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河野洋平会長に桐花大綬章
秋の叙勲に お いて、河野洋平会長（前衆議院議長）が
最高位の桐花大綬章を受章されました。 誠におめでとう
ございます。 河野会長は、衆議院議長を日本憲政史上
最長となる2029日務められ、2009年7月に退任されました。

新駐日大使にセルダ

イ イシ トヴ

ン氏

ハンガリー共和国の特命全権大使として、セルダヘイ・イシュトヴァーン氏 が８年ぶりに
再び着任され、11 月 29 日に信任状が捧呈されました。同大使は 1959 年生まれ。エトヴォシュ・
ロラーンド大学人文学部卒業後、神戸大学文学部日本史学科に留学。帰国後、エトヴォシュ・
ロラーンド大学人文学部・近代世界史学科講師を経て 90 年から 94 年にかけて駐日大使館に
文化担当官として勤務、1999 年から 2003 年まで駐日大使を務められました。大使在任中の
2000 年には、初代国王戴冠 1000 年記念ハンガリーフェスティバルが 行わ
れ、ゲンツ・アルパード大統領も来日され、大使はその成功のために多大
なご尽力をされました。帰国後はエトヴォシュ・ロラーンド大学教授を経て、
外務省アジア局長を歴任されました。ご 家族はピアニストの玲子夫人と
お子さんがお二人。日本 語が堪能なことは勿論、日本の歴史文化に精通
されたセルダヘイ大使の着任により、両国の外交や文化交流が益々発展
することが期待され、心から歓迎申し上げます。

新 年会 のご案内
ハンガリー大使館で開催
来年、日本ハンガリー友好協会の新年会は、1月28日
（土曜日）
午後1時より、セルダヘイ大使
のご好意により在京ハンガリー大使館で開催の運びになりました。今回、参加希望者は、
今回、参加希望者は、
事前登録申し込み制となり、受け取った参加葉書をご持参の上での受付になります。
従来のお申し込み方法と異なりますので、ご留意下さい。
会員各位には、詳細を別紙でご案内いたしますので、よろしくお 願い致します。
なお、お問い合わせは、事務所宛、郵便、メール、電話、ファックス等でお願い致します。
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田中輝明氏
（前専務理事）
逝去
1991年から理事をされ、93 年
から9年間事務局長を務められ
た田中輝明前専務理事が 10 月
16 日亡くなられました（享年
77 歳）
。告別式は 22日、公益社
会館たまプラーザ（横浜市青葉
区）
で大勢の参列者が出席する中、
しめやかに
行われました。

田中輝明さんを偲んで
私が 初めて田中輝明さんとお会いしたの
は、1988 年今から 23 年前になる。
当時、ブダペストの大学の准教授であった私
は、1987 年に日本の早稲田大学大学院理工学
研究 科での博士号を取得しハンガリーへ帰国
したばかりであった。私の専門とは別の学科で
はあったが 同じ早稲田大学の建築学科の OB
であるハンガリー人の友人から、サバティカル・
リーブで日本からハンガリーを訪れる先生が
いらっしゃるのでお世話をして欲しいという依
頼を受けたのだ。ハンガリー・日本 友 好 協会
（ブダペスト）で会長を務めていた私は喜んで
日本からの先生をお迎えする準備を整えてお
待ちした。
ハンガリーは初めてという田中さんは、私が
用意させて頂いたアパートメントに着くと大き
な箱を開けたのだが、その中には日本のご家
族が用意された沢山の日本食、梅干しや味噌、
インスタント食品が入っていた。
陽気な田中さんとは直ぐに意気投合し、ほぼ
毎日ブダペストや市街をご案内し多くの楽しい
時をともに過ごした。田中さんも行く先々で受け
たハンガリー人からの暖かい歓迎に大変感動
され、直ぐにハンガリー料理やワインが大好き
になり、結局日本からの沢山の日本食はほとん
ど手を付けられずじまいであった。6ヵ月間の
滞在を終え日本に帰国される時、彼は ハンガ
リーのよき友 としてブダペストを後にされた。
一年後、1989 年にベルリンの壁が崩壊しハン
ガリーでも戦後初めての民主的な選挙が 行わ
れ、最初に誕生した政府から依頼を受け、私は

生前、ハンガリーとの友好交流活動に多大
な尽力をされてこられた同氏に、心からのご
冥福をお祈りいたします。
今回、同氏と親交の深かったラーツ・イシュ
トヴァーン氏（元駐日ハンガリー共和国大使）
と
松尾守之氏（ 協会監事）から寄せられました
追 悼文を掲載します。
駐日ハンガリー大使として 1992 年に日本へ赴
任し田中さんと再会することが出来た。私の
1995 年までの大使在任の間の、田中さんの日本・
ハンガリー友好協会の事務局長としてのご活躍
ぶりは皆様がご承知の通りであるが、私は大使
という職を擱いても、田中さんがハンガリーを
愛しご尽力下さったことに常に感謝し、友人と
してお付き合いをさせて頂いていた。
大使として、毎年皇居での新年祝賀の儀に
参列させて戴くのだが、その際重箱の料理一
式を賜る。日本の皇室をこよなく敬愛されて
いた彼のために、私は一番最初に参内した時
に賜った品を皇居からそのまま田中家へ直行し
彼に食べて頂いたとき、日本人でもなかなか
頂けない貴重な経験だと心から喜んで下さって
ともに新年を祝った懐かしい想い出がある。
当時大使として多忙を極めていた私であっ
たが、田中さんからのお誘いはいつも優先し
て時間を取らせて頂きたくなる楽しく充実し
たものであった。
1993 年に彼の還暦のお祝いを友人たちと蔵
王のスキー場で祝った時も、公務の後にその
まま蔵王へ直行し、一緒にお酒を酌み交わした
ことも昨日のことのように想い出される。
去る 10 月 16 日田中輝明さんご逝去の報に
接し、心からの哀悼の意と、安らかに永眠され
ますよう謹んでご冥福をお祈りし、言葉に尽く
せない 感 謝の 気 持ちをもって追 悼の 言 葉に
代えさせていただきます。
田中さんは 私にとってだ けではなく、 ハン
ガリー国のよき友 として、天国へ旅立たれた
のである。
（元駐日ハンガリー共和国特命全権大使
ラーツ・イシュトヴァーン）
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田中輝明先生を悼む
田中輝明先生の突然の訃報に、ハンガリーを
愛する多くの日本人、そして、日本を愛する
多くのハンガリーの人々が 深い悲しみに襲われ
ました。先生は、誰よりもハンガリーを愛し、
ハンガリーの人々を慈しんでおられました。
それは、先生の「東京生まれの東京育ちの私に
とって、ハンガリーは『ふるさと』である」と
いうお言葉に凝縮されております。
先生に初めてお目にかかったのは、1992年、
第二回ハンガリーフェスティバル小田原会場の
ときでした。そのとき、先生が 1988 年、冷戦
末期のブダペスト工科大学に客員研究員として
滞在しておられたことを知りました。不自由な

コーシャ・フェレンツ氏の写真展
準備始まる
ハンガリーを代表
する映画監督で元国会
議員のコーシャ・フェ
レンツ氏の写真展が、
2 012 年 9 月 2 日から
15 日までの 2 週間、 会場下見中のコーシャ夫妻
東京都渋谷区にあるギャラリー大和田で開催
することが決まり、来日中のコーシャ氏が 11月
2 1日、会 場を下見されました 。 当日は 他 の
展示が 行われていましたが、白い壁面に飾る
写真の配置や、展示業者とフレームの材質や
色などを入念に 確認し、
イメージを膨らませて
いました。
その後、実行委員
会関係者らと打合せ
を行いました。コー
シャ氏によると、来年
11月にブダペストの
国立ギャラリーで、
打合せ
同氏の大規模な写真展
（展示数 300点）
が 開催
され 、 写 真 集 の 出 版も予 定されているそう
です。
日本での写真展はハンガリー、日本、世界の
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外国生活を克服しながら、ハンガリーの研究者
達との交流を深め、 多くの友人が得られたと
聞き、 感 動いたしました。 先生の帰国後、
1989 年の東欧改革の年、私も同じく同工科
大 学に客員教授として 一年間滞在しました
ので、 先 生のブダペ ストにおける状 況は、
容易に想 像の つくものでした。
先生は、ご著書「ブダペスト風景」がお似合い
の、そして、先生のご存在そのものが「ブダ
ペスト風景」
にもなる、両国親善の象徴ともい
える存在でした。
どうぞ、これからも、日本とハンガリーの
友好がより深まるように、天から見守って頂き
たく、お願いしながら、先生のご冥福を心から
お祈りいたします。
（合掌）
（監事 松尾守之）
三 部 構 成とし、写真の大きさは 60×40 センチ
の大 型サイズ。点数は 50点の予定で、プリン
トは全てハンガリーで行われ、日本に送られて
きます。東京での展示の後は各地へ巡回展示
されますので、希望される支部は協会事務局
までお問い合わせください。

ハンガリー政府観光局長
コーシャ・バーリン氏が退任
ハンガリー共和国の
観光 情報を日本に紹介
する機関である政府観
光局東京事務所のコー
シャ・バーリン局長 が 退
任され、11月24日に大使 退任ご挨拶
館でお別れパーティーが開催されました。セル
ダヘイ大使は、ハンガリーを日本に紹介する
仕事に 7 年間尽 力されたコーシャ氏の労を讃
えました。コーシャ氏はしばらく日本に滞在
し、今 後も日本 ハンガリー両国の交流をつな
げ る仕事に携わっていきたいと挨 拶されま
した。後任には勝田基嗣氏が東京事務所長に
就 任して 、 コーシャ氏 は 特別顧問になりま
した。
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熟成されたハンガリー友好！
この度日本ハンガリー友好協会山形県支部
設立 20 周年記念事業として、横浜ティサ友好
協会の皆さんも含めて総勢 15 名で去る 10 月 4
日〜10月11日の日程でハンガリー訪問を行い、
これまでの友情とまた新しい出会いを得て、
私たちの 20数年に及ぶ友好交流〔慢性化した
友好のハンガリー病〕
はまさに熟成されたワイン
のように甘くまろやかに薫りよく全身をハピー
で包み込んでくれた訪問でありました。
ハンガリー交流の原点である「民族舞踊団
ティサ」の 本 拠 地のソルノク市では 舞 台 監 督
であり友好協会のコバーチ・ミハイさん夫妻、
前ティサパルテー校長のパタキさんの出迎えや
市庁、県庁訪問ではサライ市長やヤースクン
県 副 知 事 と の 会見そして盛大な歓迎のパー
テーではこれまでの友情と今後の交流に思い
を馳 せ 成熟したワインとパーリンカで 熱く激
しく夜の更けるまで盛り上がりました。
世界遺産のホルトバージでは草原の騎馬民族
の体験や特産の家畜を味わい、次なる世界遺産
の街トカイ地方のマード村を訪問、また世界
遺産のホッローケー村では村祭りの見学中、
山形県出身でもある在ハンガリー大使の伊藤
大使ご夫妻とお会いをしたり、以前日本語研修
でホームスティしたユデットさんも駆けつけて
くれトカイの成熟した貴腐ワインと友情に心地
よく酔い、次は
「雄牛の血」
で有名なエゲルでは
エゲル城、市内見学にエゲルサロークでは大規
模な温泉ホテルで癒しの一時を楽しみました。
そして世界遺産の街ブダペストでは横浜
ティサ友好協会の友人や日欧高校生プログラム
で山形県立酒田西高校に留学した、ミテル
コー、イロナ〔通称マジ）親子やラースロー、
ジャネットが駆けつ け彼 女らを受け入れた 前
酒田西校長 の小柳先生やスティの私たち夫婦
との再会を果た
すことができま
した。
一方市内見学
は国会議事堂や
王宮の丘に夜空
サーライ市長を囲んで
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に生えるブダペストの街に漁夫の砦、しばらく
至福の時を楽しみつつ今後の交流へ更なる決意
を誓い合いました。
今回もまた、わがままな希望のすべてを
シーポス・ラースローさんにお願い彼に感謝を
いたし報告といたします。
（山形県支部長 小野寺 喜一郎）

熊本県ハンガリー友好協会の親善旅行に参加して
9月、ご 縁 があり熊本県ハンガリー友好協会
の親善旅行に東京から参加させていただきま
した。ハンガリーという国は、行ってみたい国
のひとつではありましたが 、ハンガリー語が
独特で難しいというのと直行便がないという
ことで、少し遠い存在の国でもありました。
しかし、今回の旅行でハンガリーを満喫し、
わたしにとって身近に感じることができる国に
なりました。
親善旅行のツアー
で、ハンガリーが世界
に誇る磁器
「ヘレンド」
の工場の内部の見学 バラトン湖畔のワインセラーで
や、オープスターセルにある歴史記念公園内
の博物館の巨大な油絵『ハンガリー人の到着』
の鑑賞、そしてケチケメートにあるコダーイ音楽
学校での授業参観やミニコンサート、日本大使
公邸への表敬訪問など、通常のツアー旅行で
は観光に組み込まれていないところをいくつも
訪れることができたことは、とても幸運でし
た。また、ハンガリー日本友好協会との交流
パーティーで、お互いの音楽（ハンガリーの民族
音楽や日本の歌）
を交えながら文化 交流をでき
たことも素晴らしい経 験となりました。
ハンガリーでは多くの場所を訪れ、毎日新し
い発見や感動の連続でした。そして 8日間の
旅 行を通して、ツアーを企画し運営してくだ
さった方々や、ツアーに参加したあたたかく
はつらつとした方々と出会いお知り合いに
なれたことも大 変ありが たいことだと感じて
います。ハンガリーでみなさまと出会い 8日間
を楽しく過ごせたことにとても感謝しています。
（熊本県ハンガリー友好協会 東京支部
星 梨津子）
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城西国際大学学園祭でハンガリー展
11月5日から7日まで、
城西国際大学東金キャ
ンパスにおいて学園祭
が催されました。今年
は同大学創立 20 周年
で、
「力を合わせて 1 つ ハンガリー展会場
になろう」
をテーマに、野外ステージや教室で
数多くのイベントが行われ、5日の開会式には、
協会の田中理事長が出席されました。同大学
は、ブダペストにある二つの大学と姉妹校の
提携をしていて、ハンガリーの留学生が 学んで
います。また、第二外国語でハンガリー語を
履修する日本人学生も多く、ハンガリーとの
交流に熱心な大学です。
ハンガリー展は留学生とハンガリー語を学ぶ
学生によって組織された「ハンガリークラブ」
が企画から設営まで全てを行い、広い教室
には、ハンガリーを紹介する展示物が数多く
飾られていました。民族衣装や刺繍、料理の
写真、雑誌や写真集、ガイドブック、音楽、
絵本、チェス、映画、ハンガリー合唱団や
提携校の紹介パネルの他、今回は「日本ドナウ
フォトクラブ」会員の撮ったハンガリーの写真
30 数点が展示され、ハンガリー展を盛り上げて
いました。
一方、紅葉した楓並木のメインストリート
には、30 余りの模
擬店が並び、国際
色豊かな店の一角
では、ハンガリー
女子留学生らがグ
ヤーシュ・スープや
キーライ先生と留学生たち
パラチンタな ど を
販売し、好評でした。
同大学の語学教育センターの助教で、ハン
ガリー語とハンガリー文化を教えているキー
ライ・アティラ先生は、学園祭を通して、ハン
ガリーのことをもっと多くの人に知ってもらう
ために、これからも頑張ります、と語っていま
した。
（ドナウフォトクラブ 田崎龍一）
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プロムジカ 25 周年記念コンサートに招待されて
先月、日本からの高校生の研修旅行とともに
ニレジハーザを訪れた時に、指揮者サボー・
デーネシュから来月 19日に 25 周年の記念コン
サートをするので、ぜひきて欲しいと言われ、
「1ヵ月もしないうちにまた！」と思いながらも、
このプロムジカが 始まって25周年、そのうちの
五分の四の20年はともに喜び、苦労をしてきた
ことを思うと、ありがたくそのお 招きを受け
片道20時間をかけて、ブダペストは通り越し、
空港から空港へとニレジハーザへ往復 4 日間
の旅をしてきました。私にとっては決して長
い旅ではなく、最も近い友達の国なのです。
コンサートには、
ブダ ペ ストからは
文化大臣、作品をた
くさん提供して頂い
ている作 曲 家のコ
チャール・ミクロー プロムジカ女声合唱団
シュ、ジェンジェシ・レベンテさんなど、歴代
のニレジハーザ市長、校長など 多彩なゲスト
に、プロムジカのメンバーは卒業して、母に
なったり、立派な社会人になったりしていて、
200 人以上のメンバーが集まりました。ヨー
ロッパ各地でのコンクール、日本中での演奏
旅行の思い出はつきなく、歌われるどの歌も
すべて私にはその時、その時の涙と笑いの
エピソードがありました。プロムジカの成長
とともに私も老いましたが、心 から嬉しく、
その喜びを祝うしるしに、大きなもっとも日本
らしさを表す「大漁旗」
を特別に染めさせて、
持 って行きました。
華やかな色彩の旗は、まずコンサートホール
の入り口に 飾られ 、その後の 打ち上げ では
喜ぶ指揮者サボー・デーネシュが振り回して
「ふるさと」
を歌って、華を添えてくれました。
彼女たちにとっての 25 年は日本の交 流がなく
ては成らないものであり、また彼女たちの歌う
たくさんの日本の歌は、素朴で美しくほんと
うの日本の歌の良さを、私達に教えてくれま
した。今後もずっとこの交流が続いて欲しい
と心から願っています。
（日本ハンガリー合唱交流委員会 後藤田 夫規子）
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新蕎麦とハンガリーワインと音楽の会
11月19日（土）午後、香川調理製菓専門学校
上田幸伺副校長主催 の「新蕎麦とハンガリー
ワインと音楽の会」がAZ Finom で開催されま
した。当日上田氏は朝４時から自宅で蕎麦を
打ち、築地の市場で鰹節を買い10 時に到着。
すぐにキッチンで蕎麦汁と薬味の準備に掛かり
ました。11時半を過ぎると続々と参加者が到着
され、約 30 名の方が集まりました。
主催者の挨拶・乾杯で開会し、環境省水・
大気環境局山本光昭課長による「 安らぎの
国・ハンガリーのワインについて」の講義を
頂きました。11 ページ渡る資料を作成して
下さり、参加者はみな真剣に話を聞いてい
ました。講義の後は、本日のメイン
「新蕎麦と
田舎蕎麦」。
あっと言う間に蕎麦はなくなり、ハンガリー
料理 へ 。もう一つのテーマ「音楽」はジャズ
ピアニスト津田龍一 さんのアコーディオンと
篠原梨恵さんのフルートの素晴らしい演奏で
した。思わず拍手と共にアンコール ! のリク
エスト。まさに、料理とワインと音楽の素敵な
コラボでした。
楽しい時間は瞬く間に過ぎお開きの時間に。
今 回もこの 会を
通してたくさんの
方にハンガリーを
知って頂く事が出
来ました。
（理事 東 孝江）
フルートとアコーディオンを聴きながら

三越恵比寿店クリスマス・フェアーに出店
「三越恵比寿店のクリスマス・フェアに１週間
東 欧の雑貨 で出店しませんか？」このような
お誘がある会社からありました。三越恵比寿
店も、レース製品など空白なので反応を見た
いとのことでしたので出店に踏み切りました。
退職したら、長年暮らしたハンガリーの素
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朴であたたかい
雑貨を取り扱う
お店を経営した
い！ と 思 い 、
2010 年 12 月に
本 格 的 に ネット
ショップを始めた ご主人も店頭に
ものの、世界の旅番組など で少しは知られる
ようになったとはいえハンガリーは残念ながら
未知の国。四苦八苦している昨今です。今回
の出店で は 友 好 協 会 の ドナウフォトクラブ
にもご 協力をいただき、写真の展示が実現
しました。ハンガリー の 写 真 に 足を止める
お客様。ハンガリー製品の鮮やかな色使いや
素 朴さ に 感 動さ れ る お 客 様 。 文 化 交 流 の
た め 初めて渡ったハンガリーでしたが 、 今
このような形での文化交流実現の可能性に
心 が ポッと暖かくなったイベントでした。
オンラインショップ：
ハンガリアンピアツ小さな木の実
（会員 長田美紀子）

ハンガリーウィークス 2011
毎年 9 月に開催しているハンガリーウィー
クスを今年は 11 月に開催しました。初回から
開催頂いているロイヤルパークホテルと 20 周
年の記念事業として開催して下さったブ エナ
ビスタ松本の間の 4 日間、初めて AZ Finom
で「グンデルフェアー」
として開催しました。
いつもホテルのロビーでジプシーバンドに
演奏させていますが、やはりジプシーバンド
の演奏は食事をしながらレストランで聴くも
の、と改 めて実感しました。お客様 が 一生
懸命に集客して下さったり、遠く新潟 や 京都
から来て下さっ
たり、お 客 様 の
優しさ有り難さが
心に染み感 謝 の
気 持ちで一杯の
4 日間でした。
（理事 東 孝江） ジプシーバンドの生演奏
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お知らせ
アジアの頂点へ!その先にあるロンドンへ!!
ASIAN WATER POLO CHAMPIONSHIP 2012
2012 年 1 月 24〜27 日
千葉国際総合水泳場で開催 !
ロンドン五輪アジア予選を兼ねるアジア選手権
に男子は日本、中国、カザフスタン、香港、クウェー
ト、女子は中国、カザフスタン、香港が出場します。
男女とも１位が五輪出場権を獲得します。
ロンドン五輪出場枠をめぐり、ハンガリーで活
躍中の長沼選手始め日本の水球代表集団・ポセイ
ドンジャパンが激戦を繰り広げます。
【男子水球出場メンバー( 日本水泳連盟 HP）
http://www.swim.or.jp/01̲ japan/11/po̲05.html】

｢ダリエ｣が青山に移転
ルーマニアレストラン｢ダリエ｣が、11月25日銀座
から表参道に移転。伝統的なルーマニア料理はもち
ろん、ブルガリア、ハンガリー料理など東欧の美味
をお楽しみ頂けます。
詳しくは次号でご紹介致します。
レストラン｢ダリエ｣
港区北青山3-13-1 北青山関根ビルB1
TEL: 03-3797-7374
タル ・ ベーラ監督 最後の作品 「ニーチェの馬」

島根県支部のブログができました

上
場
出
後

映 ： 2012 年 2 月から全国巡回
所 ： シアター・イメージフォーラム、他
演 ： ポーク・エリカ、デルジャ・ヤーノシュ
援 ： ハンガリー共和国大使館

http://jphu-shimane.com/
是非アクセスして下さい。

第 61 回ベルリン国際映画祭銀熊賞 ( 審査員グランプリ)、国際
批評家連盟賞 受賞、 第 84 回米アカデミー賞外国語映画賞
ハンガリー代表、第 12 回東京フィルメックス 特別招待作品

詳細はブログをご覧ください。

会費についてのご連絡
日本ハンガリー友好協会の会費について、事務局の記録ベースにより、会費未納になっている方には、
ゆうちょ払込用紙を同封してご入金のお願いをしております。
【会費納入用】 ゆうちょ払込取扱票口座記号番号 ： 00160-5-102229
加入者名 ： 日本ハンガリー友好協会
もし、既にお支払い済みの場合、また行き違いがございましたら、お詫び申し上げます。誠にお手数で
すが、用紙が届きましたら、各自でご確認いただき、ご入金の手続き、あるいは、事務所までご連絡を
いただければ幸甚です。
何卒、よろしくお願い申しあげます。

新規入会者のご紹介

緊急人道支援基金
(ハンガリー廃液流出事故対策基金)

11月 柴田いずみ（千葉県）
（敬称略）

10月 江口雅子

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
担当：田崎龍一、東 孝江

編 集 後 記
今年は日本が最大の試練を経験し、絆の大切さを身にしみた一年でした。また当協会も嬉しい
話題と悲しい話題が入り混じった一年だった気がします。来年、次回号こそ楽しい話題だけの
記事を編集したいと思っています。
（NT）
編集委員：東 孝江、瀬川隆生、高橋典子、田崎龍一

（8）2009 年 4 月 3 日
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