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2010年度総会開催される2010年度総会開催される
　日本ハンガリー友好協会の2010年度総会が、５月29日、東京中央区銀座の時事通信ホールで
開催され、09年度活動報告と決算報告、10年度活動方針と予算案並びに役員改選について審
議、すべて原案通り承認されました。また、執行部の役員人事については、理事長に田中義
具氏、専務理事に猪谷晶子氏、常務理事に田崎龍一氏、事務局長に瀬川隆生氏がそれぞれ留
任し、また、事務局次長には東孝江氏が留任のほか、新たに高橋典子氏が就任しました。総会
で承認された議案書並びに2010年度の役員人事は別記の通りです。

　引き続き、瀬川事務局長の司会で懇親会に移りました。
最初に河上民雄副会長が「20年前のベルリンの壁崩壊の
きっかけはハンガリーが作った」と開会の挨拶を延べられ、
続いて駐日ハンガリー大使館のボジック・ベーラ副大使が、
「両国、両市民の交流が活溌な中で、昨年萩原道彦氏が
亡くなられ、お悔やみを申し上げる。ハンガリーは新しい
政府が活動をはじめた」と挨拶されました。

　引き続き行われた恒例のミニコンサートでは、ハンガリー
民話「呪われた修道士」の朗読とB.バルトークの「2台のヴァイ
オリンのためのデュオ」の演奏が、朗読・久松洋子氏（理事）、
ヴァイオリン演奏・萩原淑子氏（理事）と宮本佳代子氏（会員）に
よって行われました。朗読とヴァイオリン演奏の絶妙な調和が
大変心地よく、会場は暫しハンガリーの民話の世界に包まれ
ました。

　その後、田中理事長の音頭で、ハンガリー大使館
提供のワインで乾杯し、懇談に入りました。
　和やかに進むなか、4月1日に設立された京都支部
の鈴木淑子支部長他の皆さんと京都で開催中の「ハン
ガリー・日本交流展“Water”」に来日中のハンガリー人
作家が登壇し挨拶されました。続いて、山形県支部の
小野寺智子氏、石川ハンガリー友好協会の石本孝子氏、
岐阜県ハンガリー友好

協会の纐纈春彦氏、関西ハンガリー交流協会長の向山毅氏が、
それぞれ活動状況を報告しました。会場はハンガリーの話題や
情報交換で盛り上がり、また、ロビーには、ハンガリー人の
書いた書道作品や京都の美術展の写真などが展示されました。
最後に、猪谷専務理事の閉会の挨拶で、お開きとなりました。
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2010年度日本ハンガリー友好協会総会報告
２００９年度 活動報告（2009年4月1日～2010年3月31日）

2009年は、日本・ハンガリー外交関係開設140周
年、国交回復50周年記念の年であり、この年を
ハンガリー・フェスティバル開催年として、会員を
はじめ各地の友好組織と協力し合い様々な記念
事業を行いました。また、日本政府が推進する
日本ドナウ交流年の記念事業とも重なり、かつて
ない規模で友好交流行事が行われました。

協会は「2009年日本・ハンガリー国交回復50周年
記念事業実行委員会」において承認され、協賛
企業からの多額の協賛金による国際交流基金助
成金を受けて、以下の行事を実施しました。なお、
2009年ハンガリー・フェスティバルは3月に横浜で
開催された「市民によるハンガリー美術展」で開幕
しました。

ハンガリー・フェスティバルの年

新役員

退任役員

（１）記念事業実行委員会関係行事
●フェスティバルプログラムの作成　5月完成
ハンガリーフェスティバルの全容を掲載。A4版、カラー59頁。秋篠宮殿下（日本・ハンガリー交流年
名誉総裁）と中曽根外務大臣のご挨拶掲載。1万部作成、各方面に配布。

●カルドシュ・タマーシュ写真展「我が祖国、ハンガリー」
9月17日～30日、東京新宿、アイデムフォトギャラリー「シリウス」
親日家であるカルドシュ氏の作品展。古いハンガリーや現在のハンガリーの自然や人々、生活など、
50点を展示。

●日ハ友好・全国交流のつどい　9月26日　ロイヤルパークホテル
両国写真家によるトークショー、ハンガリー語＆日本語スピーチコンテスト入賞者による発表、カラー
カ民族アンサンブルの演奏、ルービックキューブの模範演技、各地友好協会等による発表、表彰式、
懇親パーティー。多彩な展示コーナー。400名が参加。

●ソルノク市交響楽団来日公演
11月21日山形県遊佐町、22日酒田市、23日山形市、25、27日東京オペラシティ、26日山梨県民文化ホール、
28日秋川キララホール
日本人指揮者の井﨑正浩氏が音楽監督（常任指揮者）による演奏。合唱団62名など総勢156名。

●エリザベート橋ライトアップ点灯式　11月17日　ブダペスト、Zsófia号船上
照明デザイナー石井幹子氏によるライトアップ。点灯式はデムスキー市長、河野記念事業実行委員長、
米倉会長、伊藤駐ハ大使ら両国関係者約150名が出席。参加ツアーも催行され、島根県支部による安来
節が披露。また、スィリ・カタリン前国会議長の歓迎午餐会、外務大臣の歓迎レセプション、首相への
表敬訪問も行われた。

【会　　長】河野洋平
【副  会  長】河上民雄、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】田崎龍一
【事務局長】瀬川隆生　【事務局次長】東　孝江、高橋典子（新任）　
【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、瀬川隆生、

高橋典子（新任）、田崎龍一、田中輝明、田中義具、並河克彦、萩原淑子、羽場久美子、
服部公彦、久松洋子、廣澤孝夫、船江和昭（新任）、村岡克也

【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

【理　　事】福島　巌
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（２）その他、主な行事
●写真家・織作峰子先生と撮るハンガリー撮影の旅
6月3日～10日  ブダペスト、バラトン湖、ショプロン
協会初の撮影ツアー。全国から11名が参加。作品は全国交流のつどいで展示。

●ハンガリーとトランシルヴァニアの民話・フォークロア
7月4日、城西大学紀尾井町キャンパスホール、7月6日、岡崎コミュニティサテライトオフィス、7月8日、
大阪大学箕面キャンパス
トランシルヴァニアの作家、ヴィシュキ・アンドラーシュ氏による講演。民族舞踊・民話の朗読。学生との交流他。

●日本・ドナウ交流年2009 in 山形
11月22日、交流セレモニー（山形県生涯学習センター「遊学館」）、11月23日、フレンドシップコンサート
（山形県県民会館）
吉村県知事、長谷川実行委長の挨拶、各国大使によるお国紹介。コーシャ・フェレンツ氏とマニュエラ・チェル
ナット氏との記念対談。「バンキエーリ・シンガーズ」の合唱。交流パーティー。ドナウ川・最上川写真展、子ども
絵画展。

●ハンガリー語講座
協会事務所で開講しているハンガリー語講座には、3月31日現在、21名の方が受講され、開講状況は
下記のとおりです。

●友好協会組織の設立
島根県に支部が、熊本県に友好協会が設立されました。

●会員の状況
今年度29名が入会、３月末現在で会員562名（内家族会員187名）、法人会員は1社退会で７社です。
サークル会員は「リスト音楽院友の会」が新たに入会しました。

●日本ハンガリー交流史編纂事業
2009年ハンガリーフェスティバル事業の一環として、両国の140年間の交流の軌跡、友好協会の活動状況
等を包含した「交流史」発刊計画が国際交流基金の助成承認を得られ、編纂委員会がスタートしました。
日ハ交流史編纂委員会

なお、その他、各地友好協会組織等の行事は「フェスティバルプログラム」並びに協会会報にて掲載。

２月18日（金） 第１回編纂委員会 協会事務所 予算案、素案、進行表検討

３月４日（木） 第２回編纂委員会 同上 編纂内容検討

島根県支部 6月12日設立総会
 支部長：丸 磐根氏（松江商工会議所会頭）

  会員130名

熊本県ハンガリー友好協会 6月11日設立総会
 会　長：木村良子氏（ケア・サポーターズクラブ

  熊本会長）会員300名

 開講日 クラス 　　　　　　　　  講　師 受講生

 月曜日（毎週） 入門コース カールマン・アンドレア先生、大島 一先生 7名

 火曜日（毎週） 初級コース カールマン・アンドレア先生、キラーイ・アティラ先生 3名

 水曜日（毎週） 中級コース カールマン・アンドレア先生、キラーイ・アティラ先生 3名

 木曜日（毎週） 上級コース バログ・マールトン先生、大島 一先生 ３名

 金曜日（月2回） 研究コース バログ・マールトン先生 5名

日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ
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各種会議等行事
今年度、各種会議等を活発に開催しました。
（１）総会・新年会

 ５月22日（金） 会報編集委員会 協会事務所 NO.137号編集
 ６月18日（木） 会報編集委員会 同上 NO.137号編集（6月26日発行）
 ７月15日（水） 会報編集委員会 アズフィノム NO.138号編集
 ８月20日（金） 会報編集委員会 協会事務所 NO.138号編集（9月4日発行）
 10月30日（金） 会報編集委員会 同上 NO.139号編集（交流のつどい特集）
 12月11日（金） 会報編集委員会 同上 NO.139号編集（12月18日発行）
 １月29日（金） 会報編集委員会 同上 NO.140号編集
 ３月12日（金） 会報編集委員会 同上 NO.140号編集（3月26日発行）

 ４月17日（金） 運営委員会 協会事務所 当面の諸問題
 ５月22日（金） 拡大運営委員会 同上 全国交流のつどい準備
 ６月18日（木） 運営委員会 同上 当面の諸問題
 ７月17日（金） 運営委員会 同上 全国交流のつどい準備
 ７月31日（金） 運営委員会 同上 全国交流のつどい準備
 ９月11日（金） 運営委員会 同上 全国交流のつどい準備
 ９月18日（金） 運営委員会 同上 全国交流のつどい準備
 ９月24日（木） 運営委員会 同上 全国交流のつどい準備
 10月９日（金） 運営委員会 同上 全国交流のつどい総括
 12月11日（金） 運営委員会 同上 当面の諸問題
 １月８日（金） 拡大運営委員会 同上 新年会の準備

 ４月24日（金） 第１回理事会 協会事務所 総会準備、フェスティバル関係
 ６月26日（金） 第２回理事会 同上 全国交流のつどいの準備他
 ８月28日（金） 第３回理事会 同上 功労者表彰、交流のつどいの準備
 12月18日（金） 第４回理事会 同上 交流のつどい結果他
 ３月12日（金） 第５回理事会 同上 運営体制、交流史編纂他

後援名義の依頼
友好協会への後援名義使用依頼は、15件を承認しました。

（２）理事会

（３）運営委員会

（４）会報編集委員会

 開催日 名　称 会　場 　　　　　概　　要
 ５月16日（土） 総会 東商スカイルーム 08年度報告、09年度活動方針等
 １月16日（土） 新年会 東海大学校友会館 盛大に開催（約100名出席）

【支出の部】

2009年度収支報告書およ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。  　監事　松尾守之　㊞　丸山冨美江　㊞

（単位：円）【収入の部】

 科 目 予 算 決 算 備 考
 会費収入 3,000,000 2,464,000 　
 入会金 120,000 58,000 会員29名＋家族会員7名
 カンパ 400,000 324,500 132件
 フェステバルカンパ 300,000 258,000 54件
 県協会協賛金 300,000 270,000 　
 広告収入 400,000 365,800 　
 国内事業収入 1,500,000 953,000 総会、新年会会費収入
 事務所使用料 120,000 120,000 　
 特別繰入金 1,000,000 1,000,000 ハンガリー語講座より　
 雑収入 30,000 6,975 　
 預り金 28,000 0 　
 合 計 7,198,000 5,820,275 　

会費収入の内訳：
個人会費　　 1,584,000
法人会員　　　 800,000
サークル会員　　80,000

 科 目 予 算 決 算 備 考
 印刷費 900,000 859,800 会報等
 通信費 500,000 681,802 　
 ホームページ 100,000 57,750 　
 国内事業費 1,500,000 1,521,201 総会、新年会
 フェステバル事業費 1,000,000 1,050,000 　
 組織活動費 100,000 70,927 　
 会議費 60,000 24,883 　
 事務費経費 1,300,000 1,043,504 家賃、公共料金
 手数料 100,000 60,100 振替、送金手数料
 事務用品 150,000 142,776 　
 人件費 600,000 0 
 交通費 500,000 146,160 　
 予備費 388,000 0 
 当期繰入 ― 161,372 　
 合 計 7,198,000 5,820,275 　
    繰越金 3,622,155 4,578,912 
 仮払金 1,011,268 83,163 

2009年度会計報告

法人会員
AZ GROUP、（株）資生堂、スズキ（株）、（株）スズキビジネス、住友化学（株）、（株）日食エステート、日清食品ホールディング（株）
サークル会員
合唱交流委員会、コチマの会、日本画教室、ハンガリー刺繍愛好会、ハンガリー刺繍教室、ハンガリー文芸クラブ、ヒミコの会、
リスト音楽院友の会 （五十音順）
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1. 会員を増やし、組織を強化します

　2009年に行われた「ハンガリー・フェスティ
バル」は、日本・ハンガリー外交関係開設
140周年、国交回復50周年記念事業として、友好
協会をはじめ全国各地の友好組織において、
様 な々記念行事が活溌に実施されました。友好
ムードは近年にない盛り上がりを見せ、島根
県支部と熊本県ハンガリー友好協会の二つの
強力な組織が結成され、京都においても、
「市民によるハンガリー美術展」出展者達に
よって、支部設立の動きが生まれました。
　今年度は、この全国的な日ハ友好気運の
高まりを会員拡大につなげるべく、ハンガ
リーに関心をもつ多くの人達へ入会を積極的に
働きかけると共に、ハンガリー進出企業へも
法人会員への入会を促進して参ります。
　一方、協会事務局の一層の充実強化を図り

　日本とハンガリーは1869年の外交関係開設
以来、様々な分野で交流が行われてきていま
すが、それらを体系的にまとめた史料はありま
せん。そのため、協会創立40周年に向けて、両国
の交流の歴史や友好協会をはじめ各地の友好
組織の活動を集大成した記録集「日本ハンガリー
交流史」（仮称）を発刊します（2010年９月予定）。

２. 「日ハ交流史」を発刊します

【支出の部】 （単位：円）

 科　目 予　算 前年度実績 備　考
 印刷費/通信発送費 1,540,000 1,541,602 会報等
 国内事業費 1,500,000 1,521,201 総会、新年会等
 フェステバル事業費 0 1,050,000 　
 組織活動費 70,000 70,927 　
 会議費 30,000 24,883 　
 事務費経費・手数料 1,100,000 1,103,604 家賃、手数料等
 事務用品 140,000 142,776 　
 交通費 150,000 146,160 　
 ホームページ 60,000 57,750 　
 予備費等 310,000 0 　
 翌期繰入 0 161,372 　
 合　計 4,900,000 5,820,275 　
 翌期繰延 4,578,892 4,578,892

【収入の部】

2010年度　予算

 科　目 予　算 前年度実績 備　考
 会費収入 2,740,000 2,464,000 下記参照
 入会金 120,000 58,000 60名
 カンパ 340,000 324,500 　
 フェステバルカンパ 0 258,000 　
 県協会協賛金 270,000 270,000 　
 広告収入 300,000 365,800 　
 国内事業収入 1,120,000 1,073,000 総会、新年会会費等
 特別繰入金 0 1,000,000 　
 雑収入等 10,000 6,975 　
 合　計 4,900,000 5,820,275 　

会費予算収入の内訳：個人会費　　1,740,000
　　　　　　　　　：法人会員　　　900,000
　　　　　　　　　：サークル会員　100,000

2009年度　ハンガリー語講座特別会計　会計報告
【支出の部】 （単位：円）【収入の部】

 科　　目 予算額 決算額 備　　　　考
 繰入金 1,264,208 1,217,922 
 受講料 2,600,000 1,322,900 29名
 雑収入 0 326 普通預金利息
 合　　計 3,864,208 2,541,148 

２０１０年度活動方針
つつ、会報「バラッチャーグ」誌とホーム
ページの内容の充実に努めます。また、会員の
皆さんのご意見やご要望に耳を傾け、可能な
限り楽しい行事を計画して、ご期待に応え
られるよう努力して参ります。
　さらに、各地の支部や友好組織との更なる
連携強化を図りながら、2011年の協会創立
40周年に向けて、組織の一層の充実強化を
図って参ります。

 科　　目 予算額 決算額 備　　　　考
 講師料 2,230,000 1,485,000 4名
 事務所借用料 120,000 120,000 
 クラス親睦費 100,000 0 
 通信費 20,000 12,180 振込手数料
 備　　品 50,000 8,795 
 予備費 1,344,208 0 
 合　　計 3,864,208 1,625,975 

収入合計 ー 支出合計 ＝ 915,173　　(次期繰越金）
 普通預金 913,968
 現　　金 1,205
 合　　計 915,173 2009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。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事　松尾守之　㊞　　丸山冨美江　㊞ 

２０１０年度  ハンガリー語講座特別会計　予算
【支出の部】 （単位：円）【収入の部】

 科　　目 予算額 備　　　　考
 受講料 1,400,000  1期（12週）　33,000円
 繰越金 915,173 
 合　　計 2,315,173 

 科　　目 予算額 備　　　　考
 講師料 1,500,000  1回（2時間）　11,000円
 事務所借用料 120,000 
 クラス親睦費 100,000  受講生交流会
 事務用品費 20,000 
 雑  費 20,000  振込料
 予備費 555,173 
 合　　計 2,315,173 
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　2008年ハンガリーTATAのクニ・ドモコス
美術館で日本から10人のアーティストが訪問
して、約１ヵ月間滞在し、ハンガリー人と展覧
会を開催しました。そして今年は５月に、ハン
ガリーから10人の作家の作品が日本の作家の
作品と共に京都芸術センターで展示され、沢
山の鑑賞者で成功裡に20日間を終えました。
来日された若い金属造形作家シーラギ・エル
ジェーベトさんと、シモン・ヴィクトーリアさんは、
ホームスティしながら葵祭や薪能、北野神社の
茶会など、日本の伝統を深いところで、捉えて
日 を々すごしました。彼女達が、今回の体験を
これからの作品つくりにどのように生かされて
いくのか、受け入れた私達にとっても楽しみな
事であります。

　そして、この
展覧会に先立
ち、これからも
息の長い両国の
友好関係を続
けて行こうと
思い、4月1日

に京都支部を発足させました。私たちは現代
美術というジャンルを最初のステップとして
いますが、次々と新たなジャンルの繋がりが
生まれることでしょう。微力ですが皆様
先輩の方々のお力を頂き、楽しく運営して
いきたいと願っておりますので、何卒よろ
しくお願い申し上げます。
　なお、私たちは、ブログを広報の手段と
いたしますので、“ハンガリー友好協会京都
支部”で、検索いただきますようお願いいた
しています。
　また、11月には京都の町屋スタイルのギャ
ラリー“ぱるあーと”で両国の小品展を計画
しています。京都へのおついでがありましたら
お立ち寄りいただきますよう、いずれブログ
発信いたしますので、ご期待ください。　

（京都支部支部長　鈴木淑子
事務局長　植松美早）

美術家達により京都支部が誕生

　新たな編纂委員により、実質的には5月から
始まった交流史編纂作業、書籍出版については
素人集団、悪戦苦闘しながらも出版に向けて
作業を続けています。毎日、膨大なメールが
パソコン上に飛び交い、添付ファイルが続々
入荷。ファイルの保存、整理だけでも大仕事
です。それでも、出版社からレイアウトされた
PDFファイルが送られ、書籍らしくなっている
紙面を見ると、これからの校正作業の大変さは
さておき、ちょっとだけ嬉しい気持ちが湧いて
きます。2ヵ月後の出産を控えた、母の気持ち
でしょうか。
　ハンガリーとの交流に直接関わった60人
ほどの方に「ハンガリーと私」というタイトルで、
執筆をお願いしました。草の根交流、文化
交流の貴重な資料であり、珠玉の作品でもあり
ます。1869年以降の学術的交流史、協会史、
また、ハンガリー音楽・文学、映画・語学、
民族舞踊・オペレッタ、そして、地方友好団体、
サークルの紹介も含まれます。日本とハンガ
リーの交流を点・線・面でまとめた記念史と
なればと願っています。9月10日の交流史
出版により、2009年日本・ハンガリー国交
回復50周年記念事業は完結します。

日本ハンガリー交流史編纂作業進む
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シェフ ブダイ・ペーテル氏
来日記念ランチセミナー

　国際交流基金の文化人招聘事業の一環
として３月８日に来日したブダイ氏は日本
各地の味噌や醤油などの発酵食品の企業を視察
訪問。
　その後東京に戻り３月19日神宮前のAZ Finom
にて、レチョーとランゴーシュのデモンストレー
ション、ランチのフルコースを披露しました。
日本の“握りずし”で感じたインスピレーションを
もとに創った前菜や、メインディッシュに“がり”を
使ったり、まさに日本とハンガリーのコラボレー
ションでした。
当日参加された
2 5名の方々は、
会話も弾みお腹は
一杯で、楽しん
でいました。
　ブダイ氏は、
帰国後４月30日
に在ハンガリー
日本大使公邸で
“創作日本風料
理”を披露しま
した。

ハンガリーデー in 小鹿野町

　5月15日（土）、埼玉県秩父郡小鹿野町で
ハンガリーデーが開催されました。
　小鹿野町はボハール大使が 20 年ほど
前にホームステイをした町と聞きました。

キッシュ･シャーンドル氏　春の叙勲

　2010年春の叙勲で、キッシュ・シャンドール
氏が、旭日中綬章を受章されました。
　5月26日、在ハンガリー日本国大使公邸にて、
伊藤哲雄大使より日本国政府の叙勲伝達
式が行われ、同氏に伝達されました。キッシュ
氏は、1982年－1992年　1992年－1997年
ハンガリー大使館商務部に勤務され、帰国後
2003年からハンガリー日本経済クラブ会長と
して現在も活躍されています。
　キッシュ氏のこれまでの長年に渡る日本・
ハンガリー経済関係発展と両国の相互理解の
促進における功績が評価された輝かしい
叙勲です。 

　ボハール大使にとっては非常に懐かしい
風景だったに違いありません。
　この日のプログラムは大使の講演、小鹿
野町のコーラス、ハンガリーの文化を紹介
しながらのツィンバロンコンサート、そして
最後には野外でハンガリー料理（プルクルト
…とても美味しかったです）やハンガリーワ
イン、焼き鳥などが振舞われ、地元の和太
鼓のグループがにぎやかに演奏してくれ、と
ても楽しいハン
ガリーデーとな
りました。
（会員 斉藤　浩）
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　2010年4月、ハンガリーで、総選挙投票の
第1回（11日）と第２回（25日）が実施された。
争点は、2008年の金融危機後、失業率が、
約11％、民主化以降、最悪の水準になった
ことに伴う経済の立直しと雇用対策であった。
　結果、支持率で圧倒的な優位に立つ最大野
党ハンガリー市民連盟（フィデス、中道右派）が
圧勝した。フィデスはキリスト教民主国民党
（KDNP）と合同で総議席の３分の２を超える
約７割の議席を単独で獲得。左派政権に
代わる８年振りの政権交代を実現した。
　また、深刻な経済危機を背景に躍進した
極右政党ヨッビクが初議席を獲得，社会党に
次ぐ第三の勢力になった。体制転換で大きな
役割を果たした自由民主連盟とハンガリー
民主フォーラムは姿を消し、新党「政治の
新しい形」（LMP）が国会入りした。
　３分の２以上の議席を有する強力なフィ
デス政権の誕生は、憲法改正も可能だ。種 の々
抜本的改革の実現、公約である経済成長が
財政規律を遵守しつつ実現されるのかが
注目される。
　新内閣は、5月末発足。首相には、フィデ
スのオルバーン・ヴィクトル党首が就任した。
そして、世界経済の新たな懸念材料として
世界的株価下落の一因となったハンガリー
財政問題について、新政権は、6月、財政再建
策を公表し、財政赤字削減に全力を挙げる
方針である。

ハンガリー新政権 AZ Finom『ハンガリー交流サロン』1周年

　昨年４月、ハンガリーとの外交関係開設
140周年を記念して、在日ハンガリー人とハン
ガリーが好きな日本人との交流の場として
『ハンガリー交流サロン』をスタートしました。
　元々、西麻布レストランジョルナイで開催
していましたが、リニューアルして再スタート。
毎回色々な方が参加され、会員メンバーも増え
ました。お誕生日の方がいる月は皆でお祝いの
唄を歌いスパークリングワインで乾杯。いつも
大賑わいです。スタートから１周年、この間に
日本ハンガリー友好協会に入会して下さった方も
いらっしゃいました。５月に、サークル会員に
加入し、さらに草の根交流の場として皆さんに
楽しんで頂きなが
ら、ハンガリーを
少しでも多くの方に
知って頂ければと
思っています。
（会員　東　孝江）

　今年もブダペストのグンデルレストランから、
シェフ・ソムリエ・ジプシーバンドを招聘してハン
ガリーウィークスが開催されます。昨年までは
３ヵ所のホテルでの開催でしたが、今年は
４ヵ所で開催されることになりました。
　いつものグンデルワインやハチミツ・民芸品の他、
日本初登場のパーリンカ入りのチョコレートなど
珍しいものも販売されます。近くの会場に足を運ん
でハンガリーにふれてみてはいかがでしょうか。

ハンガリーウィークス2010

ロイヤルパークホテル（東京）
９月23日（木）～９月30日（木）
砺波ロイヤルホテル（富山県）
10月２日（土）～10月４日（月）
ロイトン札幌（北海道）

10月６日（水）～10月12日（火）
浜名湖ロイヤルホテル（静岡県）
10月14日（木）～10月17日（日）

選挙結果による政党別議席数（2010年4月）
ハンガリー市民連盟（フィデス）/
キリスト教民主国民党（KDNP）　263議席
社会党（MSZP）　　　　　　　　59議席
ヨッビク　　　　　　　　　　　47議席
政治の新しい形（LMP）　　　　 16議席
無所属　　　　　　　　　　　　１議席
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　昨年のハンガリー・フェスティバルの一環と
して、2009年11月、冷戦終焉20年「ヨーロッパ・
ピクニック計画－鉄のカーテン解体からベル
リンの壁崩壊へ」と題する国際シンポジウムが、
青山学院大学でひらかれました。
　この11月の国際シンポは、当初１年前から
ハンガリーのボハール大使が中心になられ、
ドイツ大使・オーストリア大使に呼びかけられて
準備されたもので、当初はハンガリーから
ネーメト・ラースロー元首相、ドイツからはゲン
シャー元外相を呼ぼうと企画されました。こ
れにオーストリア、さらに駐日EU代表部、
ポーランド大使館、リトアニア大使館、朝
日新聞社、東京大学（DESK）が共同開催し、
また日本外務省欧州局からも支援を得て、
大変大がかりな共同国際会議となりました。
御二人は残念ながらいらっしゃれませんでした
が、当日はそれに勝るとも劣らぬ大会となりま
した。ハンガリーからは、「ヨーロッパ・ピクニッ
ク計画」をネーメトと共に支えたオプラトカ
教授、リトアニアからはソ連に対する「人間
の鎖」を導いたランズベルギス元大統領・国家
元首、ポーランドからは元連帯運動指導者ス
タニスキス教授、ドイツからはベルリンの壁を
崩壊させたレングスフェルト元欧州議会議員、
オーストリアからは鉄のカーテン解放を学生と
して体験したロイドル特命全権公使がそれぞ
れ講演され、20年前の「歴史を変えた人々」に
よる、熱気に満ちた、冷戦終焉 20 年の国際
シンポジウムが実現しました。
　会場には、ハンガリー友好協会の方々を初め、
全国から300人を超える方々が参加され、
「冷戦終焉とは、ヨーロッパ・ピクニックとは何
だったか？20年後の今、各国はどうなってい
るのか。」を語り合う素晴らしい会合となりま
した。
　今回の企画は、冷戦終焉後20年、歴史を
変えた各国の大統領・連帯・市民たちが、21
世紀の現時点で冷戦終焉をどう評価するのか、

またEU/NATOに加盟した今、新たな課題は
何かを問うものとなり、朝日新聞紙上での企画
掲載後、ひっきりなしに申し込みが続き、
当日は、熱気あふれる会場で、大統領や連帯
指導者、鉄のカーテンを開いた当事者達が、
当時の様子や、その後の安全保障、歴史を
変えた市民の役割、ロシアの評価、などを
めぐり活発な議論が交わされました。フロア
からも数十に及ぶ質問票が出され活発な討論が
繰り広げられました。
　国際会議の成果は、Paperback、The End 
o f  the Co ld War and the Reg iona l  
Integrationとして刊行されています（写真）。
ご希望の方は、先着5名様に、無料でお送り
させていただきます。ご住所、ご専門、
お名前を書いて、ハンガリー友好協会まで、
「冷戦終焉著書希望」と書いて8月20日までに
御連絡下さい。お送りいたします。
　遠路はるばるご参加下さった、歴史を変えた
５人のVIPの方々、１年間にわたり国際会議
開催に尽力下さったボハール・ハンガリー大使、

ご協力いただいた駐日
EU代表部、外務省、
国際交流基金、当日
いらしてくださり、熱気
に満ちた討議に参加
下さったすべての方々
に、心より感謝いた
します。ありがとうござ
いました。
（会員 羽場久美子）

「冷戦終焉20年－ヨーロッパ・ピクニック計画：
鉄のカーテン解体からベルリンの壁崩壊へ」
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09年4月　服部公彦（東京都）、09年6月　久松洋子（東京都）、千野宣大（東京都）、磯部美枝（神奈川県）、瀬川俊世（東
京都）、高木敏子（千葉県）、草山明久（神奈川県）、上野浩子（東京都）、豊田君枝（東京都）、徳田政太郎（岡山県）、
国領あかね（東京都）、久保正士（東京都）、河上民雄（東京都）、09年7月　石嶋　弘（東京都）、神宮寺良吉（山梨県）、
美馬和男（東京都）、藤原光太郎（東京都）、松澤　研（千葉県）、鴻野精彦（兵庫県）、木原光男（兵庫県）、八十島
茂子（神奈川県）、松本懸太郎（静岡県）、小泉　寛（静岡県）、田中義具（東京都）、大塚政弘（神奈川県）、和田さ
やか（東京都）、今井一治（東京都）、山口浩一（東京都）、ピーターソン鳥海壽子（東京都）、杉前恵子（神奈川県）、
小泉　博（富山県）、黒澤哲史（東京都）、黒澤万知子（東京都）、笠木千束（東京都）、坂本憲一（東京都）、高索紀
美枝（東京都）、古川信孝（東京都）、吉岡玲子（東京都）、石橋國雄（東京都）、川嶋昌子（千葉県）、國安歌子（東京都）、
小柳太美子（東京都）、加藤彰子（東京都）、石榑　精（千葉県）、堀美知子（神奈川県）、猪谷あき子（東京都）、宇
多弘次（大阪府）、柿沼則子（東京都）、會田榮一（神奈川県）、井﨑正浩（東京都）、渡部貴美子（東京都）、梶川久
美子（京都市）、槇　學（埼玉県）、鈴木伊三夫（神奈川県）、山田裕子（埼玉県）、小泉雅子（東京都）、松岡紀子（神
奈川県）、中原博次（東京都）、瀬谷昌伸（東京都）、上条喜佐雄（東京都）、小池英子（神奈川県）、山岸　徹（大阪府）、
城戸顯子（東京都）、佐藤昌彦（山形県）、池上信雄（東京都）、田崎龍一（神奈川県）、宮平良行（東京都）、高橋好文（神
奈川県）、戸塚厚生（神奈川県）、福澤正人（神奈川県）、大熊進子（東京都）、糠沢和夫（東京都）、小澤　哲（神奈川県）、
中山知子（石川県）、太田詠子（神奈川県）、鹿島田　守（東京都）、高久圭二郎（埼玉県）、後藤寿代（東京都）、石
原文雄（埼玉県）、工藤政志（東京都）、綿拔邦彦（神奈川県）、宮﨑勝弘（東京都）、森　啓一（兵庫県）、石本孝子（石
川県）、松尾守之（神奈川県）、江口雅子（神奈川県）、09年8月　松田　純（東京都）、羽場久美子（東京都）、渡辺
真美（東京都）、斉藤一正（神奈川県）、加納靖子（東京都）、横溝和子（神奈川県）、堤　功一（東京都）、本多秋男（神
奈川県）、09年9月　村岡克也（神奈川県）、大嶽麗子（兵庫県）、髙木洋子（東京都）、中川　滋（東京都）、西　進（神
奈川県）、丸山竹政（埼玉県）、松本　勉（神奈川県）、09年10月　八木久右衛門（東京都）、09年11月　坂詰彌彦（東
京都）、09年12月　齋藤美佐子（東京都）、膳所博美（三重県）、10年1月　今井忠子（東京都）、中山朋子（東京都）、
河上民雄（東京都）、10年2月　大梶俊夫（東京都）、坪井伸広（東京都）、梶山佳代（茨城県）、伊藤八重子（神奈川県）、
大月裕司（東京都）、渡辺真美（東京都）、関敏雄（北海道）、戸田みはる（東京都）、松本武巳（神奈川県）、小倉金吉（千
葉県）、勝山友美子（兵庫県）、松田　純（東京都）、上野浩子（東京都）、10年3月　高橋良彰（山形県）、堤　清二（東
京都）、辻川省吾（東京都）、五島明朗（神奈川県）、蜂谷由紀子（東京都）、羽場久浘子（東京都）、門脇純一（神奈川県）、
岩澤達夫（東京都）、10年4月　真壁　潔（神奈川県）、福井直敬（東京都）、石嶋　弘（東京都）、秋庭　督（神奈川県）、
床坊千絵（石川県）、10年5月　岡藤智加子（山口県）、新井 欣也（埼玉県）、10年6月　松本光一（鹿児島県）、

09年6月　蜂谷由紀子（東京都）、石原渥勇（東京都）、草山　昭（東京都）、草山明久（神奈川県）、福島　巖（東京都）、
磯部美枝（神奈川県）、09年7月　石嶋　弘（東京都）、美馬和男（東京都）、小野寺喜一郎（山形県）、小野威久（東
京都）、松澤　研（千葉県）、鴻野精彦（兵庫県）、松本懸太郎（静岡県）、長瀬加奈子（東京都）、和田さやか（東京都）、
杉前恵子（神奈川県）、黒澤万知子（東京都）、石坂政雄（東京都）、坂本憲一（東京都）、間宮芳生（東京都）、古川
信孝（東京都）、丸山冨美江（東京都）、吉岡玲子（東京都）、渡辺ミエ子（神奈川県）、堀美知子（神奈川県）、村田
陽子（福岡県）、萩原道彦（東京都）、大代純市（熊本県）、井﨑正浩（東京都）、梶川久美子（京都市）、桑名映子（東
京都）、水本久米雄（愛知県）、城戸顯子（東京都）、中山邦代（福井県）、糠沢和夫（東京都）、宮﨑勝弘（東京都）、
工藤政志（東京都）、谷本一之（北海道）、09年8月　大梶陽子（東京都）、池田　温（東京都）、梶山佳代（茨城県）、
服部公彦（東京都）、加納靖子（東京都）、戸田みはる（東京都）、09年9月　丸山竹政（埼玉県）、史有未知（神奈川県）、
09年11月　久米邦貞（東京都）、塚本　博（群馬県）、湯谷ひろみ（兵庫県）、09年12月　齋藤美佐子（東京都）

2009年度にカンパ並びにフェスティバルカンパの
ご協力をいただいた方々です

（敬称略）

カンパ

フェスティバルカンパ
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編 集 後 記

今号は総会関連記事中心のため、12ページ建てになりました。2010年度も既に
３分の１が経過、今年度の活動方針の具体化に向け、会員の皆さんから活溌な
ご意見・ご提案を、どしどしお寄せください。今号から編集委員の一部入れ
替えがありました。（R.T）

編集委員：東 孝江、粂栄美子、瀬川隆生、高橋典子（新）、田崎龍一、服部公彦

（敬称略）

新規入会者のご紹介

山内美佳（神奈川）
鍋倉眞一、美樹子（東京）

1月

5月

12月

平山美以子、芳志（千葉）、船江和昭（東京）、長田美紀子、勝雄（神奈川）、児子秀尭（東京）、
合田大次郎（東京）、ONODI Tamas、Kaoru（東京）、AZ Finom ハンガリー交流サロン（サークル会員）

鈴木康夫（神奈川）、村田綾可（東京）3月
中村拓紀（東京）、KIRÁLY Attila（東京）4月

協会からのお知らせ
☆2010年度会費が未納の方は、納入をお願いします
会費が未納の会員の方へは、振込用紙を同封しましたので、ご納入くださいますよう
お願い致します。なお、ご不明な点は、事務局へお問い合わせください。

　会員の皆様におかれましては、いつも協会にご支援、ご協力をいただきまして、ありがとうござい
ます。これからも皆様のアイデアやご意見を会に反映させて、皆様と共に、より一層楽しい友好
活動を推進してまいります。
　ハンガリーの魅力は尽きません。インターネットを利用する会員も大歓迎です。協会では、皆様が
さらに便利に活動を広げられるように、インターネットの整備を強化し、充実を図ってまいります。皆様が
お知りになりたい、あるいは知らせたいことを、どしどし発信していただき、友好のネットワークを一層、
興味深いものにしていきたいと考えております。ネットワークの利用によって、さらに全国、また世界の
どこにいる方々へも、友好の輪が大きく膨んでいくことを願っております。知人、友人の方々にも
ご参加を呼びかけていただき、お仲間と輪を広げていきましょう。
　皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げます。
　なお、今年度の年会費の振込用紙を同封致しております。用紙をご確認の上、お早めにお振込の
手続きをお願い致します。
　今後とも、引き続き、皆様のご協力をよろしくお願い致します。　　

日本ハンガリー友好協会
事務局長　瀬川隆生

協会ホームページ　http//www.jphun.org/ から、入会申込書、イベント・
事業などの後援名義申請書がダウンロードできます（ワード・ファイル）。
協会メールアドレス　jpnhug@wmail.plala.or.jpを作りました。
ご質問、ご相談などに、ご利用ください。

会員の皆様
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