
萩原道彦副会長が急逝される萩原道彦副会長が急逝される
　日本ハンガリー友好協会副会長の萩原道彦氏が、去る2月9日に肺がんのため逝去されました。
享年79歳。葬儀・告別式は12日に世田谷の勝国寺でしめやかに執り行われました。
　葬儀には友好協会から河野洋平会長、田中義具理事長、田中輝明専務理事をはじめ、役員や
会員らが多数参列しました。また、ハンガリー大使館からアルベルト・ヤーノシュ一等書記官が
ボハール大使の代理として参列し、萩原氏にお別れを告げました。
　葬儀委員長を務められた河野洋平会長は弔辞の中で、「萩原さんは自宅を友好協会の事務所
に解放して、家族で交流活動をスタートさせ、各地に沢山の支部を作り、友好協会を育てあげた
人です。昨年のエリザベート橋ライトアップの点灯式には、誰よりも来て欲しかった。姿を消され
てしまった今、迷う人が多いのではないか」、と切々と述べられました。
　萩原氏は、友好協会発足時から理事に就任し、事務局長を長く務められ、専務理事、理事長を
経て、2005年5月に副会長に就任されました。これまで35年以上にわたってハンガリーとの草の根交流に尽力され、2005
年春の叙勲で「旭日小授章」を授与されています。まだまだお力をお借りしなければならない友好協会でしたので、誠に
残念でなりません。
　これからは、天国より友好協会の発展と両国の友好交流を見守って頂きたいと願うばかりです。
　ご冥福を心からお祈りいたします。

　別れはいつも辛いものと決まっていますが、萩原道彦
さんのような素晴らしい方とお別れしなけれならないのは、
誠に痛惜哀悼の極みです。
　萩原さんは、単なるハンガリーの友人、音楽ファンでは
ありませんでした。固有名詞「萩原」とお呼びするに相応
しい存在感溢れる、まるで一つの組織のような方でした。
日本に行ったことのあるハンガリー人なら、萩原さんを知ら
ない者はいないほどでした。お金をなくした者には手を
差し伸べ、出版社を探している者には、どこからか見つけ
てきてくださいました。泊まる宿のない者には宿を手配し、
通訳やガイドが必要な者にはすぐに探してくださいました。
何か困ったことや問題が起きたときには、タバコを片手に
少し考え、まもなく解決の道を見つけてくださいました。
謙虚な態度は広く知られるところで、熱心な友好活動で
何度も叙勲を受けていらっしゃったのに、それをひけらかす
ようなことはけっしてなさいませんでした。

限りの協力はしたものの、萩原さんの雄大な構想を十分
満足させるだけの資金を集めることはできませんでした。
結局萩原さんは巨額の私財を投じて初志を貫徹されました。
　財源の乏しい友好協会では事務所に常勤職員も雇えず、
萩原さんは自宅を事務所代わりにして奥様を酷使してお
られました。しかし「もうこれ以上家内に苦労させることは
できない」というのが、私に洩らされた理事長交代決意の
理由で、私にとっても納得のいくものでした。奥様と二人
三脚での日ハ交流へのご貢献に心から感謝しています。
　今後ともハンガリーとの交流に尽力することが、萩原
さんのご遺志に最も沿うことと肝に銘じています。ご冥福
をお祈りいたします。

日本ハンガリー友好協会　理 事 長　田中 義具

　萩原道彦さんは、東京新聞で政治記者となり、論説委員、
出版局長を歴任し、報道の世界で活躍されました。旧東京
音楽学校奏楽堂の初代館長をされ、無類のクラッシク音楽
好きの方でした。私は15年前にハンガリーへ赴任することに
なって以来、身近で親しくさせていただきました。私の知る
萩原さんは、文字通りすべてをハンガリーとの交流に捧げて
おられる方でした。
　ハンガリーとの交流で萩原さんが最も尽力されたのは、やは
り2000年のフェステイバル行事だったように思います。直前
に理事長の池田郁夫ベースボール・マガジン社社長が急逝
され、全責任が萩原専務理事の双肩にかかってきました。
何をするにもまず必要となるのが資金ですが、当時退官
直後だった私もハンガリー進出企業を廻ったりしてできる

　東京を訪れたハンガリー人はみな萩原さん行きつけのカフェ
「フロイト」に招かれ、夜更けまで続く楽しいおしゃべりや乾杯、
生演奏の音楽を楽しませていただいき、忘れられない思い
出となっています。ご自宅に招いていただいたハンガリー
人も数多く、萩原さんの奥様にも、とてもお世話になりま
した。奥様は、萩原さんの途切れることのないアイデアや
活動を常にそっと陰で見守りながら支えてくださいました。
　日本ハンガリー友好協会は、すでに萩原さんと一体と
なっています。萩原さんなくしてハンガリー・日本関係の
現在はありません。萩原さんは私達の心に永遠に生き
続けることでしょう。 
　ハンガリー日本友好協会を代表し、心から哀悼申し上げ、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

ハンガリー日本友好協会　会　　長　Dr.ヴィハル・ユディット
　　　　　　　　　　　　　名誉会長　Dr. ヒダシ・ユディット
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新年祝賀会開催　－ 新たな出発 －

　ドナウ交流年を終え、さまざまな思い出を
胸に新たな出発を踏み出す2010年のスタート
です。今年も新年祝賀会が1月16日（土）に、
霞ヶ関ビル33階東海大学校友会館｢阿蘇の間｣
で水野由美子さん司会のもと開かれました。
昨年「全国交流のつどい」などで知己となっ
た会員約100名が、再会を喜び、また、交流
の輪を広げることが出来ました。
　河野洋平会長は、既に
予定が入っていたため、
甲賀一雄秘書官が「エリ
ザベート橋のライトは
永遠に灯され、ブダペ
ストの市民は、その光を
見るたびに友好協会のことを思い出してくれる
でしょう」とメッセージを伝えました。ハンガ
リー大使館からはボジク・ベーラ副大使が
「秋篠宮殿下、妃殿下の
ハンガリー訪問、ショー
ヨム大統領の来日によ
り、両国民間の親密感が
ますます深まりました」
と、ご挨拶。
　次に、昨年秋、「瑞宝重光章」を叙勲された
田中義具理事長と奥様に、お祝いの花束が贈呈
され、会員一同、記念年の叙勲に心からの
祝意を表しました。甲賀一雄秘書官からは、
理事長を陰で支えて下さった奥様への感謝の
念が伝えられました。
　

　武蔵野音楽大学、福井直敬学長がリスト音楽
院との学生たちの交換交流成功をご報告され、
乾杯の音頭をとられた後、祝宴が始まりました。
関西ハンガリー交流会、熊本県と石川県のハ

ンガリー友好協会代表の方も、遠くからお越
しいただき参加され、各地の交流活動をお伺
いすることが出来ました。会場にはパプリカー
シュ･チルケ（鶏のパプリカ煮込み）、トゥル
トゥット･カーポスタ（ロールキャベツ）などの
ハンガリー料理が並び、会員の方々は、かつて
ブダペストなどで食した味を思い出しながら、
歓談を楽しんでいる様子でした。

　今年のミニコンサートは、アンサンブル･クラ
インストワーゲンによる木管五重奏で「日本の歌
メドレー」や｢サウンド･オブ･ミュージック｣など
馴染みのある曲やファルカシュ･フェレンツの
「17世紀の古いハンガリー舞曲」という珍しい
木管五重奏曲を演奏。
　昨年同様、PRタイム、大福引大会も行われ
ました。児童文学者、高木敏子さん（会員）から、
翻訳された『ガラスのうさぎ』が、ハンガリー
の学校で副読本として読まれている、という
嬉しいご報告がありました。福引大会では、
理事の奥様たちが景品を手渡す役を務めて
下さいました 。 毎 年
おいしい大玉のイチゴを
送ってくださる小鹿野町
の丸山竹政さん（かつて
大使がホームステイされ
ました）、今年はご家族で
参加されました。景品を
受け取るお子さんの笑顔
に象徴される楽しい新年会でした。友好
協会は来年設立40周年を迎えます。記念と
なる年に、またお会いしましょう！

日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ
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　今年 4月に全国 19番目の政令市となる
相模原市、そのほぼ中央部にある市立相原
公民館で、1月30日（土）に「ハンガリー料理
教室」を開催しました。講師は大使館シェフの
モルドヴァン・ヴィクトル氏。募集受付開始
から30分で定員20名となり、キャンセル待ち
が8人も出るほどの人気講座となりました。

公民館で「ハンガリー料理教室」開催

日本ハンガリー交流史出版に向けて

国際交流基金　ブダイ シェフを招聘

　日本ハンガリー友好協会は、文化交流の
日本側窓口として1971年に設立されました。
当時、世界は米ソ対立の国際情勢で、日本と
東欧諸国との文化交流は制限されていました。
そんな条件下、恒文社の池田恒雄社長と北海
道の谷本一之氏が中心となり、草の根交流
活動を広げるために協会が設立されました。
来年（2011年）が設立40周年となります。先人
の方々の活動を残すためにも、この記念年に
ハンガリーとの文化交流史を出版しようと
いう企画が提案され、2月5日に第一回編纂
委員会が開かれました。記念誌の内容は、
本編として、1869年両国外交関係開設から
現在までの文化交流、友好協会小史、日本に
おけるハンガリー文化紹介の流れ、資料編
として、文化交流団体、人物の往来など、
の構成予定です。昨年10月にブダペストの
エトヴェシュ・ロラーンド大学から出版された
「ハンガリー・日本関係史論集」からも、一部
抜粋して紹介します。交流史出版は、2009年
日本・ハンガリー国交回復50周年記念事業
実行委員会と友好協会による事業として、

今年 9 月に出版予定
です。40年間に亘る草の
根交流活動の集大成を
目指しています。会員の
皆様の、ご協力お願い
します。 　ハンガリーのテレビ番組「M o s t  a  

Buday!（ブダイ氏登場!）」や、新聞・雑誌で活躍
中のシェフ、ブダイ・ペーテル氏が国際
交流基金の文化人招聘事業の一環として3月
8日に来日しました。外務省表敬訪問の後、
ヤマサ醤油や調理師学校を訪問。広島・神戸・
京都・奈良の視察を行い、3月19日に神宮前
のAZ F i n o m にてブダイ氏スペシャル
メニューのデモンストレーション。期間中
ハンガリーのテレビ局クルーも来日し、この日
のイベントや来日中の模様はハンガリーでも
放映される予定です。詳しくは、次号で
ご紹介します。

　料理は「グヤーシュ・スープ」と「カッテージ
チーズボール（デザート）」の二つ。シェフの
指導のもと料理は進み、途中で焦がしてしまう
ようなハプニングもありましたが、何とか全員
分ができました。最後にシェフが、デザート
の盛り付けに特別添え物として銀ダラの切り
身をベーコンで巻いたものを焼き、皿に綺麗
に盛り付けると、あまりのすばらしさに参加者
から拍手が湧きました。最後に、自分たちで
作ったハンガリー料理を味わいながら、「ハン
ガリーと日本との緯度の関係は？」「主な産業
は？」「訪れるにはいつ頃が良いのか？」
「温泉があるのか？」等々質問が寄せられ、
多くの人が是非ハンガリーに行ってみたい
といわれました。5時間に及んだ料理教室は、
こうしてお腹を満たし、心を満たして無事
終了しました。
　このような小さな公民館での交流でしたが、
これが「草の根の交流」であろうとつくづく
感じました。（戸塚厚生）

日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ
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　昨年11月に総勢116名での来日となったソ
ルノク市立交響楽団は、全６回の公演を無事
成功して終えることができました。ここに来
日にあたって多くのご支援・ご協力頂いた
方々に心より感謝申し上げます。
　一行は山形県内での３公演、山梨県での１
公演、東京での２公演（これにバルトーク室
内合唱団のみ単独でもう１公演）を行いまし
たが、そこに日本人で編成した合唱団全45
名も加わり、ツアーとしては非常に大きなも
のでした。そのため芸術的内容への取り組み
もさることながら、約２年半に渡ったツアー
準備では１つのオーケストラの計画という枠
から外れ、ソルノク市の事業からハンガリーの
国家的プロジェクトにまで膨らみました。
　昨年が日本とハンガリーにとっての記念年
であり、公演内容はハンガリーそのものを髣
髴とさせるプログラムと出演者でぜひ行いた
いという思いは、準備段階当初からありまし
た。そのためバルトークとコダーイというハ
ンガリーを代表する２人の作曲家の作品を中
心に据え、合唱王国であるハンガリーの素晴
らしい合唱団を伴って公演を行うこと、ロス
ト･アンドレアという世界的な歌姫と国立歌
劇場の歌手たちに参加してもらって演奏を行
うことは絶対の条件でした。しかし世界的金
融危機やハンガリー国内での経済状況の悪化
の影響で計画はその実施の有無についても言
及されるようになり、加えて国内の政治的理
由にも翻弄され続け、また来日直前まで筆舌
に尽くしがたい大きな困難と問題が次々に降
りかかり、今振り返ってみるとよく無事に公
演を行うことができたものだと思います。
　しかし実際の公演の間、参加しているハン
ガリー人たちは日本の文化･風物に親しみ、

また多くの体験を通して日本を楽しんでくれ
たようです。遊佐町で用意をして頂いた宿は
畳の部屋のホテルでしたが、大勢が裸で湯船
につかる日本の温泉を彼らは実に気に入り、
ホテル内で浴衣を着て歩き回る姿は結構さま
になっていました。どこへ行ってもフォーク
やナイフを使わず箸だけで（苦心しながらも）
食べるさまは結構なじんできて、東京では
多くのメンバーと共に居酒屋で鍋をつついたり
もしました。こうした順応度の高さは実際の
公演でも大いに発揮され、毎日違う演奏会場
の音響やキャパシティ(観客席数）の違いに
よって演奏を微細に渡って変化させ、毎回異
なる演奏曲目を新鮮に演奏する…こうした彼ら
の演奏能力が公演の度により高まっていった
のは指揮者として大いにその冥利に尽きる
ものがありました。
　ある方から提供して頂いていたハンガリー
舞曲（ブラームス作曲）の元になった合唱曲を
曲中に組み入れて（アンコール曲として）演奏
したのは、各地で大きな驚きと感動だったよ
うです。もちろん今回が世界初演となりまし
たが、これは公演全体の指揮や準備の全てに
関わった者としてちょっぴり自慢したい、私の
これまでのハンガリーとの関わりの集大成で
もありました。またいつの日かこうした演奏
をご披露できれば嬉しく思います。

ソルノク市音楽総監督　井﨑 正浩
ソルノク市立交響楽団 日本公演を終えて

ソルノク市音楽総監督　井﨑 正浩
ソルノク市立交響楽団 日本公演を終えてソルノク市立交響楽団 日本公演を終えて

ソルノク市音楽総監督　井﨑 正浩
ソルノク市立交響楽団 日本公演を終えて

日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ
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　12月３日、ハンガリー共和国のショーヨム・
ラースロー大統領閣下が、学校法人城西大学紀
尾井町キャンパスを訪問されました。大統領は
日本とハンガリーとの国交樹立140周年、国交
回復50周年の交流記念年にあたり国賓としてご
来日、日本での公式訪問の一環として城西大学
を訪問されたものです。
　学校法人城西大学は日本ハンガリー友好協会と
ともにハンガリー文化センターの設立・運営メンバー
であり、ハンガリーの諸大学と提携、ハンガリー語
教育でも毎年200人以上が学ぶ、ハンガリー関連の
教育で日本において有数の大学です。
　ショーヨム大統領は天皇陛下との午餐会の後、
同キャンパスへ直行され、冒頭ご挨拶において、
「大学はもともと自分の居場所」とかつて法学者
として教鞭をとられたご経験を踏まえたお話し
があり、近年のハンガリーと日本の様々な教育・
文化交流についても強い印象を受けており、多く
の日本の方々に努力いただいていることに感謝
したい、とのご発言がありました。
　その後、記念特別講演に移り、自ら深くかかわ
られた体験を元首として語られた「法による
革命：ハンガリーの民主化から20年」と題した
お話は大変な重みがあり、活発な質疑とともに、
同大学学生を中心にホールを埋め尽くした聴衆に
大きな感銘を与えました。
　なお、講演に先立ち、今回の大統領訪問に合わ
せて来学された同国のセント・イシュトヴァーン

大学ショルティ学長と学校法人城西大学水田
理事長により、同大統領、ボハール駐日ハンガリー
大使ご臨席のもと、両大学間の学術協定が調印
され、また日本・ハンガリー間の絆がひとつ増え
ました。また新たにハンガリーからの留学生向け
の奨学金制度も創設されました。

　 最 後 に
大統領が最
も楽しみに
されていた
という、ハ
ンガリーで
の研修参加
学生やハン
ガリー語履

修生との交流会が行われ、予定時間を超えて
歓談が続きました。学生からハンガリー語での
歌が披露され、学生が歓声でお見送りする中、
それに応える形で大統領が両手を高くあげて
手を組みながらキャンパスを後にされました。
今日の参加者や学生の中から、将来の日本・
ハンガリー間の友好の絆を担う方々が輩出する
ことが期待されるご訪問でした。

　日本とドナウ川流域4カ国（オーストリア、ハンガ
リー、ルーマニア、ブルガリア）との記念の年を
祝う「日本・ドナウ交流年2009 in山形」のイベント
が11月22日、23日の両日、山形市内で開催され、
各国の大使らが招かれました。第１日目の「交流
セレモニー」では、吉村県知事と長谷川実行委員長
の挨拶、各国大使によるお国紹介の後に映画「おく
りびと」の庄内プロデュースをした宇生雅明さんが
コーディネーターとなり、コーシャ・フェレンツ氏

日本・ドナウ交流年2009 in山形　開催される

ショーヨム大統領　城西大学訪問

（ハンガリー映画監督）とマニュエラ・チェル
ナット氏（ルーマニア映画研究家）との記念対談が
行われました。夜の交流パーティには、４ヵ国の
郷土料理とワインが並べられ、参加者は、食文化
の違いを堪能していました。第二日目のフレンド
シップコンサートは、各国の代表音楽が演奏され、
ハンガリーはアカペラ合唱グループ「バンキエーリ・
シンガーズ」が軽妙な合唱を披露し、会場を沸
かせました。また、このイベントにあわせ、
「ドナウ川・最上川写真展、子ども絵画展」が
開催されました。今後、山形県とドナウ４ヵ国との
友好交流が大きく発展することが期待されます。
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　ラノーディ・ラースロー監督『だれのもの
でもないチェレ』‘（1976製作）が鮮明な美し
い画像で蘇り、31年ぶりに公開されました。
原作となった『みなしご（Arvacska）』は短篇
『７クロイツァー』の作者、モーリツ・ジグモ
ンド（1879-1942）の晩年の作品です。舞台と
なった1930年代、ハンガリーはホルティ政権
によるファシズムの広がる暗い時代でした。
そのような中、孤児チェレは服も与えられず、
養父母の「しつけ」という名の暴力、罵りの
言葉にひたすら耐える日々を送っていました。

お知らせ

●日　時
　6月6日(日)   PM 1：30～4：30
●会　場　名古屋国際センターホール
●主　催　愛知県ハンガリー友好協会
●内　容　　
１. 民俗音楽と踊りを楽しもう！
　　踊り：大塚奈美、ラーザール アティッラ
　　音楽：ヴァルガ イシュトヴァーン、チョーリ シャーンドル
２. 参加者との交流会
３. 展示 
　　●ハンガリー刺繍サークルの作品展
　 　●ハンガリーのエゲラーグと
            ソンバトヘイの子供たちの絵画展

　児童文学者の高木敏子
さん（会員）の「ガラスのうさ
ぎ」ハンガリー語版は、
2004年８月に出版され、
1000冊がハンガリー日本
友好協会に寄贈されました
が、昨年、ハンガリーの小・
中・ 高等学校で副読本に
採用されました。とくに、日本語や日本
文化を教えている学校では、推薦図書に
指定し、学校の図書館から生徒達が本を
借りて、サークル活動のクラスなどで
読まれています。

「ガラスのうさぎ」がハンガリーの
学校で副読本に

　旧体制の規範の継続に
よって縛りを受けながら、
新しい時代の社会が徐々に
変化を遂げている現状
を 明 ら か に し よ う と
している。
　著者は、ブタペスト在住
が長く、ハンガリー語に
堪能な学者であり経営者でもある。ハンガ
リー関係の著書や訳書が多い。この本では、
ハンガリーを素材にした、中・東欧に
おけるポスト社会主義のモデル分析して
いる。その視点は、社会の転換・変化と底
流のある前時代からの継続の２つの拮抗
関係にあり、従来の通説と異なる視点や
概念を提示している。

「ポスト社会主義の政治経済学」
盛田常夫著（2010年1月日本評論社 発行）

イヴァン・フィッシャー指揮
ブダペスト祝祭管弦楽団

ハンガリー フェスティバル in 愛知
“民俗音楽と踊りを楽しもう！”

しかしある日、「もう
わたしを叩かないとこ
ろに行く」という人間と
してあたりまえの感情
に目覚めるのです。
　大平原をさまよい、
さらに虐待にさらされながらも、優しい老人
と出会い、教会を知るチェレ。クリスマスの
夜の結末は辛く苦しいものですが、教会の
受難のキリストの姿と重ね、弱きものへ祈
る気持ちを、強く呼び起こしているように
思います。

「だれのものでもないチェレ」との再会

石川なほ（ハンガリー文芸クラブ会員）
～東京、大阪で4月まで上映～

 ●日　時

    2010年6月16日（水）～23日（水）

 ●出　演

    イヴァン・フィッシャー（音楽監督・指揮）
    ヨーゼフ・レンドヴァイ（Vn）
    神尾真由子（Vn）
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会員並びに各支部、各地友好協会の皆様
日本ハンガリー友好協会

理事長　田中義具
　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　日頃から、日ハ両国の友好交流にご協力、ご尽力いただき誠にありがとうございます。
昨年は、国交樹立140周年の記念の年にあたり、全国各地で様々な記念行事が行われ、
まさにハンガリー一色の年でありました。今年も皆様と力を合わせ、友好交流活動を行っ
て参りますので、よろしくお願いいたします。
　さて、年に一度の総会を来る5月29日（土）に下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようお願いいたします。

　なお、議案書は総会当日、会場でご配布いたします。　
　また、出欠席のご回答は4月30日（金）までに同封葉書によりお知らせください。

記
日　　時：５月29日(土)
　　　　　総会…13:00～13:45　
　　　　　懇親パーティー…13:45～15:45
会　　場：時事通信ホール（時事通信ビル2F）
　　　　　〒104-8178　東京都中央区銀座5-15-8
　　　　　TEL 03-3546-6606　FAX 03-3546-6605
　　　　　※東京メトロ日比谷線・都営浅草線の東銀座駅
　　　　　　（6番出口）から徒歩1分
議　　題：①2009年度活動報告
　　　　　②2009年度会計報告
　　　　　③2010年度活動計画（案）
　　　　　④2010年度予算（案）
　　　　　⑤役員改選
会　　費：一人7,000円（同伴家族、学生４,000円）

びに各支部、各地友好協会の皆様に 支 各地 の 様会員並び会員並び並び会員並び会員並会員並員員 のの友好友好友好協会の友好協 の友好協会の協好協会協協

編 集 後 記

今年最初の会報に、萩原道彦副会長のご逝去という悲しい
お知らせを、お伝えすることになりました。友好協会会報、
2005年4月24日発行の117号まで、萩原さんがお一人で
書いておられました。今は、六人で何とか発行にこぎ付けて
いる状態です。お叱りを受けないよう努力していきたいと
思います。（KE）

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

2010年度総会のご案内2010年度総会のご案内2010年度総会のご案内

人で
けて
いと

服部公彦
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