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新年のご挨拶と
昨年の活動報告

日本ハンガリー友好協会の
皆様へ

鍋倉眞一
日本ハンガリー友好協会 理事長

パラノビチ・ノルバート
駐日ハンガリー国 特命全権大使

皆様明けましておめでとうございます。

新年おめでとうございます。

昨年は、コロナに明けコロナに暮れた一年
でしたが、皆様不安で不自由な中にも、コロナ
にも負けずお元気にお過ごしになられたことと
思います。昨年を振り返りますと、コロナのため
に当協会の活動も一昨年に引き続き、大きな
制約を受けた一年でした。
一昨年より準備をしておりました規約の改正
等も、本来であれば総会で皆様の活発なご議
論を対面で頂戴するのが筋でしたが、2 年越し
の改正と言うことで、やむを得ず書面により
決定させていただきました。
総会でも提案させていただきましたが、協会
の活動のウイングを広げ、ハンガリー大使館と
もタイアップしつつ日本とハンガリーとの経済
関係につきましても、細やかなお手伝いをし
ようと考えており、企業の方々のご理解の下、
法人会員も増加させていただき、また 法人理
事も増加をさせて戴きました。コロナが下火
になりましたら、主として大使館を通じまして、
日本とハンガリーとの経済交流のお手伝いを
しようと考えております。
また、コロナで、当協会が後援等をした種々
のイベントも、残念ながらその殆どが中止に
なりましたが、 幸い東京オリンピック・パラリン
ピックは開催され、ハンガリーはオリンピックでは
金 6 個を含む 20 個のメダルを獲得、パラリン
ピックでも金 7個を含む 16 個のメダルを獲得、
するという史上でも最高級の好成績を収めま
した。協会も来日した選手及び関係者に記念
品を贈呈し、パラノビチ大使よりは協会に感謝
のレターを頂戴しましたことを、この場を借り
ましてご報告しておきます。
油断はできませんが、コロナも下火になって
きました。このままの状態が 続き、新年会で
お久し振りに皆様の元気なお顔を拝見できます
のを、楽しみにしております。

2021年秋から、過去 2年の大きな懸念であっ
た新型コロナウイルスの拡大に歯止めがかかり、
明るい兆しと同時に緩和に向けた動きも見られ、
本年もその傾向が続くことを願っています。
昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を
受けながらも、東京オリンピック・パラリンピック
が開催され、無観客になりましたが、ハンガリー
選手団とハンガリーオリンピック委員会、並びに
パラリンピック委員会のメンバーが 楽しみに、
全力を出そうと来日しました。日本のホスト
タウンの大きな支援のおかげもあり、ハンガリー
選手は20 個のメダル獲得
（金 6、銀 7、銅 7）
と
いった 1996 年アトランタオリンピック以来の
良い結果を残せました。
日本とハンガリーのメディアでも大きく取り
上げられ、大使館と文化センターはオリンピッ
ク・パラリンピックをきっかけに始めたインスタ
グラムアカウント＠hungaryinjapanで 情報を
発信しました。 SNSでの人気トピックは、大使
館シェフが選手全員のために焼いた赤・白・緑
のマカロンについてや、所 沢の児 童 合 唱 団
フィーニュが選手を応援するためにハンガリー
語で歌うビデオでした。
またハンガリー文化センターは、もう一人文化
担当官が増え、センターの名称は、作曲家リスト
の名を冠し、昨年 9月からリスト・ハンガリー文
化センターになりました。10月にはアークヒルズ
で開かれたハンガリーフェスティバルも大成功を
収め、今年も継続開催を望んでおります。
神奈川県では新たに就任された名誉領事の
田邉利雄様のご尽力により数々のイベントが
実現し、名古屋でも寺西和子様が名誉領事に
任命されています。
2月5日には大使館での新年会で皆様にお会
いできることを楽しみにしています。
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大使館の皆さんをご紹介します（2021.10.15. 現在）
Dr. PALANOVICS, Norbert パラノビチ・ノルバート 特命全権大使
Ms. GELÉNYI MARTÍNEZ, Alyna ゲレーニ=マルティネズ・アリナ 次席
Ms. NAGY, Anita ナジ・アニタ 参事官（リスト・ハンガリー文化センター長）
Ms. BALOGH, Judit バログ・ユディット 領事
Dr. HOSSZÚ, Hortenzia ホッスー・ホルテンズィア 参事官（科学技術）
Mr. SEPRÉNYI, Gábor シェプレーニ・ガーボル 参事官（政治・広報）
Ms. DÖMÖTÖR, Tekla ドモトル・テクラ 参事官（経済・投資貿易）

パラノビチ・ノルバート
ハンガリー大使からのお礼状
東京 2020 オリンピック、パラリンピック参加
の、選手、役員、スタッフ全員の方に猪谷
常務理事を通し当友好協会から、小さな
お土産を大使にお渡ししました。大使より
お礼状が送られてきました。
日本ハンガリー友好協会 理事長 鍋倉真一様
令和 3 年 8 月 17 日
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し
上げます。日頃より鍋倉様には、日本ハンガリー
友好協会理事長として、両国間における様々な
交流に関し大変ご尽力いただいておりますこ
とを、改めてお礼申し上げます。
過日、コロナ禍中ではありましたが、東京
2020 に参加したハンガリー選手団は全力を尽
くし、記録を残して、無事に離日致しました。
今回のオリンピック大会は、異例の状況下で
開催されただけに、特に選手達にとって日本の
皆様方、特に友好協会の方々の心に 触れる
応援は、大きな励みとなりました。
何よりも選手だけでなく、役員やメディア・
スタッフ等、全員に日本のお土産をお贈り下
さいましたお心遣いには、深く感謝申し上げ
ます。
東京 2020はいろいろな意味で、歴史に残る
大会になるでしょうが、ハンガリー選手団に
日本ハンガリー友好協会 2021年度役員

Dr. KOLOZSY-KISS, Eszter コロジ=キシ・エステル 一等書記官（スポーツ・観光）
Ms. RUSZNÁK, Dóra ルスナーク・ドーラ 一等書記官（農業）
Dr. KOVÁCS,Emese コバーチ・エメシェ 一等書記官（文化）
Mr. KEREKES, András ケレケシュ・アンドラーシュ、二等書記官（経済・貿易）
Ms. TAMÁS, Eszter タマーシュ・エステル 事務局長
Mr. FEHÉR, István フェヘール・イシュトヴァーン 大使秘書
Mr. RÁCZ, Gergő ラーツ・ゲルグー 料理長

とっても、日本ハンガリー友好協会の皆様方
からの友好の応援と、「心」を戴いた忘 れが
たいものになると、確信しております。ハン
ガリー・オリンピック委員会委員長からの感謝
の意に加え、駐日ハンガリー大使としても、
お礼申し上げます。それでは、一日も早くコロ
ナが 収束 する日を待ち望みつつ 、 鍋倉様の
更なるご活躍とご健勝、日本ハンガリー友好
協会の益々のご発展をお祈り申し上げます。
敬具
パラノビチ・ノルバート
駐日ハンガリー国 特命全権大使

2021 年度総会報告
2021 年度総会は新型コロナウイルスの影響
で、葉書を使った会員の議決権行使となりま
した
（2021 年 8 月 15 日締切）
。
議 案 と し て は 、① 2 0 2 0 年 度 活 動 報 告 、
②2020年度収支報告、③2021年度活動方針、
④2021年度予算案、⑤会規約の見直し、⑥規約
第28条の特定業務委託契約における報酬の基
準に関する決議案、⑦ 法人会員の推薦した理
事に関する総会決議案、⑧ 2021年度理事候補
が出されました。
その結果、議案書発送総数 352 通、返信の
あった議決権行使書（葉書）有効数 133 通で、
⑥に反対が 1 通あった他は全て全議案に賛成
となり承認されました。その後オンライン理
事会にて 2021 年度新役員が選任されました。

（敬称略、同一役職あいうえお順）

会長：河野洋平 副会長： 小野元之、小林研一郎、間宮芳生 理事長：鍋倉眞一 専務理事 ： 猪谷晶子
常務理事：江嵜正邦、粂栄美子、瀬川隆生 理事：東孝江(事務局次長兼務）、岡島有孝(新任）
、小平功、後藤田夫規子、
佐々波浩一(新任 事務局長兼務）、佐藤地(新任）、佐藤義雄(新任）、重松聡、清水祥之、田崎龍一、田中純子、萩原淑子、
羽場久美子、向山毅、山川秀明(新任） 監事：内藤貴昭、松尾守之 理事補佐：中谷治芳 顧問：雨宮一正、伊藤和矢、
堤功一、福井直敬
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会報オンライン化についてのアンケート結果
今後の協会広報活動の方針
会報は 1975 年 3 月に第一号が発行されまし
た。協会の半世紀に
わたる歴史を語る貴
重な資料です。会報
172号
（2021年1月22 日
発 行）に 同 封し 皆 様にご 協 力をお 願いした
アンケートの結果をご報告させていただきます。
会報オンライン化を含むアンケートに関し、
141名の会員の方から
（会員約 300 人中）
ご回答
頂きました。アンケートの内容は：
①会報をPDF にしオンラインに掲載。賛否
②会報を協会のホームページにアップしたとき
読むことができる。可否
③協会のホームページを見られる。可否
④メールアドレスを登録 する。可否
①②③④全てに賛成・可能の方：104名
（74％）
どれかができない方：33 名
（23％）
紙の会報を希望する方：28 名
（20％）
無回答：4 名（2％）
以上 から、 アンケートの返 事 の あった 方
141 人に関しては、74％が会報をホームページ
上にアップすることに賛成でした。
ただ会員が 300 人いることを考えれば、実際
には半数以上の方がお答えいただいておらず、
それを考えると、すべてに賛成の方は 3 分の 1
程度になります。故に、しばらくは慎重に、
会報を紙ベースで発行しながらホームページに
も合わせて掲載する、ということにしました。
今後も会員の皆様のご意向を反映しつつ、
資源節約のためのペーパーレス化、オンライン
化も模索していきたいと思います。
＜＜今後の広報活動＞＞
以下の媒体を通して情報を発信します。
１）会報 Barátság：会員の皆様を繋ぐ大切な媒
体です。紙媒体・PDFの形でお届けします。
２）ホームページ：迅速な文化情報、グローバ
ルなニュースを発信。会報もアップします。
３）ブログ：理事がピックアップした国内外 の
ハンガリー情報をお伝えします。
４）メール：登録された会員の方に協会のお知
らせ、ホームページの更新、イベント情報を
お送りします。
みなさまからのイベント、ニュース、活動情報
お待ちしています。
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藤本壮介氏設計《ハンガリー音楽の家》
匿名建築デザ
インコンペで
168のプロジェク
トから選ばれた
藤本氏設計の
《ハンガリー音楽
の家》。ヴァーロ
シュリゲト
（市民
公園）
内に金色に浮かび上がるこの会館のオー
プニングに先立ち、リスト音楽院時代の恩師で
もある、館長バッタ・アンドラーシュ氏にお話を
伺いました。
「会館には大きな3 つの音楽的要素があり、
各階ごとに盛り込まれています。一階は生の
音楽と触れ合う場で、大小2つのホールがあり
ます。市民公園の自然が見渡せるガラス張り
のため音響が心配されましたが、日本の永田
音響設計さんがその懸念を解決してくれまし
た。ピアノもヤマハを 2 台選びましたよ。
そして地下は時間を
超えた音の体験の場。
常設展示と仮設展示、
サウンドドームがあり
ます。常設展示はヨー
ロッパとハンガリー音
楽の歴史をイヤフォン
とバーチャルで旅する
テーマパークになって
いて、家族連れや若者も楽しめます。サウン
ドドームは 1 9 7 0 年の 大 阪 万 博 で 活 躍した
Eötvös Péter 氏の案。360度のスクリーンを
見ながら多様な音を体験できます。
そして最上階はハンガリーが力を入れている
音楽教育の場です。デジタルライブラリーがあ
り、ライトウェルと呼ばれる屋根の窓から差し込
む自然光の中で、子供達と大学生達が触れ合い
ながら音楽を学びます。コダーイの「音楽はすべ
ての人のもの」
と言う言葉通り、ここではジャ
ンルを問わず誰でも音楽を身近に楽しむことが
でき、ハンガリーでは例のない文化施設です。
友好協会の皆様と新しいブダペシュトのラン
ドマーク《ハンガリー音楽の家》でお目にかか
れるのを楽しみにしています。
」
聞き手/ 訳 会員 萩原淑子
在ザルツブルク
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リスト音楽院フェスティバル 2021

第 2 の祖国ハンガリー

今回の「リスト音
楽院フェスティバル
2021」は、新しく立
ち上 げた 岐 阜 市 の
市民団体「リスト音
楽院フェスティバル
実行委員会」の主催で、10 月 3 日に 岐阜市の
「クララザール じゅうろく音楽堂」で開催され
ました。出演はいずれも岐阜市在住でハンガ
リー国 立リスト音楽院出身 の 佐 部 利 弦 さん
（ピアノ）、 波多野有紀さん（ヴァイオリン）、
山田真吾さん
（チェロ）のトリオコンサートでし
た。演奏曲はドボルザーク作曲ピアノ三重奏曲
第 4 番「ドゥムキー」とラヴェル作曲ピアノ三重
奏曲。三人の息がピタリと合った名演で、客席
からは大きな拍手が送られていました。コロナ
禍の中、緊急事態宣言が解除されたばかりの
時期で聴衆の入りが 心配されましたが、感染
対策も万全に、盛会裏に終わりました。
リスト音楽院フェスティバル実行委員会
代表 太田功正

2021年は、音楽活
動が規制された年で
したが、音楽が人々
の生活や心を豊かに
し、生きている実 感
を与えてくれると信
じてピアノ演奏を行ってきました。
3月東京サントリー・ブルーローズにて、駐日
ハンガリー大使館、日本ハンガリー友好協会の
後援をいただき、F.リストの曲を中心に演奏
しました。6月には、ハンガリー公的イベント
「ミュージアムナイト」
のブダペスト王宮地区に
ある音楽史博物館での招待演奏でした。B. バ
ルトークが 使用し博物館に設置されているピ
アノで、アジアの日本からきた私が、ハンガリー
民謡の影響を受けるバルトークの曲を演奏し、
皆さんに評価して戴いたことはとても嬉しい
事です。留学は、伝統、言語、文化、生活の
体験となり、ハンガリーを第 2 の故郷にしま
した。そして私の音楽の魂を育ててくれたの
です。
会員 山本絵里

ハンガリーへの誘い
―４つの写真展―

第2回ハンガリーフェスティバル

10 月 13日
（水）
から18日
（月）
まで、西
新宿のヒルト
ンピア アート
スクエアで、
リスト・ハンガリー文化センター東京主催による
写真展が開催されました。
これまで文化 センターが 紹介してきた 3 名
のハンガリー写真家の作品、ユハース・バラー
ジュ の「バラニャ地方の宝石」と「変 革」、バ
ザーント・イヴォラの「ブダペスト」、そして、
エルデーイ・ガーボルの「知られざる温泉大国
ハンガリー」が一堂に展示されました。
10 月 13 日の一般公開を前に、文化センター
のナジ所長はじめ関係者が出席してささやか
なオープニングが行われました。会場にはハ
ンガリー物産販売コーナーも置かれ、会期中、
多くの方が 来場されました。
理事 田崎龍一

10月16日
（土）
六 本 木にある
アーク・カラヤン
広 場 で リスト・
ハンガリー文 化
センター東 京 主
催 による 第 2 回
ハンガリーフェスティバルが 開催されました。
朝10 時半から午後17時20分までステージで
披露されたプログラムは、千葉ソナク少年少女合
唱団、クラリネット藤田菜月さんと弦楽四重奏、
ジプシーヴァイオリン古舘由佳子さん、ピアノ
金子三勇士さんによるコンサート、踊り部の民族
舞踊、ハンガリー観光、はちみつ、化粧品の紹介、
池上彰さん×増田ユリヤさんによるカタリン・
カリコさんの紹介など、盛りだくさんでした。
会場には、現在大使館員として働く元力士
「舛東欧」のトート・アティラさんの姿もありま
した。皆さん、はちみつなどを販売するお店、
伝統工芸を体験できるコーナーを巡りながら、
ハンガリーを楽しんでいました。
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東京 2020 大会での繋がりを未来へ

東京オリンピック開催記念展覧会

福島県郡山市は
鯉の食文化をきっ
かけに 2016 年から
ハンガリーと交流が
始まり、2019 年 4月
に ホストタウンに
登録され、2021 年 7 月にオリンピック水泳選
手団が、8 月にはパラリンピック水泳選手団が
郡山市で事前キャンプを行いました。
事前キャンプでは、応援メッセージの動画を
はじめ、ハンガリーの子どもたち が 描いた
絵を印刷した 灯篭（とうろう）
を練習会場の入
口に展示するなど、選手団へエールを送ると
ともに、貴会様のブログにおいても、その様
子をご紹介いただきました。さらには、選手
団と子どもたちとのオンライン交流を実現し
ました。
今後も、スポーツ・文化・芸術をはじめ、
産業や農業分野等における経済面においても
ハンガリーとの交流が末永く継続するよう取り
組んでまいります。
郡山市国際政策課長 植木一雄

リスト・ハンガリー
文 化 センター で は 、
2021年 6月から11月ま
でオリンピック関連の
展覧会シリーズを開催
しました。
初 回 は「 T O K Y O
1964 ハンガリー選手団
の追憶〜当時の記録
から〜」と題し、ハンガリー選手団の写真や想
い出の品を展示しました。57 年前の東京オリ
ンピックでは182人のハンガリー選手が参加し、
17 競技で 22 個のメダル
（金メダル10 他）
を獲得
しました。当時、ハンガリー選手村付き通訳
を務めた山田裕子様のトークイベントも行い
ました。
その後、
TOKYO2020
オリンピック、
パ ラリンピッ
ク出場選手を
二回の展覧会
で館内パネル
写真にて紹介しました。また、壁面窓ガラス
全面にハンガリー選手の大型シールを貼り館外
からも楽しんでいただける展示も行いました。
この間、ハンガリー選手団への応援パネル
を作成しましたが、
「日本 ハンガリー友好協会
パネル」に多くの会員の方からサインをいただ
きました。ご協力いただきました会員の皆様へ
心から御礼申し上げます。パネルは選手村の
ハンガリーチームの元へ無事届けました。
渋 谷スクラ
ンブル交 差 点
のサイネー ジ
では TOKYO
2020 開始時と
終了時に動画
を通してハンガリーチームへの応援と日本の
皆様への感謝を表し、最後にハンガリー写真
家エルデーイ・ガーボルが TOKYO2020 開催
中に撮影した東京の姿の写真展「ありがとう、
東京」を開催し、当館の TOKYO2020 は幕を
閉じました。
リスト・ハンガリー文化センター 所長 ナジ・アニタ
文化担当官 コバーチ・エメシェ

ハンガリー代表選手が
子どもたちと交流
東京都北区で
フェンシングと
柔道代表が東京
2020オリンピック
の事前トレーニ
ングキャンプ を
7月中旬 から下旬に実施。大会ではフェンシ
ングのシラギ・アーロン選手 が 金メダルを
獲得するなど両競技とも優秀な成績を残しま
した。
競技終了後、同選手をはじめとしたメダリ
スト 4 名が北区立志茂子ども交流館（児童館）
を訪れ、新型コロナウイルス感染症対策を
徹底したうえで、子どもたちと交流し、盆踊
りや縁日体験をするなど日本文化に触れつつ
親睦を図りました。
北区は今後も継続して、交流会などを通じ
てハンガリーとの絆を深めていきます。
東京都北区 課長補佐 大熊孝章
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カリコー・カタリンはハンガリーの英雄！
2020 年から 2021 年に
かけ、コロナウイルス
（Covid-19）
・パンデミック
が世界を席巻し、特に
先進国のアメリカ・ヨー
ロッパで最大の感染者と
死者を引き起こし、世界
中を震撼させました。2021年 11月末、世界の
感染者は 2 億 5800 万人、死者は 517 万人を超
えました。そうした中、世界のワクチン競争で、
mRNA の開発により、ワクチン革命を引き起
こしたのが、ビオンテックの副社長、ペンシル
ベニア大学の准教授、アメリカとハンガリー
の 2 重国籍を持つ 生化学者、カリコー・カタ
リンさんです。カリコーさんの名は世界中で
知らない人がないほど著名になり、ノーベル賞
第1候補者とされていましたが 残念ながら先に
持ち越されました。
カリコーさんは、ソルノク県 Kisújszállás 生
まれの生化学者で、セゲド市のヨージェフ・アッ
ティラ大学（現セゲド大学）
で学び、ハンガリー
科学アカデミーの生物研究センターで博士課程
を取得しました。当初からRNA研究を進めて
いましたが、資金が得られなくなり失職、1985
年にアメリカに移住し当初テンプル大学その後
ペンシルベニア大学で研究を続けました。
免疫学者ワイスマンと共同で、メッセンジャー
RNAを開発。Covid-19 のワクチンとして、ファ
イザー、モデルナ双方に採用されました。2021
年のTime 誌で、世界で最も影響力のある100人
の一人に選ばれました。長女ジュジャさんは、
ボート競技でオリンピック金メダリストです。
増田ユリヤ著『世界を救うｍRNAワクチンの
開発者カタリン・カリコ』
（ポプラ社、2021年）が
出版され、10 月 16 日（土）リスト・ハンガリー
文化センター主催の第二回ハンガリーフェス
ティバルで池上彰氏との対談が行われました。

中欧・東欧文化事典

刊行

中欧・東欧の多様で
多彩な文化、歴史、
民族を紹介する初め
ての文 化 事 典（丸 善
出版）
が、2021年 8月
末に刊行されました。
中 欧・東 欧の文 化 を
テーマ別に 23 章の中
で紹介し、それぞれの
章が 一 冊の本として
読めるようなユニーク
な編集スタイルになっています。
ハンガリーの項目では、リスト・フェレンツ、
バルトーク・ベーラ、コダーイ・ゾルターンから、
文学者：ペテーフィ・シャーンドル、アディ・エンド
レ、サボー・イシュトヴァーンの映画、ハンガリー
のアニメ、ハンガリーの国旗や国歌、民族衣装
から民族舞踊まで、又
「王のワイン、ワインの王」
貴腐ワインからエグリビカベールまで、美しい
写真で彩られた興味深い項目が沢山あります。
また、現代的なテーマも取り上げられ＜境界
線地域の人の移動＞＜中・東欧のジェンダー＞
＜歴史認識と歴史教科書問題＞＜日本との関
係＞等の章もあり、少し視野を広げて中・東欧
を知ることもできます。
政治や経済、歴史が注目されがちだった東
欧に対して、冷戦終焉後、急速に広がった
「中
欧」の煌びやかな文化。世紀末ウィーンから、
中欧帝都の旅、としてウィーン、ブダペシュト、
プラハの観光が組まれ、「ドナウの真珠」の世
界遺産やゲレールトの温泉が世界中の観光客
を呼び寄せる時代になったことから、にわか
に、ハンガリーの文化、芸術が脚光を浴びて
います。
知りたいこと満載の『中欧・東欧文化事典』
を
是非、みなさまの地域や学校の図書館に入れ
て楽しんでください。

お知らせ
創立10周年記念日本ドナウフォトクラブ写真展
「Hungary plus」
日 時 ：2022 年 2 月17日
（木）〜 23日
（水）
場 所 ： ポートレートギャラリー（東京四谷）
【お問合せ先】 田崎

rjuicsi@ybb.ne.jp

山本絵里

ピアノリサイタル

日 時 ：2022 年 2 月 26 日
（木）
場 所 ： サントリーホール ・ ブルーローズ
【お問合せ先】 Eri Yamamoto

eriyamamoto.piano@gmail.com
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新 年会のご案内
2022 年 日本ハンガリー友好協会新年会
！
ハンガリー大使館で開催！

昨年は開催できなかった新年会を 2 年振りに来る 2022 年 2 月 5 日（土）午前 11 時半（受付開始午前 11 時）
から、 駐日ハンガリー大使館で開催 致します。大使館のシェフが腕を振るう特製のハンガリー料理を
ご賞味ください。ハンガリーワイン並びに音楽とともに新春のハンガリーの一日をお楽しみください。

ご参加頂ける方は

会員 のみ とさせて頂きます。

事前登録申込制と致します。

「参加葉書」
を提示願います。
当日受付で申込み（振込）
後にお手元に届く
収容人数に制約がございますので、早めの申込をお願い致します。コロナ禍を考え、十分な配慮をし、
締め切り日以前でも、申込者数が上限に達しますと、打ち切りとさせていただくことがあります。
詳細は同封の別紙案内をご覧ください。お問い合わせは原則メール
（jpnhun@gmail.com）
にてお願いします。
郵便、FAX、電話
（留守電）では回答に日数を要することご承知おき願います。
新型コロナウイルスの感染状況によっては開催が中止となる可能性もあることご承知おき願います。

2021年度

カンパ協力者氏名

1月／瀬川 隆生（東京都）、大梶 俊夫（東京都）、今井 忠子（東京都）、井原 英俊（沖縄県）、美馬 和男（東京都） 2月／田中 隆浩（東京都）、
萩原 淑子（東京都）、石本 孝子（石川県）、佐藤 昌彦（山形県）、矢崎 斉男（長野県）、早川 博行（東京都） 3 月／杉前 惠子（神奈川県）、松田
圭司（千葉県）、床坊 千絵（石川県）、早川 博行（東京都） 5 月／立木 彩香（埼玉県）、塚本 博（群馬県） 7 月／佐藤 一輝（東京都）、丸 磐根
（東京都）
、児玉 安司（東京都）、美馬 和男（東京都）、神宮寺 良吉（山形県）、山田 裕子（埼玉県）、瀬川 隆生（東京都）、吉岡 玲子（東京都）、
、坂東 俊子（神奈川県）
、浅野 春美（東京都）
、須藤 和子（東京都）
、坂梨 正典（東京都）
、佐藤 信之（東京都）
、新井 欣也
杉山 瑞樹（神奈川県）
（埼玉県）、大澤 一煌（静岡県）、山縣 祥子（兵庫県）、石坂 政雄（東京都）、坂詰 彌彦（東京都）、鈴木 律子（神奈川県）、梶山 佳代（茨城県）、
草山 昭（神奈川県）、草山 明久（神奈川県）、松岡 紀子（神奈川県）、髙久 圭二郎（埼玉県）、堤 功一（東京都）、田中 薫（東京都）、富本 一久
（愛知県）
、槇 學（埼玉県）
、松本 勉（神奈川県）
、宮崎 孝幸（東京都）
、矢崎 斉男（長野県）
、前川 昭一（東京都）
、膳所 博美（三重県）
、町田 浩一
（東京都）、
古川 隆（東京都） 8月／鋤柄 晴香（神奈川県）、眞壁 潔（神奈川県）、戸塚 厚生（神奈川県）、永岡 信幸（東京都）、渡辺 真美（東京都）、
徳田 政太郎（岡山県）、松田 圭司（千葉県）、髙橋 良彰（山形県）、梶川 久美子（京都府）、大梶 俊夫（東京都）、塚本 博（群馬県）、
井﨑 正浩（東京都）、小野寺 喜一郎（山形県） 9 月／佐藤昌彦（山形県）、西澤 和枝（東京都）、蔵田 雅之（東京都）、笠木 千束（東京都）、
珠玖 幹雄（千葉県）、宮治 弘（神奈川県）、黒子 奈保美（兵庫県）
カンパ戴きましてありがとうございます。 金額につきましては、カンパそのものを多とさせて戴きまして、不掲載と致します。
（敬称略）

新規入会者のご紹介
1 月 池田恒紀（山形県）、山本絵理（東京都）

8 月 佐藤

2 月 清水祥之（東京都）

9 月 多田早苗（東京都）

6 月 三井不動産株式会社（東京都）、住友生命
株式会社（東京都）、双日株式会社（東京都）

地（神奈川県）

10 月 浅野衣美（埼玉県）、
ハンガリーワイン&パーリンカ協会（東京都）
（敬称略）

7 月 アルプスアルパイン株式会社（東京都）

会報・ホームページ・ブログへの記事投稿のお願い

日本全国、海外にお住いの会員の皆様にも楽しんでいただける情報を、ホームページ・ブログで積極的に発信します。
ハンガリーに関連する情報やイベントについてご連絡ください。会報は本号よりHPに掲載します！ 連絡先：羽場久美子

http://www.jpnhun.org/

ホームページ

ご紹介

ブログ

https://jpnhun.at.webry.info

2020 年ベートーヴェン生誕 250 周年を記して稲川照芳元駐ハンガリー大使から頂いた寄稿文
「ベートーヴェンとハンガリー」
を別紙でご紹介いたします。

編 集 後 記
長い長いコロナのトンネルを抜けて、2022 年は、新しい自由な年になるでしょうか。
With Corona の状況はしばらく続きそうです。新年会が、皆様との久しぶりの交流の場に
なりますよう、希望しております。皆様にとって幸せな 1 年となりますように！
編集委員：東孝江、粂栄美子、佐々波浩一、萩原淑子、羽場久美子

https://hungary-wine.com/
ハンガリーのワインとはちみつにこだわり約30年。
ハンガリーワインの取り扱い種類は国内最大級！

