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「日ハ友好 全国交流のつどい」の開催迫る
9 月 26 日（土）に開催される
「全国交流のつどい」の準備が急ピッチで進められています。
8 月に参加を呼びかけるチラシをお送りしました以降、申込が多数寄せられています。
入場は無料ですが、本格的なハンガリー料理が提供される懇親パーティーへの参加は、
有料
（一人1,000円）です。事前の申込が必要ですので、まだの方はお急ぎお申込ください。
協会のホームページからも申込出来ます。
「全国交流のつどい」は、各地の友好協会組織の活動を紹介
し合い、お互いに経験を交流し合うことが目的です。
そのため、ホテルの広いホワイエにパネルとテーブルを
配置して、展示室とします。現在，予定されている各地の
展示内容をご紹介します。
山中湖支部（ハンガリー国立美術館に展示された富士山の
写真など）、福岡県支部（剣道道具の展示）、鹿児島県支部
（パネル展示、生け花のワークショップ）
、千曲市ハンガリー
友好協会
（写真、絵画）
、愛知県ハンガリー友好協会
（子ども
達 の 絵 画 、 刺 繍 ）、 関 西 ハ ン ガ リ ー 交 流 協 会（ 交 流 協 会
10年の写真パネル）
、岐阜県ハンガリー友好協会
（パネル）
、
熊本県ハンガリー友好協会（パネル、切手展示）その他、
展示室には、ハンガリー撮影ツアー参加者や刺繍サークル
の会員の作品、ハンガリー人が制作した日本画や書道、
会員等の出版物などが展示されます。

【日本ハンガリー交流年 2009】
】
記念切手発売
日本とハンガリー間の外交関係開設から
本とハンガリー間の外交関係開設から 140 周年、また外交関係
係
再開から
開から 50 周年を迎え、両国間で交流イベントが開催される事を
を
記念し、
記念切手が発行されます｡デザインには、エリザベート橋
念し 記念切手が発行されます
デザインには エリザベート橋
橋
ライトアップ風景の図柄が入った切手があります。また、一部を
を
両国共通のデザインとして、共同発行されます｡

発行日 2009 年 10 月 16 日（金）
１シート
800 円
ハードカバー切手帳 1,500 円

会員のみなさまの
出版物展示します！

★郵便局の他インターネットでも購入できます｡
★郵便局の他
局の他インタ
局の他
インターネッ
ネットでも
ネットでも
トでも購入で
購入できます
購入で
きます｡
きます

9 月 26 日、
日 「日ハ友好・全国交流のつどい」の会場、ロイヤルパークホテルで、
会員のみ
会員のみなさまがハンガリーについて書いたり、翻訳したりした出版物展示いた
します。
します。どんなテーマのものでも良いので、自費出版のものなども含め、友好
協会事務
協会事務所にお送りください。全国の会員の方に見て、読んでいただきましょう
！
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日本ハンガリー友好協会島根県支部の設立と
あいうえおかきくけこさしすせそたちつて
プロムジカ女声合唱団との国際交流会
とあいうえおかきくけこさしすせそたちつ

あいうえおかきくけこさしすせそたちつて
熊本県ハンガリー友好協会発足

てとあいうえおかきくけこさしすせそたち

てとあいうえおかきくけこさしすせそたち

バラトン湖の夕日はあたりをどんな景色にして
つてとあいうえおかきくけこさしすせそた
くれるでしょうか。東京都全区と同じくらいの
ちつてとあいうえおかきくけこさしすせそ
大きな湖を演出する夕日を是非みたいものです。
たちつてとあいうえおかきくけこさしすせ
さて、日本ハンガリー友好協会島根県支部は
そたちつてとあいうえおかきくけこさしす
さる６月12 日にぎにぎしく発足致しました。
せそたちつてとあいうえおかきくけこさし
これに鮮やかな色彩を添えるように７月 11 日
すせそたちつてとあいうえおかきくけこさ
プロムジカ女声合唱団の公演が行われ、その
しすせそたちつてとあいうえおかきくけこ
澄み切った歌声が優れた音響を誇るプラバ
さしすせそたちつてとあいうえおかきくけ
ホールの隅々にまで響き、心の底まで清め
こさしすせそたちつてとあいうえおかきく
られてゆく感動を覚えました。公演終了後、
けこさしすせそたちつてとあいうえおかき
場所を移して友好協会島根県支部主催の交
くけこさしすせそたちつてとあいうえおか
流会が開催されました。彼女たちは別会場の
きくけこさしすせそたちつてとあいうえお
交流会に急いで移動しなければなりません。
かきくけこさしすせそたちつてとあいうえ
会場にはすでに溝口島根県知事、ハンガリー
おかきくけこさしすせそたちつてとあいう
共和国大使館ヤーノシュ・
アルベルト一等
えおかきくけこさしすせそたちつてとあい
書記官のほか多数の来賓が揃われ、いよいよ
うえおかきくけこさしすせそたちつてとあ
開会という時に指揮者のサボー氏と合唱団
いうえおかきくけこさしすせそたちつてと
が来場し、大変華やかな雰囲気の中、丸磐根
あいうえおかきくけこさしすせそたちつて
島根県支部長のご挨拶から始まりました。
とあいうえおかきくけこさしすせそたちつ
テーブルに用意されたのはもちろんハン
てとあいうえおかきくけこさしすせそたち
ガリーの２大ワインのトカイ
・アスーとエグリ・
ビカヴェールです。料理はツ
ィンバロン奏者の
つてとあいうえおかきくけこさしすせそた
斉藤浩氏が腕の立つ料理長と工夫した逸品です。
ちつてとあいうえおかきくけこさしすせそ
とてもおいしく
たちつてとあいうえおかきくけこさしすせ
いただきま
した。
そたちつてとあいうえおかきくけこさしす
プラバホール
せそたちつてとあいうえおかきくけこさし
での歓迎演奏は
すせそたちつてとあいうえおかきくけこさ
中高
生による
しすせそたちつてとあいうえおかきくけこ
合唱。次は大人
さしすせそたちつてとあいうえおかきくけ
の出番です。先ず数々の受賞歴を誇る合唱
こさしすせそたちつてとあいうえおかきく
団「ゾリステン・アンサンブル」
、続いて私共
けこさしすせそたちつてとあいうえおかき
の「安来節」社中が舞台上で三味線を演奏し、
くけこさしすせそたちつてとあいうえおか
交流を楽しんでいる皆様や会場の盛り上がり
きくけこさしすせそたちつてとあいうえお
を感じました。そして最後に舞台に上がらず、
かきくけこさしすせそたちつてとあいうえ
私たちと同じ平面上で行われたプロムジカ女声
おかきくけこさしすせそたちつてとあいう
合唱団の返礼演奏の素晴らしかったこと！
えおかきくけこさしすせそたちつてとあい
締めのご挨拶に立たれた有澤寛副支部長の
うえおかきくけこさしすせそたちつてとあ
「皆様！ご満足いただけましたでしょうか」
の
いうえおかきくけこさしすせそたちつてと
問いかけに賛同の大拍手が沸き起こり、大成
あいうえおかきくけこさしすせそたちつて
功裡に宴は閉じたのです。

とあいうえおかきくけこさしすせそたちつ

熊本県とハンガリーの交流を進める県ハン
つてとあいうえおかきくけこさしすせそた

ガリー友好協会が設置され、6
月 11 日市内の
ちつてとあいうえおかきくけこさしすせそ
ホテルで発会式が
開催
たちつてとあいうえおかきくけこさしすせ
されました。04 年に熊
そたちつてとあいうえおかきくけこさしす
本 で 開 催し た ハンガ
せそたちつてとあいうえおかきくけこさし
リー人の彫刻家の展覧
すせそたちつてとあいうえおかきくけこさ
会を機に、約５年間の
しすせそたちつてとあいうえおかきくけこ
準備を重ね、日・ハ外交関係開設の記念の年
さしすせそたちつてとあいうえおかきくけ
に発足にいたりました。
こさしすせそたちつてとあいうえおかきく
発会式には120 名が参加され、発起人代表の
けこさしすせそたちつてとあいうえおかき
中山峰男崇城大学学長の挨拶の後、ボハール
くけこさしすせそたちつてとあいうえおか
･エルヌー駐日大使による両国の関係についての
きくけこさしすせそたちつてとあいうえお
記念講演、
懇親会では協会の発足を祝いました。
かきくけこさしすせそたちつてとあいうえ
会長に就任した木村
おかきくけこさしすせそたちつてとあいう
良子氏（ケア･サポー
えおかきくけこさしすせそたちつてとあい
ター ズ ク ラ ブ 熊 本
うえおかきくけこさしすせそたちつてとあ
会 長 ）は 、「 自 然 に
いうえおかきくけこさしすせそたちつてと
恵まれ温泉大国で
あいうえおかきくけこさしすせそたちつて
もあるハンガリー
とあいうえおかきくけこさしすせそたちつ
と熊本は近しいものがある。友好の輪が広がる
てとあいうえおかきくけこさしすせそたち
よう頑張りたい」
と挨拶されました｡
つてとあいうえおかきくけこさしすせそた
ちつてとあいうえおかきくけこさしすせそ

インターナショナル・オルガン・フェスティバル
イン ジャパン 2009

たちつてとあいうえおかきくけこさしすせ
そたちつてとあいうえおかきくけこさしす
せそたちつてとあいうえおかきくけこさし

第19回インターナショナル・オルガン・フェスティ
バルは、
児玉麻里さんのご挨拶とフェスティバル、
しすせそたちつてとあいうえおかきくけこ
演奏楽曲の詳細な説明及び演奏者の紹介により
さしすせそたちつてとあいうえおかきくけ
開会されました。
こさしすせそたちつてとあいうえおかきく
聖マリヤ大聖堂の独特な雰囲気の中で、児玉
けこさしすせそたちつてとあいうえおかき
さんの奏でるオルガンの荘厳な音色とヴァイオ
くけこさしすせそたちつてとあいうえおか
リ
ンの美しい繊細な音色とのコラボレーション
きくけこさしすせそたちつてとあいうえお
は、聴衆の心を魅了する素晴らしい演奏でした。
かきくけこさしすせそたちつてとあいうえ
又、
ゲストとして来日されたリスト音楽大学教授
おかきくけこさしすせそたちつてとあいう
のパールウール
・ヤーノシュ氏によるハンガリー
えおかきくけこさしすせそたちつてとあい
を代表する作曲家リストやコダーイの楽曲は
うえおかきくけこさしすせそたちつてとあ
も
とより、氏ご自身が作曲した
「日本のメロディー
いうえおかきくけこさしすせそたちつてと
による即興曲」等の演奏及び２台のオルガンと
ヴァイオリンのソナタ等、普段なかなか聞けない
あいうえおかきくけこさしすせそたちつて
非常に素晴らしい演奏に深く感銘いたしました。
すせそたちつてとあいうえおかきくけこさ
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山口県支部
プロムジカ女声合唱団を迎えて
七月六日、新山口駅にプロムジカ少女合唱団、
指揮者のサボーさんご夫妻、プロデューサー
の後藤田さん、通訳さんら総勢四十一名が
到着しました。一行はひたすら山の中へ･･･
到着したところは長門市俵山
（たわらやま）
。
かつては毛利藩の湯治場所であった風情ある
温泉地です。中学校の体育館で、地元小中学生
を対象に無料コンサートを行ったあと、イベント
会場
「温泉閣」での公演。
雨 に 濡 れ た 木 々に
囲まれ 、幻想的 なひと
とき。その後自然の川
を利用した河川プール
で少女たちは大はしゃぎでした。今度は山から
海へ。油谷湾にある「ホテル楊貴館」
にて交流
の食事会・演奏会が行われました。元内閣
総理大臣安倍晋三夫人をはじめ多数のご来賓
に ご 参 列 い た だ き 、 ハンガリ ー ワインの
バイヤー澤辺小裕美さんによるワイン講座や、
県内外で活躍中の後山邦秋さんによる尺八
演奏。尺八で演奏した日本の童謡をプロムジカ
合唱団が歌う･･･など華やかな交流会となり
ました。
翌日は海の無い国から来た少女たちに、
「シーカヤック」の体験を。波にたゆたいながら
響く歌声はまるでローレライの世界。長門市の
アウトドアクラブのご協 力でバーベ キュ ーも
楽しんだそうです。夜は「ラポールゆや」にて
最後の公演。彼女たちの美しい歌声に包まれる
と天に昇る心地 が
します。油谷こども
ミュ ー ジ カ ル 、
み すゞ合唱団との
合唱あり 。曲名 は
プロムジカ団員が全部日本語で紹介。笑いと感動
に溢れる一時間半でした。
今後もこの交流が日本とハンガリーの友好
の架け橋となるよう、交流に携わるひとり
ひとりが楽しみながら前進していけたらと
思っております。みなさま、山口へおいでませ。
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ハンガリー写真撮影の旅
友好協会企画による初の撮影ツアー「写真
家・織作峰子先生と撮るハンガリー写真撮影
の旅」
（６月３日から 10 日まで実施）は、９月
26 日の「全国交流のつどい」で対談される織
作先生と写真家・カルドシュ・タマーシュ氏
が同行し、 撮影指導 するという、豪華な撮
影ツアーとなり、全国から 11 名の写真愛好
家が参加しました。一行はブダペスト、バ
ラトン湖、ショプロンを専用バスで巡り、織
作先生はバラトン湖まで同行されました。
ブダペストでのドナウクルーズは食事もそっち
のけで夜景の撮影に集中、バラトン湖畔の朝
夕の風景やヘレンドの陶器工場見学、ヴェス
プレムやショプロンの美しい街並、世界遺産の
パンノンハルマ修道院ではオルガンコンサート
を見学、エステルハージ宮殿、フェルトー湖
など、見所、撮り所たっぷりの８日間でした。
バラトン湖では、元ハンガリー大使のシュ
ディ・ゾルターン氏の別荘を訪ねるという予期
しない出来事や、ショプロンでは姉妹都市
の秋田県鹿角市から日本語教師として派遣
されてきている阿部さん（女性）
と夕食を共に
するなど、友好協会 ならではのツアーに、
参加者一同、感激していました。
カルドシュ氏は９月に東京での写真展
（DM 葉書同封）
のため来日されますので、
「全
国交流のつどい」での織作先生とのトーク
ショーが楽しみです。また、撮影ツアー参加
者の作品も「全国交流のつどい」で展示され
ますので、ご期待ください。
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民話は母の声、母の顔そして自由の象徴だった
７月４日、
７月４日
日、「民話・
「民話
「民
話・フォ ク ア」
」東京
東京講演
東京講演の
講演の
中で
ヴィシュキ
シ キ・アンドラーシュ氏は民話との
アンドラ シ 氏は民話との
中で、
出会いを、こう語りました。56年のハンガリー
革命後、作家の父は監獄に、母と７人の子供
は黒海沿岸の村に強制移住させられました。
「私たちが、お腹をすかせたり、泣いたり
した時、母は民話や昔話を話してくれた」と、
作家はその時代を述壊しています。戯曲家
でもある同氏は、ギリシャ劇と能の共通点を
語り、観客を芝居の世界へと誘いました。
やがて、スクリーンに、タマーシ ・ アーロン
原作の民話劇「歌い鳥」が 映し 出され、愛と

信仰、信頼による三つの奇跡が、セーケイ地方
の民話を普遍的なものとする過程を、作家は
説明しました。セーケイの門をモチーフにした
屋根の家は、人生は故郷探しである、と言った
タマーシ・ アーロンの心を投影しているよう
に思えます。

ハンガリーとトランシルヴァニアの民話・フォークロア公演
東京・岡崎・大阪
７月４日、
日 城西
城西大学
大学紀尾
紀尾井町
井町キ
キ ャ ンパス
パ
７月４日、城西大学紀尾井町キャンパス
ホ
ルでの講演 交流は 補助椅子を出す
ホールでの講演、交流は、補助椅子を出す
ほど盛況でした。第１部ヴィシュキ氏講演に
続く、第２部では久松洋子さん（理事）がセー
ケイ地方の民話を朗読し、その語りに全員が
フォークロアの世界に引き込まれました。
民族舞踊愛好家グループ、踊り部とムラ
チャーグはチャパーシュの生演奏に合わせ
て、村々の踊りを勇壮に、軽快にそして華麗
に乱舞。ホール 前のスペースでは 笠木千束
（会員）さんの 刺繍 が 展示され、交流会 では

城西大の学生たちが作家を囲みました。
７月６日、岡崎サテライトオフィスの講演
には、愛知産業大学短期大学三苫民雄さんの
ハンガリー語の生徒さんなど、60人が集まり、
講演後はトランシルヴァニアのことについての
質問も出て、和やかな懇談が出来ました。愛
知県ハンガリー友好協会から刺繍やハンガリー
の子供たちの絵画が展示。
７月８日、 大阪大学箕面 キャンパス での
ハンガリー語専攻学生との交流では、早稲田
みかさんが司会をして、ヴィシュキ氏の詩を
読んだり、秋の文化祭でのハンガリー語劇へ
の助言を聞いたり、ハンガリー語による交流
が出来ました。
ヴィシュキ氏を通して広がった交流が、これ
からもいろいろな形で連携できればと願います。
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ハール ・ フェレンツ/ 織作峰子写真展
同時開催 ハンガリーフェア
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目にする機会 の 少 な い アン
ティークジョルナイの展示、

モノクロ作品です。
今回はハンガリー写真美術館やご子息の協力に
より貴重な写真の一部と、織作峰子氏が撮影した
現代ハンガリーの写真、ハンガリーを御訪問された
高円宮同妃両殿下、承子女王殿下が撮影された
お写真が展示されました｡
物産展 コーナ ー で は ヘレンド の 展示販売や

カロチャ 刺繍を始めとす る
民 芸 品 の 数々 、 7 0 種 類 の
ハンガリーワイン、PICKサラミ、
山形県遊佐町のハンガリー風
フレッシュパプリカ
（会員の高橋良彰さん生産）
など
が販売されました｡
イベントコーナーではハンガリー政府観光局の
DVDが流れ、織作峰子氏のトークショーや、日本
初登場のワイナリーより
オーナーが来日しワイン
セミナーも開催され、
満席となりました｡
普 段 余 り交 流 の
無い輸入業者が協力
し合い、ハンガリーを紹介するイベントが開催でき
ました。会期中たくさんの方が来場され、140 周年
を飾るにふさわしい華やかで楽しいイベントに
なりました。

『ジェルボー』
オープン

映画『人生に乾杯』鑑賞記

日・ハ 外交関係開設 140 周年を記念して、大阪芸
術大学主催の写真展が、8月6日（木）から11日
（火）
まで東急百貨店本店で開催されました。
写真家ハール・フェレンツ
（1908-1997）
は1940 年
に来日し、戦前・戦中、戦後の日本を精力的に撮影
しました 。 焼 失前
の金閣寺、日本の皇
室、政治家や芸術家
の写真など、時代を
映し出した 数 々 の

150年の歴史を持ち、オーストリア・ハンガリー
帝国のエリザベート王妃も、足繁く通ったブダ
ペストのカフェ兼菓子［ドボス・トルタ、シシィ・
チョコレート等］メーカーのジェルボー東京店が
6月 18 日青山にオープンしました（電話 03−3499
−0099）。同日夜、ハンガリー大使館で、ボハール
大使は、オー
プニングの
祝賀レセプ
ションを開催
しました。
レセプション
には 、 ピ ン
テール ・
ジェルボー本社社長、コーシャ ・ ハンガリー
政府観光局長、田中当友好協会理事長、浮舟
滋慶学園グループ総長、糸見偲氏、等 130 名の
方々が出席されました。レセプションの挨拶の
際、ボハール・エルヌー大使は「ジェルボー東京
の開店は、ハンガリー文化の紹介にも役立ち
ます」と述べられました。

題名から、ハッピーエンドの和みストーリーを想像し
ていたが、最後は想像を絶する終わり方で、一瞬で気
が引き締まった。原題はロシア語で、
意味は「おしまい」
だそうだ。やっぱり二人の人生には乾杯をささげたい。
国家権力側で働いていた夫は、追い詰めた弱者の
夫人と劇的な恋に陥る。それから年を経た老夫婦は
国の年金では基本的な生活さえままならない。妻の
命の次に大切なダイヤのイヤリングまで手放さなければ
ならなくなったとき、夫はきれた。今度は追われる
罪人として、とんでもない逃避行生活が始まる。国家
権力側で追いかける若い離婚夫婦の警察官。しかも
元妻が上司という関係が可笑しさを添える。
夫婦の生き方を老若で対比させながら浮き彫りに
し、人間の中にある強さと弱さ、静と動の激しさを
知らせる。公然と社会批判をしている映画ではない
のに、観た者に老人と年金問題の重大性をいやがおう
にもつきつける。夫婦として生きることの意味、人間
の温かさとはかなさ、そして国家が最低限担うべき責任
を老人の立場を通して考えさせる。
ハンガリーが抱えた複雑な時代背景をバックにストー
リーは思いがけない展開を続ける。それでも、いつも
老人夫婦の上には微笑みと爽やかな風が吹いていて
カッコイイ。余韻を残す素晴らしい映画だった。
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お知らせ
ブタペスト・エリザベート橋
ライトアップ点灯式参加
友好親善ツアーのご案内

新ハンガリー大使就任
７月１0日の閣議でハンガリー大使に伊藤哲雄
氏が起用されました。
（発令は14日付）
伊藤哲雄
氏は外務省へ入省後、カザフスタン兼キルギス
大使、08 年 7 月査察担当大使を経て９月に着
任の予定です。

日本ハンガリー友好協会
コンサート２００９
世界ツィンバロン協会会長

ヴィクトリア・へレンチャール
ツィンバロン・リサイタル

２００９ 年 ９月 ２２日（火・祝）
１９：００開演（１８：３０開場）
王子ホール（東京 ・ 銀座）
申込要領

日ハ 両 国 友 好 のシンボ ルとして 、 国 交 樹 立
140周年、国交回復50周年の記念に、照明デザ
イナーの石井幹子氏
（会員）
によって進められて
いるエリザベート橋ライトアップ・プロジェクト
は、９月の完成を目指し準備が進められており、
11 月 17 日（火）
に点灯式が行われます。
このほど、全日本空輸、日本航空の両社（記念
事業協賛企業）より、点灯式参加親善ツアー
（４泊６日）の募集案内が示されました。大勢の
会員の皆さんにご参加頂きたく、ご案内いたし
ます
（募集チラシ同封）
。なお、参加申込はそれ
ぞれの会社へお願いします。
また、同封しました「ニュースレター」
（ 光文化
フォーラム発行）
には、河野洋平会長と石井幹子
氏の特別対談が掲載されており、エリザベート
橋のライトアップのきっかけや、お二人のハン
ガリーへの思いを知る上で大変よい読み物と
なっていますので、点灯式参加
の際のご参考にしてください。

日ハ友好 ・ 全国交流の集い

メール・FAXにて協会宛てご応募ください。

「ツィンバロン ・ リサイタル希望」と、住所（〒）、氏名、
電話 /FAX 番号、メールアドレスを明記ください。
E-mail : gotoda@mve.biglobe.ne.jp
F A X : 03 - 3416 -1515 先着２００名様 無料ご招待

藍染展 伝統とそのインスピレーション
ハンガリー藍染の過去と将来
国立モホリ・ナジ芸術デザイン大学により開催
される「伝統とインスピレーション」
の展示会は、
ハンガリーの伝統的藍染の紹介、テキスタイル
アーティストである当大学のポルガル・チャバ
教授の下で行われた「藍染」学生プロジェクトの
紹介、
パターン芸術協会に参加しているアーティ
ストの作品の展示は3つで構成されています。
伝統的な「藍染」技術の革新的かつ豊富な作品
をご覧いただけます。

ハンガリー ウィークス 2009
今年７回目を迎えるハンガリーウィークスは
日本のみなさまが楽しみにしている恒例イベ
ントとなりました｡今年もレストランGUNDELより
シェフのルッツ・ラーヨシュとソムリエのキッシュ・
ヤーノシュが、ジプシーバンドは各国で数々の
コンテストで受賞をしているパガニーニバンドが
来日。ハンガリーを代表するマンガリッツァ豚
のお料理も初登場です。ロビーでのハンガリー
グッズのお買い物も充実され、両国の記念の年
に多彩なホテルフェアーを開催いたします。
２００９年９月１日 ( 火 )〜９月３０日 ( 水 )
大阪リーガロイヤルホテル
２００９年９月１日 ( 火 )〜９月３０日 ( 水 )
舞浜シェラトン･グランデ･トーキョーベイ･ホテル
２００９年９月１４日 ( 月 )〜１０月１３日 ( 火 )
水天宮ロイヤルパークホテル
問い
合わせ先 TEL : 03‐5913‐8101 AZ GROUP 担当 : 久保田

展覧会 日程
9月16〜18日
（10〜18時）
ロイヤルパークホテル
9 月 17 日（10 時〜）
ハンガリー藍染についてホルワート・ハンガ教授の講演
〔入場無料〕
9 月 22 日〜10 月 25 日
埼玉県伝統工芸会館、小川町
10 月 31 日〜11 月 2 日
城西国際大学、水田記念ホール・ホワイエ、本部棟3階ギャラリー
2010 年 1月12 日〜1月17 日
四国大学 交流プラザ、徳島市
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日本とハンガリー
中欧にある小さいハンガリー
と東洋の縁に浮かぶ日本列島。
この両国が外交関係を築いて 140
年が経った。両国の友情はどんな
意義を持つのだろうか。驚かれるかもしれない
が、私は、我々ハンガリー人と日本人には似て
いるところが多いと言わずにはいられない。
地理的孤立の枠に閉じられた日本列島と、
ヨーロッパの真ん中にあり様々な民族の間に挟
まれたハンガリーとの共通点とは何であろうか。
ハンガリーには周囲とまったく違った特徴が
たくさんあり、まるで日本のように島国なの
ではないかと思うほどである。言葉、習慣、
民俗が別の範疇に入り得ないほど孤立した
文化を持っており、国民たちは「我々こそ
ハンガリー人である」という信念、世界観を
持っている。しかし一方で、日本であれハン
ガリーであれ、自分たちが何と特別な文化的
宝蔵の所持者であるかということはわかって
いないように思える。ハンガリーも日本も、
訃
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シュテーゲル・アーコシュ
ブタペストにあるエトヴェシュ・ロラーンド大学
日本学科で学んでいる3年生。
日本とハンガリーの比較を日本語で書きました。

己の文化を過小評価したり、重要性を斜視し
たりするきらいがある。
世界の向こう側から見ると、「よそ」の物の
味わいに、にわかに気が付く。自分たち自身が
気づいていない文化の価値を、お互いの目を
通して発見することが出来る。例えば、ここで
音楽を専攻している、ハンガリーの伝統的な
音楽を生きがいとする学生たち。最初にハン
ガリーに来た日本人外交官、今岡十一郎氏の
こと。ハンガリーにおける、武道 ・ 生け花 ・
折り紙 ・ 映画など、様々な日本文化の人気。
同時に、ハンガリーのアニメーション・文学 ・
ワイン・音楽も徐々に日本に渡り始めている。
その関心は相互のものであると思う。
まったく違うようでいてやはり似ている、
日本とハンガリー。何よりも、この両国間の
友情が、国境を越えた相互理解が存在し得る
ことの証拠でなければ何であろう。ドナウ川
が日本海と流れあうことが、これからも長く
続いて欲しいと思ってやまない。

報

友好協会副会長の谷本一之氏が 7 月 19 日、逝去されました。享年 77 歳。
谷本一之氏は友好協会設立に尽力され、84 年ブダペスト開催の第 1 回日本フェスティバルでは、組織委員会事務
局長として貢献されました。長年、アイヌ、北方民族の音楽文化、バルトーク、コダーイの研究に取り組み、
多くの業績を残されています。心からご冥福をお祈り申し上げます。

新規入会者のご紹介
6月

岩下雅子（滋賀）、土屋晃（京都）

7月

岡崎敏幸（長崎）、柏原佳奈（神奈川）

8月

久住治男（石川）、 武田昴三・一昭・和代（静岡）
（敬称略）

編 集 後 記
今回から服部理事が会報編集委員に新たに加わることになりましたが、今回のメイン・テーマは
9 月 26 日の「日ハ友好・全国交流のつどい」であります。この最も記念すべき行事を成功させるこ
とが不可欠であります。会員皆様のご協力は基より、この行事に携わる全員が一致協力して、
ゴールに向かって努力することが非常に大切であると実感しました。今後とも会員皆様からの
積極的な参加申し込みとご協力をよろしくお願い申し上げます。

編集委員：田中義具、田崎龍一、瀬川隆生、粂栄美子、東孝江、服部公彦（新）
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