
2010年12月17日発行

No.142

ハンガリーの環境汚染事故と、
日本ハンガリー友好協会の対応について

　10月4日、ハンガリー西部の町ヴェスプレーム県アイカ市にあるハンガリー・アルミニウム
生産・流通会社（MAL）の廃液（産業廃棄物）を貯めている貯水池の堤防が決壊し、水銀、
カドミウム、鉛、ヒ素等の有害物質が含まれた廃液（赤色汚泥）が、付近を流れるトルナ川に
流入しアイカから西の６つの町を濁流となって襲いかかり、工場から約24キロ離れた
地点まで到達し甚大な被害が発生しました。ハンガリー政府はヴェスプレーム県を含む
近隣３県に非常事態宣言を出しました。
　深刻な被害があったのはコロンタール村、デヴェチェル市で、およそ600の住居が大きな

ダメージを受け、死者は10名、負傷者は約120名。
　流出した廃液はアルカリ濃度がpH12・13のきわめて有害な
物質で、貯蔵されていた3000万トンのうち100万トンが流出、
これがドナウ川まで流入することだけは目下のところ阻止
されていますが、1000 ヘクタールが汚泥で覆われたと
見積もられています。

　廃液流出源のMAL社は、被災者家族に一律10万フォリントの見舞金を支払うことを決定
しました。
　被災者に対する義捐金の募金活動も進んでいます。ハンガリーの政府や全国防災局、民間団体
などは、事故直後に義捐金を募る銀行口座や電話回線を設けており、内外企業からの義捐
金も含めおよそ10億フォリント（約４億円強）が集まったと報道されています。
　日本ではまず、かつてヴェスプレーム県で研究活動を行ったこともある北海道大学スラブ研
究センターの家田修教授（東欧経済史、ハンガリー近・現代史）は事故発生と同時にその現状
把握のため現場へ急行し、他方ヴェスプレーム県ハン
ガリー日本友好協会（クティッチ・カーロイ会長）の発案で
ヴェスプレーム県知事よりブダペストの伊藤哲夫大使を
通じて、日本からはこの関連でマスクの緊急支援をして
ほしいとの要請がきました。
　ヴェスプレーム県とは姉妹関係にある岐阜県ハンガ
リー友好協会（山田実紘会長）が直ちに先方の緊急に必要
としているマスク約42万枚を送る決定をしました。

1. 事故の概要

2. 支援の現状

～義捐金ご寄付のお願い～
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第8回  カンテムス国際合唱フェスティバル

　2010年8月15日から21日まで、ブダペストから
240キロ離れたニレジハーザ市で、第8回カンテム
ス合唱フェスティバルが行われました。
　1996年に日本との交流から始まったささやかな
このフェスティバルも、今では規模も大きくなり、
外国からは日本の他オランダ、香港、ロシア、ス
ウェーデン、イスラエル、中国、スペインなど
11カ国、ハンガリー各地から5合唱団、計16合唱
団が参加。迎えるは、カンテムス少女少年混声
合唱団、日本でおなじみのプロムジカ女声合唱団、
バンキエーリ ・ シンガーズなどの大きな一大
カンテムス・ファミリーで、総勢1000名を越える
参加者でした。
　隔年ごとに開催されたフェスティバルも8回目に
なると大きなお祭りになってきましたが、それと
共にニレジハーザの町もコシュート広場の市役所
を中心に美しい町になりました。このフェスティ
バルには毎回日本から必ず参加していますが、
今年は神奈川県立多摩高等学校の合唱部とその
OBの40名でした。
　オープニングはプロムジカ、カンテムス混声の
歓迎コンサートで始まり、フォークロアーナイト、
参加合唱団による近郊の教会でのコンサート。
最後はガラコンサートで、コンクールの結果発表で
最高潮に。日本から参加の多摩高校は、フォークロ
アーコンクール、ガラコンサートの全てを通して
3つの大きな賞、金賞、演奏優秀賞、ペストアーティ
スティックパフォーマンス賞を受賞しました。
　全員浴衣姿で演奏したガラコンサートの千原
英喜の「近松門左衛門」は、和太鼓の効果もあり、
ひときわ大きな拍手で迎えられました。
　スペシャルとして毎回日本の合唱団は、カンテムス
混声合唱団と共演のプログラムをお願いしていますが、
今回はコチャール
作曲の「ミサ・テル
テイア」（第3ミサ）
をトカイの旧シナ
ゴークで演奏できた
ことは、まだ純粋
な高校生たちに
とって忘れられ
ない感動、経験を
得る事ができま
した。こちらの
記事の詳細はブ
ログに掲載して
います。

（会員  後藤田夫規子）

「ハンガリー人の日本画」その後

　「ハンガリー人の日本画展」は、2009年、日本・

ハンガリー外交関係開設140周年にちなみ、東京

（9月）、横浜（10月）で開かれ、ハンガリー人の作品は

ブダペストから送られてきました。又、ハンガリー側

の企画として、同展は2009年12月8日から2010年

1月15日まで、ブダペスト貿易大学の立派なホールで

「ハンガリー人の日本画」展として名士をご招待の

上行われました。そして、この日本画展を通じての

日本とハンガリーの文化交流は、好感をもって両国の

人々に理解されました。

　2010年ハンガリー側のこの企画に対して、感謝を

こめて金箔使いの手作りのお礼状を制作し、田中理

事長と史有の併記名でお送りしましたところ（2010年

8月）、10月までにヴィハール会長からもヒダシ名誉

会長からもお礼状のお礼状が届き、そこには、今後

も両国の友好と親善が日本画を通じて行われる

ことを期待しています、と書かれていました。

（会員  史有未知）

　私はリスト音楽院での４年間の留学生活を終えて、

2009年に帰国しました。

　元々リストの曲が好きだったのと、良い先生との

巡り会いで、リスト音楽院に留学を決意し、独特の

風土文化や、民族色の強い音楽やリズムを肌で感じ、

勉強する事ができました。ハンガリーでの留学

生活は、私の人生観や音楽に、大きな変化を与えて

くれました。

　留学最後の年には、ハンガリー・日本友好年の

コンサートで、オーケストラと共演させていただいた

事も、良い思い出となりました。日本に帰国してから

は、昨年の11月に帰国リサイタルを開催し、リスト

音楽院で学んできた成果をお聴きいただきたく、

リスト中心の選曲といたしました。また、その後も

コンサートなどでは、必ずプログラムにリストの曲を

入れ、活動してきました。そうした活動からか、この度

NHK-FM「名曲リサイタル」〔2010年12月11日（土）

19：20～21：00（FM全国放送）〕に出演させていただく
ことになりました。来年はリスト生誕200年の記念の
年にあたりますので、リストの曲を演奏させていた
だく予定です。私がハンガリーで感じ、学んできた
リストの魅力を表現できればと思います。

　これからもリスト音楽院で学んで
きたことを誇りに思い、地道な演奏
活動を通して、美しく素朴で魅力
的なハンガリーと日本の友好に
少しでもお役に立てればと思っ
ております。　（会員　柏原佳奈）

リスト音楽院の留学生活を終えて

　今年も世界がやって来る。「JATA世界旅行博
2010」が９月24日（金）から26日（日）までの３日間、
東京ビッグサイトで開催されました。旅行博は、
JATA国際観光会議・世界旅行博実行委員会が
主催し、毎年開かれているもので、今年は139ヵ国・
地域から 68 5 の企業・団体が参加、来場者は 11
万人（主催者発表）に達しました。
　クロアチアの隣に設けられたハンガリー政府観光
局のブースでは、ハンガリーを紹介するパンフレット
が配られ、また、カラフルな民芸品やサラミなどの
特産品も販売され、
大勢の人が訪れて
いました。
　また、ワールドフー
ドエリアには、イン
ド、香港、フランス、
ガーナ等8ヵ国の料理
店に混じって初めて

JATA世界旅行博2010開かれる

ハンガリー政府観光局の山田さんと勝田さん

3. 基金の設立

　現在すでに事故発生から二ヵ月が経ち、被災地では7割の家屋の取り壊しが決まりましたが、
被災者への十分な支援が行き届いていない現実があります。また、ハンガリーは今では政府レベルの
援助対象国にはなっていません。本件は正に我々民間ボランティア団体の活動分野になります。
　現在、とりあえずは42万枚のマスクのうち、9万枚を除く残りのマスクの輸送費の支援が必要で
すが、今回流出した大量の廃液が今後どのような環境汚染につながるか不透明な面もあり、
当協会としては今回の事故に柔軟に対応できるよう「ハンガリー廃液流出事故対策基金」を立ち
上げることとし、義捐金の募金活動を開始する
ことにいたしました。
　目標金額は100万円です。
　会員の皆さまのご協力を賜りたくお願い申し
上げます。会員ではない一般の方にも広く声を
かけてください。
　こうした活動が功を奏し、住民の方々が１日も
早く以前の生活を取り戻せるよう心から願って
います。

郵便振替口座：
ゆうちょ銀行　口座記号番号 00160-5-102229
口座名：日本ハンガリー友好協会
金　額：1口1,000円（何口でも歓迎です）
　　　　 通信欄に必ず「義捐金」と明記をお願い致します

義捐金に対しての問合わせ先（メールでお願いします）
当協会メール：
jpnhun@gmail.com　担当・高橋理事

募　金　先

　ただし輸送費までは十分にカバーできず、取りあえず９万枚のマスクを空輸し、11月23日、
ブダペストから西へ約120kmのヴェスプレーム市の県庁舎において、緊急支援のマスク
贈呈式が行われました。式典では、岐阜側からのメッセージを伊藤大使が代読し、出席した

ヴェスプレーム県議会のコヴァーチ副議長、ハンガリー赤十字社
のハプスブルグ社長及びハ・日友好協会ヴェスプレーム支部の
クティッチ支部長から深甚なる謝意が述べられました。
　現地では今なお懸命の復旧作業が続いており、在ハンガリー
日系企業を含む諸外国からの義捐金や支援物資も集まってきて
います。
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ツール・ド・シルクロード

毎年走り繋ぐ計画で、18年間での参加者は延 550
人を越えました。
　中国から中央アジア、トルコ、ブルガリアを経て、
セルビアまで辿り着き、今年はセルビアよりドナウ
川沿いにハンガリー、スロバキアを通りウイーン
までの960kmを走破しました。
　今でも争いが絶えず、幾多の戦乱に翻弄されな
がら、生き残ってきた現代のシルクロード人？？？
そんな沿道の人々との、
草の根交流を通じて古
代シルクロードの臭いを
感じ、自転車の旅を楽し
んでいます。
　セルビアをスタート
した旅の中盤、中欧の
果てしなく続く、緑の
地平線を越えると、ハ
ンガリー最南部の都市
バヤに入りました。街
の中心広場に面したホテルでツーリングの汗を
流した後、古戦場のモハーチを訪れトルコ軍と
戦ったのであろう往時を偲びました。翌日は
憧れのドナウ川で水浴び・・・夕食では川畔で
ジプシーバンドの演奏を聴きながらワイングラス
を片手にパプリカと牛肉の煮込みスープに頷き、
ナマズ、鮒の揚げ物に戸惑い、多彩なハンガリー
料理を堪能した休養日でした。２日後にはブタ
ペストへ到着、日本語を勉強している若者達
十数名に市内観光のガイドをして頂き、ドナウ
川周辺に広がる建築物には中世の栄華を感じさせ
られ、王宮では大勢の観光客に混じって眼下の
景観にうっとりしながら、シルクロードの東と西の
違いを実感したのでした。
　夕食会では彼等からいろいろな質問を受け、
日本への強い関心を持って熱心に勉強をしている、
一途さを感じました。ハンガリー最終日ブタぺスト
を後にして北上すると、やがてドナウ川に掛る
大きな橋が見えてきた。その橋が国境であった。
先導をして下さったパトカーの警察官に手を振り
ながら橋の向こうの国スロバキアへ渡ったので
した。
　あっという
間に通り過
ぎてしまっ
たが、再び
訪れたい国
“ハンガリー”
でした。

（会員 
合田大次郎）

ツール・ド・シルクロード

シルクロード病患者の集まり　「地球と話す会」
　シルクロードに関心を持ち、“子供の頃の夢”を
実現する為に20年程前に結成されたのが、「地球と
話す会」と云うシルクロード病患者の集まりです。
　人力で移動しながら、シルクロードの風や香り、
地球の凸凹を肌で感じる手段として自転車の旅
「ツール・ド・シルクロード 20 年計画」が誕生しま
した。即ち、西安からローマまでを20分割して

ホルヴァート・ジュラ バンドの演奏

　今年８回目を迎える『ハンガリーウィークス2010』
は、昨年まで３ヵ所だった会場が４ヵ所へと、
文字通り末広がりに広がりました。毎年開催の
ロイヤルパークホテルの他、大和リゾートのご協力
で富山・札幌・浜名湖で９月23日～10月17日まで
にぎやかに繰り広げられました。
　また、毎年ロイヤルパークホテルにて開会式を
開催してきましたが、今年は日本ハンガリー友好
協会の交流史出版記念パーティーにジョイントさせ
ていただく事が出来ました。当協会の記念すべき
一大イベントパーティーの会場で、招聘している
グンデルのシェフとソムリエの紹介をしていただき、
またジプシーバンドの演奏もご参加された皆様に
お聞きいただく事ができとても光栄でした。終了と
同時に息つく間もなく、来年の『ハンガリーウィークス

2 0 1 1 』の 準備に
入っています。さら
にスケールアップす
る来年のハンガリー
ウィークスを皆さん
楽しみにしていてく
ださい。
（法人会員  AZ GROUP）

ハンガリーウィークス

ハンガリー料理店がお目見えしました。今回初めて
出店したAZ Finom（ハンガリーワインダイニング）の
店の前には長い行列
ができ、グヤーシュ
スープやセーケイカー
ポスタなどを買い求
めるお客が後を絶た
ず、スタッフは汗だく
で対応していました。 JATAに出展の「Az Finom」

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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　城西大学とハンガリーとの関係は、昨年末の
ショーヨム大統領の同大学訪問に象徴される
ように急速に深まっていますが、今年は同大学の
水田宗子理事長のご招待を受け、当友好協会
としても同大学の文化祭行事に本格的に参加
しました。
　11月３日の坂戸キャンパスにおける文化祭
（高麗祭）開祭式には、当協会の田中理事長
夫妻及び猪谷専務理事が来賓として招待された
他、伊利坂戸市長等地元の関係者と共に、水田
理事長始め城西大学教職員の皆様方が出席
された昼食懇談会にもお招きを受けました。また
坂戸キャンパスの文化祭会場には、同日より３日
間にわたって別棟に｢ハンガリー展｣会場が特設
され、当協会員によって提供されたハンガリー
刺繍やハンガリー
産品等が多く展示
され、その即売も
行われました。
　また坂戸キャン
パスに臨時に設け
られた一般の即売
会場は、学生及び
卒業生たちの出身地である全国各地から、同窓
生や学生の父兄たちによっても持ち込まれた
数多くの名産品や新鮮な生鮮食料品とそれを
買うために集まった人たちであふれかえって
いて、大学側と地元、父兄、卒業生たち間の結び
つきの強さが実感されて、とても印象的でした。
　10月30日からの３日間、東金キャンパスにて
「城西国際大学の文化祭」が行われました。
初日、季節はずれの台風が直撃という悪天候
の中、水田理事長、ボハール大使が来場され
セレモニーが行われました。その後唯一開い
ていたハンガリーブースやハンガリー製品の
展示を御覧になられました。
　ハンガリーからの交換留学生と日本の学生
が協力しあい、ハンガリーのブース内で3種類
のハンガリー料理を販売したり、ハンガリー

ダンスを学生や
父兄の皆さんと
共に息を上げな
がら踊ったりと、
それぞれ異文化
交流を楽しんで
いました。

城西大学文化祭への当友好協会の参加 子供たちにツィンバロンの楽しみを

第2回  ハンガリー書楽会作品展が開催

　10月 17日・18日の２日間、東京・なかの
ZERO西館美術ギャラリー２階に於いて、
第二回ハンガリー書楽会作品展が開催され
ました。
　この作品展は、ハンガリー・ブタペストに
あるカーロリ・ガーシュパール大学日本語
学科で日本語を
指導している
若井准教授と、
バロシュマヨリ
高校日本語学科
で日本語の指導
をしているゲル
ゲイ・ユーリア先
生が立ち上げた

　国立音楽大学打楽器科卒業後、マリンバと
ツィンバロンの演奏活動をしている崎村潤子
さん（会員）は、子供たちにツィンバロンの楽
しさを伝えたいと願い、15年前から、東京
でツィンバロンの指導をしています。小さい
３歳の子どもから、去年は横浜交響楽団との
共演に挑戦した中学生もいました。今年の
クリスマスコンサートは12月12（日）、子供の
部１時から大人の部５時から、代々木上原
岸辺幼稚園で行われました。　10月31日（土）、
札幌コンサートホールKitara、森の響きフレン
ドコンサート 札幌名曲シリーズ「ハンガリーの
スケッチ」では、ラーンキ・デジェー（ピアノ）
とともに「ハーリ・ヤーノシュ」などを演奏。
ラーンキのリ
ハーサル演奏に
影響を受けて、
新たな気持ちで
ハンガリーの
曲に向かえた、
とのことです。
　ツィンバロン
に触れてみたい方、日本の曲をちょっと習い、
ハンガリーにいる友人たちに紹介したいと思う
方、気軽にお問い合わせください。

（問い合わせjunko@marimba.org）

ハンガリー展会場

ハンガリー語学科のブース
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書道クラブのハンガリー人学生達の作品、ハン
ガリー国内で唯一の有段者・ナジモニカが
指導するハンガリー書楽会ブタペスト支部の
メンバーの作品を発表する場として、昨年から
作品づくりに参加・展示しています。
　今回の作品展には、書道クラブの立ち上げ
に関わった木村さん、実際に指導をしていた
藤原先生と分田先生が丁度帰国されていた
ため参加され、日本ハンガリー友好協会の
田中薫理事長夫人が２本のかなの掛け軸を、
田崎龍一常務理事がハンガリーの写真を、
会員の分田恵子さんの手作りのハンガリー刺繍
や、ハンガリーの雑貨などを提供し、華を添え
られていました。

第8回  カンテムス国際合唱フェスティバル

　2010年8月15日から21日まで、ブダペスト
から240キロ離れたニレジハーザ市で、第8回
カンテムス合唱フェスティバルが行われました。
　1996年に日本との交流から始まったささやか
なこのフェスティバルも、今では規模も大きく
なり、外国からは日本の他オランダ、香港、ロシア、
スウェーデン、イスラエル、中国、スペインなど
11ヵ国、ハンガリー各地から5合唱団、計16合唱
団が参加。迎えるは、カンテムス少女少年混声
合唱団、日本でおなじみのプロムジカ女声合唱
団、バンキエーリ・シンガーズなどの大きな一大
カンテムス・ファミリーで、総勢1000名を越える
参加者でした。
　隔年ごとに開催されたフェスティバルも8回目
になると大きなお祭りになってきましたが、それ
と共にニレジハーザの町もコシュート広場の
市役所を中心に美しい町になりました。この
フェスティバルには毎回日本から必ず参加して
いますが、今年は神奈川県立多摩高等学校の
合唱部とそのOBの40名でした。
　オープニングはプロムジカ、カンテムス混声の
歓迎コンサートで始まり、フォークロアーナイト、
参加合唱団による近郊の教会でのコンサート。
最後はガラコンサートで、コンクールの結果
発表で最高潮に。日本から参加の多摩高校は、
フォークロアーコンクール、ガラコンサートの
全てを通して３つの大きな賞、金賞、演奏優秀
賞、ペストアーティスティックパフォーマンス賞を
受賞しました。
　全員浴衣姿で演奏したガラコンサートの千原

　私はリスト音楽院での４年間の留学生活を

終えて、2009年に帰国しました。

　元々リストの曲が好きだったのと、良い先生

との巡り会いで、リスト音楽院に留学を決意し、

独特の風土文化や、民族色の強い音楽やリズ

ムを肌で感じ、勉強する事ができました。ハン

ガリーでの留学生活は、私の人生観や音楽に、

大きな変化を与えてくれました。

　留学最後の年には、ハンガリー・日本友好年

のコンサートで、オーケストラと共演させて

いただいた事も、良い思い出となりました。

日本に帰国してからは、昨年の11月に帰国リサイ

タルを開催し、リスト音楽院で学んできた成果

をお聴きいただきたく、リスト中心の選曲と

いたしました。また、その後もコンサートなど

では、必ずプログラムにリストの曲を入れ、活動

してきました。そうした活動からか、この度

NHK-FM「名曲リサイタル」〔2010年12月11日

（土）19：20～21：00（FM全国放送）〕に出演

させていただくことになりました。来年はリスト

生誕200年の記念の年にあたりますので、リス

トの曲を演奏させていただく予定です。私が

ハンガリーで感じ、学んできたリストの魅力を

表現できればと思います。

　これからもリスト音楽院で学んできたことを

誇りに思い、地道な演奏活動を通して、美しく

素朴で魅力的なハンガリーと日本の友好に少し

でもお役に立てればと思っております。

（会員 柏原佳奈）

リスト音楽院の留学生活を終えて

英喜の「近松門左衛門」は、和太鼓の効果もあり、

ひときわ大きな拍手で迎えられました。

　スペシャルとして毎回日本の合唱団は、カンテ

ムス混声合唱団と共演のプログラムをお願いして

いますが、今回はコチャール作曲の「ミサ・テ

ルテイア」（第3ミサ）をトカイの旧シナゴークで

演奏できたことは、まだ純粋な高校生たちに

とって忘れられない感動、経験を得る事が

できました。

こちらの記事の

詳細はブログ

に掲載してい

ます。

（会員  後藤田

夫規子）



　記念パーティは猪谷晶子専務理事の司会で行われ、はじめに田中義具理事
長が、多くの方から多大な協力を得たことの感謝の念を述べ、「日ハ交流史が
何らかの形で今後皆様がご活躍されて行かれる上でお役にたつことが出来れば、
この作業に参加したものにとっては望外の喜びです」と挨拶。来賓のボハール・
エルヌー大使は、これまでの交流の歴史の節目を語り、「1989年のハンガリーの
体制変換後、政治・経済、民間レベルの交流が具体的目的を持って進むことが
出来るようになった。交流を深めるのは人々です。日本とハンガリーの交流に尽力

して下さった皆様に感謝します」と述べられました。
　次に、照明デザイナー石井幹子氏は「1900年、祖父がブダ
ペストを訪れ、ヨーロッパで一番美しい町という話を聞いて
育ち、その橋の照明を出来たことを誇りに思うとともに、

　会場前の回廊には田崎龍一氏の写真が展示され、受付を終えた参加者
は、まずワインテイスティング会場に入りました。会場にはハンガリーウィー
クスを主催したAZ GROUPハンガリーフーズサプライヤや、スズキビジネス、
星商事（ヘレンド）、恒文社インターナショナル（Nonka）、 ICUBE（Gerbeaud）、 
讃久商会、ローパー社が出展したハンガリーを代表する品々が美しく並んで

いました。ジョルナイ、ヘレンド、ホロハーザなどの磁器、刺繍の民芸品、トカイ、エグリヴィカヴェール
など各種の赤、白ワイン、チョコレート、サラミ、パプリカパウダーなどの陳列は圧巻でした。みなさん色々な
ワインを試飲できて、至福の表情。グンデルのソムリエ、キシュ氏によるワイン
セミナーも開かれ、ハンガリーワインへの造詣も深まったかと思います。パーティ
会場のワインは出展会社からご提供されました。
　発刊記念パーティの開催に関しては、シュディ・ゾルターン元大使から
ご助言を、ローヤルパークホテル、中村裕顧問からは特別なご便宜をはかって
いただきました。ご協力いただいた多くの方に感謝いたします。

9月27日（月）水天宮前のロイヤルパークホテル2階、春海の間で「日本・ハンガリー交流史」発刊記念パーティが開か
れました。大使館から、ボハール・エルヌー大使、記念事業実行委員会から篠沢恭助氏、協賛企業から15名、交流
史への寄稿者25名、友好協会会員の方を含め120名の方が出席しました。多くのご支援をいただいた実行委員会、
協賛企業の方々が一同に集まり、協会として感謝の意を伝える良い機会にもなりました。

感謝しています」と話されました。鍋倉眞一前駐ハンガリー日本
大使により乾杯の音頭がとられ、交流史発刊を祝しました。
　次に、ハンガリーウィークスで来日しているレストラン「グン
デル」のシェフ、ルッツ・ラヨシュ氏とホルヴァート・ジュラ楽団
が紹介されました。モンティのチャールダシュ、トランシルヴァ
ニアの「ひばり」などの演奏に、会場からは拍手喝さい。ハンガ
リーサラミ、グヤーシュ、チキンや白身魚のパプリカ煮、多彩な
スウィーツなどを、参加者は皿に盛りテーブルに着席。テーブル
の中央には「交流史」が置かれ、全員はじめて見る完成本のペー
ジを捲りながら、ハンガリーの方との思い出を話し合ったり、
旅のことを話したり、談笑する風景があちこちで見ら
れました。2000年開催のハンガリーフェスティバルで
ゲンツ元大統領著の戯曲「鉄格子」の主演俳優山本
亘氏は、長年訪れたいと願っていたハンガリーへ、
来年ぐらいに奥様と行きたいと話されていました。映画
監督タル・ベーラ作品を日本に紹介
した映画評論家田中千世子さん、
今岡十一郎氏の長女小野顕恵さん
（会員）など多くの寄稿者、会員が
交流を深め合いました。

日（月）水天宮前のロイヤルパークホテル2階、春海の間で「日本・ハンガリー交流史」発刊記念パーティ
た。大使館から、ボハール・エルヌー大使、記念事業実行委員会から篠沢恭助氏、協賛企業から15名

『交流史』発刊記念パーティ開催される

会場前の回廊には田崎龍一氏の写真が展
は、まずワインテイスティング会場に入りまし
ク を主催したA G O ガリ ズ

。

ワインテイスティング会場

『日本・ハンガリー交流史 1869-2009』発刊
　2009年日本・ハンガリー国交回復50周年記念事業実行委員
会による最後の事業として、また、日本ハンガリー友好協会設立
40周年（2011）を記念して企画された『日本ハンガリー交流
史』が 9月10日に発刊されました。
　第一章 日本・ハンガリー交流史
　第二章 日本におけるハンガリー文化
　第三章 ハンガリーと私
　第四章 交流活動の紹介・資料
　1869 年、両国外交関係開設から現在に至るまでの文化
交流、草の根交流の流れを紹介しています。諏訪書房、ノラ・コミュニケーションズの編集協力のもと、
Ａ４版の交流史、会報の抜粋「BARÁTSÁG」、両本箱入りセット300部、交流史1200部を発刊いたし
ました。交流史、会員の皆様の手元にも届き、ご自身のハンガリー体験を思い出しながら読んで
いただけたでしょうか。関係各団体に配布し、貴重な資料の発刊を喜ぶ声が寄せられています。
多くの方のご支援とご協力により完成した記念誌、これまでのハンガリーとの交流の歴史を振り返り、
さらなる未来への展望が開けたらと願います。

　9月22日（水）、交流史と会報縮小版の箱入りセットを持参し、河野洋平
会長に直接手渡しました。「エリザベート橋のライトアップと交流史の発刊、
記念事業として価値あるものを後世に残すことが出来て嬉しいです」との
感想。会長として、25年間のハンガリーとの交流は感慨深いものがあり、
会報縮小版の写真を懐かしげに見て、思い出話をされていました。

河野洋平会長に贈呈

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（委員長：河野洋平友好協会会長）
が2007年９月から実施してきました諸事業は、今年９月の「日本・ハンガリー交流史」編纂
事業の完了をもって、全ての記念事業が終了しました。実行委員会事務局は、11月5日に国際
交流基金理事長宛に実施状況及び収支報告書を提出しました。なお、会計検査院の監査が、
来年夏に実施されます。

2009年日本・ハンガリー国交回復50周年記念事業が終了
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来年夏に実施されます。

2009年日本・ハンガリー国交回復50周年記念事業が終了
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　関西ハンガリー交流協会では平成22年度定期
総会を６月12日（水）にホテルニューオータニ
大阪で開催しました。通常の議事の後で、大阪
ユネスコ協会の会員と合同で昼食会。その後
両会共催の文化講演会が行われ、在大阪ベト
ナム総領事レー・ドック・リュー氏に「ベトナム
と日本」というタイトルのもとにベトナムと日本
の通商関係の歴史やベトナムの世界遺産などに
ついてお話いただきました。また４月に発足
した日本ハンガリー友好協会京都支部から
植松美早さんがご出席くださりました。
　10月29日（金）には当協会の主催で「ハン
ガリーの文化と味覚を楽しむ集い」がホテル
プラザ神戸で午後４時から開かれました。日本
ハンガリー友好協会神戸支部と大阪ユネスコ
協会の会員も含めて約30名が出席しました。
ホテルは神戸東
部の人工島六甲
アイランドにあり、
18階の会場から
見た神戸の海と
山の展望は素晴
らしかったです。
　シェフが特別に
腕をふるったハンガリー料理、ハンガリー・ワイン、
楽団「チャパーシュ」のプリマーシュ福永さんに
よるジプシーヴァイオリンの熱演にハンガリーの
魅力を堪能し、それに加えてドナウ川に勝る
とも劣らぬ神戸港の夜景を楽しみました。

（関西ハンガリー交流協会 会長 向山毅）

　「ハンガリーワイン＆音楽の夕べ」は、ハンガ
リー文化交流事業の一環として今年で３回目、
10月10日の開催となりました。上山田文化会館
のホワイエという空間を共有して、ワインと
軽食そして音楽を目の前で楽しんでいただ
こうという企画で、一昨年に続きツィンバロンの
斉藤浩さんをお迎えし、ヴァイオリニストの宮下
恵久子さん（リスト音楽院卒）、ピアニストには
私たち協会の理事である杉浦史子（ヤーヌス
パンノニウス大卒）さん、更に理事で音楽教室を
主宰される　久さんのもとで結成されたチーム

TAKAKU の
メンバーによる
約２時間の会。
前半はヴァイオ
リンソロ、ツィン
バロンソロとピ
アノによるハン
ガリー曲、後半
は電子ピアノ、電子オルガン、ドラムス、パー
カッション、バンドネオンまで加わり、アルゼン
チンタンゴから現代曲まで、ワインと音楽に
酔いしれた夜は終演後もなかなかお客さんが
帰らないという嬉しい？状況でした。ハンガリー
大使館からはハンガリーPRのための宣伝物を、
友好協会からは田崎常務理事さんが撮影
されたハンガリーの人々の写真をそれぞれ
お借りし、会場内に展示させていただきま
した。90席を埋めたお客様の大きな拍手と
会員の熱意が音楽と一緒になって、心地よい
時間となったように思います。
　また、11日から14日までは、斉藤さんに快諾
をいただき、杉浦さんのピアノとともに市内の
福祉施設１ヵ所と３小学校でハンガリー音楽
を中心にダンスなども交えたミニコンサートもし
ていただき、子どもからお年寄りまでの多くの
人々に楽しんでいただくことができました。
（千曲市ハンガリー友好協会 事務局長　金子好典）

　10月17日（日）、山形県遊佐町鳥海温泉「遊
楽里」鳥海文化ホールにおいて「遊佐町国際
パプリカフォーラム」が開催されました。
　きっかけは、四半世紀を超える遊佐町と
ハンガリーの交流の中で出会ったパプリカに
魅せられ、実験的に始めたパプリカ栽培です。
このパプリカ栽培は、平成15年には町の特産
品を目指す取り組みに発展し、現在では栽培
者数が67名にのぼっています。平成19年２月、
草の根交流を頼りに栽培技術研修団として、
ハンガリーに押しかけた時、初対面の私たち
を「ハンガリー人なら当然」と快く受け入れて
くださったのが、今回のハンガリー訪問団代表
ヨーゼフ・フェイエシュ氏です。
　その後、パプリカ栽培技術研修団の派遣は
毎年行われ、今年の春で４回目となり、延べ
７名が研修しました。｢遊佐町国際パプリカ

関西ハンガリー交流協会の活動

「ハンガリーワイン＆音楽の夕べ2010」
～ツィンバロンと夢の音楽会～

遊佐町国際パプリカフォーラム
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フォーラム」は、
この事業の一つ
の成果として開
催されました。
　今回は、新たに
韓国でパプリカ
の有機栽培に取
り組むナ・キポク
氏も交流の輪の
中に加わり、国内外での栽培技術の交流を
深めることが出来ました。
　フォーラム終了後に行った「パプリカパー
ティー」では、パプリカを使った料理やドレッ
シング、アイスクリームなどが数々並びました。
中でも、同行のご婦人達をコック長に、日・ハ・
韓合同料理隊で作った伝統的な「グヤーシュ」
と「レチョー」は、ハンガリーの香りたっぷりに
仕上がり、大変好評でした。

（山形県支部  高橋 良彰）

　7月31日（土）から8月8日（日）まで、愛知県
小牧市市民ギャラリーで開催され、期間中
約1400人が楽
しみました。
（小牧市教育
委員会からの
受託事業）
　愛知県ハンガ
リー友好協会
は、2006年か
ら毎年、ハン
ガリーの子供たちと犬山市の小中学生との絵画
交換を行ってきました。今年は小牧市三ッ渕
小学校の生徒たちの絵画も加わり、たくさんの
絵画の交換をいたしました。
　ソンバトヘイのメシェヴァール幼稚園、
ヴァーツィ・ミハーイ小学校、エゲラーグの
アラニ・ヤーノシュ小学校、セーケシュフェヘー
ルヴァールのシェレゲーイエシュ小学校、ムン
カーチ・ミハーイ小学校、ブダペストのケニヴェ
シュ・カールマーン高校の生徒たちが、ハンガ
リーの世界遺産、住んでいる町の風景、伝統
的な行事、好きなことなどを、日本の子供
たちに紹介したくて描いた絵画約160点を
３部屋あるギャラリーいっぱいに展示、併せて

ハンガリー展
～夏休み 親子で楽しむ美術館～

ラーンキ・デジェー氏を迎えて

　去る10月28日、ラーンキ・デジェー氏のピアノ・
リサイタルが札幌で開催され、それを機に、
北海道支部の集いが札幌コンサートホール
「キタラ」で開かれました。まず楽屋19で約
30名の出席者を得て総会が執り行われ、
引き続いて、キタラ小ホールにおける演奏を
満喫、コンサート終了後には、キタラ・レスト
ランにてラーンキ氏も交えた懇親会がもたれ
ました。
　ラーンキ氏が、古くからの友人・谷本家との
つながりをお話した後には、会員の方々から
ハンガリーとの思い出話などが御披露され、
時のたつのも忘れる思いでした。ハンガリーの
小物からワインにいたるまでを景品とした
抽選会も行われ、和気あいあいのうちにお
開きとなりました。ラーンキ氏は会の終わり
まで残られ、サインや写真撮影などにもこころ
よく応じてくださいました。
　なおこの日の総会において、昨年の谷本
一之北海道支部長の逝去以来、支部長代理を
務めてまいりました谷本聡子が、支部長に
承認されました。
　ラーンキ・
デジェー氏は、
翌々日の10月
3 0日にも、「ハ
ンガリーのス
ケッチ」と 題
する札幌交響
楽団の演奏会
にて、リストのピアノ協奏曲第２番を演奏
されております。まさに圧巻の名演奏で、
拍手がいつまでも鳴り止みませんでした。

（北海道支部 支部長 谷本聡子）

ハンガリー刺繍サークルの作品も４つのガラス
ケースに展示しました。
　ハンガリー大使館のカールマン・アンドレア
さんからお借りしたハンガリーの絵本（ハンガ
リー語・日本語）を読んだり、いろんなルービック
キューブで遊んだり、ハンガリーの図案の塗り
絵をしたり、小さな子供たちから大人の方々
まで、ハンガリーの文化を体感いたしました。

（愛知県ハンガリー友好協会
 事務局長  志村美佐子）
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お知らせ

　2010年8月より、日本ハンガリー友好協会の公
式ブログを立ち上げました。

http://jpnhun.at.webry.info/
　こちらのブログは、
協会のHPからも御覧いた
だけます。
　ブログ管理は高橋理事
が行い、掲載記事内容は
ハンガリー関連ならなん
でも、という趣旨で運営
しています。
　協会からの最新情報をはじめ、会員の皆さまから
の後援・共催依頼の情報、会員独自の活動報告、
日本国内におけるハンガリー関連の情報、またハン
ガリー政府観光局とハンガリー文化センターとの
情報連携協力によりハンガリー国内の、特に我々
会員が草の根交流に必要と思われる情報を中心に
掲載していきたい、と考えています。それには、
会員の皆さまからのご協力が必要です。
　あたらしい情報を新鮮な状態で載せるために、
是非情報をお寄せ下さい。
　また、こんな情報載せてほしい、といったご要望・
ご提案もお待ちします。
　ブログ掲載依頼専用のメールアドレスはこちら。

jpnhun@krc.biglobe.ne.jp
注：件名に必ず「ブログ掲載依頼」と記載ください。

日ハ友好協会の協賛イベント情報（10/30現在）
最新情報は日ハ友好協会のブログに掲載されてい
ます。また会員のための協賛・共催依頼も受け付け
ています。詳細はブログをごらんください。

日本ハンガリー友好協会
公式ブログのご紹介

開催日：2010年12月26日（日）
会　場：（株）ヤマハミュージック東北仙台店
　　　　  6階コンサートルーム
主　催：グループ・ヴィラーグ

日本とハンガリーの 現代ピアノ作品によるメッセージ Ⅲ

開催日：2011年2月18日（金）午後7時開演
会　場：電気文化会館  ザ・コンサートホール
　　　　 （名古屋市・伏見）
主　催：リスト音楽院友の会
　　　　  http://www.lisztfriends.com

古川展生・西尾恵子・佐部利弦  トリオリサイタル

開催日：2011年2月22日（金）午後7時開演
会　場：ザ・フェニックスホール
　　　　 ［大阪市北区西天満4-15-10〔梅田新道東南角〕
　　　　　ニッセイ同和損保フェニックスタワー内］　　
主　催：アンサンブル・バラトン
共　催：ザ・フェニックスホール
後　援：駐日ハンガリー共和国大使館  など

アンサンブル・バラトン「ドナウ音楽紀行」

開催日：2011年3月27日（日）午後2～4時
会　場：ミリカホール（小松島市）
主　催：ハンガリー音楽を楽しむ会

第11回ハンガリティックコンサート
山本貴子ピアノリサイタル

ジェルボー  東京のデパートに出店

　ブダペストで150年以上の歴史を誇るカフェ
「ジェルボー」。昨年６月、東京・青山に東京本店
がオープンし、ハンガリースウィーツが日本でも
味わえるようになりました。その「ジェルボー」が、
今年７月17日、西武池袋本店（地下１階食品館）に、
また９月８日には日本橋三越本店（本館地下１階）
にそれぞれ出店、
東京のデパートでも
気軽に買えるように
なり、甘いもの好き
には、嬉しいニュース
です。

日本橋三越本店にて

　ヘレンド日本総代理店　直営店本店、クラブ  ヘレ
ンド ジャパン本店が、永く住み慣れた赤坂から新
青山ビルの東館1階に移転・オープンに伴い、10月
5日オープニングのパーティーが開催されました。
　代表の鈴木猛朗社長のご挨拶に続き、駐日ハン
ガリー共和国のボハー
ルエルヌー特命全権
大使のご祝辞で開会
しました。この本店
移転パ―ティーは服部
幸應氏と結城摂子さん
のスペシャルコーディ
ネートで、100名以上の
お客様が参加されて
いました。ヘレンドの
日本での新ショップと
して、新商品も増え
一層充実。更に積極的

ヘレンド東京本店移転
にコラボレーションブランドを採りいれたそうで、
新しい提案を試みるショップとしてスタートした本店
は、ヘレンドファンにとってますます楽しみなショップ
となりそうです。
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編 集 後 記

前回は交流史編纂締め切りのためほとんど参加していませんでしたので、今回からバラッチャーグ編集
デビューです。今回は記事内容が盛りだくさん、楽しい記事ばかり掲載できる…と期待した矢先に、
ハンガリー国内において悲しい事故が発生してしまいました。この事故の情報
収集に奮闘し、各方面から沢山のご協力をいただきながら事故関係の記事を書き
あげました。ご協力くださった方々にこの場を借りてお礼申し上げます。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　NT

新規入会者のご紹介

中村しげみ（東京）、分田恵子（東京）、山本洋子（千葉）
小山智恵（神奈川）

9月
8月

村田朋美（神奈川）10月

（敬称略）

吉川久子（神奈川）、丸 磐根（島根）、有澤 寛（島根）、田江泰彦（島根）、長岡 愼（島根）、
菊池玲子（北海道）、川田和子（東京）

11月

2011年、日本ハンガリー友好協会創設40周年記念の年であります。
この記念に相応しい有意義な祝賀会となりますように、皆様の奮ってのご参加を
お待ちいたしております。

2011年２月５日（土）　午後１時～４時
東京都千代田区霞ヶ関３-２-５ 霞ヶ関35階　東海大学校友会館
（同封の案内図をご参照下さい。）
電話03－3581－0121（代表）
一名7,000円（家族会員は一名4,000円となります）

◎出欠のお返事は、1月21日（金）までに同封ハガキでお知らせください。

新年祝賀会開催のご案内

編集委員：東 孝江、粂栄美子、瀬川隆生、高橋典子（新）、田崎龍一

会　　費

会　　場

開催日時

ハンガリーを流れるドナウ川は、17ヵ国を流れて黒海に注ぐ大河です。この流域には「ドナウの真珠」と
うたわれたブダペストなど美しい諸都市があり、また豊かな自然とそこに住む人々の暮らしぶりは、
写真の被写体としてもとても魅惑に富んでいます。これらの地域に関心を持ち、写真を撮っておられる
方達、これから撮りたいと思っている方達との交流を図りたく、「日本ドナウフォトクラブ」（仮称）を設立
いたします。是非、大勢の皆さんのご参加をお待ちしております。

写真展の開催、撮影旅行の実施、会員相互の交流と親睦など。
この地域に関心があり、写真が好きな方であれば、資格、国籍を問いません。
来年４月頃に設立総会を開催し、規約、活動計画などを決めて発足します。
田崎龍一（協会常務理事）、長谷川朝美（写真家）、船江和昭（協会理事）
入会ご希望の方、お問い合わせは、田崎（rjuicsi2@mac.com  携帯 080-5429-6152）まで。

日本ドナウフォトクラブ（仮称）設立へのお誘い

主な活動予定

入会資格

今後の予定

設立発起人

お問い合わせ先
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