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　新春恒例の新年祝賀会が２月５日、霞ヶ関ビル35階の東海大
学校友会館で開催されました。ハンガリー大使館からボハール
大使、コーシャ政府観光局長をはじめ、外務省河津中・東欧課長、
渥美山形県生活文化課長等のご来賓を迎え、110余名が出席
しました。司会の瀬川事務局長から、ハンガリーの汚染事故への
義捐金（643,000円）報告があり、河野会長が「マスクの贈呈は
現地で感謝されており、義捐金への協力に感謝したい。協会は40年の歴史を積み重ねて今日
に至り、今年はハンガリーがEU議長国になり、ハンガリーに注目が集まっている。今年も
草の根交流で、両国の心と心が通い合う活動を期待している。ハ日友好協会のリーダーである
コーシャ・フェレンツ氏の写真展が開かれると聞いており、成功に協力したい」と開会の挨拶を
述べられ、続いてボハール大使が「赴任して４年になるが、日本各地の友好協会組織に出向き、
交流をしてきた。ハンガリーで起きた流出事故にいち早く対応してくれた岐阜をはじめ、各地
の友好組織に感謝します」と挨拶されました。さらに、前ハンガリー日本大使、郵便事業（株）の
鍋倉社長からは、「今後も両国の交流の発展に微力を尽くしたい」と力強い挨拶がありました。

　この後、新春ほのぼの企画、「子供たちによるフレッシュ ミニコンサート」が
行われ、会員の和田さやかさんや萩原理事の生徒さんたち、５才から大学
２年生まで６名が、チェロやピアノ、ヴァイオリン演奏を披露。中島ゆみ子さん
のヴァイオリンも加わって、会場はうっとりした雰囲気に包まれました。その
後、田中理事長が乾杯の音頭に先立ち、「義捐金の残金は、今日会場に見え
ているヴェスプレム日本友好協会会長のクティチ氏と相談し、有効な使い方
を相談したい」と述べ、ハンガリー大使館提供のワインで乾杯し、懇談に入り
ました。
　和やかに進むなか、関西ハンガリー交流協会の向山会長とご友人のテーケシ
氏（ハンガリー科学アカデミー原子核研究所）、熊本県ハンガリー友好協会の大代
事務局長が挨拶。また、流出事故の現地から来日中のヴェスプレム日本友

好協会のクティチ会長が、現地報告とお礼を述べられました
（別掲）。田崎常務理事から４月発足するドナウフォトクラブの
紹介、コーシャ政府観光局長からコーシャ監督の写真について
紹介があり、その後、理事ほか会員から提供された景品で
福引きが行われ、会場は盛り上がり、猪谷専務理事の閉会の
挨拶でお開きとなりました。

新年祝賀会開催
汚染事故のヴェスプレムから現地友好協会会長も出席

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に心からお見舞い申し上げます。
一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
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　テレビやインターネットで悲劇的な写真や
レポートを沢山ご覧になったと思いますが、
皆さんの御陰で、いろいろ日本のご支援を
頂きました。まず、岐阜ハンガリー友好協会
と地域のライオンズクラブが寄付されたマスク
42万枚が、一部が11月中旬、ハンガリーに
飛行機で着いて、残り30数万枚が、２週間前、
ハンブルグ経由で着きました。
　回復作業にあと半年くらいかかりますが、
その間に、天気によりますが、乾燥したら赤い
アルカリ性の非常に危ない細かい粒子が巻き
上がって、健康に危険なので、そのマスクの
量が多く、最後まで足りると予想しているの
で、大きなご支援だと感謝しています。
　さらに、その輸送代に日本ハンガリー友好
協会も一部貢献して頂いており、田中理事長
から残りの金額はあのエリアで困っている家族
に直接あげたいと、申し出がありました。
私は明日帰りますので、来週は被害を受けた
市町村の市長、ハンガリー
赤十字と相談して、一番
困っている、まだ助けを
十分受けてない家族に
直接金額を渡せるような
体制をとろうと思います。
皆さんのご支援に心から
お礼申し上げます。

　昨年10月ハンガリーで発生した赤泥汚染
事故の被災者を支援するため、会報を通じて
皆様に募金をお願いしたところ、２月25日現在
104名の方々から総額699,000円のご寄付を頂き
ました。この内280,200円は、この事故対策と
して緊急に必要とされた日本製マスクの輸送
費にすでに使わせて頂きました。
　その後の現地の状況は、各方面からの支援
を得て、必要最小限の対策がすでにとられた
模様です。そこで残額は、先にお願いした
通り、今後の展開も視野に入れた「事故対策
基金」に組み入れることとしました。
　他方今回の事件で痛感されたことは、この
ような不測の事態が、今や被援助国ではない
EU加盟国ハンガリーで生じた時に、我が国
からの緊急人道支援の責任の一端は当協会に
ありながら、こうした事態に対処できる体制
が必ずしも整っていないことでした。
　外部からの支援が必要になる事故などめっ
たに起こるものでないことを希望しています
が、今回の募金活動を通じて、協会員の皆様方
がいかに熱い思いをハンガリーにいだいておら
れるかを再認識いたしました。今回の案件に
限らず、今後万が一にも何らかの人道的緊急
支援を必要とする事態が起こった時には、当
協会としてより迅速かつ効果的に対処できる
よう、今回の「事故対策基金」が次回総会まで
使用されずに済む場合には、これを「緊急人道
支援基金」に衣替えして保管することを同総会
においてご決定頂こうと考えています。
（日本ハンガリー友好協会理事長　田中義具）

●11月／神宮寺 良吉、小平 功　　　●12月／田中 義具、白井 功美子、山口 浩一、丸 磐根、丸山 冨美江、
「コチマの会」、槇 学、浅野 春美、山本 要子、山田 裕子、山本 亘（珪子）、渡辺  聰（ミエ子）、大月 裕司、
膳所 博美、岡部 道子、服部 公彦（淑子）、石川 なほ、神宮寺 良吉、坂田 俊夫、萩原 淑子、高久 圭二郎・
和子・昌子、吉岡 玲子、松澤 研、鈴木 伊三夫、中村 隆夫、堀 美知子、宮﨑 勝弘・玲子、高索 紀美枝、
坂本 憲一、野谷 恵、森 啓一、渡部 貴美子、表 タエコ、和波 孝禧、間宮 芳生、太田 詠子、山岡 孝江、
古川 信孝、南 憲悦、池田 温、斎藤 学、糠沢 和夫、家次 愛子、大島 勝子、鍋倉 眞一、成田 千恵子、
山本 洋子、草山 昭・幸子、草山 明久・あゆ子、松本 懸太郎、小泉 寛、八十島 茂子、長島 京子、徳永 純子、
田崎 龍一、梶山 佳代、戸塚 厚生、長瀬 加奈子、黒井 順子、徳田 政太郎、櫻田 不二子、伊藤 麻紀
●1月／黒澤 万知子、小松 陽、黒澤 哲史、庄司  達雄、横溝 和子、石原 渥勇、沼波 木綿子、加藤 彰子、
久住 治男、久松 洋子、松尾 守之、丸山 サカノ、斉藤 京子、星野 フサ・英樹、神野 輝子、羽場 久　子、
越智 淳子、粂 栄美子、川嶋 昌子、松岡 紀子（ハンガリー刺繍の会）、松岡 紀子、瀬川 隆生・知恵子、植松 美早、
小柳 太美子、日本ハンガリー友好協会島根県支部事務局、（学）城西大学 理事長水田 宗子、水本 久米雄、
石本 孝子、増田 美智子、笠木 千束、佐藤 理美、鎌田 千穂、塚本 博、東 孝江、中山 知子、星野 こずえ
●2月／髙橋 典子・幸二、杉前 惠子、城戸 顯子　　●3月／猪谷晶子、宇多弘次（2011年3月7日現在／敬称略、順不同）

ヴェスプレム日本友好協会クティチ会長の挨拶 義捐金の使途、状況

義捐金にご協力いただいた方々です

クティチ・カーロイ氏
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　日本ハンガリー友好協会は、協会員による
フェステイバル・カンパ基金と2009年記念事業
実行委予算からの補助金で交流史の出版事業
を行いました。
　またこのカンパ基金で、交流史の出版を記念
して協会が主催した記念パーティ行事、および
民話フォークロア行事への助成も行いました。
なお会計等報告は総会で行う予定です。

ハンガリーの映画監督
コーシャ・フェレンツ氏の写真展、開催延期

　協会は今秋、ハンガリーを代表する映画
監督で元国会議員のコーシャ・フェレンツ氏
の写真展を開催する予定でしたが、東日本
大震災を受けて、延期することになりました。
同氏は、映画「一万の太陽」で1967年カンヌ
映画祭監督賞を受賞、ベルリンの壁崩壊の
きっかけとなった「ヨーロッパピクニック計画」
の指導者です。少年の頃から写真に親しみ、
写真のもつ映像表現力に影響を受け、映画の
道に入った方ですので、写真の腕前もプロ級、
ブダペストで写真展を開催したこともあり

交流史出版事業

ハンガリーから救援隊到着
　３月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」はM9.0の国内観測史上最大の地震となり、死者・行方不
明者が１万人を超えるという未曾有の大災害をもたらしました。地震発生と同時に25の諸外国から日本
政府に支援の申し出があり、ハンガリーもその中に入っていました。各国からの救援チームの第一陣が13
日に来日、ドイツやスイス等に混じって、ハンガリーのキリスト教系救援団体の先遣隊３名が来日されました。
ハンガリーは日本政府側から受託回答があり次第、本隊が来日することになっています（３月16日現在）。

ハンガリーからお見舞いメッセージを頂きました
◆親愛なる日本の友人の方々に
日本のみなさまのことを心から心配しています。
ハンガリー日本友好協会は、日本の友人達を支援
するため、ニュースレターを発行し、義捐金を
募っています。これまで、みなさんに援助いた
だきました。こんどは私達ができればと思いま
す。私達の心からの気持ちを、お送りできれば
と願います。がんばってください！
（ハンガリー日本友好協会 会長ヴィハル・ユディット）

◆CNNのテレビニュースで日本の東北地区で起こった地震を初めて知りました。
その後日本からのWEBニュースまたNHKのライブ放送をネットで配信するURL等により、画像を通して
惨事の恐ろしさをまざまざと見せられました。
またこの地震が日本で史上最大の規模であることに驚き、この地震による津波により多くの方々が亡く
なられ、家を無くされたたことを知り大きなショックを受けました。
ご連絡しようにも電話あるいはメールもなかなか通じず、また殆どの地域で停電状態となっている様子で、
心から案じております。遠い場所からということで皆様に対し何のお手伝いも出来ないことを申し訳なく
思っておりますが、皆様のご無事と被害が微少であられますことをひたすら祈念いたしております。
まずは取り急ぎ書中にてお見舞い申し上げます。　　　　　（元駐日ハンガリー大使 シュディ・ゾルタン）

◆この度の東北地方太平洋沖地震により、多数の尊い人命が奪われ、甚大な被害が生じたことに対し、
衷心よりお悔やみと哀悼の意を表します。私たちの思いは、日本国民と共にあります。早期に通常の
生活に戻ることをお祈り申し上げると共に、我々は、可能な限り日本の友人たちの支援を行う用意を
有していることをお伝えします。　（ヴェスプレーム県ハンガリー日本友好協会会長 クティチ・カーロイ）

その他にもハンガリーのたくさんの方からお見舞いのメールを頂きました。

東日本大震災

ます。また、日本との友好交流にも多大な
尽力をされている方です。開催時期等の詳細
は、改めて会報でお知らせいたします。

３月17日発行のニュースレターによる呼びかけ
日本の被災者のために支援を！

私達は2011年３月11に日本を襲ったマグニチュード９の地震と津波
による大震災に驚愕しています。その後の福島原発の損傷も日本に重く
のしかかっています。いままで、何度も私達を助けてくださった日本の
友人達の困難な状況を心配しています。
ハンガリー日本友好協会は、小さいかもしれませんが、心のこもった支援を
するため募金を開始します。義捐金は日本の友好協会に送り、当該
団体へ送っていただきます。みなさんの支援をよろしくお願いします。
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　日本ハンガリー友好協会山形県支部の前身は、
1983年にハンガリー民族舞踏団「ティサ」を
当時の遊佐町連合青年団の仲間が受け入れた
ことから始まり、熱く、激しく爽やかに友情を
温め、それはまるで「友好のハンガリー病」
でも罹った様な草の根相互交流が行われて
きました。そして約10年後の1991年、相互
交流の輪をさらに広げようと、日本ハンガリー
友好協会山形県支部を設立し数々の交流を
精力的に展開してまいりました。主な取り組み
としてティサ民俗舞踊団来日４回、酒田フィル、
ソルノクフィル、コダーイ合唱団、カンテムス
少年少女合唱団、バンキエリ、遊佐混声合唱団
相互公演、ソルノク青少年、ソルノク県交流団
来訪、そして1993年には小学校にハンガリー
から国際理解教育員の招聘、1994年からは青
少年国際交流事業としてのハンガリー訪問を
行い2008年まで18回、パプリカ栽培研修派遣、
2007年には交流25周年記念事業としてチャー
ター便でハンガリーを訪問し併せて初の経済
交流を行う事が出来ました。2000年には遊佐
町、ソルノク市友好交流都市協定を2004年に
は姉妹都市締結調印に至っております。更に
全国の有志のカンパにより活動の拠点として
の友好会館をソルノクにオープンさせ、2008年
にはソルノク県ソルノク市と山形県庄内地方
との経済ミッション交流をおこない、2009年
にはハンガリー外交関係開設140周年、国交
樹立50周年記念事業としてソルノク交響楽団、
コダーイ合唱団山形、酒田、遊佐公演を更には
「パプリカサミット」等々を成功裡に行うことが
出来ました。
　去る平成22年12月14日（火）、酒田市産業
会館において、山形県支部設立20年記念事業
「庄内ハンガリー食の交流クリスマスディナー」を
開催致しました。また、ハンガリーからの留学生、
ジャネット・ラースローさんによる流暢な日本語
でのスピーチには、みなさん驚いていました。
　記念パーティーは、ハンガリー大使館からは
ワインとウニクムを提供
して頂き、また「レス
トラン欅」の太田政宏総
調理長が、ハンガリー
大使館モルドヴァン・
ヴィクトルシェフ監修の

山形県支部設立20周年記念
「ハンガリー交流 はたち（二十歳）を祝う！！」

熊本サプライズ！？熊本県ハンガリー友好協会

　本年３月12日、待望の
九州新幹線全線開通。
関東・関西より九州・熊本
がぐーんと近くなりました。
　熊本県ハンガリー友好
協会はいつも何事かの節目にサプライズが起
こります。第一回目が永年の願望であった当
協会の設立発会式の２年前、2009年は、日本・
ハンガリー国交回復50周年記念イヤーでした。
そして発足２年目にハンガリー友好の旅を
計画実施。今年は、九州新幹線全線開通の
年と合致することになり何と幸運な２回目の
サプライズ。
　３度目のサプライズは、九州各県にある４県
のハンガリー友好協会を福岡支部・雨宮一正
会長を中心に連合会を結成し、道州制移行を
模索している行政より一足先に九州道ハンガ
リー友好協会を設立することです。
　当協会の本年最大のイベントは、この９月
21日～30日の10日間、ハンガリー各地を廻る
会員友好の旅です。当協会には東京事務所が
在り、全国のハンガリーファンが私たちの
旅行に一緒に参加していただけるよう、出発
を成田空港にしました。
　ど な た 様 でもいつ
でも、どこからでも参加
大歓迎です。お待ちして
おります。
（熊本県ハンガリー友好協会 事務局長 大代純市）

ハンガリー料理を、130名
の参加者全員、終始、
和やかに、賑やかに、笑顔
に包まれ、ハンガリーに
思いを馳せ、ハンガリーを
堪能し最後は、ハンガリーの歌を歌って満喫
するひと時でした。私たちの交流は普段着、
草の根の交流、心と心、友情という熱病は
益々強く、広く、長く続くことでしょう。更には、
今回参加者全員に、生産者数日本一を誇る
遊佐町産「パプリカ」と、地元企業が加工した
「パプリカドレッシング」と友好のバラの花を
プレゼントし、2011年９月頃ハンガリー訪問
を予定し山形県支部設立20年記念パーティー
は閉幕しました。

（山形県支部長 小野寺喜一郎）
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伊勢丹「世界を旅するワイン展」

　３月２日（水）～７日（月）までの１週間、新宿
伊勢丹で初めての試みの「世界を旅するワイン
展」が開催されました。20ヵ国のワインと日本の
ワインで約60社が参加した大イベントでした。
会期中、ハンガリーワイン他、ピックサラミ、フォア
グラペースト、ハチミツ、チョコレート、パプリカ
パウダーなどたくさんのハンガリー商品を販売
しました。初めてハンガリー製品の試飲と試食
をされた方は、思わず
美味しい!と。次回を楽
しみにしていると云い
ながら楽しんで買い物
をしていました。

（AZ GROUP）

指揮者ベルケシュ･カールマンと
コンサートミストレスと共に

リヒターホール演奏会にて

　2010年12月14日、降雪のハンガリー・ジェー
ル市のリヒターホールは満員の聴衆の熱気に
満ちていました。ジェール・フィルハーモニッ
ク管弦楽団（指揮ベルケシュ・カールマン）の
定期演奏会に娘の紘佳（ひろか）がチャイコフ
スキー作曲ヴァイオリン協奏曲のソリストと
して登場したのです。演奏後拍手が途切れ
ず、アンコールはパガニーニのカプリース。
いっそう大きな拍手とブラヴァ! の声が飛び
ました。後日ハンガリー国営テレビMTV１
でも放映されました。翌15日はスロヴァキア
の首都ブラティスラヴァ市のスロヴァキア・
ラジオ・大ホールでの演奏会でメンデルス
ゾーン作曲ヴァイオリン協奏曲を演奏。こちら
はラジオで生中継され
ました。今年は２月
13日ザ・シンフォニー
ホールにて大阪セン
チュリー交響楽団とシベ
リウス作曲ヴァイオリン
協奏曲を協演しました。
この春は３月20日の
横 浜 み な とみらい
ホール、４月14日のフィ
リアホールと、リサイ
タルが続きます。
（会員 松本有理江）

ジェール・フィルハーモニック管弦楽団と協演
－松本紘佳さん－

エルデーシュ・ジョルジュ前観光局長
逝去

　1944年生まれのエルデーシュ・ジョルジュ氏は、
苦学の末国立ブダペスト大学を卒業し、日本
語をほぼ独学で習得、要人の通訳を始め様々
な場面で流暢な言葉を生かして活躍。 1998
年に政観東京事務所発足に当り初代局長
として着任し、まだ
なじみの薄かったハン
ガリーの観光面を様々
なプロモーションで
日本に広め2004年に
離任しました。
　帰国後は、かねて
からの日本文学の
翻訳に力を入れ、
特に近年は村上春樹
の作品を翻訳し続け、昨年秋に「1Q84 第１巻」
を脱稿し今年出版される予定でした。（主な
日本文学の翻訳は「吾輩は猫である」、「金閣
寺」、「ダンスダンスダンス」、「ねじまき鳥の
クロニクル」、「海辺のカフカ」など。）
　日本を愛した氏は、50回近く訪日を重ね、
昨秋にも 10日ほど東京に滞在し村上作品
にちなんだ写真集作りに励んでおりました。
温厚でユーモアにあふれる人柄はみなに親
しまれ、その早すぎる死が悼まれます。

　今から18年前にミシュコルツでお会いして
以来、不思議にウマが合い、ショプロンや
新橋の酒屋、富士頂上、高尾山などなど楽
しい思い出を沢山作ってきました。特に昨年
は３回も会うことができ、11月に来日した時に
は虫が知らせたわけではありませんが今まで
になくおもてなしができたと思います。もしか
したら最後の来日と覚悟して古き友人たちの
顔を見て回ったのかもしれません。感謝のみ
です。不思議な魅力に包まれた人です。
　葬儀の日は
寒い日でした
が 150人を越え
る方々が列席
し、みなが深い
悲しみを共有
しました。

（ハンガリー政府観光局 勝田基嗣）
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お知らせ

　第二次世界大戦前、フランス、イタリアと並んで、ヨー
ロッパの三大ワイン生産国の一つであったハンガリー。
ベルリンの壁崩壊、EUへの加盟の波に乗り、その底力が
みごとに復活し、今、世界から注目を浴びています。この
本は、ハンガリーワインを専門的な観点から詳細に、しかも
誰にでもわかりやすく説明した貴重な著書で、現在ハンガ
リーワインの愛飲者は、その楽しみ方が倍増するに違い
ありません。また、これからハンガリーワインを始めて
みようと考えている方には、手ほどき書にも、ハンガリー
ワイン辞典としても十二分に役立つものになることでしょう。
この最後までフルカラーの楽しい一冊で、読者はハンガ
リーワインのことを深く知るばかりで
なく、同時にハンガリーの地理、芸術、
自然、風景、料理、建築、日常生活、
美意識をも学ぶことになるでしょう。
古代から人間の生活に欠かせなかった
ワイン。医学的見地からワインと健康に
まで言及している点も、さらにその魅力
に引き付けられます。（会員 瀬川知恵子）

「ワインの国、ハンガリー」の案内

ゾルタン・オヴァリー著 多田富雄訳　集英社
　トランシルヴァニアのコロジュヴァールで生まれ、パリで
医学を学び、ニューヨーク大学で免疫学を教えた著者
（1907-2005）による Souven i rs  
Around the world in ninety yearsを、
国際的に著名な免疫学者多田富雄が訳し
た。二人は63年以来の知己であり、共に
音楽、 絵画、文学に造詣が深い学者。
1902-20年の貴族出身家族の生活、母
の｢サロン｣に集まったバーンフィ伯爵、
ドホナーニ、バルトークなど文化人の
様子など興味深い。

免疫学の巨人
－7つの国籍を持った男の物語－

　ブダペストのビガドー広場、河岸寄りの手すりの上に
少女のブロンズ像が坐っており、対岸の王宮を背景に
して観光客の目を惹いている。二年余り前に亡くなった
ハンガリー有数の彫刻家マルトン・ラースローの作品の
中でも、これはもっとも良く知られているものだろう。
このブロンズと同型のものが池袋の東京芸術劇場前の
フォアイエに置かれている。2000年の初代国王戴冠
千年記念ハンガリー・フェスティバルの際、故萩原理事長
の大英断で、主要行事の一つとしてマルトン作品展が日本
で開催されたことに感謝して、作者が東京都に寄贈して
行ったものである。このほど、マルトンの遺稿を基にその
芸術人生と全作品の写真を収録した立派な本が出版され、
一部がマリアンナ未亡人から日ハ友好協会（田中理事長宛）
に贈られて来た。事務局に置かれてあるので、皆様ご覧に
なって頂きたい。マルトンの生涯の中でも日本での展示は、
一大イベントであったことが良く分かる。この著作は東京
都にも贈られ、石原都知事から丁重な礼状が未亡人宛に
届いている。マルトンの代表作の一つは、この本のカバー
裏表紙にも出ているフランツ・リスト像だろう。ブダペス
トのリスト音楽院前の広場にある。今年はリスト生誕
二百年記念の年でもあり、マリアンナ未亡人はこの像
（同型のもの）を日本で買っ
てくれる人は居ないかしら、
と言っているが、こんな大物
はとても無理だろう、と答え
ている。

（顧問 堤 功一）

彫刻家 マルトン・ラースロー氏
全作品集 友好協会へ寄贈

　今年５月から６月にかけて、大阪・名古屋・東京で上演
されるミュージカル「MITSUKO」に、ミシュコルツ出身の
カマラシュ・マーテーさんがハインリッヒ・クーデンホーフ
伯爵役で出演します。私は、マーテーさんのハンガリー語や
彼について書かれた記事や掲示板の内容を理解したくて、
ハンガリー語を勉強し始めました。このミュージカルへの
出演によって、マーテーさんの魅力が日本に 広まることを
期待しています。
http://mitsuko2011.com/index.php（会員 中村しげみ）

カマラシュ・マーテー『MITSUKO』
～愛は国境を越えて～

開催日：2011年4月29日（金）
会　場：東京文化会館 小ホール
主　催：コリーナ・ヴェルデ・アンサンブル
問合せ先：おんがくの共同作業場 042-522-3943

中島ゆみ子とゆかいな仲間たち vol.6　～弦楽器の響き～

開催日：2011年5月22日（日）
会　場：鎌倉生涯学習センターホール
主　催：鎌倉市芸術文化振興財団
問合せ先：鎌倉芸術文化振興財団 0467-23-3755

吉川久子（フルート）＆ヨージェフ・ウトバッシュ（ギター）
デュオコンサート

詳細はブログをごらんください。

　4月5日から毎週火曜日18:30 -20:30、入門ク
ラスを開講予定（申込者が5人以上の時）。テ
キストは白水社の「ハンガリー語入門」。月曜
初級クラス（｢ハンガリー語入門｣10課）、木曜

ハンガリー語講座入門クラス開講
中級クラス（大学書林「ハンガリー語Ⅰ」21課）、
金曜研究科（翻訳･作文）のクラスも途中受講で
きます。年に一回、全クラス交流会も企画。

問い合わせ・申し込み先：粂 栄美子
E-mail：17-kemiko@kra.biglobe.ne.jp
Tel：090-9967-9450



日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ 2011 年 3 月 31 日（7）

編 集 後 記

このたびの震災で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。地震発生直後、成田に到着した
ハンガリーの救援先遣隊をテレビで見て、胸が熱くなりました。また、ハ日友好協会のヴィハル会長を
はじめ、シュディ元大使、クティチ会長からお見舞いメッセージが届き、本誌発行に間に合い、皆さん
にお伝えすることができました。（R.T）

新規入会者のご紹介

千木良 明徳（東京都）、法人会員１社（大阪府）

1月

12月

宮本 慶子（長野県）、長谷川 朝美（東京都）

2月
（敬称略）

渡邊 智紀（奈良県）、江頭 真一郎（神奈川県）、安田 季世（東京都）

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、５月12日（木）までに同封ハガキによりお知らせください。

春の足音がすぐそこまで来ています。皆様、お健やかにお過ごしのことと、お喜び申し上げます。
いつもハンガリー友好協会の活動にご理解、ご支援をいただきましてありがとうございます。
さて、協会も会費納入をお願いする時期がまいりました。今回の会報には、ゆうちょ振込取扱票（番号
00160-5-102229　加入者名　日本ハンガリー友好協会）を同封して、会費納入等をお願いしております。ご使
用の際には、通信欄に内容および住所氏名を必ずご記入下さい。
尚、同封の請求書は、当方の記録ベースに基づいて作成しておりますが、タイプミス、数字間違い等、何か
の手違いがありましたら、お手数ですが、事務局にご連絡下さいますようにお願いいたします。

日本ハンガリー友好協会事務局

総会のご案内

編集委員：東 孝江、瀬川隆生、高橋典子、田崎龍一

議　　題

会　　費

会　　場

開催日時

原稿のお願い
次回の会報は７月に発行の予定です。会員の皆さまが参加されたハンガリーのイベントのご案内や、ハンガリー
に関する情報などをお送り下さい。会員の皆さまが楽しめる会報作りを目指しております。皆さまのご協力を
お願い致します。

連絡先　E-mail : japhun.kaihougenkou@gmail.com
担当：田崎龍一、東 孝江

2011年5月28日（土）

東商スカイルーム（東京商工会議所ビル8F  TEL: 03 -3211- 4851）
千代田区丸の内3 -2 -2　＊東京メトロ千代田線二重橋駅下車B7出口

一人　7,000円（同伴の家族会員、学生会員は4,000円）

会費納入のお願い

1） 2010年度活動報告
2） 2010年会計報告
3） 2011年度活動方針（案）

4） 2011年度予算（案）
5） 役員改選
6） 緊急人道支援問題等

総会　　　　　　13 :00
懇親会パーティ　14 : 00～16 :00



（8）2009 年 4 月 3 日 日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ


