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東日本大震災

ハンガリーからの義捐金を再び被災地へ届ける
ン
ける
2011 年 8 月 25 日、指名を受 けて、後藤田夫規子理事と気仙沼市と
大船渡市を訪問。宮城県から紹介された全壊の
「あしのめ星谷幼稚園」
は、
仮ホールに園児、先生方が集まった。ハンガリー日本友好協会（会長ヴィ
ハール・ユディット）とヴェスプレーム県 ハンガリー日本友好協会（会長ク
チィット・カロリ）からの合計 654,324 円の義捐金を手渡すと、園児たちは
大きな声で御礼の合唱を披露し、厚紙で手作りした花メダルを私達の首に
かけてくれたのには感激だった。先生方の日頃からの温かいご指導ぶり
が浮かぶ。熊谷伸一事務長、石川イネ子園長が震災時の状況を話された。
子供達は高台にのがれたため命が助かったことは幸いだったが、幼稚園
は全壊したこと。職員が見回りに戻った際、津波に飲み込まれたが、九死に
一生を得たこと。震災後、仮ホールで園を再開したとき、心配をよそに
多くの園児が 戻ってきた。この事実が先生方の未来への意気込みを掻き
立てたのかもしれない。元気な子供達の笑顔が 印象的だった。
次に岩手県大船渡市に移った高田高校を訪問。途中、町ごと波に飲み込まれた陸前高田市を通過。津波の
痕跡は、今も生々しかった。瓦礫の山の他に、景色は、遮る建物もなく平坦であった。大自然の猛威下、
なすすべもない人間の姿がさらけ出されていた。
東北全県の中で最も被害が 大きかったことに加え、合唱部がこれまで ハンガリーの作品を歌ってきた
ことで届け先となった高田高校の仮校舎は山間部近くに廃校を利用して
いた。工藤良裕校長と山崎歌子合唱顧問に、ハンガリー日本友好協会とカン
テムス合唱研究所（代表サボー・デーネシュ）からの心のこもった 気 持ち、
50 万円の義捐金目録を手渡した。身内を失った生徒や、自宅が流され街を
去った生徒もいる。今、
仮校舎で
「普通」
の学校生活が始まったばかりである。
合唱部の生徒達が合唱して出迎えてくれた。その澄んで調和した力強い声
の重なりは、復興への決意を歌い上げているようで、むしろ私たちが勇気
付けられた。
（事務局長 瀬川隆生）
今回の東日本大震災に関して、ハンガリーのヴェスプレム県知事が日本ハンガリー友好協会会長に宛てた
手紙、および被災地から日本ハンガリー友好協会宛に礼状が届きましたので、この紙面をお借りして、
ご紹介いたします。
5月18日、ハンガリー・ヴェスプレム県ヤノー・ラストヴィッツァ知事 が河野会長へ綴った手紙には、
（既報の）
ハンガリーでの災害に対して、日本ハンガリー友好協会会員の義捐金により購入して送ったマスクへの御
礼、
および東日本大地震へのお見舞いの言葉、
そしてチャリティコンサートをヴェスプレム県と県ハンガリー
日本友好協会とで行ない、その義捐金を日本ハンガリー友好協会宛送付することが書かれていた。
これに対して河野会長がハンガリー・ヴェスブレム県知事宛てに 9月14日に送った手紙には、送られて
きたコンサートの写真等を宮城県副知事に渡したこと、受け取った義 捐金を被災地に届けた様子を説明
報告し、お礼が述べられている。
また東日本大震災の被災地から日本ハンガリー友好協会宛、礼状が届いた。あしのめ学園葦の目星谷
幼稚園園長からの手紙には、9 月 7 日、ハンガリーからの義捐金受領に対する御礼とハンガリー国への
親しみがわいたこと等が書かれ、高田高校校長教職員一同からの葉書には、9月16日、ハンガリーからの
義捐金に対する御礼とその後の学校活動の様子の報告が書かれていた。
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ハンガリー訪問の報告
私は 8 月 22〜26 日コーシャ・ フェレンツ元
ハンガリー日本友好議連会長ご夫妻のご招待
で、家内同伴ブダペストをほぼ 2 年振りに訪
問してきました。ご子息
バーリン氏の結婚式出席
が主目的でしたが、この
機会に当友好協会と特に
関係の深い方々とお会い
する事もできました。
コーシャ・フェレンツ氏は、私が在ハンガリー
大 使 をして いた 同国の 体 制 転 換 後 間もない
時期に、当時の政権与党社会党の最高幹部の
一人として、日ハ両国間に山積していたいくつ
もの重要な懸案事項の解決に、文字通り親身
になってご尽力頂いた方でした。 当 時から
コーシャ家とは親戚づきあいのような関係で
接して頂いていたので、今回のご招待にも直ち
に出席の返事を出しましたが、その結婚式が
マーチャーシュ教会で挙行されることを知っ
て、一度はあの歴史的な大聖堂での結婚式に
出席したいという思いも大きな動機の一つに
なりました。
結婚式は同教会において伝統的な儀式に
則り、荘厳な雰囲気の中で執り行われ、夜の
結婚披露宴は、ジェルボの広大な宴会場に何
百人もの招待客が集まり、若い人たち中心に、
夜を徹したお祝の行事が 繰り広げられました。
今回ブダペスト訪問に際しどうしても行ない
たいと思っていたことは、東日本大震災に際し
てハンガリー各地の多くの方々から多額の義捐

金が送られてきたことに対し、関係者の方に
お会いして、我々の感謝の気持ちを直接お伝え
したいということでした。幸い滞在中にヴィハー
ル・ユディット ハンガリー日本友好協会会長と
お会いすることが出来、猪谷晶子専務理事とも
一緒に、ハンガリーの皆様のご好意に対し深甚
なる謝意をお伝えしてきました。その際義捐金
を直接被災地の関係者の方々へお渡しした時の
様子とその地域の被災状況を示した写真をアル
バムにしてお渡しし、地図でそれらの場所に
ついても説明してきました。
我々としてはハンガリーからの義捐金がどこ
へ渡ったのか出来る限り目に見える形にして、
ハンガリー側が 希望すれば、義捐金を渡した
施設等へは今後とも連絡が 取れるようにして
ある旨を説明し、ヴィハール会長からは、ハン
ガリーの子供たちが 今も義捐金を集めるため
の腕輪を作って活動を続けているとの説明が
ありました。日本の研究家である同会長から
は日本の昔話を集めたご著書の寄贈を受けま
した。
ブダペスト滞在中、在ハンガリー伊藤哲雄
大使及び今回のハンガリー
における義捐金募金活動で
大きな役割を演じら れ た
シュデイ・ゾルタン元 駐日
大使ご夫妻のご招待も受け
て極めて有益な意見交換を
行うことが出来ました。
ヴィハール会長から寄贈
（理事長 田中義具） された本

ハンガリーからの義捐金
日付

ハンガリーからの義捐金

金額
（円）

日付

2,218,760

5月

宮城県災害対策本部

8月

あしのめ学園星谷幼稚園

654,324

8月

高田高校

500,000

5月

ハンガリー日本友好協会

6月

ヴェスプレム県ハンガリー日本友好協会

156,603

7月

ハンガリー日本友好協会

801,220

7月

カンテムス合唱研究所

196,501

8月

ニーレジハーザロータリークラブ

171,684

義捐金送金先

ハンガリーからの義捐金残高

金額
（円）
2,218,760

171,684 円（8 月末現在）
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水球の国・ハンガリー
水球日本代表

長沼 敦

2007 年 4 月、ハン
ガリーの地へ降り立ち
ました。世界でも有数
の水球大国に単身で
足を 踏 み入れたとき
の興奮と希望が、その
先の不安など 消し去ってくれていました。
日本では学生を終えると、ほとんどの選手が
競技から離れてしまうのが現状です。私の場合
は運良く、指導していただいた方々に恵まれ、
学生のときに日本代表選手になることが出来
ました。代表選手になり、世界と対戦していく
中で、本物の水球を知らなければ彼らに勝つ
ことは出来ないと感じていました。そこで外国
へ 渡る決断をします。
ハンガリーは水球競技において、2007年当時、
五輪で 2 連覇を達成しており、世界 No.1 の国
です。トップを目指すのであれば、トップを
知らなければ、それを真似ることも、対策を
立てることも出来ません。だ から私は、ハン
ガリーを選びました。
これまで、FEHERVAR POLO（セーケシュ
フェルヴァール）、 UTE（ブダペスト・ウイペ
シュト）
、PVSK（ペーチ）
と3 つのチームを渡り
歩いてきました。そして今季は昨年優勝した
EGER（エゲル）に声をかけてもらい、ヨーロッ
パ でも有数のトップチームに入団することに
なりました。
トップ選手になるためのスタート地点によう
やく立つことができ、また練習の 毎日です。
ハンガリーで活動する一方、日本代表として
も国際大会に出場してきました。そして目標
としてきたオリンピックは、いよいよ来年ロン
ドンで開催されます。出場するためには、ア
ジアの厳しい予選を勝ち抜かなければなりま
せん。アジアではカザフスタン、中国、そして
日本の 3 つ巴状態です。
オリンピックアジア予選は 2012 年 1月23日〜
28日まで 千葉国際水泳場（千葉県・新習志野）
で行われます。それまでに最善の準備をして
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いこうと思います。
私は目標があって、日本からこのハンガリー
へ渡ってきました。何も知らない私に対して、
多くのハンガリーの方々から優しさを持って
接して頂いてきました。
また沢山の方々に助けて
いただきながら、何とかやってくることが 出来
ました。協力して頂いてきた皆様に、誌 面を
お借りして感謝申し上げます。そしてスポーツ
の力で、皆様に元気を届けていくことを誓っ
て、この稿の終わりとさせていただきます。
読んで頂きありがとうございまし た。
水球選手・長沼敦ブログ
http://waterpolonuma.jugem.jp/

（水球日本代表 長沼敦）

ヴィハル・ユディットさん

俳句の旅

9 月10・11日に明治大学で第 6 回世界俳句
大会が開かれ、ハンガリー･日本友好協会の
会長、ヴィハル･ユディットさんとバコシュ・フェ
レンツさんが参加しました。15ヵ国から俳人･
翻訳家が集まり、日本の詩人、歌人、俳人と
交流し、自作を朗読しました。昨年はペーチで
世界俳句フェスティバルが開催されています。
ハンガリーで は 詩人コストラーニ・デジェー
（1885-1936）の翻 訳 により俳句が 紹介され、
80 年代頃から、多くの詩人が翻訳し、俳句風の
短詩を詩作し 始めました。昨年ヴィハルさん
が 編集した「ハンガリーの俳句･1000」には、
282 人の詩人の俳句がテーマごとにまとめ
られています。松尾芭蕉の「奥の細道」の翻訳
も終え、年末には出版される予定です。友好
協会内の俳句サークルでは季節ごとに句会が
開かれ、俳句を楽しんでいるとのこと。大会
前には、「ぼっちゃん」
（ ヴィハルさん翻訳）の
舞台でもあり、正岡子規の生誕地でもある
松山を訪ね、 その時
作った一句を紹介して
下さいました。
夏草や
芭蕉も子規も
胸のなか
ヴィハル・ユディットさん（左）と
（理事 粂栄美子） バコシュ・フェレンツさん
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はじめまして！
ひろしま・ハンガリー友好協会
当協会代表（田中春彦）は、2008 年秋から半年
間ハンガリー政府の招聘によりデブレツェン大学
で化学や環境教育に関する共同研究を行う機会
に恵まれました。さらに 2009 年秋から 2010 年春
まで再び同政府招聘によりブダペストのエルテ
大学で学術交流に従事する傍ら、草の根レベル
でのさまざまな交流を経験することができまし
た。このような体験に基づいてハンガリーとの
友好・交流を一層深めることを目指して、ひろ
しま・ハンガリー友好協会の設立のための第一
回会合（設立総会）を 2010 年 8 月 1 日（日）に開催
しました。2011 年 7 月 29 日（金）には、第２回総
会と懇親会を開催しました。総会では、協会の
運営・活動方針および役員選任などの議事の後、
ハンガリー滞在経験者の報告とハンガリーの音楽
教育についての話題提供がありました。懇親会
では、グヤーシュスープを含む軽食のほかハン
ガリーワインが供され、なごやかな楽しいひと時
を過ごしました。また、ハンガリー出身の会員で
あるシルモイ・モニカさんによるお話（ハンガリー
の水戸黄門−マーチャーシュ王様−）に熱心に耳
を傾けました。その後、多くの会員はハンガリー
人のバリトン歌手出演のコンサートに参加し、
公演後 には 出演
歌手を囲んで
種々の交流 を 持
ち ハ ンガリー文
化 の 香りを 吸収
しました。
なお、当協会のこれまでの活動状況ほか設立
趣旨などの詳細については、次の HP をご覧くだ
さい（http://hhfa09.com/）。
発足して間もない当協会にとりまして、日本
ハンガリー友好協会をはじめ各地の友好協会で
ハンガリーとの友好を目指して活動されている
先輩諸氏からのご指導、ご支援を賜ることがで
きれば幸いです。

（ひろしま ・ ハンガリー友好協会 会長 田中春彦）
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カンテムスファミリー の チャリティーコンサート
東京、町田から Theodori 合唱団が、さる６月
にカンテムス、プロムジカたちの本拠地である、
ニレジハーザを訪問したときに、指揮者、サボー・
デーネシュが、
「3月11日の東日本大地震以来ずっ
とTV の報道でも見た創造以上の大きな被害の
ことを考えていたとこだが、せっかく皆さんが
日本から訪問して下さったので、その機会に日本
の人達のために私たちの心からのチャリティー
コンサートを開かせて欲しいのだが」
との申し出
でがあり、思いがけないことでしたが、有り難く
そのご好意を受けることになりました。
6 月 18 日（土）、
カンテムス、プロム
ジカ、カンテムス
混声など、ファミ
リーの合唱団すべ
てが総出演し、地
元のロータリークラ
ブ・ニレジハーザの
後援もあり、在ハンガリー伊藤日本大使ご夫妻も
ブダペストからいらして頂き、コダーイホール
一杯 の 善意 の 聴衆 をむ かえて、コンサートが
行われました。本来ならば今年の夏はプロムジカ
女声合唱団が来日の予定でしたが、やむなく中
止になり、合唱団のメンバーたちは心を痛めて
いたとのこと、彼女たちの大好きな曲、日本の
うた、ハンガリーのうたなどを歌ってくれました。
合唱団全員が日本からのプレゼントの「はっぴ」
を羽織ってステージで見守る中、当日のチケット
の売り上げをすべて義捐金とする贈呈のセレモ
ニーも行われました。考えれば、この合唱団と、
この町との交流が始まって、来年で 20 年になり
ますが、お互いの美しい信頼と友情に結ばれて、
どこよりも『近くて熱い』関係ができあがり、
その中で生まれた素晴らしいチャリティーコン
サートでした。
このような経過で頂いたささやかながらも、
大きな義捐金でしたから、やはり合唱と関連の
あることに役に立てばと、津波で町の大半がすっ
かり流された陸前高田市にある県立高田高校の、
今までにいつもハンガリーの作品を歌っていた
合唱部のために役立てて頂けるようにと、差し
上げました。これをきっかけとして、ますます
合唱の絆が大きくなればと願っています。本当に
素晴らしいチャリティーコンサートでした。
（日本ハンガリー合唱交流委員会 後藤田 夫規子）
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国際ハンガリー学会に参加して
8月22日から27日まで、第7回国際ハンガリー
学会がルーマニアのクルージュ・ナポカ（コロ
ジュヴァール）で開催されました。この学会は
1981 年に始まり、ハンガリー歴史比較言語学の
より広い分野、ハンガリー学に関するものです。
今回は「様々な地域における言語と文化」を
テーマとし、ハンガリー学全般、哲学、文学、
美術史、民族学、言語学、社会学、政治学、人
口統計学、歴史学、音楽学、演劇及び映画の各
分野、約 600 の研究発表が行われました。参加
者数は地元メディアによると約千人とのこと。
開会式にはハンガ
リー の シュミット 大
統領も出席しました。
日本人発表者は大阪
大学世界言語研究セ
ンターの早稲田みか
石本礼子さん
（左）
と ボンツィダの
教授、岡本真理准教 バーンフィの館前で
授、ELTEの梅村裕子准教授の 3 人でした。私は
民話、民族学の勉強を目的に、モルドヴァ地方の
チャーンゴーにおける聖イシュトヴァーン王、
セーケイ地方コロンド村におけるハンガリーと
ルーマニアの風習の融合例などの発表を聴講し
ました。次の学会は５年後、2016 年にペーチで
開催されます。
（ハンガリー文芸クラブ会員 石川 なほ）

JATA 旅博 2011 開かれる
アジア最大級の旅の祭典「旅 博 2011」が、9 月
30日
（金）
から10月2日（日）
までの3日間、
東京ビッ
クサイトで開催されました。東日本大震災からの
復興を「旅のチカラ」で応援するため、世界 144
の国と地域の大使館や観光局、旅行会社、航空
会社などが 一堂に集合したこの大イベントには、
ハンガリー政府観光局とハンガリーワインダイニン
グ AZ Finom が出展しました。ハンガリー政府
観光局のブースは、ヨーロッパエリアのクロアチア
の隣にあり、
民芸品や刺繍製品、
フォアグラペースト、
貴腐ワインなどの販売が行われていました。また、
最新の観光情報パンフレットも配布され、スタッフ
の皆さんは、販売や説明の応対に追われていま
した。一方、AZ Finomの店は、政府観光局から
50メートルほど離れたワールドフードエリアの一角
にあり、ハンガリー料理の代表的メニュー、
グヤーシュ
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や、セーケイ カーポスタ、
ポガーチャなどが販売さ
れていました。スタッフの
皆さんは、ハンガリー料
理に欠かせないパプリカ
にはビタミン C が豊富に
含まれているので、ハン
ガリー料理を食べ てビタ
ミンC を補給しようと PR
に努め、多くの人が買い
求めていました。

国会議事堂のライトアップ
これまで中央のドーム部分のみがライトアップ
されていたハンガリーの国会議事堂が、8 月20日
の建国記念日よりナトリウム灯による照明で全体
が 美しくライトアップされることになりました。
このナトリウム灯の照明は、照明自体も節電効果
があり、耐用年数も長いそうです。
ハンガリーの「国民の祝日」の 1 つである「建国
記念日」は、首都ブダペスト及び国内各地で盛
大に祝われました。
ブダペストでは前日の19 日から各種イベントが
開催されました。当日 20日は、例年通り朝 8 時
からコシュート広場での国旗掲揚、英雄広場での
国防軍士官就任式、大統領演説など一連の公式
行事 が 行われ、午後はドナウ川で空中ショー、
モーターボートレースが 開催され大勢の人々が
見物に集まりました。
夜は、記念日恒例の花火がありドナウ河畔など
に 15 万もの人々が集まりました。花火は昨年の
2.5 倍以上となる16,000 発が打ち上げられ 、この
花火の後より国会議事堂全体がライトアップされ
ました。
ハンガリーを代表する建築のひとつが、これま
で以上に絢爛豪華に輝いています。
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̶ドナウ川牧歌紀行̶

坂東行和 著

20 年 以上に渡って年に
何回も 訪汎した 滞在紀行
であり、ハンガリーとの
出会いにまつわる物語で
ある。
訪汎する際、さまざま
な目的を持った同行者と
ツアーを組み、その目的
にあったガイドをして、
ハンガリーファンを増やして来ているの が良く
分 かる。
著者のハンガリーに魅せられて綴られる文章
は、温かさと優しさに満ちている。風景も人達も、
ワイン、料理、踊り、祭り、そして歴史も、豊
かな 知識 と 感性 で 案 内 されているから 、 ハン
ガリー への憧れは一段と膨らみ、 今直ぐ訪れ
たい思いにかられる。
特に嘗て日本にもあった、幼き日の原風景が

広がっているような田園、河川の光景に出会え
る田舎町が紹介されているのは興味深い。素晴
らしいのはブタペストだけじゃないと思わせら
れた。
プレリュード ハルタ村から始まり、1 章 旅立
ち 2 章 プタペスト 3 章 ドナウの彼方 4 章
田舎の小道で 5 章 草原の風 6 章 葡萄畑の丘
7 章 湖畔にて、と7 つの章からなる。章の始め
に描かれている美しいカットは著者の絵であり、
詩情あふれる漢詩が中の小さな文章を閉めてい
る。見た目も美しく、どこから読んでも楽しめ
る章立てになっている。
奥さんの菜摘さんは、20 年来ブタペストに在
住し、サクランボという宿の主人として、民間
文化交流に尽力し、ハンガリー旅行の日本人に
取っては力強い存在である。離れて暮らしながら
深い結びつきをしている御夫婦や家族の姿も、
読者にとっては新しい刺激になり、紀行文を奥
深いものに感じさせられる。2011 年 7 月 東銀
座出版社刊。
（会員 田崎信子）

お知らせ
ハンガリーウィークス2011
毎年 9 月に開催していた『 ハンガリー ウィー
クス 』が今年は11月15日からスタートします。
今年は Gundel から新しいシェフが来日します。
ハンガリーで人気のシリアルビスケットも初登場。
お楽しみに！
開催日 ：2011 年 11 月 15 日（火）〜30 日
（水）
会 場 ：水天宮ロイヤルパークホテル
開催日 ：2011 年 12 月 1 日（木）〜4 日
（日）
会 場 ：ホテル ブエナビスタ松本
問合せ先 ： AZ GROUP 久保田
TEL : 03 -5913 -8101
うずめ劇場第 25 回公演「エレベーターの鍵」
会 場 ：レインボーコート参宮橋スタジオ
開催日 ：2011 年 11 月 25 日（金）19:00 開場
26 日（土）13:30 開場、19:00 開場
27 日（日）13:30 開場
問合せ先 ：うずめ劇場オンラインチケットサービス
http://uzumenet.com/net
カンフェティチケットセンター
0120-240-540
後

援 ：駐日ハンガリー共和国大使館

リスト × リスト ピアノリサイタル
2011 年 リスト生誕 200 年 特別企画
会 場 ： 紀尾井ホール
開催日 ： 2011 年 11 月 6 日
（日）14:30 開場
出 演 ：ピアノ − ダーヴィド・バール
ヴァイオリン − 松野弘明
開催日 ： 2011 年 11 月 16 日
（水）18:30 開場
出 演 ：ピアノ − バラージュ・フュレイ
問合せ先：紀尾井ホールチケットセンター
03-3237-0061 ※日ハ友好協会会員割引有り
松浦健 ピアノリサイタル
会 場 ： 浜離宮朝日ホール
開催日 ： 2011 年 12 月 9 日
（金）18:30 開場
出 演 ：ピアノ − 松浦健
問合せ先：プロ アルテ ムジケ
03-3943-6677
info@proarte.co.jp www.proarte.co.jp
フランツ・リスト生誕 200 周年記念レクチャー＆コンサート

ハンガリーが誇る天才ピアニスト リスト・フェレンツ
会 場 ： 城西大学 東京紀尾井町キャンパス
開催日 ： 2011 年 11 月 12 日
（土）14:00 講演
講 師 ：和田 さやか
問合せ先：城西エクステンション・プログラム事務局
03-6238-1400
詳細はブログをご覧ください。
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第1回長野カロタセグ民俗文化キャンプを開催
8 月12 日から約 1 週間半、長野県伊那市にて第
１回長野カロタセグ民俗文化キャンプを開催しま
した。
トランシルヴァニアのカロタセグ地方にゆかりの
ある私たちは、これまでにも日本で民俗舞踊や
文化を紹介する催しを行ってきましたが、今回の
キャンプの特徴は、生活環境においてトランシル
ヴァニアと共通点のある長野の高原の自然の中で
生活し、民俗舞踊や文化を総合的に理解・体験
することでした。近畿・中部地方などから、約 30
名の参加者・訪問者を迎 えてカロタセグの民俗
舞踊を紹介・指導したほか、トランシルヴァニア
農村の文化や生活に
関 す る 講 義・ビ デ オ
上 映・実 習 等 を 行 い
ました。宿泊参加者
はすべて単身参加で
初対面同士でしたが、
舞 踊 講 習 や 野 外 料 理 、 農 作 業などを共 にする
ことによって、すぐに打ち解けることができました。
地元の方にも参加いただき、伊那節保存会の方々
や伊那を拠点とする歌舞劇団と舞踊を通じた交流
ができたのもとてもうれしいことでした。
当キャンプの様子は、3 紙（中日新聞、信濃毎日
新聞、長野日報）に掲載されました。より詳しい
報告や写真は私たちのブログをご覧ください。
私たちは、今後も様々な催しを予定しています。
民俗文化の本場カロタセグでの文化体験をして

新規入会者のご紹介
7月 木村良子（熊本県）、三木敏夫、恵子（北海道）
8月 内田ゆうせい、麗子（東京都）

みたい方には、クリスマスの体験プログラムを
お勧めします。私たちの活動内容や今後の催しの
予定・参加申込については、サイトをご覧いた
だくか、メール・電話で大塚宛にお問い合わせ
ください。
（会員 大塚奈美）

ホテルでハンガリーワインを楽しむ会開催
7 月 29 日（金）
19 時から浅草橋にあるホテルベ
ルモントに於いて、「ハンガリーワインを楽しむ
会」が開催されました。会場には日本人画家 松
井芳夫氏によるハンガリー絵画画約 30 点が展示
され、ハンガリーを紹介する DVD が上演されま
した。バックミュージックはもちろんジプシー
音楽で、会場内はまさにハンガリー一色でした。
今年の 8 月はベルリンの壁が出来て 50 年とい
う事もあり、冒頭で約20分ほどハンガリーの「汎
ヨーロッパピクニック」についてお話させて頂き
ました。ベルリンの壁崩壊の裏で、ハンガリー
が 多大な貢献をした事をご存じない方も多く、
興味深く聞いて下さり、その後もたくさんの質問
を受けました。
50 名を越える参加者は、初めてのハンガリー
ワインやホテルシェフの
お料理に大満足され、閉
会時間が過ぎても会場内
は熱気に包まれ、お開き
になったのは23時でした。
（理事 東 孝江）

緊急人道支援基金
(ハンガリー廃液流出事故対策基金)
7月 丸山竹政、久米邦貞

9月 本多巍耀、隆子（東京都）
（敬称略）

原稿のお願い

日本全国にお住まいの会員の皆さまに、楽しんでいただける情報を発信したいと務めております。ハンガリーに
関連する情報やイベントについてご連絡下さい。
連絡先 E-mail : japhun@kaihougenkou.gmail.com
担当：田崎龍一、東 孝江

編 集 後 記
東日本大震災から 7ヵ月余りが経ち、被災地の復旧・復興が徐々に進んでいます。ハンガリー
からの心温まる義捐金 が被災者の皆さんを勇気づけ、新たな絆が生まれることを願いつつ、
今号を編集しました。
（R.T）
編集委員：東 孝江、瀬川隆生、高橋典子、田崎龍一
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