●この催事プログラムには2019年6月までのイベントを記載しています。7月以降のイベントはあらためてお知らせいたします。
※各掲載イベントは事情により内容が変更になる場合があります。詳しくは各開催事務局へお尋ねください。

会場

日時



150th
A n n i v e r s a r y

日本・ハンガリー
外交関係開設
150 周年記念

日本ハンガリー友好協会

EVENT SCHEDULE

洗足学園音楽大学マスターズコンサート～ハンガリーへの誘い～

‒成熟した女性、黒をまとい、白をまとう‒

2019年6月14日（金）　18：30～ （18：00開場）
洗足学園前田ホール

洗足学園音楽大学教授陣を中心とした演奏会。華やかなハンガリーの名曲を、電子楽器とアコースティック楽器、
声楽とが織りなす新しい響でお楽しみください。
　　　リスト 「愛の夢」「ハンガリー狂詩曲」　レハール 「メリー ウィドー」「微笑みの国」 ハイライト 他
　　　出演者…声楽：塩田美奈子、高田正人、大山大輔、鵜飼文子、境信博　 ピアノ：和田さやか、松浦健　 ヴァイオリン：水野佐知香　

　　　打楽器：石井喜久子　 電子オルガン：赤塚博美　 音響デザイン：前田康徳　 司会：江原陽子 他

バザーントゥ・イヴォラ写真展「ブダペスト」

2019年4月4日（木）～10日（水） 10：00～18：00（最終日15：00まで）
日曜休館／入場無料

アイデムフォトギャラリー「シリウス」
新宿区新宿 1-4-10 アイデム本社ビル 2F

小林研一郎指揮 ハンガリー・ブダペスト交響楽団コンサート

お問い合わせ：テンポプリモ 03-3524-1221（平日10：00～18：00）

お問い合わせ：洗足学園音楽大学  044 - 856 -2713

サントリーホール　料金：S席12,000 円、A席10,000 円、B席8,000 円、P席6,000円

炎のマエストロがハンガリーの名門と挑む熱き「新世界」！
2019年5月21日（火）　19：00～ （18：30開場）

プログラム　コダーイ：ガランタ舞曲、リスト：ピアノ協奏曲第1番（ピアノ：金子三勇士）、
　　　　　　小林研一郎：ハンガリーへの想い（日本初演）、ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」　

後援：ハンガリー大使館、公益社団法人日本写真協会　協力：日本ドナウフォトクラブ、有限会社イマジン・アートプランニング

日本ハンガリー外交関係開設150周年記念

フォトセミナー ハンガリーの写真事情－報道の現場から－ 

共催：公益社団法人 日本写真協会  後援：ハンガリー大使館  お問い合わせ：日本ハンガリー友好協会理事 田崎龍一  rjuicsi2@mac.com  080-5429-6152

2019年4月6日（土）　14：00～16：00
聴講無料／先着50名様まで

講師：バサーントゥ・イヴォラ氏（週刊誌「168Óra専属フォトジャーナリスト」）

JCCIビル6階会議室（千代田区一番町25）
協賛

駐日ハンガリー大使館
住友化学株式会社
学校法人  城西大学

一般財団法人  ハンガリー医科大学事務局
ANAホールディングス株式会社

日本通運株式会社
丸紅株式会社

日清食品ホールディングス株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

住友不動産株式会社
株式会社エスエープランニング

アサヒグループホールディングス株式会社
株式会社京都西川
三井不動産株式会社
株式会社 NuZee

（申し込み順）
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