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日ハ友好・全国交流のつどい開催される日ハ友好・全国交流のつどい開催される

　9月26日（土）東京ローヤルパークホテルで「日ハ友好・全国の
つどい」が盛大に開催されました。日本・ハンガリー外交関係開設
140周年、国交回復50周年の記念年に、全国各地でハンガリーと
草の根交流に携わってきた方々が一堂に会することが出来た
ことは、とても意義のあることです。約40年前から始まった
日本ハンガリー友好協会の交流史上初めての全国の集いです。
　会場の3階フロアーは、午前10時から午後7時まで、350人を
超えるハンガリーが大好きな人たちの熱気で満ち溢れていました。
各地からの参加者は100人近くにのぼり、舞台出演、展示紹介
にも積極的に参加して下さり、全国の集いを大いに盛り上げて
いただきました。また、今回当協会員の指導したハンガリー
人の日本画、書道の作品展示が契機になって、この分野での
交流の進展が期待
できることも喜ば
しいことです。
　この集いでの貴重
な出会いが、将来も
多種多様な形で、
全国の交流活動に
広がっていくことを
心から願います。

新年祝賀会開催のご案内新年祝賀会開催のご案内
2010年の新年会は、下記のとおり開催いたします。

皆さんのご出席をお願いいたします。

開 催 日 時

会 費

会 場

2010年1月16日（土）  午後2時～5時

一人 7,000円 （家族会員は一人4,000円）

東京都千代田区霞ヶ関3－2－5　霞ヶ関ビル35階
東海大学校友会館　阿蘇の間   TEL : 03 - 3581- 0121（代表）
（同封の案内図をご参照ください）

◎出欠のお返事は、1月7日（木）までに同封ハガキでおしらせください。



（2）2009 年 12 月 18 日 日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ

ハンガリー語・日本語スピーチコンテスト

　9月21日（月）青山学院大学総研ビル12階の国際
会議場で、スピーチコンテストが開催されました。
　応募参加した人は、ハンガリー語スピーチ
には初級6名、上級7名、日本語スピーチには
初級1名でした。大きな会場でのスピーチ、最初
はみなさん緊張気味で発表し始めましたが、
さすが語学を勉強されている人たち、ハン
ガリーへの思いを熱く、堂々と語りました。
　友好協会顧問のヒダシ・ユディットさんを審査
委員長に話し合い、各級一位から三位まで、日
本語発表者1名を含めた7人を選び、日ハ友好・
全国の交流のつどいでの表彰者が決まりました。
コンテスト終了後は、斉藤浩さんのツィンバロン演
奏を楽しみ、ハンガリー音楽の余韻に浸りながら、
みなさん学習仲間たちと別れを告げました。

　11月27日（火）「なかのZEROホール」展示
ギャラリーで、ハンガリー人と日本人による初の
共同書道作品展が開かれました。日ハ友好・
全国交流のつどいでも展示されたハンガリー
の学生たちの作品と、作品展を企画した高橋
典子さん（会員）所属の、なでしこ会の方たち
の作品が紹介されました。なでしこ会はブダ
ペストに住む日本人駐在員の奥様たちが中心
に昨年2月に設立されたボランティアグループ
です。日本語や日本文化を学ぶ学生達の手
助けをしたいという趣旨で始まりました。
　ゲルゲイ・ユーリア先生と日本に研修旅行中
のヴァーロシュマヨリ高校の学生さんたちが、
この日、会場を
訪れ、友好協会
会員の人たちと
交流しました。
２年生のタマー
シュ君と3年生の
フバ君は自分たち
の作品の前で嬉
しそうに記念写真を撮っていました。

第一回ハンガリー書楽会作品展

の作品の前で嬉
しそうに記念写真を撮っていました。

　9月17日（木）から30日（水）まで、東京新宿の
アイデムフォトギャラリー「シリウス」において、
カルドシュ・タマーシュ写真展「我が祖国、ハン
ガリー」が開催されました。
　カルドシュ氏は、ハンガリーのソルノク市で
写真工房「フォトグルッペ」を経営している現役
の写真家で、海外での写真展も数多く、日本
では1999年に東京、横浜で写真展を開催、
今回で5度目の来日です。17日のオープニング
パーティーには、大勢の友人や友好協会役員
らが出席、ハンガリー大使館のボジック・ベーラ
副大使が挨拶されました。
　落ち着いた雰囲気の会場には、50点の作品が
並び、30年以上前の古いハンガリーや病院勤務
時代の人達を写したセピア調の写真のほか、現
代ハンガリーの自然や人 、々生活などを写した

カルドシュ・タマーシュ写真展「我が祖国、ハンガリー」開催される

カラー写真が展示され、会期中は800名の来場者
がありました。日本では、ハンガリーの現役写真
家の作品展は極めて珍しく、写真愛好家の関
心を呼び、来場者からは、今後もハンガリーを
含めてこの地域の写真家の作品展開催を要望
する声が少なからず寄せられました。
　カルドシュ氏は、滞在中「日ハ友好・全国交流
のつどい」で織作峰子氏とのトークショーに出演
したほか、社団法人日本写真協会を訪問、役
員と懇談し、両国写真協会の交流促進について
話し合うなど、友好親善の足跡を残しました。

ハンガリー語
第一位 藤川麻耶
第二位 岡本佳子
第三位 伊藤琴美

第一位 梅田　遼
第二位 尾崎里沙
第三位 高里真由美

第一位 ポルダーン・ドーラ （敬省略）

上　

級

初　

級
日本語

入賞者

初　級
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　本年は、「日本・ドナウ交流年2009」として
多くの事業が展開されております。ハンガリー
共和国とは、外交関係開設140年、国交回復
50周年記念としていろいろな事業が展開され
ておりますが、音楽分野では、武蔵野音楽大学
とリスト音楽院のオーケストラが、互いの国に
赴いて演奏会を開き親交を深めました。
　まず、武蔵野音楽大
学管弦楽団が9月20日
から30日までハンガリー
に赴き、ブダペストの
リスト音楽院大ホール
を始めペーチ、デブレ
ツェン、ジュール、タタ
バーニャの5つの都市
で演奏会を開き、いず
れの会場も高い評価を
いただき成功裡に交流の任を果たすことが
できました。
　なお、プログラムは、レ・プレリュウード
（リスト作曲）、オペラ「ハーリヤノッシュ」と
「セーケイ地方の紡ぎ部屋 」から 二重唱
（コダーイ作曲）、ピアノ協奏曲第２番（リスト
作曲）、交響曲第６番“悲愴”（チャイコフス
キー作曲）で、ベルケシュ客員教授の指揮に
よって行われました。ソリストは、オペラの

　今年 7回目を迎える
ハンガリーウィークスは、
9月1日から大阪リーガ
ロイヤルホテル、舞浜
シェラトン・グランデ・

トーキョーベイ・ホテル、水天宮ロイヤル
パークホテルで開催されました｡  9月16日の
オープニングセレモニーでは、ボハール・
エルヌー大使、ヒレール・イシュトヴァン教育
文化大臣、モメ芸術大学ジョーテール・ラー
スロー副学長がご挨拶されました｡
　6年振りに来日したカラーカの演奏に会場から

は拍手とアンコールの声が何回も上がりました。
オープニングセレモニーはシュディ・ゾルターン
元駐日ハンガリー大使のご挨拶で閉会しました｡
　ロイヤルパークホテルでの今年のイベント
は、なんと『藍染め展』。会場にはたくさんの
作品や型が展示されていました｡ 藍染めは
日本独自のものと思っていましたが、ハンガ
リーにも古くから藍染め
の伝統があると知り、
両国の文化に改めて
驚きました｡

二重唱は、ハンガリー人、ピアノのソロは、
日本人とハンガリー人が交互につとめました。
　ハンガリーからは、11月16日から26日まで、
リスト音楽院管弦楽団が来日し、東京芸術劇場
をはじめ練馬文化センター、福井県のパレア
若狭、ハーモニーホールふくい、岐阜県飛騨
文化交流センターの5ヵ所でコンサートを開

き、素晴らしい演奏で
多くの聴衆に感動を与え
文化交流に大きな成果
をあげました。
　プログラムは、東京
芸術劇場は、ガランタ
舞曲（コダーイ作曲）、
ピアノ協奏曲第１番（リ
スト作曲）、交響曲第７
番（ベートーヴェン作

曲）、練馬文化センターは、ツィゴイネルワイ
ゼン（サラサーテ作曲）、ロココ風の主題に
よる変奏曲（チャイコフスキー作曲）、ピアノ
協奏曲第１番（リスト作曲）、カルメン幻想曲
（フバイ作曲）、ガランタ舞曲（コダーイ作曲）
などでした。
　ソリストは、東京芸術劇場が、日本人の福井
直昭氏が、その他の会場はハンガリーのソリ
ストがつとめました。

武蔵野音楽大学管弦楽団とリスト音楽院管弦楽団の音楽交流

ハンガリーウィークス
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　2009年11月17日18 時 ブダペストの
エリザベート橋にライトアップされる記念
行事が、日ハ友好のシンボル「光の架け
橋」を創ろうというコンセプトの基に盛
大に行われました。
　この点灯式には約150名の両国の関係
者が“Zsofia”号船上に集い、デムスキー
ブダペスト市長、河野洋平日ハ国交回復
記念事業実行委員長、スィリ前ハンガリー
国会議長、伊藤哲雄特命全権大使のご
挨拶があり、最後に、このライトアップの
デザインを担当された、照明デザイナー
の石井幹子氏を加えた5名の方々により
一斉にスイッチ・オンされました。

“素晴らしい”の一語に尽きます。エリザ
べート橋全体が、まさに「光の架け橋」
の通り、幻想的な美しさでブダペスト
の夜空に輝き照らし出されました。
　一方、船室では、レセプションの最中
でしたが“Zsofia”号はエリザベート橋を

中心に移動し、参加者は船足にあわせて
盛んにシャッタ－を切って居りました。ハン
ガリーの多くのメディアの方々も取材され
ており、翌日のテレビ・新聞で大きく報道
されたそうです。日本でも翌18日NHK
の朝の報道や、読売新聞社の夕刊2面に
写真入りで大きく報道されました。
　また、日本側からは実行委員会メン
バー、友好協会会員、ツアー参加者、
関西ハンガリー交流協会、友好協会島
根県支部の方々、これにハンガリーで
ご活躍中の大使館員、在留邦人、日系
企業代表者の皆々様による総勢約70名
が参加されました。
　そして、日本を代表して友好協会島
根県支部の安来節保存会の皆様により、
日本の伝統文
化の“安来節”
を正装で披露
され、この点灯
式に華を添えて
いただいたこと
は非常に、意義
深いことと思います。
　この記念事業の功績が、益々日ハ友好
の絆を深め、後世の両国民に受け継がれ
ていくことを確信して居ります。

エリザベート橋点灯式報告エリザベート橋点灯式報告
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　ハンガリーのツィンバロンの世界的な演奏
者のヴィクトリア・ヘレンチャールさんは
日本から留学していた斉藤浩さんのせんせい
であり、そのご縁でこの度の「日ハ友好・全
国交流のつどい」の主催行事のひとつとして、
銀座の王子ホールでソロリサイタルが行われ
ました。
　まだこの民族楽器は日本でも珍しく、この
フェスティバルを機会に多くの方に聞いて
いただきたいと思っておりました。当日は友
好協会の会員だけでなくぜひこの楽器を見た
い、聴きたいと会場は満員大盛況でした。
　ことに秋篠宮妃殿下はかねてからこの楽器

の歴史までご関心を
お持ちくださり、
演奏会にご臨席くだ
さいました。
　今回の演奏会は

近藤滋郎（会員）さんのご協力により音楽関係
の方々に広く紹介することができました。

　10月18日（日）に新横浜の神奈川県トラック総合
会館で「2009ハンガリー・デーin神奈川」が開催
されました。ティサ横
浜ハンガリー友好協
会の会員が中心と
なって、準備にあたっ
てきました。
　第一部は「ハンガリーを知る」をテーマに、
ハンガリー政府観光局の勝田局長代理が、ハン
ガリーの民族衣装で登壇し、「五感を満たす
ハンガリーの魅力」を講演。続いて、斉藤浩さ
んのツィンバロン演奏。初めて聞くツィンバロン
の音色に、皆うっとり。第二部は「ハンガリーを
味わう」をテーマに、大使館のモルドヴァン料
理長の手作り料理を会場に運び込んでの懇親
パーティー。最初にボハールハンガリー大使か
ら、横浜開催を祝して、ご挨拶をいただきま
した。参加者はハンガリー料理とワインに大
満足。会館内には旅行相談コーナーやハンガ
リー紹介の展示や写真、ハンガリー人が描い
た日本画の展示もありました。これを機に、
横浜での交流活動の復活が期待されます。

　10月6日（火）静岡県浜松市のグランドホテル
浜松にて、日本とハンガリーの国交関係開設
140周年、国交回復50周年を祝し、ハンガリー
大使館、日本ハンガリー友好協会、スズキ
株式会社の共催による『ハンガリーワインの
夕べ』が開催されました。
　本イベントは3者共催により実現に至った
もので、当日は鈴木康友浜松市長をはじめと
する地元浜松からの出席者に加え、浜松以外
の静岡県内からもハンガリーに縁のある方々
が参加し130名を越える比較的規模の大きな
イベントとなりました。
　司会は在浜松ハンガリー共和国名誉総領事
館の大石秘書が務め、料理は在京ハンガリー
大使館のモルドバン料理長がグランドホテル
浜松のシェフと協力して仕込みを行い本場の
ハンガリー料理が提供されました。ワインは

大使館提供のワインに加えスズキビジネス
（株）が輸入するハンガリーワインが振舞わ
れました。
　ハンガリー国立リスト音楽院に留学経験の
ある藤田裕美氏（チェロ）と、静岡を拠点に活躍
されている野村弘氏（ヴァイオリン）の2名に
よる演奏も行われ参加者を魅了しました。

　また、当日は『ハ
ンガリー写真展』の
開会式が催され、日
本ハンガリー友好
協会の田崎龍一理

事による写真『人々・風景・友情』を展示し
ました。
今回のイベントを通じて浜松にハンガリー
文化が一層浸透しハンガリーへの理解が深
まることとなりました。

「浜松ハンガリーワインの夕べ」

２００９ハンガリー・デー in 神奈川　ヴィクトリア・ヘレンチャール
ツィンバロン・リサイタル



　熊本県ハンガリー友好協会は
今年（2009）7月に設立されました。
全国の集いでは、女子高生たちが、
美しい山鹿踊り、白い鉢巻きに袴姿
の剣士の舞、北海道のヤーレン節
などを、舞台で踊りました。若さ
溢れる見ごたえのある舞台に会場
の聴衆は拍手喝采。展示コーナー

　展示コーナー横のロビーでは、
金屏風がしつらえられ、茶花も飾
られて、藪内流のお茶が優雅に
振舞われました。お茶席には、日本
人のみならず、多くのハンガリー
人の方もいらして、神妙な面持ちで、
椅子に座っていました。藪内東京
支部長を含む3先生方が率いる
お弟子さんたちが腕を奮い、本物の
日本の茶道、日本伝統の良さを
皆様に味わっていただくことが
できたと思います。

　鹿児島支部代表の井手上望さん
（長年、ハンガリーとの交流に尽
くされた井手上和子さんの遺志を
継がれました）は、会場にいらし
ていたハンガリー人の方に生け花
を実演指導しました。はじめて体
験する人に、（写真は、カラーカの
ラドゥヴァーニさん）お好きなよう
に生けてくださいと優しく声をか
けていました。

　協会サークルで日本画を教えて
いる史有未知さんは、現会員の方
の作品以外に、1997年から8年
間教えていたハンガリー大使館関
係の方のものを、ハンガリーから
集めました。久しぶりに元教え子
たちの作品を見て、あらためて伝
統性の理解のしかたに感心しまし
た、とのお話しです。

　総合司会久松さん。
全国の集いのために、
準備段階から出演者の
紹介文作成などに携わ
り、この日は、朝から
晩まで会場に立ち、総
合司会者として、プロ
グラム進行の要の役を果
たしてくださいました。

では、熊本城をはじめとする熊本
県紹介の写真が並べられ、また、
会の発起人、大城純一さんが蒐集
した数多くのハンガリーの切手も
展示されました。熊本県ハンガリー
友好協会は今、ハンガリー熱の
真っ只中で活動中です。

　島根県支部は、ツィンバロン奏者、
斉藤浩さん等の働きかけで、今年
（2009）6月に設立されました。7
月には、プロムジカ女声合唱団も演
奏会を開き、音楽を中心とした交流
活動が始まりました。全国の集い
では、地元伝統の「安来節」とツィン

バロン演奏（ヴィクトリア・へレン
チャールさん、斉藤浩さん）による
コラボレーションが紹介され、日
本とハンガリーの珍しい伝統音楽
の合体に、会場は魅了されました。
ヴィクトリアさんのツィンバロンに
よる「さくら」も、心に響きました。

日ハ友好・全国交流のつどい

茶道（藪内流）

司 会

　「全国交流の集い」の会場では、
久松洋子さん（理事）司会により、
数々のプログラムが舞台で公演
されました。午前の部では、日ハ
双方の写真家、カルドシュ・タマー
シュ、織作峰子両氏によるトーク
ショーがあり、スクリーン上の投影
写真を使いながらハンガリー人
写真家の視点などについて、興味
深いお話がありました。次は、ハン
ガリー語と日本語のスピーチ・
コンテスト入賞者の発表で、青山
学院で行われた大会の入賞者7人
が、ハンガリー・日本での体験を
堂々とスピーチしました。
　午後の部は、ハンガリーの有名な
アンサンブル、カラーカによる音楽
演奏で始まりました。様々な民族
楽器を用いた演奏と優しい歌声に

聴衆はうっとり。次はルービック
キューブの模範演技。総合ランキ
ング世界2位の田渕雄夢、種目
4×4×4世界記録保持者の大平
周平両氏による妙技でした。
　演目の最後は、全国各地友好団
体による発表でした。まず始めは、
今年発足した熊本ハンガリー友好
協会による伝統芸能「山鹿踊り」
等、若い人たちによる元気一杯の
舞踊。続いて、当協会島根県新
支部による地元伝統の「安来節」と
ツィンバロン演奏とのコラボレー
ション。最後に山形県で11月に
実施される「日本・ドナウ交流年
2009 in山形」について、長谷川
好吉茂実行委員長による紹介が
ありました。
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　最後の締めくくりは表彰式でした。河野洋平会長から、日本・ハンガリーの草の根交流活動に長年尽くされた友好協会、
姉妹都市関係16の個人、団体に表彰状が渡され、またボハール・エルヌー駐日ハンガリー大使からは、弁論大会の入賞者と
ルービックキューブの模範演技者に表彰状が渡されました。最後に、全国各地からの参加者を中心に記念撮影が行われ、
閉幕となりました。
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　熊本県ハンガリー友好協会は
今年（2009）7月に設立されました。
全国の集いでは、女子高生たちが、
美しい山鹿踊り、白い鉢巻きに袴姿
の剣士の舞、北海道のヤーレン節
などを、舞台で踊りました。若さ
溢れる見ごたえのある舞台に会場
の聴衆は拍手喝采。展示コーナー

　展示コーナー横のロビーでは、
金屏風がしつらえられ、茶花も飾
られて、藪内流のお茶が優雅に
振舞われました。お茶席には、日本
人のみならず、多くのハンガリー
人の方もいらして、神妙な面持ちで、
椅子に座っていました。藪内東京
支部長を含む3先生方が率いる
お弟子さんたちが腕を奮い、本物の
日本の茶道、日本伝統の良さを
皆様に味わっていただくことが
できたと思います。

　鹿児島支部代表の井手上望さん
（長年、ハンガリーとの交流に尽
くされた井手上和子さんの遺志を
継がれました）は、会場にいらし
ていたハンガリー人の方に生け花
を実演指導しました。はじめて体
験する人に、（写真は、カラーカの
ラドゥヴァーニさん）お好きなよう
に生けてくださいと優しく声をか
けていました。

　協会サークルで日本画を教えて
いる史有未知さんは、現会員の方
の作品以外に、1997年から8年
間教えていたハンガリー大使館関
係の方のものを、ハンガリーから
集めました。久しぶりに元教え子
たちの作品を見て、あらためて伝
統性の理解のしかたに感心しまし
た、とのお話しです。

　総合司会久松さん。
全国の集いのために、
準備段階から出演者の
紹介文作成などに携わ
り、この日は、朝から
晩まで会場に立ち、総
合司会者として、プロ
グラム進行の要の役を果
たしてくださいました。

では、熊本城をはじめとする熊本
県紹介の写真が並べられ、また、
会の発起人、大城純一さんが蒐集
した数多くのハンガリーの切手も
展示されました。熊本県ハンガリー
友好協会は今、ハンガリー熱の
真っ只中で活動中です。

　島根県支部は、ツィンバロン奏者、
斉藤浩さん等の働きかけで、今年
（2009）6月に設立されました。7
月には、プロムジカ女声合唱団も演
奏会を開き、音楽を中心とした交流
活動が始まりました。全国の集い
では、地元伝統の「安来節」とツィン

バロン演奏（ヴィクトリア・へレン
チャールさん、斉藤浩さん）による
コラボレーションが紹介され、日
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　最後の締めくくりは表彰式でした。河野洋平会長から、日本・ハンガリーの草の根交流活動に長年尽くされた友好協会、
姉妹都市関係16の個人、団体に表彰状が渡され、またボハール・エルヌー駐日ハンガリー大使からは、弁論大会の入賞者と
ルービックキューブの模範演技者に表彰状が渡されました。最後に、全国各地からの参加者を中心に記念撮影が行われ、
閉幕となりました。
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熊本県ハンガリー友好協会熊本県ハンガリー友好協会
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全国交流のつどい　懇親会全国交流のつどい　懇親会全国交流のつどい　懇親会

池上信雄（日本ハンガリー友好協会 前理事）、上野浩子（日本ハンガリー
友好協会 元理事）、後藤田 夫規子（日本ハンガリー友好協会 理事）、
坂田俊夫（日本ハンガリー友好協会 元理事）、萩原佐与子（日本ハン
ガリー友好協会 前理事長夫人）

高橋良彰（山形県支部理事）、高橋繁子（山形県支部理事）、石本浩康
（石川ハンガリー友好協会 副会長）、石本孝子（石川ハンガリー友好協
会 理事）、大代純市 （熊本県ハンガリー友好協会 理事・事務局長）、
志村美佐子（愛知県ハンガリー友好協会 理事・事務局長）、髙久静應（千
曲ハンガリー友好協会 副会長・文化交流委員長）、髙久景子（千曲ハン
ガリー友好協会 幹事）

小野寺喜一郎（山形県遊佐町・ソルノク市 日本ハンガリー友好協会 山
形県支部長 前遊佐町町長）、 柳田弘（秋田県由利本庄市・ヴァーツ市 
前・由利本庄市長）、鹿角国際交流協会（秋田県鹿角市・ショプロン市）

【友好協会会員】

【各地協会会員】

【姉妹都市】

展　
　

示　

展　
　

示　

　全国交流の集いのメインイベントである懇親会は、2009年日本・
ハンガリー国交回復50周年記念事業実行委員会を代表して、
河野洋平会長のご挨拶で開会しました。ハンガリー大使館
からは、ボハール・エルヌー大使による祝意のご挨拶をいただき
ました。三戸素子、小澤洋介両氏による「ヴァイオリンとチェロに
よるハンガリーの調べ」が披露された後、米倉弘昌経団連評議員
会議長に乾杯のご発声をいただきました。会場のスクリーンに
エリザベート橋が投影され、照明デザイナー石井幹子氏がライト
アッププロジェクトを紹介しました。
　懇親会には、400名を超える方が参加され、来日中のグン
デル・レストランのルッツシェフとロイヤルパークホテルのシェフ
によるおいしいハンガリー料理の数 と々ハンガリーワインに会場は
大盛況。120本のワインがあっという間に空になりました。
　日本全国から集った会員の方々は、閉会後も名残惜しそうに、
会場のあちこちで談笑していました。大勢の方の協力で開催の
運びとなった、全国交流のつどいの成功を象徴する場面と
言えるのではないでしょうか。

　展示ルームでは、各地の友好
協会団体が日ごろの活動を紹介
しました。山中湖（富塚晴夫氏の
写真）、千曲市（写真・絵画）、愛知
県（絵画・刺繍）、岐阜県（パネル展
示）、関西（パネル写真）、福岡県（剣
道道具）熊本県（パネル・切手）、
鹿児島県（写真）。その他の特別
展示としては、織作先生とのハン
ガリー写真撮影の旅作品展、当

協会員の指導によるハンガリー人
の日本画、書道の作品展、ハンガ
リー刺繍サークルの作品展示、会員
から提供された出版物の展示等、
多彩な展示活動が行われました。
また展示会場の一角では茶道藪内
流の先生方によるお手前が披露
され、好評を博しました。ハンガリー
人参加者への池坊生け花体験
コーナーも喜ばれました。

各 地各 地

刺 繍 出 版 物 コ ー ナ ー刺 繍 出 版 物 コ ー ナ ー

山中湖支部千曲市ハンガリー友好協会 岐阜県ハンガリー友好協会

関西ハンガリー交流協会 福岡県支部

熊本県日・洪親善協会 鹿児島県支部

愛知県ハンガリー友好協会

日本・ハンガリー友好協会　功労者表彰者

議員
ンに
ラライイトト

グン
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場は
。
に、
催の
面面とと

ハンガリー刺繍愛好会

ハンガリー刺繍教室
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お知らせ

協会のハンガリー語講座で教えている大島一さん
の著書です。本の帯に、新書みたいにスルスラ
読める！「しくみ」がわかれば外国語は楽しい、と
書かれています。まさに、その通りの書です。
ハンガリー語に興味のある方だけでなく、ハンガ
リーが好きな方、どうぞ寝転んで、コレ読んでみて！

◇「ハンガリー語のしくみ」 白水社

今岡十一朗さんが生涯をかけて完成させた「ハン
ガリー語辞典」（昭和48年出版）は、平成13年、
オリジナルの内容を尊重しつつ訳語を現代的な
ものに改められて再版されました。本書はその中
から最重要語を選び、約3分の1のサイズにし
たものです。卓上に置いても、カバンの中に入
れても手軽に単語を調べられます。ハンガリー
語学習者待望のコンサイス版です。

◇「簡約ハンガリー語辞典」 今岡十一郎
編著　大学書林

プログラムはハユドゥー・ミハーイ　ハンガリー狂
詩曲、ヒダシュ・ユディット クラリネットとピア
ノのためのソナタ、コヴァーチ・ベーラ コダーイ
のオマージュなど。ピアニストのグヤーシュ・マー
ルタを迎えての演奏会。

会　　場：東京文化会館 小ホール
　　　　　午後2時開演（1時30分開場）

開催期間：2010年12月19日（土）

　　　　：  日本演奏連盟 03（3437）6837お問合せ

ハンガリーの暗黒の時代をベースに描く、シニ
カルなヒューマン・ストーリー

鬼才タル・ベーラ監督と文豪ジョルジュ・シムノン
が放つ孤高のノワール・サスペンス

　倫敦（ロンドン）から来た男

「ベラスケスもデューラーもルーベンスも、わが家
の宮廷画家でした。」
ハンガリー国立西洋美術館とオーストリア美術史
美術館から115点の作品が特別展示

　THEハプスブルグ
　華麗なる王家と美の巨匠たち

場　　所：東京国立新美術館
開催期間：2009年9月25日（金）～2009年12月14日（月）

場　　所：京都国立博物館
開催期間：2010年1月6日（水）～2010年3月14日（日）

シャーンドル・ファルヴァイ ピアノリサイタル

会　　場：札幌コンサートホールKitara 小ホール、
　　　　　各リハーサル室

講　　師：リスト音楽院教授
　　　　　　● シャーンドル・ファルヴァイ教授
　　　　　　● イシュトヴァーン・ラントシュ教授

開催期間：2010年2月18日（木）～21日（日）

開講コース：【ピアノコース】

日程・会場：2009年2月22日（月）　
　　　　　　 札幌コンサートホールKirara小ホール

リスト音楽院入学試験（パートタイムスチューデント／ピアノ）

募集要項請求
・

お問合せ

●セミナー講師による特別コンサート

会　　場：札幌コンサートホール 小ホール

開催期間：2011年2月18日（木）19:00開演

：Kitaraチケットセンター
　 TEL : 011- 520 -1234

お問合せ

●受講生コンサート

会　　場：札幌コンサートホール 小ホール
開催期間：2011年2月21日（日）16:00開演

：Kitaraチケットセンター
　 TEL : 011- 520 -1234

お問合せ

音楽高校・音楽大学など在学・卒業、あるいは同等
の能力をお持ちの方で、2010年2月17日（水）
に実施するオーディションに合格された方

札幌コンサートホール・リスト音楽院セミナー事務局
（担当：事業係  桐田）TEL. 011-520-2000（代）
〒064-8649札幌市中央区中島公園1-15

受講資格：

BOOKSBOOKSBOOKS

CINEMASCINEMASCINEMAS

CONCERTSCONCERTSCONCERTS
■豊永美恵 クラリネットリサイタル

会　　場：渋谷シアター・イメージフォーラム

開催期間：2009年12月12日（土）～

会　　場：シネマアンジェリカ

開催期間：2010年2月13日（土）～

　　　　：  TEL : 03-5459-0581お問合せ

　ウィニングチケット －遥かなるブダペスト－

■札幌コンサートホール Kirara主催
　第13回 リスト音楽院セミナー開催のご案内

○ピアノコース<受講生募集>
セミナーの最優秀受講生は、2011年（平成
23）の「ブダペスト春の音楽祭」コンサートに出演
する権利が授与されます。

お問合せ

少女チェレの過酷な運命を描いた幻の傑作が
ニュープリントで31年ぶりにリバイバル公開！

会　　場：シネマアンジェリカ

開催期間：2010年1月30日（土）～

　　　　：  TEL : 03-5459-0581

　だれのものでもないチェレ
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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

編 集 後 記
今年は、日本とハンガリーの記念の年で１年間様々なイベントが日本全国で
開催されました。その他、両国で記念切手が発売されたり、11月17日はエリザ 
ベート橋のライトアップ点灯式にも参加させていただきました。これをステップ
に来年も益々両国の関係が良くなるように皆さん一緒に頑張りましょう!

（敬称略）

新規入会者のご紹介

9月
10月
11月

8月

服部公彦

全国で
エリザ 
ステップ

（敬称略）前田邦弘（神奈川）

高橋幸二・典子（埼玉）、
深谷志寿・ベルタ（東京）、杉山瑞樹・邦子（神奈川）、中川 滋・雅美・郁（東京）
佐藤理美（埼玉）、西沢亜由美（東京）、江草千枝（埼玉）

田中理事長　秋の叙勲で「瑞宝重光章」受章田中理事長　秋の叙勲で「瑞宝重光章」受章田中理事長　秋の叙勲で「瑞宝重光章」受章
当協会の田中義具理事長は、11月3日秋の叙勲で「瑞宝重光章」を叙勲されました。95年
から97年まで駐ハンガリー日本大使を勤められ、その後、05年5月から日本ハンガリー
友好協会の理事長として、ハンガリーとの草の根交流を推進してきました。記念年の受
章、会員として嬉しいことです。

記念プログラム裏話

　11月2日にブダペストにあるリストアカデ
ミー音楽院で開催された「児玉麻里とサウンド
オブピース」による『日本文化の魅惑の夕べ』、
“オルガンと邦楽と神楽による音楽と舞”の演奏
会に同行する機会を得た。同グループのヨー
ロッパ演奏は最近イタリア・ポーランド・イギ
リス等から招聘を受け好評を得ている。｠
　東欧諸国の中でも特にハンガリーはここ2年
経済的に厳しく、さらに11月1日（日）がお盆の中
日にあたる万聖節で2日は代休、前後１週間は
学校関係は休日となり、観客動員は極めて困難
と言われた中での公演であったが、当日は在ハ
ンガリー日本国伊藤大使・リスト音楽院Prof. 
Dr. András  Batta院長と前代・前前代院長を
含む900人の熱心な観客が会場を埋めた。
　前半は琴・尺八の原曲や、フランシス・ザビ
エルの東洋での困難な布教の足跡をつづる
「オルガン・琴・尺の八トリオ」（児玉作）等。
後半のオルガンと高千穂神楽が協奏する舞台
芸術「平和の輪と光」（児玉作）は、“平和の中
に舞うウズメを悪者が妨害し、平和の象徴で
ある鏡を奪って逃げる。ウズメは怒って舞を

やめると世の中は暗くなる。教育の神、大国
主命が剣の舞をもって諌めると悪者は改心して
鏡を返し、再びウズメが舞いはじめると世の
中は明るくなり、五穀安泰、陽の神・月の神を
掲げて｠平和を謳歌する”というストーリー。
西洋と日本の文化融合の歴史の喜怒哀楽を語
り、日波友好を祝うに相応しい曲目内容だっ
た。ハンガリーの聴衆も息を呑んで魅了され
ていた。
　リストが1875年に創立した音楽院の簡素な
建物は約１km離れたところにリスト博物館
として存続しており、日本からの訪問客も絶え
ない。今回会場となった音楽院の建物はリスト
の死後1907年に完成されもので、ブダペスト
でも有数の目を見張るアール・ヌーボ様式の
もの。再来年の2011年のリスト生誕200周年
に向け、大ホール等の大がかりな改造工事が
始まる。42歳のパイプオルガンも本コンサート
を最期に一新されるとのこと。院長から「今回
の演奏会はテストで、修複が完成してオルガン
も新しくなったら、また来てください」と暖かい
お言葉を頂いたという。

『児玉麻里とサウンドピース』によるブダペスト公演

ロンドン在住・京都大学 特任教授　野村俊夫
～児玉麻里と日本文化の魅惑の夕べ～
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