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　新春恒例の新年祝賀会が1月28日（土）午後1時より、ハン
ガリー大使館で開催されました。今回はセルダヘイ大使の
ご好意により、ハンガリー大使館をお借りして110余名が
出席しました。
　瀬川事務局長の司会で開会、河野会長が都合で欠席され
ましたので、田中理事長が開会挨拶の中で河野会長の次の
ようなメッセージを紹介しました。「セルダヘイ大使は歴代
大使の中で初となる2回目の大使勤務で、前回以上のご活躍が
期待されます。昨今、新聞紙上にハンガリー情勢が掲載され、
ハンガリーの行く末に多少心配されている会員もおられるでしょう。今後、ハンガリーがどういう
方向に向かおうとも、日本とハンガリーの友好関係は不変である。又、こうした時こそ、両国の
草の根交流、文化交流が大切になってくる。友好協会は今年9月に、かつて「ハンガリー日本

友好議員連盟」の会長で著名な映画監督でもあるコーシャ氏の写真
展を企画しており、その時期にあわせて他の文化行事を行うことを
検討している。引き続き会員各位のご協力をお願いしたい」。
　続いて、セルダヘイ大使から「二度目の大使
就任であり、今後4年間はいるので、前回以上に
文化交流の発展に尽くして行きたい。大使館の
扉はいつでも開いているので、来て頂きたい。」と
ご挨拶があり、出席した大使館員を紹介され
ました。
　引き続いて、前ハンガリー日本大使、日本郵便
の鍋倉社長の発声で乾杯しました。
　この後、ミニコンサートに移り、山内達哉さん

（ヴァイオリン）、大河内淳矢さん（尺八）、井尻兼人さん（チェロ）、小堺香
さん（ピアノ）により、「日本の心」をテーマにした情感たっぷりの演奏が
披露され、会場はうっとりした雰囲気に包まれました。
　大使館のシェフの見事なハンガリー料理がテーブル一杯に並べられ、ハン
ガリー料理は初めてという会員からは、感嘆の声が出ました。
　和やかに進むなか、関西ハンガリー交流協会の向山会長、山形
県支部の小野寺支部長、石川ハンガリー友好協会の石本さん、
福岡県支部の雨宮会長、熊本県ハンガリー友好協会の大代事務
局長から、それぞれ報告や挨拶がありました。
　終盤になり、宮崎孝幸さん、吉原映子さんペアーに
よりハンガリー舞踊の踊りが披露され、続いて参加者が
手をつないで一緒に踊り、会は最高潮に達しました。
猪谷専務理事から中締めの挨拶があり、事務局が用意
したハンガリー産ハチミツと山内達哉さんからプレゼント
されたCDをお土産に頂き、満足して大使館をあとに
しました。
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日本ハンガリー友好協会の新年会（2012年）

ハンガリー大使館に行ったのは8年ぶりです
ことに驚いたとおっしゃっていました。それ
から10数名の元教え子たちと会いました。大
使館の文化担当官のカールマン・アンドレアと
少し話しました。というのも私が彼女を「日本
ハンガリー友好協会ハンガリー語講座」の講師
に推薦し、彼女と一緒に教えましたから。最後
にセルダヘイ大使と写真を撮りました。
　帰りも渡邊氏が三田駅まで私の車椅子を
押し、石川さんが新逗子駅に降り、タクシーを
頼み、私をタクシーの中まで乗るのを手伝って
くれました。電車は一人で乗れますが、街では
一人で歩けませんので、ありがとう！

（元専務理事 岩崎悦子）

　昨年末に送られた「バラーッチャーグ」に新年
会が「ハンガリー大使館で開催」の案内があり、
その上に、「新駐日大使にセルダヘイ・イシュト
ヴァーン氏8年ぶり再度の着任」という記事が
出ていました。そうです、2002年に、初めて
ハンガリーでノーベル文学賞をケルテース・イ
ムレが受賞し、私が一番知られる作品の『運命
ではなく』を翻訳し、翌年、つまり2003年7月
に国書刊行会から出版されました。その時、
セルダヘイ大使がハンガリー大使館を会場にし
『運命ではなく』について東京大学の沼野充義
助教授と私が話すことに承知してくれました。
それから3年目の2006年7月24日に左脳出血
になり、右半身麻痺、失語症になりました。
　昨年、初めて一人で車椅子に乗り青梅駅へ
など電車で3度行きました。それで新年会に
参加したいと思いました。その日、衣笠ホーム
から相談員が自動車で運んでくれる予定だっ
たのに、インフルエンザになってしまい、タク
シーに乗って駅に着きました。京浜の新逗子駅
で電車に乗り、横浜駅に石川なほさんが乗り、
三田駅に到着しました。そこから元教え子の
渡邊智紀氏が押し、石川さん、吉岡弥生さん
が一緒に付いて来てくれました。
　ハンガリー大使館に着いて、奥にあるエレ

ベーターで二階の会場に
到着しました。そこでさま
ざまな人と会いました。
田中理事長の奥 様は
2006年7月にご自宅で私
も理事会に出席したの
に、すぐ脳出血になった

　私は去年10月ごろに日本ハンガリー友好協
会の新規メンバーとして承認いただいた本多
巍耀（ほんだ・たかあき）です。年齢は満六十
六歳。定年退職後は
執筆にたずさわるかた
わら、登山を趣味とし
ていますが、もっと見
聞を広げたいと考え、
日本ハンガリー友好協
会の門を叩きました。
　さて、今年1月28日土曜日、会員になって
始めてのイベント参加が大使館における新年
会でありまして、聞けば、大使館を会場として
開放していただいたのはセルダヘイ大使閣下
のご好意によるとのこと。そういう稀なる
チャンスにめぐり合わせた幸運を喜ぶと共に、
あらためてセルダヘイ大使に感謝申し上げま
す。いま一つ、この新年会で私が密かに期待

大使館の皆さんをご紹介します（1月1日現在）
Ｄr.SZERDAHELYI, István
セルダヘイ・イシュトヴァーン、特命全権大使
Mrs.SZERDAHELYI, Reiko
セルダヘイ 玲子、同夫人

Ｄr.GERELYES, István
ゲレエシュ・イシュトヴァーン、公使
Mrs.GERELYES-IVANYIK, Tünde
ゲレエシュ イヴァニク・トゥンデ、同夫人

Mr.ERDŐS, Attila
エルドゥーシュ・アッティラ、一等書記官（科学技術・高等教育）
Mrs.KISFALUSI, Edit
キシュファルシ・エディト、同夫人

Mr. SEPRÉNYI, Gábor
シェプレーニ・ガーボル、二等書記官（経済・報道）
Mrs.NAGYVÁTHY, Viktória
ナジヴァーティ・ヴィクトーリア、同夫人

Ms.KÁLMÁN, Andrea
カールマン・アンドレア、二等書記官（文化・広報・観光・市民交流）

Dr.ZSEBIK, Anikö
ジェビク・アニコー、二等書記官（領事、儀典、スポーツ）

Ms.FÁBIÁN, Emília
ファービアン・エミリア、二等書記官（商務・貿易・投資）
Dr. KISS, Tamás
キッシュ・タマーシュ、 同夫君

Mr.MOLDOVÁN, Viktor
モルドヴァーン・ヴィクトル、料理長
Mrs.HAIDEGGER, Ágnes
ハイデッゲル・アーグネシュ、同夫人

Mr.SÓS, Dénes
ショーシ・デーネシュ、アタッシェ（事務局長）

Ms.DEÁK, Szilvia
デアーク・シルヴィア、アタッシェ（秘書）
Mr.PÁVEL, Endre
パーヴェル・エンドレ、同夫君 

セルダヘイ大使と岩崎さん(中央)

ゲレエシュ公使と本多さん
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ハンガリー舞踊を踊って

　大使館での久々の催事と聞いて、ワクワク
しながら参加させていただきました。沢山の
知人、友人と再会できる楽しみと期待感が日に
日に膨らんできました。
併せて、新しく着任さ
れたセルダヘイ・イシュ
トヴァーン大使に会え
ることと、できるなら懇
談できると嬉しいと密
かに期待をもっていました。また、大使館の
シェフ、モルドヴァン・ヴィクトル氏と再会を
果たすと同時に、腕に縒りをかけたハンガリー
料理を堪能させて戴けたらと、私の日頃の
欲張り癖は止むことなく膨らんでいきました。
新年会は、セレモニーから宴へと進み、次第に
雰囲気が和みをまし、大使もあちこちの懇談の
輪の中に入ったり、写真撮影に気軽に応じ
られていました。友好協会の役員の方 と々大使
館の一致結束した手厚いもてなしに感激いた
しました。様々なハンガリー料理は、美味しさ
のみならず、緻密な計画と計算し尽くされた

　日本の盆踊りが地方によって異なるように
ハンガリーの民族舞踊も地方によって踊りが
異なります。今回、私達はカロタセーグ地方と
メゾシェーグ地方の踊りを踊りました。両地方
とも現在ではルーマニアに属しています。トラン
シルヴァニア（エルデーイ）と呼ばれているこの
地域は、ハンガリー人によってハンガリー語が
話され、ハンガリーの民族芸術（踊りも含め
種々雑多な）が今でも色濃く残っている所で
す。その中から2 つの地方を選んで踊ってみ
ました。次に踊りの構成ですが、男性の踊り、
女性の踊り、3～4人のグループの踊り、男女
カップルの踊りが適当に組み合わさっている
ことが多いです。また、振付けに関しては、
舞台で舞踊団が公演する時以外はありませ
ん。男性の踊りでは個々の人が自由に踊り、
女性の踊り、グループの踊りではリーダーと
なる人がその場で指示し、カップルの踊りでは
男性が自分のやりたいように踊り、相手の女
性を楽しく、美しく踊らせます。今回の2曲
でも、曲によってステップ・動きは異なりま
すが、男性の動きによって、踊りがその場で
作られ踊られました。初めはゆっくりと、段々
速く激しくなり、フィナーレ。私達は楽しく
踊らせていただきました。
ご覧になってくださった
方々、また、一緒に踊って
くださった方々、どうも
ありがとうございました。
（会員 宮崎孝幸、吉原映子）

料理手順と厨房での奮闘が見事に浮き出た
美しいものでした。奥深さをもったハンガリー
の伝統的食文化に私たちを誘っていただき
至福の時を過ごさせていただきました。心か
らお礼申しあげます。新年会は、構成、進行、
料理、気配り等、見事な調和を見せていました。
そんな心地よい雰囲気の中に身を沈めつつ、
今年は、日本とハンガリーの友好活動が、躍動
感を持って突き進むように感じたのは、私だけ
ではなかったと思いました。

（会員 門脇純一）

楽しかった新年会

したものはトカイワインでした。ルイ14世の
「王のワイン」うんぬんの一言は脇に置き、私が
中学生の時に出あった《シャーロック・ホームズ
最後の挨拶》に次のくだりがあります。
「おやまあ、ワトソン君、こいつは豪勢だ。イン
ペリアル・トカイじゃないか！」
「頂戴しよう。それにしてもいい酒だね、ホー
ムズ君」
「フランツ・ヨーゼフ帝秘蔵のワインだそうだか
らね。ところで東風（こち）が来るよ、ワトソン
君、戦争の足音が近づいているのだよ。行く
前にトカイをもう一杯どうだい？」
　コナン・ドイルのホームズ作品はこれをもっ
て幕となり、ハンガリー大使館の新年会に出席
させていただいた私は、かくして50年以上も
前の生意気盛りに戻り、かつて抱いたトカイの
思い出にひたりつつ、グンデルワインのコーナー
を一人じめする勢いでトカイにへばりついた
わけです。

（会員 本多巍耀）

シェフと記念写真（左端が門脇さん）

 吉原さん、宮崎さん
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福岡県支部の活動について

「地球と話す会」2011 遠征報告写真展

石川ハンガリー友好協会
「ハンガリーワインを楽しむ会」を開催！

　みなさん、こんにちは。石川県金沢市を中心
に活動をしております石川ハンガリー友好協会
です。
　当協会は、加賀前田家18代当主の前田利祐
氏、三谷産業（株）会長 三谷充氏、金沢大学
名誉教授 石本浩康氏など8名の発起人の呼び
かけにより、平成8年7月に設立されました。
石川県とハンガリーとの友好親善を図ること
を目的に活動をしておりますが、その1つの
イベントで新年会を兼ねた「ハンガリーワイン
を楽しむ会」を2月10日に開催いたしましたの
で、皆様にご紹介させていただきます。
　今年の金沢は雪の日が多く、開催当日も寒い
夜となりましたが、会員の方を中心に36名の
皆様にお集まりいただきました。このイベン
トは、会場を三谷産業（株）の社員食堂をお借
りし、好きな料理をお好みのワインで気軽に
お召し上がりいただくブッフェ形式で、アット
ホームな雰囲気のなか会話を楽しんでいただ
くことを目的とした手作りのパーティです。
　お召し上がりいただく料理については、ハン
ガリーの雰囲気を料理に取り入れる努力をこ
れまでしてきましたが、なかなか本場の味に
近づくことができませんでした。そこで、今回
ハンガリー料理やワインを提供されているAZ 
GROUP東様ご協力のもと、本番のグヤーシュ
スープ、ポガチャ、PICKスライスサラミオード
ブルを空輸で金沢に取り寄せ、グンデルの赤、
白、貴腐ワインと合わせて参加者の皆様にご
堪能いただきました。

　お蔭様で、ハン
ガリー料理とワイン
をまさに楽しむこと
のできるイベントと
なり、終始和やかな
楽しい雰囲気の会
となりました。社員

食堂のため、パーティ終了後は全員で後片付け
をしたのはいうまでもありません…。
　今後とも、ハンガリーと石川県との結びつき
が強くなるよう、会員一同取り組んでまいります。
全国のハンガリー協会の皆さん、機会があれば
金沢のイベントにもご参加ください。お待ち
しています。

（事務局 加藤正晴）

　日本ハンガリー友好協会福岡県支部は2008
年、福岡県西部豊築地域の築上町に理事の萩
原淑子さんが活躍されておられるグループ「オ
クーン・アンサンブル」をお招きして盛大に設
立されました。
　その支部結成のきっかけとなったのは、築
上町の緑地公園「メタセの杜」の物産館の隣に
国際交流館が開設されたことです。
　その開館記念に《日本ハンガリー文化交流
展》がハンガリー大使館のご協力を得て企画
され、そのテープカットの式典にジュラ・ダブ
ローナキ駐日大使閣下のご臨席を賜ったこと
にあります。　
　その後、クラシックコンサートは毎年開催さ
れ、萩原理事のご参加をいただいております。
　昨年の12月にも「弦の響き～クリスマスに
寄せて」が盛大に開催されました。
　支部の目標は勿論文化交流にありますが、
日ごろ催す「グヤーシュ」の会など好評を得て
おり、食についても生活の中の料理教室を開講
するなど行っております。
　今後は、ドナウ川沿いの美しい町ヴェルー
ツェ町の元町長、アルパリー・ジュリー氏など
のご協力を得ながら、両町の姉妹町提携など
も視野に入れ、来年は設立5周年でもあり、
活動を進めたいと思っております。

（会長 雨宮一正）

　1993年に発足したこの会は、西安からロー
マまで約15000kmを20年かけて自転車で横
断する「ツール・ド・シルクロード」、10年かけて
歩いて横断する「あるく・ド・シルクロード」、
家庭など生活に密着しながら横断する「ライフ・

ハンガリーワインを楽しむ会

～弦の響き（クリスマスに寄せて）～コンサート
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アグネス・フス作陶展を見る

サロン講座「ハンガリーを知ろう」で講演

水指、酒器、茶碗や珈琲カップの器等100余点
が展示されていました。ご主人の銅板作家 
若林文夫さんの作品も展示されていて、壁面
を彩り立体的な芸術
空間を造り出して、
鑑賞を楽しませてい
ました。
（常務理事 田崎龍一）

ド・シルクロード」の3つで構成されています。
　2010年にハンガリーを通過する事がきっ
かけで、隊長が友好協会に入会して下さい
ました。陰ながらアンケートの翻訳や、ハン
ガリーの歌「はるかぜふいたら」をカタカナに
翻訳し、少しだけお手伝いしました。
　今年は調布展2月15日（水）～17日（金）、四谷
展3月2日（金）～4日（日）、市川展4月2日（月）～
4日（水）の3ヵ所で2011年度の遠征写真展が
開催。四谷の写真展を見に行ってきました。
会場は3つのコーナーに分かれ、たくさんの
写真が展示されていました。それらの写真は
プロの写真展かと見間違うくらい素晴らしい
アートでした。毎月会議を開き1年間かけて
訪れる街の勉強をされ、まるでプロのガイド
のように詳しく生き生きと会場の写真の説明
してくれました。学校や市庁舎なども表敬
訪問し親善大使のような活動に頭が下がる
思いでした。平均年令は何と67歳、西安の
スタートから18年連続ご夫婦で参加している
方もいて驚きました。また、2010年2011年と

ハンガリーを通過し、
自転車とあるくの両
方に参加され、ハン
ガリーは東西南北
殆ど制覇し大好きに
なったという方もい
ました。

　この「地球と話す会」は今年の遠征で終点の
ローマを目指します。東大寺管長からのローマ
法王への「東日本大震災支援」御礼親書持参
し遠征終了。文字通り解散だそうです。
　何だか寂しい気がしますが、普通では味わう
ことのできない貴重な体験をされ、うらやま
しいと同時に、最後の遠征のお手伝いを少し
でも出来ればと思っています。

（理事 東 孝江）

　長野県千曲市在住のハンガリー人の陶芸家 
アグネス・フスさんの作陶展が、2月28日から
3月5日まで、そごう横浜店の美術画廊であり
ました。彼女の作品は、帯状の陶土を巻き
つけることにより造り出す技法と造形性が
注目を集めています。今回は色鮮やかな花器、

　1月16日、楽学塾のサロン講座で「ハンガリー
を知ろう」と、旅行会社のような表題をいただき、
31年続けている「ハンガリー刺繍愛好会」主宰
として話をする機会を得た。楽学塾は古典から
現代までの日本文学を講読、散策、旅行を目的
に、都立高校校長など
を歴任した立堀隆三氏
が立ち上げた人生経験
豊かな会員が楽しく学ぶ
サークルである。
　サロン講座は1月の休講期間に行う番外編
で、私たちの作品展示と、ハンガリー民間伝承
工芸への深い愛と洞察に一生を捧げた女性、
レンジェル・ジュルジィ先生の多くの著書と、
亡くなるまでの11年間の交流から私が学んだ
ことを伝えることを大切にした。
　ハンガリーに伝わる多くの異なった様式の
刺繍は、異なる時代、地方、民族によって制作
されてきたので、一地方で全ての手法の作品は
作られないこと。ハンガリーの女性が誰でも
刺繍をするわけではないこと。そして、16世紀、
「多言語、多民族こそ強力な国家を形成しうる」
と、マーチャーシュ王が語ったこと。すでに
古代ローマ史にも散見する民族の名を冠した
地名があることなども話した。中世最盛期の
広大なハンガリー王国の地図や16世紀半ば
まで侵攻を繰り返したトルコの置きみやげの
チューリップとカーネーションの文様。第一次
世界大戦で失った国土の3分の2に残るハン
ガリー民族の故郷に今も伝わる刺繍など、ス
タッフともに、参加者24名、興味を持って聞い
てくださったことに感謝し、ハンガリー政府観
光局から拝借したDVD「ハンガリーハイライト」
の上映に歓声が上がったことを報告する。

（ハンガリー刺繍愛好会主宰 笠木千束）

遠征写真展、四谷展にて

アグネス・フスさん
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全国大学巡回
大震災追悼祈念コンサート＆写真展

　2月3日、「コーシャ・フェレンツの世界」実行
委員会の第2回会合が協会事務所で行われ、

写真展の正式名称を「写真展　コーシャ・フェ
レンツの世界　多元時空」と決めました。
　今後の宣伝広報については、作品見本の
到着を待ってチラシの制作に入ることや、巡
回展の日程などについても協議しました。

大山葉子写真展
「メフィストの調べ　～ブダペストから～」

　リスト音楽院（ヴァイオリン科）へ留学後、写真
家の道へ進まれた大山葉子さんの写真展。
　７年間過ごしたブダペストを14年ぶりに訪れ、
音楽の生まれ出づる国の気配を捉えようとレン
ズを向けた。

日　時：2012年4月6日（金）～4月28日（土）
　　　　　11時～19時（日、月曜、祝日休館）
会　場：ギャラリー冬青
　　　　 東京都中野区中央5-18-20  
　　　　 TEL　03-3380-7123

　今回のコンサートは、ハンガリーから作曲家
ヴェドレシュ・チャバ氏が自作の追悼曲を持って
来日します。彼が日本に捧げる追悼と慰めの二
曲を核として、各都市を巡回するコンサートです。
　本チラシのガレキから
芽吹く希望の若葉と昇龍
の絵は、ミヒャエル・クー
デンホーフ・カレルギー
画伯のご厚意で提供され
ました。画伯はEUの生み
の親リヒャルト・クーデン
ホーフ・カレルギー氏の
甥で、クーデンホーフ光子
の孫です。

【北海道大学】
日　時：2012年4月7日（土） 16時～18時
会　場：北海道大学クラーク会館
【早稲田大学】
日　時：2012年4月13日(金) 16時～18時
会　場：大隈記念講堂
【東京大学】
日　時：2012年4月14日(土) 14時30分～18時
会　場：東京大学弥生講堂
【城西大学】
日　時：2012年4月28日(土) 15時～16時
会　場：城西国際大学水田記念ホール
◆共催◆
各開催大学、ハンガリー文化センター、日本ハンガリー
友好協会

吉川久子フルート・コンサート
～矢戸の風・山田耕筰を想う～

日　時：2012年４月22日（日） 15時開演
場　所：ハスキーズギャラリー
　　　　（JR茅ヶ崎駅北口徒歩1分）
問合先：ハスキーズギャラリー
　　　　 TEL　0467-88-1811

ピアノデュオ　ゲンソウジン
リスト作品シリーズ 3　Bukyoku～舞曲

日　時：2012年4月22日(日)  14時開演
場　所：オーキッド ミュージック サロン
問合先：サウンド&ミュージック クリエーション
　　　　 TEL　03-5797-5415

プロムジカ女声合唱団　2012年来日公演

　昨年の東日本大震災では、ニレジハーザ市で
チャリティーコンサートを開き、その全額を日本
に送ってくれました。和合亮一作詞、新実徳英
作曲の「つぶてソング」を「レクイエム」として
来日公演を開催する事になりました。
　7月13日(金)実践女子学園中・高等学校を
スタートに全国13ヵ所で開催されます。
詳しくはホームページをご覧ください。

問合先：日本ハンガリー合唱交流委員会
　　　　 TEL　03-3416-1538
　　　　 http://www.5d.biglobe.ne.jp/̃gasshou/

ジェルボー東京本店移転

　2009年6月に東京・青山にオープンしました
ジェルボー東京本店が、４月23日に現店舗より
ほど近い紀伊国屋の入っている商業ビルに移転
します。移転先は港区北青山3-11-7 Aoビル
2階。新店舗はカフェ＆レストランの形態で、
現店舗は5月上旬まで並行して営業。

詳細はブログをご覧ください。

コーシャ・フェレンツ写真展

お知らせお知らせ
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編 集 後 記

2012年の新年会は、セルダヘイ・イシュトバン新駐日大使のご好意で、初めてハンガリー
大使館で開催されました。改めまして、大使をはじめ、大使館スタッフならびに関係者に
御礼を申し上げます。会報には、会員の方々から直接の感想をいただきました。多いに
楽しんでいただいたご様子で、主催側一同も喜んでおります。沢山の皆様のご参加とご
協力ありがとうございました。 今後とも、皆様のイベントに対するご感想や活動ぶりを
協会にお寄せ下さい。（ＴＳ）

新規入会者のご紹介

12月 嵯峨由佳子（東京都） 1月
2011年 2012年

服部貞夫（愛知県）

（敬称略）

編集委員：東 孝江、瀬川隆生、高橋典子、田崎龍一

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

会費納入のお願い会費納入のお願い

総会 のご案内

皆様、お健やかにお過ごしのことと、お喜び申しあげます。
いつも日本ハンガリー友好協会の活動にご理解、ご支援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）を同封しております。ご使用の際には、
通信欄に内容および住所、氏名、連絡先を必ずご記入下さい。
尚、同封の案内は、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、
何かの手違いがございましたら、お手数ですが、事務局にご連絡下さいまいようにお願い致します。

日本ハンガリー友好協会事務局

なお、議案書は総会当日、会場で配布いたします。
また、出欠のご回答は、5月10日（木）までに同封ハガキでお知らせ下さい。

年に一度の総会を下記により開催いたしますので、
奮ってご参加くださいますようお願いいたします。

開催日時 2012年5月26日（土）
総　　　　会　12：00
懇親パーティ　13：00～15：00

会　　場 ロイヤルパークホテル　東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目1番1号
電　話：03-3667-1111
最寄駅：地下鉄半蔵門線 水天宮前駅(直結)　4番出口　　　　　

議　　題 １） 2011年度活動報告
２） 2011年度会計報告
３） 2012年度活動方針案
４） 2012年度予算案
５） 役員改選等

会　　費 一人　8,000円（同伴の家族会員、学生会員は4,000円）
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