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　新春恒例の新年祝賀会が2月2日（土）午後1時30分より、ハンガリー大使館で
100余名が出席して、盛大に開催されました。
　瀬川事務局長の司会で開会、初めに河野会長が次のように挨拶されました。
「ハンガリーと日本とはいい関係が続いています。両国の経済はそこそこの
レベルで安定していますが、お互いの国を理解し、協力し合おうという気持ち
をもっていることは良いことです。最近の話題としては、北海道の十勝でハンガリーレストラン
があり、ハンガリーフェスティバルが計画されています。また、先日の大相撲では、ハンガリー
出身の「舛東欧」が頑張っているので、応援してあげてください。今年１年をハンガリーの関係を

大いに前進させるために、皆さんと一緒に努力して行きたい」。続いて、セルダ
ヘイ大使から「友好協会の皆様に感謝したい。草の根交流を始めあらゆる意味
での交流がうまく行かなければ、国のやっている仕事（政治、経済、外交、教育
など）はうまく行きません。この基礎を作るために、友好協会の役割は非常に
大きい。皆さんの御陰で両国の交流がうまく行っています。私は大使として

２度目、外交官として３度目ですが、私が大使でいる間は、友好協会の新年会を大使館で開き
たいと思います」。
　また、2009年の秋にエリザベート橋のライトアップを手がけられた照明デザ
イナーの石井幹子女史からも、一言ご挨拶があり、日本郵便（株）の鍋倉社長
（元在ハンガリー日本大使）の発声で乾杯し、懇談に入りました。

　別室には、ハンガリー料理の数々が並べられ、大使館提供の
ワインも沢山用意され、出席者は本場の味に舌鼓を打ちました。
今回の料理はハンガリーの伝統的な冬の料理で、料理長お手製のソーセージが
沢山用意され、また、埼玉県小鹿野町の丸山竹政さん（ボハール前大使のホスト
ファミリー）から届けられた沢山のイチゴも盛り付けられていました。会場には、

大使館館員をはじめ山形や茨城、長野、愛知、神戸、石川、島根など遠方からも多数出席され
ていて、あちこちで、旧交を暖め合い、情報交換の輪が出来ていました。中盤に入り、ハン
ガリー民俗舞踊継承指導者のラザール・アティラ、大塚奈美さんご夫妻とそのグループにより、
踊りが披露されました。美しい民俗衣装を着たダンサーたちの動きは、会場を魅了し、続いて
参加者も踊りの輪に入って一緒に踊り、会は最高潮に達しました。

　3時30分、田中理事長の中締めでお開きとなり、来年も大使館で会いましょうと、お互いに
挨拶を交わしながら、お土産（ハンガリーワインのミニボトル）を頂き、満足して大使館をあとに
しました。

新年祝賀会 大使館で盛大に開催新年祝賀会 大使館で盛大に開催

館

発行所：日本ハンガリー友好協会
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-28-11

　　  クレール五反田609号
TEL: 03-3473-9870  FAX: 03-3440-9495
http://www.jpnhun.org



（2）2013 年 3 月 29 日 日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ

ターンツハーズ運動40年・
無形文化遺産指定記念イベントを終えて

　「ターンツハーズ」とは「踊りの家」を意味する
ハンガリー語です。伝統的な民俗文化が消滅に
向かっていた首都ブダペストで、トランシルヴァ
ニアのセークの習慣に倣って、振り付けのない
民俗舞踊を生演奏で楽しむ会を初めて試みて
から昨年で40年を迎え、今では世界中で実践
している人たちがいます。2011年にはその
方法論が、無形文化遺産保護のための優れ
た活動としてユネスコの無形文化遺産リスト
に登録されました。これを記念しターンツ
ハーズ運動の発生と発展を支えたハールモ
シュ・ベーラさん（ヴァイオリン）を中心とする
楽団を迎えて東京・愛知でそれぞれ２回ずつ
の公演をメインに、札幌から大阪までの７つ
の都市で催しを行いました。
　当センターでは、トランシルヴァニアのカロ
タセグ地方で生まれ育った伝統保持者であり
舞踊の実演・指導者であるラーザール・ア
ティッラと舞踊の実演・研究者である筆者夫
婦を中心に、民俗文化の紹介や文化体験・
文化交流事業を行っています。表面上だけで
はない、現地での実際の生活経験と研究に基
づいた本場の民俗芸術をより多くの方に体感
していただくことにより、生きる力の原点とも
いえる民俗芸術の魅力と力を共有していきた
いという考えの下
で活動をしていま
す。それ故、私達
は上演型だけでな
く、参加型・双方
向型のイベントも
重視しています。

「ハンガリー学会」設立記念大会開かれる

　２月16日（土）、大阪大学豊中キャンパスで
「ハンガリー学会」第１回設立記念大会が開かれ
ました。大会には大学教員、院生、民間の研究
家など約30人が参加。
　最初に、池田哲郎京都産業大学教授が学会
設立の趣旨説明。続いて、丸山珪一金沢大学
名誉教授が 「ルカーチ研究とハンガリーの現状」
について記念講演をしました。
　その後、田代直也関西外国語大学准教授と
鈴木広和大阪大学准教授の発表があり、大会
終了後は千里中央において懇親会が開かれま
した。日本のハンガリー研究がさらに発展して
いくことが望まれます。

（ハンガリー文芸クラブ会員　渡邊智紀）

今回も、メインの公演の他にワークショップ
等、約15もの関連プログラムを行うことが
でき、大きな手応えを感じました。中でも大
雪に見舞われ、交通機関も止まった東京の
イベントに40人以上の方が参加してくださり、
２時間も歩いて会場に駆けつけてくださった方
も複数いらっしゃっ
たのは忘れられない
出来事です。今回の
事業に当たり、ご
支援、ご協力いた
だいた各地のみな
さまに感謝申し上
げます。
（トランシルヴァニア日本民俗文化センター

代表 大塚奈美）

大使館の皆さんをご紹介します（2013.3.15現在）
Dr.SZERDAHELYI, István
セルダヘイ・イシュトヴァーン、特命全権大使

Dr.GERELYES, István
ゲレイエシュ・イシュトヴァーン、公使

Mr. ERDŐS, Attila
エルドシュ・アッティラ、参事官（科学技術）

Mr. SEPRÉNYI, Gábor
シェプレーニ・ガーボル、一等書記官（経済・報道）

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

Ms.VINCZE,Zsuzsa
ヴィンツェ・ジュジャ、三等書記官（領事）

Ms. FÁBIÁN, Emilia
ファービアン・エミリア、二等書記官（投資・貿易）

Ms.DEÁK, Szilvia
デアーク・シルヴィア、アタッシェ（大使秘書）
Mr.SZŐTS Balázs
ソーチ・ボラージュ、料理長

Ms.BÁLINT, Anna
バーリン・アンナ、アタッシェ（経済）
Mr. SÓS, Dénes
ショーシ・デーネシュ、アタッシェ（事務局長） 
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　日本・ハンガリー交流史を研究していると、
ハンガリーで早い時期に出版された日本紹介の
本格的な書物に出会える。これらについてハン
ガリー文芸クラブの例会で話す機会をいただいた
ので短く紹介したいと思う。
　ハンガリーでは19世紀後半から日本への関心
は高く、欧州での万博参加などでジャポニスム
が流行すると、その波はすぐハンガリーへも波
及した。日露戦争でも日本の勝利は好意的に受
け取られた。その後自民族のルーツ探しもあって
東への関心は益々高まり、ツラン主義運動など
も起こる。こうして日本と外交関係が結ばれる
や派遣団や美術コレクター達が日本を目指した。
そして旅の体験を元に何冊もの本が出た。
　最初の大冊はかのセーチェーニ伯爵の息子
ベーラが組織した探検隊で『セーチェーニ伯の
東洋紀行』という一冊が、随員クライトナーの
手により1882年に出版された。その後次々と
出た書籍の執筆者は、職業で見ると船医、聖
職者、学者、ジャーナリスト、官吏と様々で
ある。皆、ハンガリーの豊かな時代を反映して
結構お金のかかる旅をし、出た本も豪華な装丁
の分厚いものが多い。
　例えば民俗学者バラー
トシ・バログ・ベネデクの
『大日本』（1906年）では、
特徴的な日常生活が活写
されていて、入浴の意味
が欧州とは少し違う事の
説明とか、熱すぎた湯船
からあわてて飛び出す
筆者の様子がユーモラス
に描かれている。また
日本人のお愛想は表面的
だが、一度信用を得ると心から親しくなれる…
など国民性をよく表現している。

　あるいはカトリックの司教として三度日本に
来たヴァイ・ペーテル伯はアジア地域について

三冊の本を書いた専門家である。特に美術に
造詣が深く、一冊は本格的な東洋美術紹介の
本。例えば和室について「簡素で素材も高価
ではないが、全体の一体感から来る洗練された
雰囲気は住む人に特別な影響を与える」と説明
する。「整然とした秩序と清潔さは住居の価値
で和室からこそ醸し出される。健康的で親しみ
のある空間」と評価していた。（『東洋の芸術と
美的趣向』1908年）今読んでも貴重な情報が
満載されている。
（ELTE准教授・国際交流基金フェロー  梅村裕子）

　「ZONGORA（ゾンゴラ）の会」が、「リスト・
フェレンツピアノ曲全曲演奏シリーズ」を開始し、
去る１月18日札幌コンサートホール・キタラに
於いて、シリーズ第１回目のコンサート「リスト
への扉」が開催されました。
　「ZONGORAの会」は、リスト音楽院を日本
人としては初めて、演奏家ディプロマを取得
して卒業した、日本ハンガリー友好協会北海道
支部長の谷本聡子氏が、大学での教え子と共
に、1999年に結成し、毎年演奏会を重ねてい
ました。10周年記念の演奏会後、ピアニスト、
声楽家、管弦楽器奏者を含む若手演奏家団体
に発展しました。谷本聡子氏がリスト直系の
玄孫弟子であることから、リスト作品のみな
らず、長年ハンガリーで教育を受けた伝統的な
読譜や演奏法を北海道に伝えていくため、始
めたものです。何百曲という遠大な企画で、
次なる世代へ託す想いは、日本ハンガリー友好
協会の副会長であった、故谷本一之氏が、
蒔いて培ってきたハンガリーとの絆を引き継
ぎ、発展させていく道の一つとして、北海道
支部を引き継いだ想いでもあります。
　演奏・演出共、船出に相応しい舞台となり
ました。　　　　　　　　　　（北海道支部）

ハンガリー人の目に映った明治の日本
～20世紀初頭に出版された日本紹介の書籍～

リスト・フェレンツピアノ曲全曲演奏シリーズ
第１回コンサート「リストへの扉」開催

©船戸俊一
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作品を前に談笑 バーリン・コーシャさんも
親しく説明

主催：大阪大学外国語学部ハンガリー語専攻他
Ｈ24年11月28日～30日

　昨年来全国巡回している写真展「コーシャ・フェレ
ンツの世界－多元時空」が関西でも開催されました。
　11月28日の初日には日本ハンガリー友好協会の
田中理事長、猪谷理事他をお迎えしてオープニング
セレモニーを挙行。
　コーシャ・フェレンツさんの御子息バーリン・コー
シャさんも挨拶に立たれ、お父様の活動は、「言論
の自由がなかった時代、人々が求めている人として
の尊厳を取り戻すための表現手段の模索」であった
と解説されました。
　そして楽しい演奏の時間。福永さんのグループに
よるジプシー音楽に続いてヴィクトール・ヘレン
チャールさんのツィンバロン演奏。世界的な奏者の
日本コンサートの一環をこんなに身近で鑑賞できる
幸せをかみしめながら「嵐」、「さくらさくら」など
４曲のほかアンコール曲「白鳥」などを聞きました。
　小休止のあと、コーシャ・フェレンツ監督による
映画「ゲルニカへの道」を鑑賞。反響がすばらし
かったので、より多くの人に見ていただきたいと
鑑賞の機会を増やす動きがあります。
　写真展はオープニングセレモニー会場の前の
ホールで行われ、「ハンガリー」、「ヨーロッパ」、「海」、
「日本」等30数点を展示。作者の意向で写真一枚
一枚のキャプションがないにも関わらず多くの人が
それぞれに経験、夢、憧れあるいは懺悔などを
写真の中に感じ取り、共感し同化する時間を楽し
みました。このように人の心に訴えかけ、ひと時
別世界に導く作者の力量は大変なものと言わざる
を得ません。じつに奥深い写真展でした。

　なお、日本ハンガリー友好協会をはじめ各方面
のみなさんには大変お世話になりました。厚く御礼
申し上げます。
（関西ハンガリー交流協会　理事　慶野雅彦）

コーシャ・フェレンツの世界「多元時空」
感性に響いた、写真展

　東京から始まったコーシャ氏の写真展は、千葉
県、山形県、大阪府と廻って最終の開催地、岐阜
県関市の中部学院大学で１月23日（火）から２月３日
（日）まで開催しました。期間中の入場者は、約
2000人となりました。この予想を超える入場者数
は、作品の訴求力が強かったことから学生を始め
近郊の市民、友好協会員らの話題となったことが
その理由と見ています。また展示会場が大学図
書館の前にあったため、図書館利用者に鑑賞を
促したことも分かりました。
　会場に設置した感想ノートを見ると、「大学とい
ういつも来る場所で外国と国内の写真を見ること
ができるのはうれしかった。（女性）」「写真の中に

自分が吸いこまれそ
うな感覚があり、あの
すばらしい風景の中に
自分がいるかのよう
だった。（男性）」と学生
の素直な感想が書いて
ありました。一般鑑賞

者からは「自然の美、世界の美しさをこのように
とらえた撮影力に感激しました。そしてこのよう
な美がこんなに多くあることに、心がいやされ
そして励まされました。（60代女性）」「撮り方（技術
など）によって、これ程説得力のある写真が生ま
れることに大変驚きました。コーシャ氏の人生が
その礎にあってのことが重要であると思います
が…。（60代男性）」「どの作品もすばらしく、その
場所に訪れたくなる。想像力をわきたたせる作品
でした。心が豊かになりました。（40代女性）」「写真
が自然の佇まいの空間に本人の個性が表現され
ていて感動を覚えるものが存在する！！自然の空：
岩：水：木々：季節感：世界観！！（65歳以上男性）」
と書き留めてあり、各作品が見る人の感性に響い
た印象が伺えました。
　また、作品として紹介
された正眼寺の山川
宗玄老師が来場され、
一瞬の光の捉えかた
に感心されていまし
た。コーシャ氏と岐阜
県ハンガリー友好協会
の交流は、18年前に遡ります。この間に様々なご
支援を受けましたが、コーシャ氏と山川老師の間
で劇的なご縁があることがわかり、以来、親しい
交流が続いているなど話が尽きません。今回の

コーシャ・フェレンツ写真展の巡回、
終了する

　ハンガリーの映画監督、コーシャ・フェレンツ氏の
写真展「多元時空」の巡回展が、昨年９月、城西国際
大学水田美術館での展示を皮切りに、山形、大阪、
岐阜で開催され、今年２月に全日程が終了しました。
　今号では、昨年11月の大阪展（会場：大阪大学）
と今年１月の岐阜展（会場：中部学院大学）の模様
を以下にお知らせいたします。

コ―シャ・フェレンツの世界「多元時空」
大阪大学理工学図書館ギャラリー
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十勝「ハンガリーフェア」
セルダヘイ大使訪問される

　駐日ハンガリー
特命全権大使の
セルダヘイ・イシュ
トヴァーン氏が
２月22、23日、
北海道東部の十
勝地方を訪れ、
行政関係者や産業団体、大学関係者などと交流
を深めました。
　十勝地方は帯広市など１市18町村で構成
する畑作、酪農・畜産が盛んな地域。同緯度
にあるハンガリーとは気象条件や風景が酷似
しています。
　帯広の隣、幕別町の観光庭園「十勝ヒルズ」の
レストランに昨年夏、ハンガリー大使館の前
料理長、モルドヴァン・ヴィクトル氏が着任。
ヴィクトル氏もメンバーの「フードバレー・
シェフの会」がハンガリー料理フェアを開催
することになり、シェフの会事務総長の林
克彦さん（十勝毎日新聞社取締役）、梶原一生
さん（丸勝常務）が外務省を通じてセルダヘイ
氏を招きました。帰国中の山本忠通・在ハン
ガリー日本国特命全権大使も合流しました。

　セルダヘイ氏は
22日、帯広市役
所を表敬訪問し
米沢則寿市長と
懇談、同市内で
講演を行いまし
た。夜は十勝ヒ

ルズで歓迎夕食会が開かれ、十勝総合振興局
（北海道の出先機関）の橋本博行局長、十勝地区
農協組合長会の有塚利宣会長、中川郁子衆院
議員、米沢市長らとハンガリー料理を囲んで
懇親を深めました。
　23日午前は「十勝ワイン」で有名な池田町を
訪問。同町は白ワイン用のブドウ品種をハン
ガリーから導入した経緯があり、勝井勝丸町長
からワインの歴史について説明を受けました。
午後は帯広競馬場に移り、世界で唯一の「ばん
えい競馬」（農用馬にソリを引かせる競馬）を

見学、「ハンガリー大使来勝記念杯」の優勝
騎手を表彰しました。最後は帯広畜産大学に
立ち寄り、長澤秀行学長の案内で原虫病研究
センターを視察。同大が年内にも聖イシュト
ヴァーン大学（ブダペスト）との間で学術・教育
交流に関する協定を結ぶことが紹介されま
した。
　セルダヘイ氏は「十勝とハンガリーの交流の
基盤を築くことができ素晴らしい２日間となっ
た。食文化、農業、学術・文化など交流の可
能性はいろいろある。今回を出発点として、
将来的には自治体同士の交流につながれば」と
期待していました。
（十勝毎日新聞社 社長室長　能勢雄太郎）

フードバレー・シェフの会のメンバー

友好会館にて

パプリカフォーラムにて

歓迎夕食会であいさつするセルダヘイ大使

「次の30年へ」友好の架け橋
ハンガリー・ソルノク30周年記念派遣事業

　遊佐町とハンガリー・ソルノク市との交流
30周年を記念して、1月2日～9日に交流派遣
事業が実施され、18名の団員がハンガリーを
訪れました。
　訪問団は30周
年記念パーティー
のほか、パプリカ
フォーラムやソル
ノク市立交響楽団
ニューイヤーコン
サートなどに参加。
ソルノク市役所やブタペストの在ハンガリー
日本大使館を表敬訪問するなど、積極的に
交流を図りました。派遣団には何回もハン
ガリーを訪れている団員もおり、昔を振り
返りながら旧交をあたためあう場面が見られ
ました。

　親睦と絆を深
め、次の30年へ
向けて遊佐町と
ソルノク市に友好
の橋を架けた記
念派遣事業の成
功を引き継ぎ、

３月には町内の中高生らが同市に派遣される
予定です。

（2013.2.1「広報ゆざ」より）

写真展は、コーシャ氏の芸術家としての活動を再
認識し、改めて大きな足跡を残されていることを
知る良い機会になったと思いました。
（岐阜県ハンガリー友好協会　理事　纐纈春彦）

Photo：十勝毎日新聞社提供
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FCCJ 2013 FLUTE CONCERT
吉川久子フルートコンサート

お知らせお知らせ

日　時：2013年4月12日(金) 
　　　　 18時00分（開場）
場　所：特例社団法人日本外国特派員協会
　　　　  （有楽町電気ビル北館20階）
主　催：特例社団法人日本外国特派員協会

03-3211-3161（プレスクラブ）

お詫び

【お問合せ先】

European Fork Art-Roses
フォークアートのバラを描く
日　時：2013年4月1日（月）～4月10日（水）
場　所：神戸北野異人館　ラインの館
主　催：アトリエ ペペル

072-624-6012（高田）
【お問合せ先】

カンテムス少女合唱団日本公演

「春風ほほえむコンサート」
日　時：2013年3月31日（日）
　　　　  15時00分（開演）
場　所：所沢市民文化センターミューズ

日　時：2013年4月3日（水）
　　　　  18時30分（開演）
場　所：東京銀座王子ホール

主　催： 日本ハンガリー合唱交流委員会

03-3416-1538（後藤田）
gotoda@mve.biglobe.ne.jp｠

【お問合せ先】

中山知子ピアノコンサート～
LIVE RECORDING CONCERT～ In July,2013
日　時：2013年 7月17日（水）
　　　　  19時00分（開演）
場　所：石川県立音楽堂地下交流ホール
主　催：中山 知子

076-232-8632
【お問合せ先】

松浦 健　ピアノリサイタル

日　時：2013年5月6日（月）
　　　　  14時00分（開演）
場　所：東京文化会館小ホール
主　催：株式会社　プロ アルテ ムジケ

03-3943-6677
pam@proarte.co.jp｠

【お問合せ先】

István Lantos Piano Recital
～ In memoriam Sviatoslav Richter ～
日　時：2013年7月26日
場　所：八ヶ岳高原音楽堂
主　催：ラントシュ門下会

0422-31-0528（平野）
 lantos.monkakai@gmail.com

【お問合せ先】

アンサンブル・ポエム創立20周年記念演奏会
ラインベルガーのレクイエム、武満 徹作品とジブリ、
月光とピエロアラカルト（ロンドンデリーの歌他３曲）
日　時：2013年 4月21日（日）
　　　　  14時00分（開演）
場　所：秋川キララホール
主　催：アンサンブル・ポエム

042-597-1655（浜中）
【お問合せ先】

149号で中山知子様のお名前の表記間違いのお詫びを申し上げましたが、その際に記載したお名前
も間違えておりました。度重なるお名前の間違えで大変ご迷惑をお掛け致しました。

一緒にFARSANGを楽しもう！

　昨年から始まったハンガリー大使館での集い
FARSANG（謝肉祭）。今年は２月28日（土）に
開催されました。かつてハンガリーに留学し
たり、仕事で赴任した人、現在ハンガリー語を
勉強したり、これから留学を考えている人など
若者を中心とする約80人が一同に集まり、FAR-
SANGを楽しみました。友好協会ハンガリー
語講座を受講している人も10人参加しました。
　セルダヘイ・イ
シュトヴァーン大
使の「FARSANG
を楽しんでくだ
さい！」というご
挨拶のあと、文
化担当官カール

マン・アンドレアさんの司会で「ハンガリーに
ついて良く知っているのは誰？」というクイズ
形式のゲームが始まりました。参加者は10
グループに分けられ、スクリーンに映された
三択クイズに挑戦。５人の審査員が首を傾げる
問題も続出。順位に応じてプレゼントが授与
され、みなさん大喜びでした。
　ハンガリー料理とワインを楽しみ談笑した
後は、大塚奈美さんと「踊り部」４人の方に
よる民族舞踊のデモとレッスン。大使館の方
たち、参加者たちも加わり、ハンガリーのカー
ニバルがスタート。全員が熱狂の渦に巻き
込まれました。最後に、アンドレアさんとシェ
フのソーチ・バラージュさんによる、お別れの
歌で閉会となりました。そのままハンガリー版
カラオケの歌を楽しむ人もいて、FARSANGの
名残を惜しんでいるようでした。

（理事　粂　栄美子）



日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ 2013 年 3 月 29 日（7）

編 集 後 記

実行委員会をつくり昨秋から今春まで開催した、コーシャ・フェレンツ氏の写真展｢多元
時空｣の巡回展も、無事成功裏に終わりました。会期中、開催地の皆様に多大なご協力を
頂き、たくさんの方に見て頂く事が出来ました。ご協力ありがとうございました。　（T.A）

編集委員：東 孝江、瀬川隆生、田崎龍一

ホームページ、ブログのご案内
　　　　　　  　http://www.jpnhun.org/　 　 　　　　　　　http://jpnhun.at.webry.info/
友好協会の事業・行事、会員の方の活動、ハンガリー関係のニュースをホームページとブログで紹介しています。
どうぞご覧になってみてください。皆様からの情報をお待ちしています。

連絡先　E-mail : 17-kemiko@kra.biglobe.ne.jp　　広報担当：粂栄美子

ホームページ ブログ

総会 のご案内

なお、議案書は総会当日、会場で配布致します。
また、出欠のご回答は、5月16日（木）までに同封のハガキで御返事ください。

年次総会を下記にように開催いたします。
奮ってご参加くださいますようにお願い致します。

開催日時 2013年6月8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
3階　ロイヤルホール
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） 2012年度活動報告
２） 2012年度会計報告
３） 2013年度活動方針案

４） 2013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）

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

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

新規入会者のご紹介
個人会員

法人会員

1月 水村安宏・水村時子（埼玉県） ２月 榎元三恵（福岡県）/有馬涼子（東京都）

12月 is.Hunt 株式会社（岡山県） （敬称略）
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