
2011年 7月29日発行

No.144

　東日本大震災発生後、ハンガリー各地では日本の被災地を
支援しようとする輪が大きく広がりました。別途総会報告に
もある通り、ショーヨム前大統領をはじめ多くの名士の
方々が出席したブダペストのチャリティー・コンサートで集め
られた2,218,760円の義捐金は、同地のハンガリー日本友好
協会からすでに当協会へ送金されてきました。当協会では
宮城ハンガリー友好協会（会長 一力博子様）の全面的なご協
力を得て、5月19日にボハール・エルヌー大使とご一緒に当
協会の田中義具理事長と瀬川隆生事務局長が現地を訪問して、
宮城県の若生正博被災地対策担当副知事に対して、ハンガリー
における日本のためのチャリティー活動の模様を伝える写真や
寄せ書き等とともに、直接これをお渡ししてきました。

　ブダペストでは引き続き活発なチャリティー活動が行われていて、
今後同地からはさらに義捐金の送金がある予定のほか、ヴェス
プレム県からはこれまでの活発なチャリティー活動で集められた
156,603円の義捐金が間もなく送金されてきます。ニレジハーザ
でも日本と関係の深いコーラスグループが集まって、駐ハンガリー
伊藤哲雄大使夫妻等も出席したチャリティー・コンサートが開かれ、
そこで集められた義捐金も送られてくる予定です。

　ハンガリーにおいてこうした多くのハンガリー人の善意で集め
られた義捐金が、今後とも日ハ両国民間の絆を強めるかたちで
使われることが強く望まれるところです。仙台訪問時ボハール
大使は被災した幼い学童達が通う小学校を訪問し、絵本などを
贈って自らそれを読み聞かせ、子供たちを励まされました。今回の

災害で親を亡くした気の毒な幼い
子どもたちを、たとえ一人でも
一定の期間支援できるような形で
限られた義捐金が活用できれば、ハンガリーの方々の善意に
報いる一つの方策と考えています。そのためにはどのような
枠組みが必要とされるのか、協会員の皆様方からも積極的に
ご意見、ご提案を頂くことができれば幸いです。

（6月5日 理事長 田中義具）
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　3.11の大震災の直後から、ハンガリー国内では被災地
への救援部隊の派遣や17トンもの食糧援助、そして、
多くのチャリティプログラムが行われています（音楽、
バレー、バザー etc…）。高校生は募金を集めるために
「日本の日」を企画し、折りヅルを皆で作り心のこもった
メッセージを書いてくれました。また日本語学科を持つ
大学では学生たちが 1ヵ月間町に繰り出して募金活動を
続けています。学生達が集めた募金が 50万フォリント
弱（日本円だと20万円強）になりました。スロバキアの
ハンガリー系の子ども達が通う学校からも募金を集め
たようです。
　小さな活動がある一方、歴代の大統領がすべて参加

するチャリティプログラムがあり、ハンガリー国民挙げて
日本に向かって応援をし続けてくれています。
　在ハンガリー日本大使館のHP上にチャリティプロ
グラムの一覧がありましたので、一部抜粋してお知らせ
いたします。（詳しく知りたい方は大使館HPをご覧くだ
さい。※）
　その他、各地で募金活動やチャリティーイベントが
開催されています。また、金融・経済危機の直撃を受け
一般市民の生活が厳しいハンガリーでは、募金はでき
ないが、せめて日本の子どもを一定期間預かりたい、
あるいは、お金はないが健康な腕が2本あるのでボラン
ティアに行きたい、といった「お金はないが労働や育児
だったら手伝えることがあるのではないか」という心暖かい
オファーも大使館に多数寄せられています。
※参考HP  在ハンガリー日本国大使館 
（http://www.hu.emb-japan.go.jp/jpn/annai/110611.htm）

「がんばれ日本！世界は日本と共にある」（世界各地でのエピソード集：ハンガリー）
日　時 実施団体 内　容
　 在ハンガリー日本国大使館 現金による義援金の受付を開始。集まった義援金については、当館から日本赤十字社宛に送金。

3/21 日本語スピーチコンテスト会場 スピコン会場内にて義援金募金活動。ハンガリー・日本友好協会を窓口に義援金が集められた。
3/22 国際教会援助機構（NGO） 電話募金を開始（学校の復興に使用予定）。

5/8 日本人留学生 Balatonalmadiのワイン蔵にてチャリティーコンサート。

5/11 パクシュ原発労働組合
パクシュ原発労働組合員約200名は、同原発付近において、福島第一原発の労働者に対する「連帯のための
行進」を実施。行進後、数名の代表者が日本大使館を訪れ、同原発労働者から福島第一原発労働者に宛てて
連帯の意を表する書簡及びその趣旨に賛同する約750名分の署名を大使館に手交。

5/14 在ハンガリー日本商工会 商工会主催ソフトボール大会において募金箱を設置し、参加者から集まった義捐金を日本赤十字経由で
被災者に寄付。

5/21 ブダペスト日本人学校 毎年恒例の古本市「青空ブックフェスタ」で児童生徒会が募金活動。
5/27 グドゥルー市 グドゥルー宮殿にて桜の木の植樹セレモニーとチャリティーコンサート。

6/18
ニーレジハーザ市
Cantemus合唱団と同市
ロータリー・クラブ

東日本大震災・原発事故被災地のためのチャリティーコンサート。東京からも「Theodori混声合唱団」が
出演。

6/19 若手音楽家
バッハプログラムのコンサート（於：聖ミハーイ教会）。昨年末より企画されていたコンサートだが、東
日本大震災を受けて、チャリティーコンサートに変更。ハンガリー国立オペラ室内オーケストラがバッハ
の時代のオリジナル編成でバックアップ共演。

3/22 リスト音楽院の日本人留学生 日本人学生らによるコンサートで、主催者を代表して元在京ハンガリー大使が弔意を表明し、黙祷。募金
箱を設置して義捐金を集めた。

4/1～　 カーロリ・ガーシュパール・
カルビン派大学日本学科の学生

震災直後からブダペスト市内の駅前や繁華街などでの募金活動を開始。募金者へのお礼として、学生
たちが自分たちで折り鶴も用意。

4/6 ハンガリー郵便 義捐金寄付を目的として発行している「義捐金切手」について、6月30日までの売り上げ分（1枚につき
100フォリント）を日本に寄付すると発表。

4/3
American International School
of Budapest

インターナショナルフェスティバルにて、日本ブースの売り上げの一部を募金。また、学校でも募金活動を
行った。

3/28 ハンガリー政府
ハンガリー政府が提供する1千万フォリント総額の緊急物資支援の中に、日本人の口に合うように、ハン
ガリー製日清カップラーメン約40,000個が含まれた（日清食品はハンガリーに工場を有し、主に欧州向け
に製品を生産している）。

3/24 ブダペスト市
ヴァーロシュマヨル高校

大震災被災者支援のための「募金デー」を開催。日本のロータリークラブから派遣された女子高生留学生
や日本語を学ぶハンガリー人生徒たちが、手作りのしおり、飴、お寿司などを校内で販売。また、学校の
生徒・職員たちが総出で千羽鶴が折られ、大きな布製の日の丸に生徒たちが書いた寄せ書きが作られた。

4/4 ソルノク交響楽団
ソルノク大学内ホールでの演奏会場で東日本大震災の惨状を伝える写真展を開催。2007年よりソルノク市
の音楽総監督を務める井崎正浩氏が指揮する演奏会では、冒頭、東日本大震災の犠牲者への追悼のため
に、モーツァルトの「フリーメーソンのための葬送音楽」を演奏。

5/7 日本人留学生と国立合唱団

マーチャーシュ教会において追悼コンサート（モーツァルトの「レクイエム」）。オーケストラおよびソリ
ストはリスト音楽院の学生から構成され、合唱を国立合唱団が担当。オーケストラ指揮は国立合唱団の
指揮者アンタル・マーチュアーシュ。コンサート実現においては、国立フィルハーモニーが楽譜提供、
リハーサル会場提供、無償出演等で全面的に協力。リスト音楽院声楽科教授で歌手のパースティ・ユーリア
がソリストの指導に当たる。マーチャーシュ教会は会場費を半額割引。

4/27
ハンガリー日本友好協会、シュディ元
駐日大使、サバディ・ヴィルモシュ氏
（バイオリニスト）

ハンガリー科学アカデミー大ホールにおいて、著名なハンガリー人演奏家による、チャリティーコンサート
を開催。ショーヨム前大統領が出席。コンサートの後援者に、シュミット大統領夫妻、ショーヨム前大統領
夫妻、マードル元大統領夫妻、ゲンツ元大統領夫妻が就任。寄付金は、ハ日友好協会から日ハ友好協会
経由で被災地に送られる。なお、このコンサートで集まったお金がすべて日本に行くように、コンサート
開催に関わる経費・人件費はすべてボランティア、無料。

3/22、23 在ハンガリー日本国大使館 東北地方太平洋沖地震の犠牲者の方々に対して弔意を表するために記帳を受け付け。

5/6 ヴェスプレーム県の芸術家 ヴェスプレーム県立図書館にて作品のオークション。

4/7、4/9 ブダペスト市
バビッチ・ミハーイ高校

7日、大震災被災者支援のための募金活動。同高校内の11の教育機関がこれに参加。9日、チャリティー
イベントを開催（太鼓コンサート、折り紙、カラオケ、書道、寿司デモ、生け花など）。

4/8 The British International School
of Budapest

"Japan Day"とし、各教室で東日本の現状について話し合い、また特別集会も設けた。全校で赤もしくは
白を身につける、折鶴を配る、レモネードを販売する等の募金活動を行った。

4/9
ブダペストで活動する和太鼓グループ、
Hungary-Japan Friendship Orchestra、
日本人演奏家

旧リスト音楽院ホールでチャリティーコンサートを開催。

東日本大震災 ハンガリー国内の支援活動

2011年6月21日現在　在ハンガリー日本国大使館HPより一部抜粋
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　岐阜県ハンガリー友好協会（会長 山田實紘）は、
東日本大震災に対し 5月から復興支援コン
サートを始め、この7月からは岐阜県内の奉仕
団体や文化団体などの協力を得て本格的に
開催しました。これは、長引く復旧復興にまず
西日本が元気になることに呼応し、芸術的な
コンサートを開催する事によって観客に癒しと
明るい気持ちを持っていただくとともに収益金
の一部を義援金にしようとするものです。
　もともと岐阜県ハンガリー友好協会は、音楽
部門の〈日本・リスト音楽院楽友会〉の下で今年の

リスト生誕200年に合わ
せて「リストイヤーコン
サート」を企画し、新春
からリスト音楽院のヴァ
イオリニスト、サバディ
准教授を迎えて記念コン
サートを開催し好評を
得ていました。しかし
３月に突然の大震災が
起こったことから、いっ
たんはその後の計画を
自粛しようと考えました。
しかし、しばらくして東日本の仲間たちから
『元気を届けて』と声が届き、コンサートの趣旨
を大震災復興支援と変えて開催することに
したものです。
　７月からのコンサートは、東京1会場、岐阜
３会場で計画し岐阜県下の奉仕団体や文化
団体、そして自治体に呼びかけて開催する
ことを考えました。この提案に対し、各コン
サート会場にあるライオンズクラブ、ロータリー
クラブ、ソロプチミスト、各文化協会そして
美濃加茂市が協賛または主催をしてくださる
ことになり、下記のようにコンサートを開催する
ことにしました。
　出演は、岐阜県の音楽事業「ぎふ・リスト音楽
院マスターコース」のため、毎年岐阜に来て
いただいているリスト音楽院教授と修了生や
留学生たちです。
　岐阜県ハンガリー友好協会では、国難とも
言える東日本大震災に対するコンサートについ
て、より多くの観客に来ていただき善意の結
集を図りながら進めようと考えています。なお
義援金は、岐阜県を通じて日本赤十字社に
寄附することにしています。

（岐阜県ハンガリー友好協会 音楽部門
日本・リスト音楽院楽友会 担当：纐纈春彦）

　4月27日、ハンガリー科学アカデミーホール
で行われたチャリティー・コンサートは、ハン
ガリー日本友好協会、シュディ・ゾルターン元
駐日大使、サバティ・ヴィルモシュ氏（リスト・
アカデミー）が呼び掛け、シュミット大統領
ご夫妻、ショーヨム
前大統領ご夫妻、
マードリ元大統領
ご夫妻、ゲンツ元
大統領ご夫妻他の
方の後援と協力を
得て、盛大に開催
されました。入場料
一人10,000フォリント
（ミニマム）は全て、被
災地への義捐金と
してハンガリー日本
友好協会から日本
ハンガリー友好協会
へ送られ、宮城県へ
届けられました。

ブダペストでのチャリーティー・コンサート

岐阜県ハンガリー友好協会による復興支援コンサート

● 3月／岡本 真実、愛知県ハンガリー友好協会会長 寺西 学
● 4月／竹田 文恵
● 5月／特定非営利活動法人歴史文化交流フォーラム代表 南塚 信吾

ハンガリー汚染事故義捐金協力者名

（敬称略）

東日本大震災復興支援コンサート
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　友好協会の2011年度総会が、5月28日、東京
千代田区丸の内の東商スカイルームで開催され
ました。議事は2010年度活動報告と決算報告、
義捐金問題の報告と処理方針、2011年度活動
方針と予算案並びに役員改選について審議
され、すべて原案通り承認されました（議案書
は5頁～7頁に掲載）。2011年度の役員は別記
の通りで、執行部は全員留任となりました。
　引き続き、瀬川事務局長の
司会で懇親パーティーに移り
ました。最初に河野会長が
「協会は今年で40周年を迎え
たが、ハンガリーで起きた流出
事故には、いち早くマスクを
送って感 謝
された。日本
で起きた大
災害に対して
は、ハンガリー
で集められた
義 捐 金 を、
ボハール大使自らが宮城の被災地へ届けられ、
両国の絆が一層深まった」と開会の挨拶を
延べられました。また、ボハール大使が7月に
帰任される旨の紹介がされ、記念として、富士
山の写真（山中湖支部の冨塚晴夫氏撮影）が
贈られました。続いてボハール大使が、「4年
間、友好協会の皆さんと一緒に過ごした事は
一生忘れません。日本を離れるのは寂しいが、
4年間の中で、交流が益々深まったことは大変

嬉しい」と挨拶され、
また、ボジック副大使も
夏に離任される事が
紹介されました。

　恒例のミニ
コンサートは、
カンテムス国際
合唱フェスティ
バルで三冠を
獲得した神奈川
県立多摩高校
合唱部（指揮：小川英子氏）が登場しました。
後藤田理事から合唱団の紹介があり、日本民
謡などが歌われ、アンコールでハンガリーの歌
も合唱され、会場は大いに盛り上がりました。

　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、懇談に入りまし
た。和やかに進むなか、
北海道支部の谷本支部
長、山形県支部の小野
寺支部長、関西ハンガ
リー交流協会の向山理事
長、横浜ティサ友好協会の鈴木会長から、それ
ぞれ活動報告があり、また、東理事からも
イベントの紹介等がありました。会場はハンガ
リーの話題や情報交換で盛り上がり、最後に、
田崎常務理事の閉会の挨拶で、お開きとなり
ました。

222220000000011111111 親パーーパーる　懇親　るるる 懇れるれされさ催ささ開催開会会年度総会年度総会開催される 懇親パ年度年年年 会開催される 懇親会会 る年 催される 懇親年 総会年 会開催される 懇親パ度総会開催される 懇親度 催され 懇親 テティィィィ はボ の送別会にの使の使使使大使ルル大大ハールーハ 送別送使ルハール大使の送別会にル大大 の送別会使のの 会に大使大ハ ル大使の送別会に送送使 別2011年度総会開催される　懇親パーティーはボハール大使の送別会に

新役員
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　　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、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、久松洋子、
廣澤孝夫、船江和昭　　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
理事：服部公彦、村岡克也　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順）



日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ 2011 年 7 月 29 日（5）

2011年度日本ハンガリー友好協会総会報告
２０10年度 活動報告（2010年4月1日～2011年3月31日）

　日ハ両国140年間の交流の軌跡と友好協会の活動
記録等を包含した「日ハ交流史」の編纂作業が前年度
から進められてきましたが、大勢の寄稿者の協力を
得て、9月10日に待望の発刊をみました。交流史の
編纂は、2009年記念事業実行委員会事業の一環と
して計画されたもので、 216ページにわたる誌面
は、「日本・ハンガリー交流史」、「日本におけるハン
ガリー文化」、「ハンガリーと私」、「交流活動の紹介・
資料」で構成され、両国の交流史を知る上で貴重な
資料となっています。また、会報「BARÁTSÁG」の
抜粋版（600ページ）も同時に発刊しました。
【日ハ交流史編纂委員会】
　交流史の発刊に向けて編纂委員会は、両年度を通し
て9回開催（今年度は7回）しました。
第3回／4月9日、第４回／5月6日、第5回／5月10日、
第6回／6月4日、第7回／6月18日、第8回／7月23日、
第9回／8月13日
【発刊記念パーティー】
　9月27日にロイヤルパークホテルにおいて、発刊
記念パーティーを開催し、大使館からボハール・エルヌー
大使、記念事業実行委員会、協賛企業、寄稿者など
120名が出席しました。会場別室に設けられたコー
ナーでは、ハンガリー関係企業が出店し、ワインテイス
ティングや物産品の販売が行われました。

日「「「日日日「日本・ハンガリー交流史」を発刊

会報「BARÁTSÁG」の発行
　会報は、例年、4～5回
発行していますが、編集
委員が「日ハ交流史」の
編纂委員を兼務していた
ため、今年度は3回（7月、
12月、3月）の発行にとど
まりました。
ブログ
　会報とホームページを補完する目的で、協会公式ブ
ログを立ち上げ、会員のコンサート情報やハンガリーに
関するニュース等を掲載し、情報提供に努めました。

動動活動活動活活活報活報活広報広広報報活動活活動広広広広広広広報活動広報活動

況状況状状況員の状員員のの状状会員会会員会会会 状況況況況況状状会会会会員の状況
　今年度27名が入会、3月末現在で会員629名（内
家族会員125名）、法人会員は8社です。サークル会員は
「AZ Finom ハンガリー交流サロン」が新たに入会
しました。

会員の状況

ココココーシシシシシャャャャャャ・
　ハンガリーの元映画監督であるコーシャ・フェレンツ
氏の写真展を2011年秋に開催する計画で、実行委員会
を組織して準備を進めてきましたが、3月11日に発生
した東日本大震災を受けて、来年に延期することに
なりました。

コーシャ・フェレンツ氏の写真展準備

ハハハハハンンンン 講座講講座語語語リー語リリ 語 座座座語 座リー語講座
　ハンガリー語講座は、入門から研究までの5クラス
に分けて常時開講してきましたが、受講生の減少に
より、2クラスが閉講になりました。3月31日現在の
開講状況は下記のとおりです。なお、会報やブログで
新規募集を行い、2011年
4月26日より火曜日クラ
スが開講され、他のクラ
スにも、途中からの受講
希望者が出ています。

ハンガリー語講座

設設部の設部部のの支部支支部支支 設設立設立立部 立立設設部部部 立立支部の設立
　4月1日に京都支部が設立されました。支部長鈴木
淑子氏、事務局長植松美早氏、会員6名。

支部の設立

　協会には専従職員がいないため、事務処理は事務
局長を中心にボランティア精神を発揮して行っています。
外部からの連絡や事務処理に対応するため、理事が
交代で事務所に勤務する体制を一時的にとりました
が、12月からは「記念事業実行委員会」の会計事務を
担当された方が、週1回会計事務等の事務処理に当た
る体制ができました。

事務局

後後後後後後後援援援援援援援援援名名名名名名義義義義 依頼頼の依のの依依頼依頼依頼頼依依依の依頼
　友好協会への後援名義使用依頼は、17件を承認
しました。

後援名義の依頼

【総会・新年会】
各種会議等の開催

　10月4日にハンガリー西部の町ヴェスプレム県アイカ
市にあるハンガリー・アルミニウム生産・流通会社の
廃液貯水池の堤防が決壊し、水銀、カドミウム等の
有害物質が含まれた廃液（赤色汚泥）が、6つの町を
濁流となって襲いかかり、甚大な被害が発生しました。
　この事態をうけて、ヴェスプレム県と姉妹関係にある
岐阜県ハンガリー友好協会が、現地で緊急に必要と
しているマスク約42万枚を輸送しました。友好協会は
会報を通じて義捐金を呼び掛け、3月31日現在、104
名の方から699,000円の義捐金が集まりました。この内
から281,040円をマスクの輸送代に充てました。なお、
4月に入り、5名の方から66,000円が振り込まれ、義捐
金の総額は765,000円になりました。

ハハハハハハハンンンンハンガリーの環境汚染事故への支援

7月16日（金）NO.141号編集（7月30日発行）
6月11日（金）NO.141号編集

12月3日（金）NO.142号編集（12月17日発行）
10月7日（木）NO.142号編集

3月17日（木）NO.143号編集（3月31日発行）
2月4日（金）NO.143号編集

月曜日（毎週） 入門
開講日 クラス

木曜日（毎週） 上級
水曜日（毎週） 中級

金曜日（月2回） 研究

6名
受講者

３名
4名（4月閉講）

5名

総会 時事通信ホール
名称 開催日 会場

新年会
5月29日（土）
2月５日（土）東海大学校友会館

09年度報告、10年度活動方針等
概要

盛大に開催（約110名出席）
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総会、出版記念、新年会、
事務所使用等

【支出の部】

27名
83件

下記参照

個人 ・サークル会費：1,198,000
法 人 会 費：1,000,000

2010年度収支報告書及び関係書類を監査した結果、いづれも適正かつ

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）

印刷費/通信発送費 1,540,000 926,834
国内事業費 1,500,000 1,491,615
組織活動費 70,000 25,200
会議費 30,000 5,251

事務経費・手数料 1,100,000
事務用品 140,000
交通費 150,000 52,471

ホームページ 60,000 0
予備費等 310,000 182,250
翌期繰入 0 1,097,379

未払金 0 236,878
未入金 0 69,160
繰越金 4,578,892 5,759,454

事務管理費

科目 予算額 備考実績

合計

会報等
総会、出版記念、新年会等

家賃、電話、電気、手数料等

4,900,000 4,835,905

1,019,356
35,549

【収入の部】

会費収入 2,740,000 2,198,000
入会金 120,000 54,000
カンパ 340,000

270,000
251,000

県協会協賛金 260,000
広告収入 300,000
国内事業収入 1,120,000
雑収入等 10,000 10,785
合計

会費収入内訳

4,900,000 4,835,905

科目 予算 備考実績

294,120
1,768,000

2010年度会計報告

【支出の部】

普通預金利息
20名

2010年度収支報告書及び関係書類を監査した結果、いづ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）

講師料 1,500,000 1,122,000
事務所借用料 120,000 120,000
クラス親睦費 100,000 0
事務用品費 20,000 1,260
雑  費 20,000
予備費 555,173

科目 予算額 備考決算額

合計

4名

振込手数料

2,315,173 1,258,245

14,985
0

【収入の部】

受講料 1,400,000 1,091,750
雑収入 0 218
繰越金 915,173 915,173
合計

収入合計 ー 支出合計 ＝ 748,896（次期繰越金）

2,315,173 2,007,141

科目 予算額 備考決算額

2010年度ハンガリー語講座特別会計報告（2010.4.1～2011.3.31）

【運営委員会】【理事会】

第１回 協会事務所
名称 開催日 会場

第2回
5月7日（金）
5月29日（土）時事通信ホール

総会議案書
概要

総会打合せ
第3回 協会事務所
第4回

7月30日（金）
12月3日（金）同上

日ハ交流史、事務所運営他
ハンガリー汚染事故対応他

開催日
4月22日（金）
7月12日（月）

活動方針
概要

交流史パーティー他
8月27日（金）
9月24日（金）

交流史パーティー他
交流史パーティーの運営

①ヴェスプレム県で発生した赤泥汚染事故に対する義捐金
　昨年10月4日ハンガリーのヴェスプレム県で発生した
赤泥汚染事故については、その深刻な状況に鑑み、当
協会としては取りあえず同県と緊密な友好関係にある岐阜
県ハンガリー友好協会に連絡して、緊急に必要な対応
措置をとってもらうとともに、同年12月17日発行の当協会の
会報で、全会員の皆様に義捐金の募金を呼び掛けま
した。その結果、すでに報告の通り、本年4月30日現在109
人の会員の皆様から78万5000円の義捐金が集まりまし
た。この内29万2240円は、岐阜県の友好協会から緊急
に現地に送られた42万枚のマスクの輸送費の一部に充
てられ、現在47万2800円の残高があります。
　その後ヴェスプレムの状況はいったん落ち着いては
いるものの、今後の見通しについてはなお不透明な
ところがあるので、上記会報では「ハンガリー廃液流出
事故対策基金」を設置することを提案しました。しかし
この時の経験では、限られた予算で運営されている当
協会の事務処理能力には限界があり、突発的な災害に
対して、せっかくの会員の皆様の善意を適時に先方に伝
えることには相当な困難があることが痛感されました。
従って今回の残高は、ヴェスプレムの汚染事故に限らず、

針針針針方針処処理方針告と処告とと処報告報告題の報題題のの報報問題問問題金金金捐金捐捐捐捐義義捐 理方義義捐 題 告報 理理方問問題 方方処処処問問義捐金問題の報告と処理方針義捐金問題の報告と処理方針
ハンガリーで発生する義捐金の募金を必要とするような
事態が発生した際に、取りあえず迅速に対応するための
基金として保管し、当協会として義捐金を適時に送る
ための体制を今後より強化していく上での一助にしたい
ので、かかる措置について総会の承認を求めます。

②東日本大震災へのハンガリーからの義捐金
　本年3月11日に発生した東日本大震災に対しては、
ハンガリー各地で日本の被災地を支援する広範な募金活動
が展開され、すでにブダペストのハンガリー日本友好
協会からは、日本円に換算して2,218,760円の義捐金が
送金されてきました。この処理については、被災県の中で
唯一ハンガリーとの友好協会組織のある宮城県の県の
責任者に直接送金額を贈呈することとし、ボハール・エル
ヌー駐日ハンガリー大使に同行して頂き、当協会からは田中
理事長と瀬川事務局長が宮城県庁を訪問して、先方の
義捐金担当責任者である若生正博宮城県副知事に上記
義捐金を渡しました。その際には、上記義捐金を集めるた
めに開催され、ショーヨム前大統領をはじめ多くの名士の
方々が出席されたブダペストのチャリティ・コンサートの
模様を収録した写真集、ヴェスプレムから送られてきた、
日本へのチャリティ活動に参加した百数十名の署名がある
日本国旗の寄せ書き、ヴェスプレム日本友好協会のクティッチ

現金 145
合計 748,896

普通預金 748,751
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総会、出版記念、新年会、
事務所使用等

【支出の部】

27名

83件

下記参照

個 人 会 員：1,198,000
法 人 会 員：1,198,000
サークル会員：1,000,000

2010年度収支報告書及び関係書類を監査した結果、いづれも適正かつ

正確であったことを認めます。　幹事　石坂政雄　㊞　丸山冨美江　㊞

（単位：円）

印刷費/通信発送費 1,500,000 856,715
国内事業費 400,000 271,153
組織活動費 100,000 80,250
会議費 1,300,000 1,349,873

事務経費・手数料 500,000
事務用品 50,000
交通費 60,000 39,093

ホームページ 1,200,000 1,028,880
予備費等 60,000 107,068
翌期繰入 250,000 22,760

未払金 0 236,878
未入金 0 69,160
繰越金 4,578,892 5,759,454

事務管理費

科目 予算額 備考前年度実績

合計

会報等

総会、出版記念、新年会等

家賃、電話、電気、手数料等

7,429,151 8,456,604

0
0

【収入の部】

会費収入 2,740,000 2,198,000
入会金 120,000 54,000
カンパ 340,000

270,000
251,000

県協会協賛金 260,000
広告収入 300,000
国内事業収入 1,120,000
雑収入等 10,000 10,785
合計

会費収入予算内訳

4,900,000 4,835,905

科目 予算 備考実績

294,120
1,768,000

2010年度会計報告

【支出の部】

普通預金利息

83件

20名

2010年度収支報告書及び関係書類を監査した結果、いづれも適正かつ正確であったことを認めます。　幹事　石坂政雄　㊞　丸山冨美江　㊞

（単位：円）

講師料 1,500,000 1,122,000
事務所借用料 120,000 120,000
クラス親睦費 100,000 0
事務用品費 20,000 1,260
雑  費 20,000
予備費 555,173

科目 予算額 備考前年度実績

合計

4名

振込手数料

2,315,173 1,258,245

14,985
0

【収入の部】

受講料 1,400,000 1,091,750
雑収入 0 218
繰越金 915,173 915,173
合計

収入合計 ー 支出合計 ＝ 748,896（次期繰越金）

2,315,173 2,007,141

科目 予算 備考実績

現金 145
合計 748,896

普通預金 748,751

2010年度ハンガリー語講座特別会計報告

２０11年度活動方針
協会の活動の一層の充実を図り

ハンガリ 協会組織との

コーシャ・フェレンツ氏の写真展を
すすす

協会の活動の一層の充実を図り
組織を強化します

　2011年は、日本ハンガリー友好協会設立40周年にあた
ります。これを記念する行事としてかねてより準備を進め
てきた、日本とハンガリー間の民間交流を中心にした「日本
ハンガリー交流史」を発刊する事業は、会員の皆様方の
絶大なご支援とご協力を得て、1年前倒しで昨年発行する
ことができ、その出版記念パーティも盛大に開催すること
が出来ました。
　今年はこうした活動の基礎の上に、更に協会の活動の
強化、拡充を図ります。その一環として、すでに当協会の
サークル活動には、新たに写真愛好家のサークルが
加わりました。又ハンガリーにおける日本との友好協会
組織との関係も強化していきます。
　当然こうした活動を支えるための協会事務局の強化も
図って参ります。

会長から同協会で集めた35万フォリントの義捐金を当協
会へ送金する旨の書簡の写し等も手交してきました。

③宮城ハンガリー友好協会との今後の関係
　今回の訪問の現地での手配は、宮城ハンガリー友好協
会が中心になって行っていただきました。同協会の一力
博子会長は、長年にわたってハンガリーとの交流に尽力
された河北新報の一力社長のご夫人で、同協会は同社の

強力なバックアップを得て活動を続けています。今回の
訪問も主に同協会に色 な々手配をして頂き、実現しました。
今後ハンガリー側と緊密に連携を取り、先方が希望して
いる、出来る限り目に見える、継続性のある支援を受け
るにはどのような形の協力が望ましいのか、同協会を核に
して、当協会、駐日ハンガリー大使館、ハンガリー本国の
友好協会組織が相互に緊密に協議していく体制を築いて
行く事が最初の課題となります。

ハンガリーにおける対日友好協会組織との
関係強化を図ります

　昨年ハンガリーのヴェスプレム県で深刻な環境汚染事故
が発生した時には同県と姉妹関係にある岐阜県の友好

コーシャ・フェレンツ氏の写真展を
開催します

　ハンガリーの著名な映画監督であり、同国の体制転換時
に大きな役割を演じられた偉大な政治家でもあるコーシャ・
フェレンツ氏は、長年にわたり日ハ関係の発展のために
貢献してこられました。同氏の人生の出発点は写真にあっ
て、かねてより日本でのご自身の写真展の開催を希望して
おられました。当協会としては、これまでの同氏の両国関係
増進への偉大な貢献に報いるためにも、ハンガリー文化セン
ターと協力して、明年春に同氏の写真展を開催いたします。

協会とも緊密な連携を取りながら、会員の皆様方から寄せ
られた義捐金で先方が必要とする支援物資を送ることが
出来ました。他方本年に入ると我が国の東北地方で大震災
が発生し、これを支援するための広範な活動がブダペ
ストやヴェスプレム県等の対日友好協会組織で実施され
ました、その結果これらの組織から当協会に送られてきた
義捐金等は、被災地にあるハンガリーとの友好協会の協力
を得て、直接被災地の当局者へ届けることが出来ました。
　こうした活動を通じて両国の友好協会組織間の協力関係
はますます緊密化しているので、その関係の一層の強化に
今後とも努めてまいります。

総会、新年会、事務所使用等

【支出の部】

下記参照

個人 ・サークル会費：1,460,000
法 人 会 費：1,000,000

（単位：円）

印刷費/通信発送費 1,300,000 926,834
国内事業費 1,450,000 1,491,615
組織活動費 100,000 25,200
会議費 20,000 5,251

事務所費経費・手数料 1,450,000
事務用品 40,000
交通費 160,000 52,471

ホームページ 60,000 0
予備費等 40,000 182,250
翌期繰入 0 1,097,379

繰越金 5,759,454 5,759,454

科目 予算 備考前年度実績

合計

会報等
総会、新年会等

家賃、事務所管理・経費等

4,620,000 4,835,905

1,019,356
35,549

【収入の部】

会費収入 2,460,000 2,198,000
入会金 80,000 54,000
カンパ 250,000

210,000
251,000

県協会協賛金 260,000
広告収入 300,000
国内事業収入 1,270,000
雑収入等 50,000 10,785
合計

会費収入予算内訳

4,620,000 4,835,905

科目 予算 備考前年度実績

294,120
1,768,000

2011年度予算

【支出の部】

1期（12週）　33,000円

（単位：円）

講師料 1,350,000
事務所借用料 120,000
クラス親睦費 50,000
事務用品費 20,000
雑  費 20,000
予備費 538,896

科目 予算額 備考

合計

1回（2時間）　11,000円

振込料

受講生交流会

2,098,896

【収入の部】

受講料 1,350,000
繰越金 748,896
合計 2,098,896

科目 予算顎 備考

2011年度ハンガリー語講座特別会計 予算
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（2011年6月16日（木）KKRホテル熊本）
　前日からの大雨で地域によっては避難勧告が
出ていた総会当日。参加者の出足を心配いたし
ましたが約120名の参加をいただき、スタッフ一同
うれしく思っております。
　第1部の総会では、まず東日本大震災の犠牲者
に対し全員で黙祷を捧げ、続いて木村良子会長の
挨拶、大代純市事務局長の22年度の歩みと本
年度の事業計画報告がありました。当協会本年度
最大のイベントは｢第1回親善旅行｣（9/21～9/30）。
また、日本ハンガリー友好
協会福岡支部の雨宮一正
会長を中心に九州各県
（４県）のハンガリー友好
協会が行政課題の「道州
制」より一足先に「九州道
ハンガリー友好協会」設立に向け動き始めたと
報告が為され参加者の方々も拍手で承認され
ました。
　第2部では、ハンガリー政府観光局長バーリン・
レイ・コーシャ氏に「ハンガリーの歴史と観光資源」
と題した講演をいただきました。 ハンガリーは
戦争で一度も勝ったことのない国でありながら
国が残っている「奇跡の国」ですという話から
始まり、トカイワインの話、また、19世紀そのまま
のオペラ座では安価でありながら良質の芸術が
鑑賞できることなど、約50分の講演は聴く者を
ハンガリアンに仕立てるくらい中味の濃いもの
でした。
　この後、第3部は局長を囲んだ懇親会。オープ
ニングは中学 2・3年生の3人組「ザ・わらべ」に
よる創作日本舞踊。笑いいっぱいの乾杯の挨拶
の後は、ハンガリー料理を
意識したパーティー料理を
局長から頂いたハンガ
リーワインとともにいた
だきながら、上質な時間
を楽しみました。
　終始穏やかな笑顔と楽しい会話に包まれていた
当会。木村良子会長・大代純市事務局長をはじめ
会場を彩るフラワーアレンジメントデザイナーの
迎田えい子女史、フリーアナウンサーの小出史女
史の演出・進行…そして出席いただいた会員の
皆様、人と人との間をつなぐ ｢熊本県ハンガリー
友好協会｣が輝きと光を放っている事は言うまで
もありません。
（熊本県ハンガリー友好協会 事務局長 大代純市）

第3回熊本県ハンガリー友好協会総会が
大雨の中、無事に開催

御　礼
宮城ハンガリー友好協会

ハンガリーフェスティバル in 愛知

（2011年6月19日（日）13：30～名古屋国際センター
ホール）
　毎年恒例のハンガリーフェスティバルが行われ、
今年も大盛況のうちに無事終了することができ
ました。当日は300人を超える参加者にお越しいた
だき、立ち見が出るほどの賑わいとなりました。
プログラムは今年生誕 200年を迎えるリストの
「ハンガリー狂詩曲第2番」などピアノ曲4曲の演奏
（演奏：冨田智容子）にはじまり、大阪教育大学
渡邊昭子先生による講演「国民的料理グヤーシュ
／ペルケルト／パプリ
カーシュの歴史」、また、
ピックサラミとスズキ
ビジネスよりそれぞれの
商品紹介スピーチがあり
ました。
　演奏とスピーチのあと
は愛知県在住のハンガ
リー人によるグヤーシュ
とサラミサンドイッチ、
あるいは日本人が作った
お菓子ポガーチャ、さら
にはハンガリーワインなどが振る舞われ、ハンガ
リーの食文化の一端が紹介されました。会場には
ハンガリー刺繍サークルの作品やハンガリーの
子供たちの絵画等も多数展示され、参加者の
みなさんにとっては五感のすべてでハンガリーを
味わうことのできる印象的な一日になったことと
思います。
（愛知県ハンガリー友好協会 理事 三苫民雄）

　この度はハンガリー共和国の皆さまから本当に
多くのお志をいただき、宮城県民を代表いたし
まして厚く御礼申し上げます。
　3月11日の東日本大震災による想像を絶する地震
と津波は、本県をはじめとする東日本に甚大な
被害をもたらしました。死者は15,000人を超え、
行方不明者もいまだ7,000人を数えます。また家族
を亡くした子どもたちも、支援団体「あしなが育英
会」への申請数だけで1,100人を突破し、わが国
災害で最悪の数字となりました。津波の被害を
受けた地域はガレキの撤去は進んでいるものの、
陸に打ち上げられた大型船の撤去はまだ完了
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「幸福のモニュメント」青山に設置

　7月9日、10日、「アジアの経済発展と、EU、
アジア、日本の協力関係－ハンガリー・ポーランド
議長国のEUと、ASEM－」と題し、ハンガリーが
EUの議長国となり27ヵ国をまとめる役割を
担った成果を報告し、今後、経済発展をする
アジアがいかに周辺国と共同して、発展していく
かを考える国際会議が開かれました。
　今回の会議は、日本外務省、ハンガリー外務省、
日EU産業協力センター、などの後援の下、青山
学院大学国際会議場で開催され、3つのセッション、
「EUとアジア」「ASEM（欧州アジア会合）」「歴史・
文化から見たEUアジア関係」について、世界から
多くの講演者を招いて行われました。
　日本外務省欧州局審議官のご挨拶後、日EU
産業協力センター塚本氏の報告や日本EU学会
会長久保教授、日本外務省欧州局課長のご報告
に続き、ハンガリー外務省からは、アジア局長の
セルダヘイ・イシュトヴァーン氏、外務省EU局長
のヴィンテルマンテル・ペーテル氏から、ハンガリー
がEU議長国としてどの
ような成果を上げたかと
いうご講演があり、ドナウ
河協力プロジェクトや、ロマ
対策、環境・エネルギー
問題など、多岐にわたって
ご報告されました。
　またASEM（ヨーロッパ・
アジア会合）48ヵ国のアジア・
ヨーロッパ国家の会合が、

6月にハンガリーで開かれたことについても報告
され、欧州とアジア・日本を結ぶハンガリーの積
極的役割が高く評価されたというご報告もいた
だきました。
　レセプションでは、谷口誠元国連大使、赤尾
信敏元在タイ大使、田中義具日本ハンガリー
友好協会理事長がそれぞれ御講演され、セルダ
ヘイ元駐日ハンガリー大使・ブダペシュト大学
教授の乾杯により、大変楽しく充実した交流が
行われました。
　近代化をめぐる第3セッションにも、小平理事を
始め日本ハンガリー友好協会の方々のご参加の
下、オーストリア・ハンガリー帝国と日本の近代を
重ね合わせ、今後アジアとヨーロッパの協働の
発展はどうあるべきかをめぐって熱い議論が
交わされました。
　2日間に亙る充実した会合に参加して下さった
ハンガリー大使館、日本ハンガリー友好協会の
方々、また素晴らしい実行力と暖かさでこの国際
会議成功にご尽力下さいましたハンガリー外務省
セルダヘイ・イシュトヴァーン・アジア局長、ヴィン
テルマンテル・ペーテルEU局長に心からお礼
と感謝を申し上げます。これからもハンガリー
との友好関係を発展させる会議をさらに目指して
いきたいと思います。皆様のご協力、ありがとう
ございました。

（理事 羽場久美子）

ハンガリー議長国のEUとアジア、日本
の会合で、ハンガリー外務省セルダヘイ
局長、ヴィンテルマンテル局長が、講演

しておらず、建物や住居の復興への動きはこれ
からと言った状況です。
　5月19日に大使館よりボハール大使とカールマン
様、日本ハンガリー友好協会から田中理事長と瀬川
事務局長に仙台までお越しいただき、宮城県に
義援金を贈呈いただきました。受け取った若生
副知事も、被災者への早い時期のお届けを約束
しております。この模様は河北新報の翌日朝刊に
掲載し、ハンガリーからのご厚意を広くご紹介
いたしました。
　再生への道のりは険しいものとなりますが、
宮城、東北は必ず復興いたします。今後ともハン
ガリー共和国の皆さまの変わらぬご高配をお願い
申し上げます。

（宮城ハンガリー友好協会 会長 一力博子）

　2008年にNPO法人青山ウェディングタウンフォー
ラムと港区・青山商店会連合会・青山外苑前商店
街振興組合が協力し、青山一丁目から表参道の
骨董通りまでの通りに、世界各国の「幸福のモ
ニュメント」を設置すると発表しました。翌2009
年にその第一号として、ハンガリー共和国から
両国の益々の交流を祈念して寄贈されることが
決定し、11月に調印式が行われました。
　ハンガリー共和国から寄贈されたモニュメント
は、シャンドル・クリーゲル
氏の作品でタイトルは「街
の音楽家」高さ 2m重量
220kg。今年2011年5月26
日に青山3丁目交差点ベ
ルコモンズの一角に設置
されました。世界各国の
「幸福のモニュメント」が
青山通りに建ち並ぶのが
楽しみです。
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お知らせ

　2011年7月1日に来日予定のプロムジカ女声
合唱団が、3月11日の東日本大震災の為、公演
中止となりました。コンサート予定地は被災地で
はありませんが、合唱団の父兄の心配もあり、
残念ながら中止になりました。指揮者サボー・デー
ネシュさんは日本の皆様にお会いできなくて残念、
また来年2012年夏には是非とお詫びのお知らせ
がありました。
（日本ハンガリー合唱交流委員会 後藤田 夫規子）

2011年プロムジカ女声合唱団
日本公演中止のお詫び

開催日：2011年8月9日（火）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）
後　援：駐日ハンガリー共和国大使館  他
主　催：NPO法人 リスト音楽院友の会　
詳　細：http://www.lisztfriends.com/
　　　　 oumi-trio110809.html
問合せ先：NPO法人 リスト音楽院友の会
　　　　058-264-1501

リスト音楽院友の会スペシャルコンサートVol.2
ハンガリーからの煌めき
ピアノ、ヴァイオリン、チェロコンサート

開催日：2011年8月5日（金）午後7時開演
会　場：真鍋記念館クララザール（岐阜市）
主　催：NPO法人 リスト音楽院友の会
後　援：駐日ハンガリー共和国大使館  他
詳　細：http://www.lisztfriends.com/
　　　　 oyabu-matsumoto-20110805.html

開催日：2011年8月12日（金）～22日（月）
会　場：長野県伊那市富県1777-557
主　催：ヨーロッパの郷土料理と西洋民芸 le petit marché

開催日：2011年9月29日（木）午後7時開演
会　場：武蔵野市民文化会館 大ホール
主　催：（財）武蔵野文化事業団　
問合せ先：（財）武蔵野文化事業団　0422-54-2011

リスト音楽院フェスティバル2011
煌めく夏の夜　ピアノとヴァイオリンのコンサート 

第1回 長野カロタセグ民族文化キャンプ

フレッシュ名曲コンサート
松本紘佳（ヴァイオリン）＆
新日本フィルハーモニー交響楽団

詳細はブログをご覧ください。

　会報142号でご案内しました「日本ドナウ
フォトクラブ」（略称DPC）は、4月20日、銀座
のルーマニアレストラン「ダリエ」で設立総会を
開き、発足しました。総会では、会則、活動
予定等を決め、役員には
会長 田崎龍一、事務局
長 船江和昭、運営幹事 
長谷川朝美、川野勝茂、
会計幹事 神澤いづみ、監事 戸塚厚生、顧問に
は田中義具（友好協会理事長）と猪谷晶子（日本
ブルガリア協会理事長）の各氏が就任しました。
日本ドナウフォトクラブは、友好協会のサー
クル会員に入会しました。
　6月26日（日）に梅雨の時期の花アジサイを
撮りに鎌倉で撮影会を行い、9名の会員が参加
しました。明月院のアジサイは見頃を過ぎて
いましたが、大勢の人で混雑していました。
鶴岡八幡宮の境内を抜け小町通を散策し、
鎌倉駅近くの居酒屋では、初めて顔を合わすメン
バー達はすぐに打ち解けて、自己紹介や写真
談義に花を咲かせ、楽しい懇親会となりました。

日本ドナウフォトクラブが発足、鎌倉で撮影会

　2009年にジョルナイ・クラブから生まれ変わっ
た「ハンガリー交流サロン」は、2周年を迎えました。
ハンガリーに全く縁のなかった方が、この会を
通してハンガリーファンになったり、また、たくさんの
方が日ハ友好協会に入会して下さいました。これ
からも食文化を通してハンガ
リーの輪を広げていきたいと
思います。
（サークル会員 AZ Finom 東 孝江）

AZ Finomハンガリー交流サロン2周年

　今後の予定は、7月10日
（日）に写真を持ち寄って
定例会を開催、写真に
ついて勉強します。また、
秋には一泊撮影旅行を予定、来年はドナウ河
撮影ツアーの計画もあります。先頃開設した
ブログには、会員の写真が掲載されています
ので、会の名称で検索してみてください。
　写真を楽しみたい方は、いつでも入会歓迎
です。事務局（funae@mopthink.co.jp）まで
ご連絡ください。
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編 集 後 記

3月11日の東日本大震災から4ヵ月が過ぎましたが、未だ余震が続き被災地の復興も進んでいません。
世界中から送られた義捐金もごく一部の方にしか届いていないようです。一日も早く復興が進み、
日本に笑顔が戻る事を祈っております。（T.A）

新規入会者のご紹介
戸内 修太郎（山形県）

4月
3月

前川 昭一（東京都）、藤井 純（東京都）
5月

（敬称略）

越智 みどり（東京都）、米満 弘之（熊本県）、日本ドナウフォトクラブ（サークル会員）
6月 ザボースキー キヨコ（東京都）、迎田 えい子（熊本県）

2010年 4月／床坊 千絵（石川県）、秋庭 督（神奈川県）、石嶋 弘（東京都）、福井 直敬（東京都）、真壁 潔（神奈川県）
2010年5月／岡藤 智加子（山口県）、新井 欣也（埼玉県）　2010年6月／松本 光一（鹿児島県）　2010年8月／宮﨑 勝弘（東京都）、
山口 浩一（東京都）、萩原 淑子（東京都）、坂本 憲一（東京都）、田中 義具（東京都）、神宮寺 良吉（山梨県）、石原 渥勇（東京都）、
蔵田 雅之（東京都）、槇 學（埼玉県）、田崎 龍一（神奈川県）、鈴木 伊三夫（神奈川県）、坂田 俊夫（東京都）、黒川 圭子（東京都）、
長瀬 加奈子（東京都）、沼波 木綿子（埼玉県）、城戸 顯子（東京都）、吉岡 玲子（東京都）、藤原 光太郎（東京都）、ピーターソン
鳥海 壽子（東京都）、山本 亘（東京都）、小柳 太美子（東京都）、服部 公彦（東京都）、五島 明朗（神奈川県）、工藤 政志（東京都）、
小泉 寛（静岡県）、松本 懸太郎（静岡県）、會田 榮一（神奈川県）、坪井 伸広（東京都）、田村 美能留（兵庫県）、松岡 紀子（神奈川県）、
糠沢 和夫（東京都）、古川 信孝（東京都）、福澤 正人（神奈川県）、丸山 竹政（埼玉県）、堤 功一（東京都）、久松 洋子（東京都）、
高橋 直樹（東京都）、瀬川 隆生（東京都）、斉藤 京子（東京都）、徳田 政太郎（岡山県）、梶川 久美子（京都府）、大熊 進子（東京都）、
膳所 博美（三重県）、和田 さやか（東京都）、杉前 惠子（神奈川県）、大梶 俊夫（東京都）、今井 一治（東京都）、黒澤 哲史（東京都）、
高久 圭二郎（埼玉県）、大代 純市（熊本県）、久米 邦貞（東京都）、後藤 寿代（東京都）、鍋倉 眞一（東京都）、佐藤 理美（埼玉県）、
谷本 美智子（北海道）、渡辺 真美（東京都）、佐々木 美枝（神奈川県）　2010年9月／森 啓一（兵庫県）、宮治 弘（神奈川県）、
川嶋 昌子（千葉県）、西沢 亜由美（東京都）、山岸 徹（大阪府）、中原 博次（東京都）、戸塚 厚生（神奈川県）、井﨑 正浩（東京都）、
中山 知子（石川県）、真壁 潔（神奈川県）　2010年10月／坂詰 彌彦（東京都）、村岡 克也（神奈川県）、江口 雅子（神奈川県）、
照澤 惟佐子（東京都）2010年12月／小池 英子（神奈川県）　2011年3月／高橋 良彰（山形県）、合田 大次郎（東京都）　2011年4月
／久保 正士（東京都）、桑名 映子（東京都）、草山 明久（神奈川県）、草山 昭（神奈川県）、寺崎 裕則（東京都）、美馬 和男（東京都）、
田中 義具（東京都）、神宮寺 良吉（山梨県）、長瀬 加奈子（東京都）、會田 榮一（神奈川県）、瀬川 隆生（東京都）、膳所 博美（三重県）、
高橋 良彰（山形県）、梶山 佳代（茨城県）、松田 純（東京都）、三浦 彰（大分県）、丸 磐根（島根県）、石原 渥勇（東京都）、
大熊 進子（東京都）、竹西 富子（北海道）、江頭 真一郎（神奈川県）、坂本 憲一（東京都）、古川 信孝（東京都）、高久 圭二郎（埼玉県）、
戸塚 厚生（神奈川県）、照澤 惟佐子（東京都）、山口 浩一（東京都）、蔵田 雅之（東京都）、萩原 淑子（東京都）、戸田 みはる（東京都）、
宮崎 孝幸（東京都）、小泉 寛（静岡県）、松本 懸太郎（静岡県）、小野寺 喜一郎（山形県）、八十島 茂子（神奈川県）、服部 
公彦（東京都）、松岡 紀子（神奈川県）、鹿島田 守（東京都）、笠木 千束（東京都）、黒沢 遼（埼玉県）、鈴木 伊三夫（神奈川県）、
五島 明朗（神奈川県）、坂詰 彌彦（東京都）、徳田 政太郎（岡山県）、黒澤 哲史（東京都）、鍋倉 眞一（東京都）、久松 洋子（東京都）、
浅野 春美（東京都）、森 啓一（東京都）、今井 一治（東京都）　2011年5月／槇 學（埼玉県）、宮﨑 勝弘（東京都）、小柳 太美子（東京都）、
大梶 俊夫（東京都）、工藤 政志（東京都）、佐藤 理美（埼玉県）、村岡 克也（神奈川県）、加藤 彰子（神奈川県）、吉岡 玲子（東京都）、
宇多 弘次（大阪府）、糠沢 和夫（東京都）、城戸 顯子（東京都）、谷本 美智子（北海道）　2011年6月／渡辺 真美（東京都）

2010年度　カンパ協力者氏名

編集委員：東 孝江、瀬川隆生、高橋典子、田崎龍一

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

AZ GROUP、株式会社資生堂、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、日清食品株式会社、他1社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （五十音順）

法人会員
2010年度

AZ Finomハンガリー交流サロン
エリカの会
コチマの会
筒井ハンガリー刺繍資料室
日本ハンガリー合唱交流委員会
日本ハンガリー日本画教室

サークル会員
2010年度

サークル名 サークル名 代表者代表者
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
特定非営利活動法人 リスト音楽院友の会

東 孝江
矢崎 とみ江
石坂 政雄
筒井 はるみ
後藤田 夫規子
増田 美智子

表 タエコ
松岡 紀子
粂 栄美子
安西 理恵
太田 功正
（五十音順）
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