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２０１３年度総会開催される
6 月 8 日（土）友好協会の 2013 年度総会が、東京都中央区のロイヤルパークホテル ロイヤル
ルームで開催されました。総会は議長に田中理事長を選出し、2012年度活動報告と決算報告、
2013 年活動方針と予算案、規約 の一部改定、 役員選出に付いて審議されました。会員より
大使館での新年会の際にイスを用意して欲しいとの要望が有りましたが、すべて原案通りに
承認されました（ 議案書は 5 頁〜 7 頁に記載 ）。 田崎常務理事 の役員退任に伴い 規約を一部
改正し、常務理事の定員を若干名としました。今年度の役員は別記
（２頁）
の通りです。
懇親パーティーは瀬川事務局長の司会で始まり、初めに河野会長より
「今年は
会員を増やし中身の濃い協会にしたい。ワルシャワで安倍総理とオルバーン
首相との会談があり、秋には同首相の来日が予定されている。両国の交流は
ますます充 実するだろう。」と 挨拶。セルダヘイ大使 は「７月
１日よりハンガリーは V4 の 議長国となる。2012 年度の日本
からの投資は民主化後最高額だった。オルバーン首相の来日を
機に、皆さんとともに、今年一年を盛り上げていきたい。」と
挨拶されました。
続いて、河野会長よりコーシャ・ フェレンツ氏 の 写真展の
開催に当たり、ご協力頂いた下記団体の代表者７名に感謝状の
贈呈が行われました。贈呈式の後、鍋倉眞一元ハンガリー大使の乾杯の音頭
で懇親会はスタートしました。
斉藤浩さんのツィンバロンと戸田みはるさんのピアノによる素晴らしい演奏を
楽しみ、また会報 119 号で紹介したハンガリー人力士の舛東欧も初めて懇親
会に参加し、会員のみなさんと写真を撮り、懇親会に花を添えてくれました。
全国から参加された 60 人余の会員の方々はハンガリー料理のグヤーシュスープやハンガリー
ワインを堪能しながら、ホール壁側に並べられた椅子に座り、ゆっくり歓談していました。
楽しい時間は瞬く間に過ぎ、猪谷専務理事の挨拶で中締めとなりとなり、来年の新年会での
再会を楽しみに閉会となりました。帰りには、ピックサラミのお土産が配られました。
写真展表彰者
遊佐町国際交流推進協議会、遊佐町、山形県 EU協会、山形県、公益社団法人山形交響楽協会、
大阪大学、関西ハンガリー交流協会、岐阜県ハンガリー友好協会、中部学院大学、
日本ドナウフォトクラブ、バンキエーリ・シンガーズ、ヘレンチャール・ヴィクトリア氏
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ホルン・ジュラハンガリー元首相ご逝去

ホルン元首相のご逝去を悼む

ベルリンの壁崩壊に重要な役割を果たした
ハンガリー元首相、ホルン・ジュラ氏が６月
逝去されました。享年 81歳。同元首相と親交
のあ っ た、河野洋平会長の元首相夫人への
弔電と田中義具理事長の追悼文を記載します。

ホルン・ジュラハンガリー元首相ご逝去の報に
接し、謹んで哀悼の意を表します。ホルン元
首相は、1989 年８月ハンガリー・オーストリー
国境の開放に踏み切り、東西冷戦終結の端緒を
作り出すことにハンガリーが決定的な役割を
演じた時の外相であったことは有名ですが、
私が大使として 1995 年から 97 年にハンガリー
に在勤した当時は 、首相として対日関係に
特に力を注いでくださいました。
当時のハンガリーはすでにロシアのくびき
から脱していましたが、米、独、仏等の西側
主要国はいち早く同国に進出し、ワインをはじめ
としてハンガリーが 伝統的に最も競争力を有
する産業諸分野は、これら諸国の資本によって
抑えられていました。ホルン首相は日本と協力
してこうした 趨勢に歯止めをかける事に力を
注いでおられ、自ら訪日して日本企業誘致の
陣頭指揮を取ることを決意されました。日本
では野村証券
（株）
がこれに全面的に協力して、
東京で首相をお迎えした大規模な投資セミナー
が開催され、その成果の一つとしてソニーの
ハンガリーへの進出が大きく報じられました。
ホルン首相に関するもう一つの思い出は、
現在のインターコンチネンタルホテルの買収問題
です。当時堤清二社長がその入札に加わって
おられたのですが、結果は米国に負けてしまい
ました。理由は入札に際して突然いくつかの
地方のホテルが 組み合わされたためです。
これを知ったホルン首相は入札のやり直しを
命じ、インターコンチネンタル単独となった再
入札では日本側が落札しました。米側が激怒
したことは言うまでもなく、ホルン首相はこう
した自らへの不利益を覚悟の上で日本の正当な
利益を守って下さいました。ただ堤社長の財政
状況が続かず、こうしたホルン首相の折角の
勇気ある行動に十分にこたえられることなく、
この魅力的なホテルを手放さざるを得なかった
ことは誠に残念でした。
ここにホルン・ジュラ元首相のご冥福を心より
お祈り申し上げます。
田中義具

ホルン元首相夫人への弔電
ホルン元首相キラーイ・アンナ令夫人
日本ハンガリー友好協会会長として、生前、
最も親しくしていたホルン元首相のご逝去の
報を受け、悲しみに耐えません。
故元首相は、1989年に外相当時、ハンガリー・
オーストリア国境開放という歴史に残る大きな
決断をされ、ベルリンの壁の崩壊、ひいては
ドイツ再統一に貢献されたほか、様々なイニ
シアティブをとられ、東西冷戦の終焉に大きく
寄与されました。故元首相のリーダーシップに
より、ハンガリーが東欧における民主化及び
市場経済への移行に先駆的な役割を果たした
ことに深い尊敬の意を表します。
二国間関係においても、1995年12月の故元
首相の訪日により、伝統的な友好関係が一層
深まり、政治･文化面に加え経済面において
も関係が一層発展したと確信しております。
故元首相とはそれ以前より親交を深めており
ましたが、当時、外相として故首相と会談で
きたことは今でも懐かしい記憶の一つです。
ご遺族の皆様に謹んでお悔やみを申し上げ
ますと共に、心よりご冥福をお祈り申し上げ
ます。
敬具
平成 25 年６月 20 日
日本ハンガリー友好協会会長
元衆議院議長
河野洋平

2013 年度

役員

会長：河野洋平
副会長：小林研一郎、田代文雄、間宮芳生
理事長：田中義具
専務理事：猪谷晶子
常務理事：粂 栄美子、瀬川隆生
事務局長：瀬川隆生（兼任）
事務局次長：東 孝江
理事：東 孝江、猪谷晶子、池田 温、粂 栄美子、纐纈春彦、小平 功、
後藤田夫規子、清水祥之、瀬川隆生、田崎龍一、田中義具、並河克彦、萩原淑子、羽場久美子、
久松洋子、船江和昭、向山 毅、彌吉正文
監事 ： 松尾守之、丸山冨美江
顧問 ： 雨宮一正、
児島博基、坂田俊夫、堤 功一、中原博次、羽仁協子、福井直敬
退任役員

副会長：河上民雄
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〜ティサ河畔より〜
ハンガリーの玄関＝リスト・フェレンツ国際
空港の目の前を走る国道４号線の入口では、
一方がブダペスト、そしてもう一方がソルノク
との道路表示をまず目にすることができます。
そのソルノクは首都ブダペストから東南東に
約 100km の場所にある都市で、縁あって私が
この市の音楽総監督に任命されて以来、間も
なく 7 シーズン目を迎えるお付き合いになり
ます。ところが就任当時のハンガリーでは
「市音楽総監督」の役職活動は全く一般的では
なく、このソルノク市で私は一体どんな活動
を求められているのか？皆目見当がつきませ
んでした。市当局に尋ねても「それは自分で
考えて決めてくれ」という回答で、実は頭を
抱えてのスタートでした（笑）。
人口７万人程のティサ河畔の小都市ですが、
市立交響楽団に市立劇場という２本の柱があり、
またプロ・アマ大 小 25 団体ほどの合唱団、
ティサ民族舞踊団、軍空港基地を拠点とする
軍楽隊もあります。最初の取り組みは、こうした
団体との共同事業、合同・共催演奏というコ
ラボレーションから始めました。 また直接
関わる市立交響楽団の充実を起点に、楽団員
の拡充、定期演奏会回数と規模の拡大、予算
編成の見直しにも着手しました。
このハンガリー
友好協会の大きなお力添えで、就任２年目に
「ハンガリー・フェスティバル」
の一環で日本公演
を実現でき、３年目には関係者の尽力でハン
ガリーオーケストラ連盟に加入しＡクラスオケ
として認定されました。こうした結果の積み
重ねで、毎年 1 月に開催される「ニューイヤー
ダンスコンサート」はソルノクのみならずハン

ニューイヤー・ダンスコンサート
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ガリー国内で大きな話題となり、また８月に
開催されるサマー音楽フェスティバルは毎年
その規模が膨らんでいます。私自身、就任前
には馴染みのなかった ソルノク という名前
も少しずつ内外で認知されるようなってきた
かな？と自負しています。

サマーフェスティバル

しかし結果とは裏腹に、周囲を取り巻く状況
は厳しさを増しています。これはどこの国でも
そうですが、リーマン・ショックにＥＵ
（ユーロ）
債務危機というダブルの経済危機によって、
ハンガリーは大きなショックを受けました。
当然予算は緊縮して様々なコストカットがうた
われ、オーケストラへの助成金が減らされる
だけでなく、給付遅延が当たり前になりました。
とはいえまだまだソルノクでの活動は発展途上
であり、こうした中でのこれからの結果が求め
られます。演奏家としてだけでなくプランナー
としての役割が求められるようになった今、
今後はさらに日本の演奏家を紹介することに
加え、
「能」
といった古典芸能とのコラボも計画
し、ぜひご注目・ご協力頂きたいと願ってい
ます。
（ソルノク市音楽総監督 井﨑正浩）

「ソルノクの日」コンサート
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ハンガリーフェスティバル in 愛知
ハンガリーの音と色を楽しもう！

ソルノク市と遊佐町交流 30 周年記念
ーサライ市長遊佐訪問ー

2013 年 6 月 2 日、愛知県ハンガリー友好協会
主催の「ハンガリーフェスティバル in 愛知」が、
名古屋国際センターホールにて催された。
「ハンガリーの音と色を楽しもう！」と題して、
第１部の「ハンガリーの調べ」では、コダーイ、
フバイ、ブラームスなどのハンガリーにゆかり
のある作品が演奏された（ピアノ：久野絵美
さん、ヴァイオリン：大迫綾香さん、チェロ：
山田真吾さん）。第２部
「カラーinモーション：
ハンガリーを彩るアニメーションの躍動」では、
日頃めったに見る機会のないハンガリーアニ
メーション作品７つ
が、板橋晴子さん
のハンガリーの色
が持つシンボル的
意味についての解
説とともに上映さ
れた。

平成 25年は、遊佐町とソルノク市との交流
30 周年の節目の年に当たります。遊佐町では
これを記念して、
「交流 30 周年記念派遣団員」
を募集し、町民18名が１月２日〜９日の日程で
ソルノク市を訪問しました。次いで、4 月22日〜
24日には、ソルノク市のサライ市長一行６名が
当町を訪れました。
サライ市長一行６名は、日本の国花である
桜の咲く時期に来日し、観桜することが目的
の一つです。サライ市長の感想です。
「実際、
目の前に咲き誇る桜を観たときは、とても
感動しました。この時期に来れてとても幸運
です。未だに信じられません。」後に届いた
御礼状にその感動が記されています。
当町でのメニューは小中学校訪問や観光地
巡り、パーティーは２回
というもので、当町を
二日半の駆け足で満喫
していただきました。
小学校訪問では、市長
自ら子どもたちの輪に
入り、聞きたいことがあったらどんどん質問
してほしい、と積極的にふれあってください
ました 。 昼 食の 給食でもなれない 箸を使い
ながら、子どもたちに話しかけ、とても和や
かな雰囲気で交流してくれました。日本人の
規律、秩序、協調を見るにつけ、日本の学校に
感心しました、と感想もいただいています。
歓迎パーティーでは、 お開きになったにも
関わらず、一行のだれも席を立たず、手を
つないでの合唱交流が始まる始末。なんという
盛り上がりなのでしょう。30 周年は 60 周年に
向かってスタートしたようです。
（遊佐町国際交流推進協議会事務局 土門良則）

当協会では毎年、ハンガリーの子どもたち
との絵の交換を行っており、今年はセーケシュ
フェヘールヴァールのムンカーチ・ミハーイ
小学校とハング・シーン・テール芸術専門学校
と絵を交換した。絵を描いてくれた犬山市の
小中学生に感謝状が贈られ、ハンガリーの子
どもたちによる手作りのしおりもプレゼント
された。
その後の交流会では、ハンガリーのサラミ
やワイン、ポガーチャが振るまわれ、250 人
ほどの参加者たちは会場に展示されたハンガリー
刺繍サークルの色鮮やかな作品の数々や、
ハンガリーの子どもたちの絵を鑑賞しながら、
ハンガリーの音、色、味を楽しんだ。マンガリ
ツァサラミやビーズ刺繍の作品販売もあり、
今年のフェスティバルも大盛会のうちに幕を
閉じた。
（愛知県ハンガリー友好協会
理事 早稲田みか）

日本ドナウフォトクラブが
ソルノクで写真展
ドナウフォトクラブは９月６日からソルノク
市役所で写真展を開催します。ソルノク市から
遊佐町との交流 30 周年記念にと開催依頼が
あったもので、会員 12 名と遊佐町から日本の
写真46点が展示されます。オープニングには、
訪問団一行８名が出席します。
（理事 田崎龍一）
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2013年度日本ハンガリー友好協会総会報告
２０12年度 活動報告（2012年4月1日〜2013年3月31日）
１．実施行事
コーシャ ・ フェレンツ氏の写真展開催
昨年度から実行委員会を組織して準備を進
めてきましたハンガリーの元映画監督、コー
シャ・フェレンツ氏の写真展（ハンガリー文化
センターとの共催）を、9 月 2 日から 15 日まで
渋谷の「ギャラリー大和田」で開催しました。
「コーシャ・フェレンツの世界 多元時空」
と題
された写真展は、ハンガリーを始めとする欧州
で撮られたもの、日本のもの、アジア・ アフリカ
など世界各地の印象を集約したカラー写真
123 点と、20 代に撮ったモノクロ写真 3 点で
構成。2 日のオープンング ・ セレモニーには
約100名の招待者が来場され、コーシャ・フェ
レンツご夫妻と作品を鑑賞後、ハンガリーから
来日した「バンキエーリ・シンガーズ」のコン
サートをご覧になりました。会期中には、約
1,200 名の来場者があり、感嘆の声が頻りで、
感想ノートには感動の想いが多数綴られてい
ました。写真展はこのあと、作品の約半数近く
が城西国際大学水田美術館を皮切りに、山形
県遊佐町、山形市、大阪大学、中部学院大学
（岐阜）と巡回展示され、今年 2 月に巡回展は
終了しました。
（詳細は、会報「BARÁTSÁG」
149 号、150 号をご覧ください）
ハンガリー ・ フェアーの開催
9 月 8 日、六本木ホテルアイビスで初めての
ハンガリー・フェアーを開催しました。大使館
文化担当官等によるハンガリーについてのミニ
講座や国宝「マンガリッツァ豚」の紹介、バンキ
エーリ・シンガーズの合唱、民族舞踊など、
楽しいプログラムが満載。ハンガリー物産の
展示即売コーナーも設けられました。
ワークショップの開催
クリスマス・オーナメントを作るワークショップ
12 月８日、聖パウロ女子修道院でクリス
マス・オーナメントのワークショップを、日本ブル
ガリア協会、日本・ルーマニア協会との共催で
開催しました。
イースターエッグを作るワークショップ
3月23日、聖パウロ女子修道院でイースター
エッグのワークショップを、日本ブルガリア協会、
日本・ルーマニア協会との共催で開催しました。

聖パウロ女子修道院のシスター達にカトリック
のイースターの話しを聞きながら、和紙を切り
貼りした日本風のイースターエッグを講師達と
一緒に作りました。
新年会の開催
新年会は昨年度からセルダヘイ大使のご好意
により、大使館のホールを使わせて頂いており、
今年度は 2 月 2 日に、約 100 名の方々が出席
して、盛大に開催しました。
ハンガリー大使館との交流の夕べ
11月22日、会員制クラブ「クラブ関東」の文化
交流活動の一環として、「ハンガリー大使館と
の交流の夕べ」
が開催され、当協会が行事開催
に協力しました。交流の夕べはヘレンチャール
女史の演奏会や物産即売会も行われ、150人が
参加しました。

２．広報活動
会報「BARÁTSÁG」の発行
会報は 3 回発行しました。発行号数と発行
月日は次のとおりです。
NO.148号発行
（12頁）

7月27日

NO.149号発行
（12頁）

12月14日

NO.150号発行
（8頁）

3月29日

ホームページとブログの充実
ホームページでは協会の紹介、主催・共催・
後援事業の案内、ブログでは会員のイベント
情報、ハンガリー関係ニュース等を紹介し、
会員数の増加を計ると同時に、会員の方への
迅速な情報提供を図った。

３．ハンガリー語講座
1980年に開講した歴史あるハンガリー語講座
には、
３月31日現在、19名の方が学んでいます。
講師は大島一、バログ・マールトン両氏が担当
し、協会事務所で開講、各クラスの詳細は次の
とおりです。
クラス

開講日

受講者

入門

火曜日
（毎週）

6名

初級

月曜日
（毎週）

5名

上級

木曜日
（毎週）

３名

研究

金曜日
（月2回）

5名
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４．ハンガリーからの大震災義捐金
11月25日、ニレジハーザ・ロータリークラブ
から寄せられた東日本大震災の義捐金
（171,684 円）が、教育復興子育て基金として、
相馬市に贈呈されました。

５．後援名義の依頼
友好協会への後援名義使用依頼は、28 件を
承認しました。

６．協会の状況
会員

各種会議等の開催
【総会】
名称

会場

【理事会】

概要
名称
開催日
会場
（土）ロイヤルパークホテル 総会議案
第１回 5月26日
第2回 11月16日
（金）協会事務所
コーシャ写真展、新年会他

【運営委員会】

開催日
概要
4月12日
（木） 活動方針・予算 他
8月17日
（金） コーシャ写真展 他
2月25日
（金）
（拡大）
コーシャ写真展の残務処理、新年会の準備

【会報編集委員会】

事務局
協会には専従職員がいないため、会計・事務
サポートは、アルバイト職員を雇用して、基本、
週１日の勤務で対応しています。

6月1日
（金）
7月6日
（金）
9月28日
（金）
11月30日
（金）
2月7日
（木）
3月15日
（金）

（単位：円）

科目
会費収入
入会金
カンパ
県協会協賛金
広告収入
国内事業収入

予算額
2,360,000
30,000
240,000
220,000
200,000
1,000,000

実績
2,222,000
20,000
279,000
220,000
199,160
930,000

雑収入等
合計

20,000
4,070,000

120,504
3,990,664

会費予算収入内訳

備考
下記参照

総会、新年会等
事務所光熱費

個人・サークル会費：1,322,000
法 人 会 費： 900,000

2012年度収支報告書及び関係書類を監査した結果、いずれも適正かつ
正確であったことを認めます。

【収入の部】

148 号編集
148 号編集
149号編集
149号編集
150 号編集
150号編集

【
「コーシャ・フェレンツの世界」
実行委員会】

第3回 4月5日
（木） チラシ、巡回展等
第4回 6月1日
（木） 今後の宣伝広報、巡回展、今後のスケジュール等
第5回 8月3日
（金） 展示レイアウト、オープニング・セレモニー等

2012年度決算

【収入の部】

2013年5月17日

概要

ロイヤルパーク 11年度活動報告決算、
5月26日
（土）
ホテル
12年度活動方針予算等

総会

今年度に、個人 13名、法人１社が入会、３月
末現在で会員 678 名（内家族会員150 名）、法人
会員は６社、サークル会員は７サークルです。

科目
受講料
雑収入
繰越金
合計

開催日

監事 松尾守之 ㊞

【支出の部】

（単位：円）

科目
予算額
印刷費/通信発送費
800,000
国内事業費
1,300,000
組織活動費
20,000
会議費
10,000

実績
備考
861,412 会報等
1,122,434 総会、新年会等
15,750
3,737

事務所費経費・手数料 1,450,000
事務用品
40,000
交通費
90,000

1,381,623
34,860
52,540

ホームページ
翌期繰入
合計
未入金
未払金
繰越金

360,000
0
4,070,000
0
0
5,785,946

緊急人道支援基金

丸山冨美江 ㊞

家賃、
事務所管理・経費等

145,020
373,288
3,990,664
140,000 広告収入等
303,179 印刷費等
6,139,234
523,070

2012年度ハンガリー語講座特別 会計報告（2012.4.1〜2013.3.31）
（単位：円）

予算額
1,600,000
0
792,751
2,392,751

決算額
1,845,250
149
792,751
2,638,150

普通預金
現金
収入合計 ー支出合計
合計
＝1,046,187
（次期繰越金）

備考
延べ24 名
普通預金利息

1,045,171
1,016
1,046,187

【支出の部】

予算額
1,500,000
120,000

決算額
1,463,000
120,000

2名

クラス研修費
事務用品費
雑 費
予備費
合計

50,000
20,000
20,000
682,751
2,392,751

0
1,123
7,840
0
2,638,150

振込手数料

2012年度収支報告書及び関係書類を監査した結果、いずれも適正かつ正確であったことを認めます。
2013年5月17日

（単位：円）

科目
講師料
水道光熱費

監事 松尾守之 ㊞

丸山冨美江 ㊞

備考
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日本ハンガリー友好協会2013年度活動方針
①個人及び法人会員の拡大
●会員カードの発行
●学生会員の割引年会費
●会員の特典を作る
（レストラン、ホテル、
ハンガリー
製品の割引等）
②地方支部、
及び友好団体との関係を強化する
● 各支部及び友好団体の活動を HPなどで、積極
的に紹介する
③ハンガリーにおける対日友好協会組織との関係を
強化する
●文化行事等の交流を図る

④
「ハンガリーフェアー」
を開催する
●9月頃 六本木、ホテルアイビスにて
●ハンガリー関係のレクチャー、
ランチ、販売など
⑤「クリスマス・オーナメントを作るワークショップ」を開催
●11 月初旬予定
⑥「新年会」
を開催
●1 月〜2 月予定
⑦「イースターエッグを作るワークショップ」
開催
● 3月末予定
⑧ハンガリー関係のコンサートなどの後援を行い、
HP で紹介する他
● ハンガリー関係行事の実現

2013年度予算
【収入の部】

（単位：円）

科目
会費収入
入会金
カンパ
県協会協賛金
広告収入

予算額
2,230,000
30,000
280,000
220,000
200,000

国内事業収入
雑収入等
繰越金
合計

1,000,000
10,000

930,000
120,504

560,000
4,530,000

3,990,664

会費予算収入内訳

前年度実績案
備考
2,222,000 下記参照
20,000
279,000
220,000
199,160

【支出の部】
科目

（単位：円）

予算額

印刷費/通信発送費
900,000
国内事業費
1,300,000
組織活動費
20,000
会議費

総会、新年会等

個人・サークル会費：1,330,000
法 人 会 費： 900,000

前年度実績案

備考

861,412 会報等
1,122,434 総会、
、新年会等
15,750

10,000

3,737

事務所費経費・手数料 1,450,000

1,381,623

事務所整備関係費
100,000
事務用品
40,000
交通費
60,000
広報ホームページ
150,000
会員カード発行等
500,000
繰入
合計
4,530,000

373,288
3,990,664

繰越金
5,579,234
緊急人道支援基金
523,070

6,139,234
523,070

家賃、
事務所管理・経費等

34,860
52,540
145,020

2013年度ハンガリー語講座特別会計予算
【収入の部】
科目
受講料
繰越金
合計

（単位：円）

予算額
1,600,000
1,046,187
2,646,187

備考
1期
（12週）33,000円

【支出の部】
科目
講師料
水道光熱費
クラス研修費
事務用品費
雑 費
予備費
合計

（単位：円）

予算額
1,500,000
120,000
60,000
20,000
10,000
936,187
2,646,187

備考
1回
（2時間）11,000円
受講生交流会
振込手数料

規約改正
第4条
（役員）５項

常務理事

若干名

ハンガリー語講座の紹介
1980 年に開講した歴史のあるハンガリー語
講座です。10年〜20 年学習している方、今年
入られた方、学習の動機もハンガリーの刺繍、
音楽、民族舞踊、ビジネス等々への興味など、
様々です。現在、大島一、バロッグ・マール
トン講師のもと学習に励んでいます。

講座は、以下の日程で、各曜日 18：30 から
20：30、協会事務所で行われています。
月曜日 初級クラスII 「ハンガリー語入門」白水社 19課
火曜日 初級クラスI 「ハンガリー語入門」白水社 14課
木曜日 上級クラス 「ハンガリー語II」大学書林

7課

金曜日 （隔週）
研究科クラス 自由会話と翻訳の勉強

興味のある方はご連絡ください。
粂 栄美子 17-kemiko@kra.biglobe.ne.jp
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ハンガリー刺繍資料室から発信

「カールマン・ ベルケシュ氏の受賞」

私は今までを振り返り、人々の生活に根付く
ハンガリー刺繍を日本で普及させる為に教え
始 めて 3 0 余年 経っていることに今更ながら
驚いております。当初から刺繍の歴史や背景
の生活習慣をも含めて理解してもらうことを
心がけました。当時は日本語の資料が殆ど皆無
で、テキスト等の教材は自分で作りました。
幸い留学中２年程、毎週末ハンガリー各地を
訪ね歩き、伝統手工芸全般を実地に見るという
貴重な機会も得られました。
日本に帰国してからも殆ど毎年、時に年に２〜
３回はハンガリーやルーマニア等、昔のハンガ
リー刺繍の地域に愛好家達を案内し、自分も
研究資料を収集したりしました。
20 年程前、田端の実家の１室に、小さなハ
ンガリー刺繍資料室を開設
しました。以前は資料の大
半はハンガリー語の記述が
主で、誰しもがすぐ役立て
ることは出来ませんが、最
近はハンガリーでもカラー
写真を豊富に掲載し、美し
さの魅力が直に伝わる本が
多く出版されています。私は微力乍ら所蔵資料
を公開することで、ハンガリー刺繍の伝統を
理解し、更に日本人の手先の器用さと飽く事
無き探究心を以て、表面的模倣ではない日本の
ハンガリー刺繍という新分野の開拓に役立てて
欲しいと願っています。

武蔵野音楽大学客員教授の
カールマン・ベルケシュ先生が、
この度、ハンガリー国から「ハ
ンガリー国騎士十字勲章」
、
ジュール市から
「プロ・
ウルベ賞」
（市に対する貢献を評価した
賞）
、そして
「バルトーク・パー
ストリー賞」という３つの賞を受けられ、日頃
の音楽活動の業績を高く評価されましたので、
ここにご紹介申し上げます。
こういう機会ですので、先生のこれまでの
ご業績とご活躍を少しご紹介申し上げたいと
存じます。先生は、リスト音楽院でクラリネッ
トと指揮を学ばれました。卒業後は、ジュネー
ヴ国際音楽コンクール・クラリネット部門で
シルバーメダル、ミュンヘン国際音楽コンクー
ル・木管五重奏部門第３位になられるなどク
ラリネット奏者として輝かしい業績をあげられ
ました。1972年からはクラリネット奏者として、
1987年からは指揮者としてもハンガリー国立
歌劇場管弦楽団を始め、ヨーロッパの優れた
多くのオーケストラでソリスト、指揮者とし
て招かれ活躍してこられました。
2009 年からはジュール ・ フィルの芸術監督
になられ、また、武蔵野音楽大学では 1992 年
から客員教授として、クラリネット、室内楽、
オーケストラの指導にあたっておられます。
なお、このベルケシュ先生が指揮をされます
武蔵野音楽大学管弦楽団が、９月 10 日（火）
東京オペラシティ・コンサートホールで、
同 14 日（土）島根県芸術文化センター＜グラン
トワ＞（益田市）、同 15 日（日）鳥取県民文化会
館＜梨花ホール＞（鳥取市）で、ラフマニノフ
のピアノ協奏 曲 第２番、 チャイコフスキー
の「くるみ割り人形」組曲などのプログラム
でコンサートを開くことになっております。
会場のお近くの方々には、是非お聴きいただ
ければと存じます。

＊「可愛いハンガリー刺しゅう」
（河出書房新社）
は初心者向けではありますが、ハンガリー
刺繍全般に関しても興味を喚起出来る様に
なっています。
表紙 表はカロ
チャ刺 繍 、 裏 は
哀しみのカロチャ
配色。デザイン・
配色：筒井はるみ
＊「東欧で見つけた
可愛い刺繍」
（河出書房新社）には当資料室の
刺繍資料コレクションの１部が掲載紹介され
ています。
（筒井ハンガリー刺繍資料室 筒井はるみ）

（武蔵野音楽大学教授

池田

温）
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サボー・デーネシュと
カンテムス少女合唱団の来日
3 月のおわり、ふとしたことで、サボー・
デーネシュが小学校を卒業したばかりのカン
テムスの少女20名ほどをつれて来日したのは、
息子のショマ夫妻のところで双子出産のため、
予定していたバンキエーリシンガーズがくる
ことができなくなって、
急遽、ピンチヒッター
としての来日でした。
小人数でどうなること
かと迎えたカンテムス
の少女たち、プロム
ジカの完成したすばらしさとは違って、清らか
ですきとおるような声で、主要な目的であった
所沢の合唱団のお祝いのジョイントコンサートも
見事に済ませ、そのほか関西、福井、東京と短い
滞在ながら、私たちをすっかり魅了して帰国し
ました。ニーレジハーザから迎える合唱団たち
は、いつも夏休みの時期でしたから、このた
びの彼女たちが桜の季節がはじめてでしたか
ら、日本の満開の桜の美しさに大喜びでした。
（日本ハンガリー合唱交流委員会 ごとうだふきこ）

イースターエッグのワークショップ
2013 年３月 23 日（土）
日本ブルガリア協会、
日本･ルーマニア協会との共催で、乃木坂に
ある聖パウロ女子修道院でイースターエッグの
ワークショップが行われました。
各協会からの参加者は約60名。ブルガリア、
ルーマニア大使館の文化担当官の方が、それ
ぞれの国の復活祭や
イースターエッグについ
てお話した後、手作り作
業に取り組みました。
テーブルには材料が並
べられ、全員エプロンを
かけ、展示されている各国のイースターエッグを
参考にデザインを推敲。木製の玉子に、日本的
模様の和紙をカットして、ボンドで貼り付けて
いく作業です。全員黙々と切ったり、貼ったり。
その後、出来上がった作品を前に、ティー
タイム。テーブルごとに歓談。来年はハンガ
リーのイースターについてもお話が聞けたら
と願います。
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ふくしまハンガリー 絆 ウィーク
2011年３月の東日本大震災の後、ハンガリー
では大統領夫人が中心となって募金活動を
するなど、いち早く日本の為に動きました。
駐日ハンガリー大使館はハンガリー外務省を
通じてボードメゼーヴァーシャールヘイ市が、
被災地の子供たちを 招待したいという申し
出を受けました。大震災の１年前の 2010 年に
「日本ハンガリー友好親善さくらの記念樹式典」
を福島県と岩手県で開催したことが縁で、両
県の協力により短期間で募集を行い７月には
「絆プロジェクト 2011 夏休みハンガリー短期留
学団」が実現しました。14 歳から 17 歳の子供
達 17 名が参加し震災の辛さをひと時忘れる
夏休みの思い出を作ることが出来ました。
ハンガリー大使館は短期留学から２年目を
迎える 2013 年６月 2 2 日〜 30 日、 福島県と
岩手県の協力に対する恩返しとして「ふくしま
ハンガリー 絆 ウィーク 」をホテルリステル
猪苗代の協力の下開催しました。
６月22日のオープニング
セレモニーには、主催者
であるハンガリー大使館
からセルダヘイ・イシュト
ヴァーン大使、カールマン・
アンドレア 二等書記官 、 バ ーリント・アンナ
経済アタッシェ、ソーチ・ボラージュ シェフ、
キシュ・ゲルゲイさんが参加され、外務省から
は 山田淳欧州局審議官が 出席されました。
また、 玄葉光一郎 元外務大臣 はじめ 多数 の
衆・参議員が出席され、福島コダーイ合唱団
による合唱、神庭雅俊・衣美夫妻のハンガリー
ダンス、刺繍作家伊東京子さんと生徒さんの
作品の展示など、１日かけて行われました。
ホテルから近くの世界のガラス館ではハンガ
リーのガラスの展示や、ハンガリー人による
実演が行われました。
ホテルのロビーに
はたくさんのハンガ
リーの写真が展示さ
れ、売店ではハンガ
リーの物産や写真集
なども販売されまし
た。短期留学を体験
された子供達は家族と一緒に参加し、大使館
の皆さんとハンガリーでの懐かしい思い出を
語り合っていました。
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EUフィルムデーズで上映されたハンガリー映画
−死と乙女という名のダンス−
毎年、EU加盟国の映画を紹介する「EUフィ
ルムデーズ」が、日本国内で行われています
が、６月２日及び３日東京のイタリア文化会
館で、ハンガリー映画「死と乙女という名の
ダンス」が、上映されました。この映画は、
2011 年にハンガリー、カナダ、スロベニアの
関係者により、制作されました。映画の粗筋
は、ハンガリーの旧体制下に、ハンガリーから
カナダに亡命し、ビジネスに成功した兄が、
1989 年のハンガリーの体制転換後、20 年ぶり
に帰国し、ブダペストでハンガリーの民族舞踊
のダンススタジオを経営する弟を援助します。
ダンスのビジネス的なショウを主張する兄と、
芸術面を主張する弟の意見の衝突等の紆余曲折

を経て、兄は、20 年間音信不通であったブダ
ペストに住むスロベニア人の両親や弟と和解
し、民族舞踊団の外国公演を成功させるという
ものです。この映画では、政治体制のため、
ある家族の関係が 20 年にわたって、引き裂
かれており、政治体制の人々への影響を考え
させられます。他方、この映画では、ハンガ
リーの民族舞踊がふんだんに取り上げられて
いるので、動きの激しいダイナミックなハン
ガリアン・ダンスを鑑賞することもできます。
また、ダンススタジオのあるドナウ河畔や、
ドナウ河、ドナウにかかる橋、ゲッレールトの
丘等美しいブダペストの光景が、余すところ
なく紹介されています。たくましいハンガリー
国民 の エネルギーを感じさせる迫力のある
映画です。
（理事 小平功）

ハ ン ガ リー フェア 2 0 1 3 のご 案 内
日時 ： 11 月 16 日（土）
11：00〜14：00
会場 ： ホテルアイビス六本木４F 東京都港区六本木 7−14−4
プログラム： ハンガリー文化についてのミニ講座
ツィンバロン･ミニコンサート（演奏 斉藤浩）
ハンガリー料理のビュフェがご用意され、ハンガリー物産の展示
即売も行われます。
参加費 ： ¥3,000（一般の方も参加できます。）
会員の方には、詳細は追ってご案内いたします。

お知らせ
ヴィルモシュ・サバディ、岩崎由佳 Duo コンサート
〜ハンガリーのエリート・ヴァイオリニストが奏でる
伝統の味わい〜
日 時 ： 2013 年 7 月 28 日
（日）
17 時 30 分
（開場） 18 時 00 分
（開演）
場 所 ： ♪ムジカーザ
主 催 ： 株式会社ア・ラ・ゼウス
後 援 ： 日本・リスト音楽院学友会、ハンガリー大使館、
日本ハンガリー友好協会
【お問合せ先】

03-5316-7161
info@alazeus.co

バルトーク 「青ひげ公の城」
日 時 ： 2013 年 9 月 13 日
（金）
19 時 00 分
（開演）
場 所 ： 東京芸術劇場コンサートホール
東京フィルハーモニー交響楽団 指揮 井上道義
コヴァーチ・イシュトヴァーン
（青ひげ公）
メラース・アンドレア
（ユーディト）
仲代達也
（吟遊詩人）
詳細は http://www.geigeki.jp/performance/concert018/

お詫び

リスト音楽院フェスティバル 2013
トリオ・プリマヴェーラ
日 時 ： 2013 年 9 月 15 日
（日）
13 時 30 分
（開場） 14 時 00 分
（開演）
場 所 ： 岐阜市文化センター小劇場
主 催 ： 特定非営利活動法人 リスト音楽院友の会
後 援 ： 駐日ハンガリー大使館、日本ハンガリー友好協会、
岐阜県ハンガリー友好協会、他
【お問合せ先】

058-264-1501
kota@lisztfriends.com

中山知子ピアノコンサート〜
LIVE RECORDING CONCERT〜 In October,2013
日 時 ： 2013 年 10 月 23 日
（水）
18 時 30 分
（開場） 19 時 00 分
（開演）
場 所 ： 石川県立音楽堂地下交流ホール
主 催 ： 中山知子ピアノコンサート 2013
【お問合せ先】

076-232-8632

150号のお知らせで主催者の名前が間違えておりました。
「主催 中山知子ピアノコンサート2013」に
訂正してお詫び致します。
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カンパ協力者氏名

2012 年 12月／西澤 和江（東京都）、松本 武巳（神奈川県）、久住 治男（石川県）
2013 年 1 月／横溝 和子（神奈川県）、鴻野 精彦（兵庫県）、松尾 由佳（神奈川県）、美馬 和男（東京都）
2013 年 2 月／河上 京子（東京都）
2013 年 4 月／丸山 冨美江（東京都）、會田 榮一（神奈川県）、堤 功一
（東京都）、丸山 竹政（埼玉県）、神宮寺 良吉（山形県）、
長瀬 加奈子（東京都）、前川 昭一（東京都）、山田 裕子（埼玉県）、梶山 佳代（茨城県）、吉岡 玲子（東京都）、
塚本 博（群馬県）、徳田 政太郎（岡山県）、中山 知子（石川県）、小野寺 喜一郎（山形県）、萩原 淑子（東京都）、
今井 忠子（東京都）、久松 洋子（東京都）、斉藤 京子（東京都）、五島 明朗（神奈川県）、草山 明久（神奈川県）、
草山 昭（神奈川県）、齊藤 明（宮城県）、黒川 圭子（東京都）、城戸 顯子（東京都）、笠木 千束（東京都）、
山口 浩一（東京都）、膳所 博（三重県）、八十島 茂子（神奈川県）、石嶋 弘（東京都）、梶川 久美子（京都府）、
蜂谷 由紀子（東京都）、田代 文雄（東京都）、松田 純（東京都）、和田 さやか（東京都）、古川 信孝（東京都）、
黒澤 哲史（東京都）、戸塚 厚生（東京都）、村岡 克也（神奈川県）、宮治 弘（神奈川県）、加納 靖子（東京都）、
戸田 みはる（東京都）、藤原 光太郎（東京都）、浅野 春美（東京都）、瀬川 隆生（東京都）、佐々木 美枝（東京都）、
立木 彩香（東京都）、糠沢 和夫（東京都）
2013 年 5 月／堀 美知子（東京都）、松岡 紀子（東京都）
、坂詰 彌彦（東京都）、鈴木 伊三夫（神奈川県）、佐藤 理美（埼玉県）、
鍋倉 眞一（東京都）、髙田 都（大阪府）、大梶 俊夫（東京都）、田代 文雄（東京都）、渡辺 真美（東京都）、
宇多 弘次（大阪府）、森 啓一（兵庫県）
2013 年 6 月／槇 學（埼玉県）

昨年度の法人会員リスト
●
●

スズキ株式会社
株式会社スズキビジネス

●
●

住友化学株式会社
株式会社日食エステート

●
●

日清食品ホールディングス株式会社
is.Hunt 株式会社
他1社

昨年度のサークル会員リスト
ハンガリー刺繍愛好会
ハンガリー文芸クラブ
● 日本ハンガリー合唱交流委員会
● ハンガリーワインを楽しむ会・コチマの会

特定非営利活動法人リスト音楽院友の会
AZ Finomハンガリー交流サロン
● 日本ドナウフォトクラブ

●

●

●

●

新規入会者のご紹介
西澤 新（東京都）、田辺 豊（東京都）

3月 宇田川雄弘（東京都）

5月 西本裕子（東京都）、宮原孝治（神奈川県）

増田恵子（東京都）、奥 真貴子（東京都）

4月 浅野敏彦／浅野春美（家族会員）
（東京都）

小田島建夫、禎子（山形県）、大森和子（山形県）

6月 池田正通（山形県）

（敬称略）

事務局のご案内

協会事務局へのご用等のある方は、メールでもお問い合わせが可能です。ご連絡下さい。
連絡先 E-mail : jpnhun@gmail.com

ホームページ、ブログのご案内
ホームページ

http://www.jpnhun.org/

ブログ

瀬川隆生

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紹介しています。皆様の活動、ハンガリー関
係の 記事など ありましたら、お知らせください。連絡先 E-mail : 17-kemiko@kra.biglobe.ne.jp
粂 栄美子

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
粂 栄美子、東 孝江

編 集 後 記
今年度から、また編集委員に復帰しました。
出来るだけ、会員の方の活動の現場に行って、取材したいと思っています。
お声をかけてください！
（Ｋ.Ｅ）
編集委員：東 孝江、粂 栄美子、瀬川隆生（五十音順）
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