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2012年度総会開催される
年度総会開催される
友好協会の 2012 年度総会が、5 月 26 日、東京中央区のロイヤルパークホテルで開催されま
した。総会は議長に田中理事長を選出し、2011年度活動報告と決算報告、2012 年度活動方針と
予算案並びに役員改選について審議が行われ、とくに質問や意見はなく、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）。 2012 年度の役員は別記の通りです。ホームページ
等を充実して広報発信を強化するため、新たに広報担当理事を設けました。
懇親パーティーに移り、初めに北海道支部の谷本聡子
支部長、関西交流協会の向山毅会長、石川県協会の石本
孝子理事、愛知県協会の大塚奈美理事から、各地の活動
状況が報告されました。その後、高校 2 年生の松本紘佳
さんのバイオリン演奏が行われ、司会の瀬川事務局長か
らプロフィールが 紹介されました。9 才でハンガリーで初
リサイタルを行い、2007年、
全日本学生音楽コンクール東京大会及び全国大会小学校の部第 1 位、
今、若手で最も期待されているヴァイオリンニストの演奏に、出席者は聞き惚れてしまいました。
ミニコンサートの余韻が残る中、河野洋平会長が「これからも両国の友好交流を活溌にしま
しょう」
と挨拶され、続いて、前日に石川県協会の総会に
出席され、その足で 駆けつけられたセルダヘイ大使は
「大使館は門戸を開いていますので、いつでもお越し下さい」
と流暢な日本語で挨拶され、田中理事長の乾杯の音頭で
懇談に入りました。
懇親パーティーには、来日中のシュ
ディー元大使も出席されて、出席者と
旧交を暖められていました。また、日本
で上映されるハンガリー映画「メイド・
イン・ハンガリー」のため来日された映画
監督、フォニョー・ゲルゲイ氏が 特別に
出席され、挨拶されました。
パーティーは和やかな雰囲気で、ハンガリーの料理
やケーキも出て、皆さん満足されていたようです。
猪谷専務理事の閉会の挨拶で終わりました。 帰り
には、レストラン、アズ・フィノムから提供された
ハンガリーのお菓子がプレゼントされました。

2012 年度 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 ［広報担当理事］粂栄美子 ［事務局
次長］東 孝江 ［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、
清水祥之、瀬川隆生、田崎龍一、田中義具、並河克彦、萩原淑子、羽場久美子、久松洋子、船江和昭、
向山 毅、彌吉正文 ［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］
高橋典子、田中輝明
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大統領への祝辞

コーシャさんと映画のこと

5月10日に就任されたアーデル・ヤーノシュ
大統領あてに、河野会長より祝辞が贈られま
した。
「2009 年の周年行事以降も、両国間に於いて
幅広い交流が継続され、友好関係は一層深まっ
ている。昨年3月の東日本大震災に 際しては、
多くの方からお見舞いの言葉が寄せられ、連日
のように チャリティー・イベントが開催されたと
承知している。我々のカウンターパートナーで
あるハンガリー日本友好協会からも多大なる
義捐金が被災地に届けられた。我々の間に強い
友好の絆がある事を改めて認識した。震災を
機に深まった両国の友好関係が今後もより一層
発展していく事と確信している。」
これを受けた大統領からは「両国間の友好
関係と深い結びつきは、将来も実り多い連携
強化の為のしっかりとした 土台 であると固く
信じている。」と、河野会長あてに謝辞 が届き
ました。

コーシャさんに最初にお目にかかったのは、
四十年近くも前のことである。当時、私のチュー
ター役を買ってくれた社会学専攻の青年Ｇ君の
引き合わせによる。イッエーシュ
『プスタの民』
の
邦訳書を、たまたまＧ君に見せたのが契機で
あった。私が出版社で「現代東欧文学全集」の
担当編集者だったと知って、彼は伝手をたどり、
この民衆派（人民派）の文豪の別荘に連れて
いってくれた。そしてもう一人が、
「一万の太陽」で
カンヌの最優秀監督賞を獲た気鋭のコーシャさん
であった。妻の出産でブダ城丘に下宿が移り、
近所の食品店に毎朝、乳母車を押して買物に
行くと、
同じく乳母車とともに買物に来るコーシャ
さんとよく出会い、挨拶を交わしたものである。
ところで、その「一万の太陽」
だが、もうかなり
記憶が怪しい。確か戦後の共産政権時代にも
その理不尽に納得いかない農民親子と農村の、
約 30 年にわたる生活・心情・民俗を特異な映像
で描いていた。脚本は広範な社会学的取材に
基づきながら、詩人チョーリとの協力による詩的
心象を造形していた。そこには戦前にソシオグ
ラフィという文学ジャンルを生み出した『プスタ
の民』
の手法と通じるものがある。それによって
「56 年動乱」の背景が照射され、その辺がまた
Ｇ君らの世代の強い関心をひいていたのであろ
う。
なお、
先日亡くなった新藤兼人の
「裸の島」
が、
大きな影響を与えていた。
コーシャさんには後年、
「もう一人の人」
（'87）
という超大作がある。56 年動乱のシーンが印象
的であった。今回、DVDで二十何年ぶりに再見
した。「一万の太陽」のいわば終結編と思った
記憶はそう間違ってはいなかった。第 2 次大戦
末、壊滅の戦線で脱走兵とされながら敢えて
銃をとらずにナチ派に殺されるプスタの元教師
と、56年動乱に大学生として参加するその息子。
戦争や革命にあってさえ殺し合いの現実をもう
一人の「人間」の目で凝視、頑として非殺を貫く
親子の生きざまを描いている。これが 89 年の
ハンガリーの平和的革命（体制転換）
を先導した
コーシャさんらの論理なのであろう。
この父親で私が連想したのは、ソ連軍進攻の
敗残の満州で、40 すぎで徴兵された作家木山
捷平の「飢ゑて死に凍えて死なん日もあらん

写真展
ハンガリーの映画監督であるコーシャ氏の
写真展「コーシャ・フェレンツの世界 多元時空」
が、9月2日
（日）から15日
（土）
まで、東京渋谷
のギャラリー大和田で開催されます。
写真展はカラー写真130点、日本、ハンガリー、
その他世界の三部で構成されます。ブダペスト
でコーシャ氏の写真を見られた小林研一郎氏は、
その素晴らしさに驚嘆され、感動のメッセージ
を寄せて頂きました。写真展の詳細は同封の
チラシをご覧ください。
なお、写真展はこの後、城西国際大学東金
キャンパス水田記念美術館（ 9 月 25 日〜10 月
13 日）、山形県遊佐町鳥海温泉遊楽里ホール
（10月20日〜28日）
、山形銀行本店（11月６日〜
13日）、大阪大学箕面キャンパス（11月予定）
で
巡回展示されます。
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されども我は人は殺さじ」であった。息子の方の
寮室には、バルトークの写真が飾られていた。
こちらはイッエーシュの有名な詩「バルトーク
頌歌」を思い起こさせた。バルトーク没後 10 年、
動乱前夜の 1955 年に書かれたもので、こんな
一節がある。
「ピカソの二つの鼻をもつ少女たち
/六本足の種馬たち/彼らたちこそ / われら人
間が耐え抜いた苦しみを/今日もなお言葉なく/
また語ることもすでに不可能なその苦しみを/
嘆き悲しむことも / 疾駆しつつ嘶くこともでき
たににちがいない / 体験しなかったものには /
永遠に理解しえぬその苦しみを…」
（ 岩城肇
訳）
。連想ついでにいえば、これはコーシャさん
の日本でも話題になった「ゲルニカへの 道」
（'85）そのもの。日大芸術学部でのこの上映の
際に会ってから、また長い時がたった。次に
大使館のパーティで見か けたとき、同行団の
通訳をする好青年がいた。それがあの乳母車
に乗っていたバーリントであった。
（副会長 田代文雄）

バンキエーリ・シンガーズ
特別コンサート
アカペラアンサンブルのバンキエーリ・シン
ガーズは、日本とのもっとも親しいハンガリー
プロムジカ女声合唱団とは兄妹の存在で、6 名
からなるアカペラのアンサンブル、今回は 9 回
目の来日です。
写 真 展のコーシャ・フェレンツ氏とおなじ
ニレジハーザの出身であることから、オープ
ニングのお祝いに来日します。併せて特別コン
サートを写真展とおなじ大和田文化センター
の伝承ホールで開催します。9 月2日
（日）午後
７時開演です。

ハンガリーフェア
同じアジア系民族を祖先に持ち、
言語学的にも
日本と重なる親しい国ハンガリー。世界三大貴腐
ワインの一つ、ルイ十四世愛飲の「トカイワイン」
や、食べる国宝に指定された「マンガリッツア豚」
など、知られざる食文化の宝庫である。
首都ブダ・ペストは ドナウの真珠 と呼ばれ、
中世の面影を残す美しい町並みが、世界遺産に
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登録されている。何度も訪れたいと旅行者を虜
にする魅力あふれるハンガリーを体 験できる
ハンガリーフェア へ是非お出かけ下さい。
日時：2012 年 9月8日
（土）11：00〜16：00
会場：ホテルアイビス六本木 4F（港区六本木 7−14−4）
参加費：3,000 円
※詳しくは同封のチラシまたはホームページをご覧下さい。

トカイワイン生産地域が
米国ワイン雑誌でトップ 10入り
米国のワイン愛好家向けの雑誌「The Wine
Enthusiast Magazine」は、この度、訪れるべき
世界のワイン生産地域トップ 10を発表し、その
中にトカイワイン生産地域が入りました。
この雑誌は、70万部発行されており、
ワイン生
産地域トップ10の選定にあたっては、
ワインその
ものや風景だけではなく、料理やイベントなど
訪れて楽しめる要素も加味して評価されました。
トカイの 選 定 理 由
は、ルイ14 世をうなら
せたトカイ貴腐ワイン
に加え、美しい風景、
サイクリングやハイキ
ングなどアウトド アスポ ーツも十分楽しめる
要素があることなどとのこと。
また、パリで開催された「第 18 回 Vinalies
International Wine Competition」でも、ハン
ガリーの白ワインがゴールドメダルとシルバー
メダルを獲得しています。
（ハンガリー政府観光局 HPより）

ハンガリー文芸クラブ

６月例会

文芸クラブは 2ヵ月に一度例会を開き、会
員が興味を持っているテーマについて発表･
討議しています。6 月 2 日（土）の例会では、
東海大学の深谷志寿さんが「ハンガリー語の
母音調和」
について発表しました。ハンガリー語
学習者が最初に直面するハンガリー語の特徴
で す。 母音調和表を基 に格語尾の成立ちに
ついて言語学的説明を受け、ハンガリー語を
理解している会員たちも、
「なるほど」
と、納得。
例会後は喫茶店で、何時ものようにマック派
会員から最新の情報入手ソフトを伝授しても
らいました。
（理事 粂栄美子）
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石川ハンガリー友好協会
セルダヘイ大使ご来県 !!
みなさん、こんにちは。石川ハンガリー友好
協会です。
私達は石川県とハンガリーとの友好親善を
図ることを目的に色々な活動しております。
その 一つのイベントであります「平成 24 年度
総会・講演会・交 流 パーティ」に つきまして
皆様へご紹介させていただきます。
今回はなんと、石川県金沢市にセルダヘイ・
イシュトヴァーン大 使をお迎えし、当協会の
講演会と交流パーティにご出席頂きました。
講演会では、ハンガリーの様々な写真を大き
なスクリーンに映し、大使がお話される内容は
とてもフランクで親しみのある大変興味深い
ものばかりでした。
講演会終了後は、引き続き交流パーティと
なりましたが、大使とハンガリーワインやハン
ガリー 料理を楽しみながらのとても和やかな
懇親の場となりました。
今回も当協会の料理は AZGTROUP の東様
バックアップのもと、本場の味を皆様に堪能
していただくことが できました。
例年よりも多い 51名の方々が 参加され、会場
は大盛り上 がり！手作りパーティならではの、
アトラクションでは常磐津兼豊（ときわずかね
とよ）様による三味線の演奏をご披露。すると
会場がひとたび和の世界へ…。
日本の文化が 大 好きな大使にはお喜びに
なっていただけたかと思います。
大使もあちらこちらの懇談の和に入られた
り、誠実なお人柄と素敵な笑顔に触れることが
できた、大変有意義な会となりました。
そしてワインと料理と演奏を楽しんだ最後
は、大 使と一緒に集合写真をもってお開きと
なりました。
今後とも石川県とハンガリーの友好親善を
図るべく、会員一同取り組んでまいります。

（石川県ハンガリー友好協会
事務局 平田牧里）
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ハンガリーフェスティバル in 愛知
チェロ演奏とハンガリー人によるトークショー

愛知県ハンガリー友好協会主催「ハンガリー
フェスティバル in 愛知」を 6月2 日
（土）13：30 〜
16：30 名古屋国際 センターホールで開催しま
した。
寺西学会長、大使館のファビアン・エミリア
商務 部長の挨拶に続いて、「ハンガリーの
調べ」と題してチェリスト新井康之さんがわか
り易く解説しながら名曲の数々を演奏。
「ハン
ガリー人によるトークショー」では、当協会ハン
ガリー語講座の指導者チーラさんを中心に、
ドーラさん、ヘドヴィグさん、アンドールさん、
ロランドさん、アレックスさんの 6人のハンガ
リー人が、日本での生活やハンガリーでの生活、
国際結婚や家族のことなどについて、音楽や
映 像とともに 流 暢な日本 語でユーモラスに
紹介しました。
その後、ソンバトヘイの子供たちと絵画
交 換した犬山市の子供たちに、ハンガリーから
届いた感謝状を犬山市長から贈呈。メシェ
ヴァール幼稚園、ヴァーツィ・ミハーイ小学校
の絵画 35 点とハンガリー刺繍サークルの沢山
の作品を会場いっぱいに展示、鑑賞していた
だきました。
最後に、ハンガリーの美味しいサラミや手
作りグヤーシュ、お菓子、ワインなどを賞味
しながら、日本大好きなハンガリー人約 20人
とハンガリーに関心のある日本人約 250 名が
交流を深め、とても楽しいハンガリーデイを
過ごしました。
（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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2012年度日本ハンガリー友好協会総会報告
２０11年度 活動報告（2011年4月1日〜2012年3月31日）
広報活動

東日本大震災の被災地へ
ハンガリーからの支援
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は
東北地方に甚大な被害をもたらしましたが、
これに対して、ハンガリーから救援と多くの
支援が 寄せられました。地震発生後、いち早く
キリスト教救援団体の先遣隊が来日しました。
また、 被害の甚大さが 知られるようになるに
連れ、ハンガリー国内で各界各層の分野で様々
な支 援活動が 行われ 、 救援の輪が広がりま
した。4月27日にアカデミー・ホールでシュミッ
ト大統領ご夫妻等が出席されたチャリティー・
コンサートが開催され、出席者から集められた
義捐金（220 余万円）が、ハンガリー日本友好
協会を通じて当会へ送られてきました。この
義捐金は 5月19日にボハール前大使と田中理事
長他協会役員が宮城県を訪れ、若生副知事へ
チャリティー活動を伝える写真や寄せ書きを
添えて手渡されました。また、2010 年 10 月に
環境汚染事故があったヴェスプレム県のハンガ
リー日本友好協会は、 震災のために寄付金を
寄せ、日本と交流の深いニレジハーザでもチャ
リティー・イベントが開催、カンテムス同合唱団、
同地ロータリークラブの三箇所を合せて、50 余
万円の義捐金が送られてきました。これらは、
8 月 25 日、役員が気仙沼市と大船渡市を訪問
した際、被災された幼稚園と高校に贈呈され
ました。義捐金の総額は実に 3,544,768 円に達し
ました。
（詳細は会報参照）
【ハンガリーからの義捐金】
2011年

ハンガリーからの義捐金

5月

ハンガリー日本友好協会

6月 ヴェスプレム県ハンガリー日本友好協会

156,603
801,220

7月

カンテムス合唱研究会

196,501

8月

ニーレジハーザロータリークラブ

171,684

2011年

義捐金送金先

5月

宮城県災害対策本部

8月

あしのめ学園星谷幼稚園

654,324

8月

高田高校

500,000

ハンガリーからの義捐金残高（8 月現在）

NO.144号発行
（12頁）

7月29日
（金）

NO.145号発行
（8頁）

10月28日
（金）

NO.146号発行
（8頁）

12月22日
（木）

NO.147号発行
（8頁）

3月30日
（金）

ホームページとブログ
友好協会活動をネットユーザーに 紹介し、
会員数の増加を計ると同時に、協会の事業・
行事 、 会員のイベント情報 、 ハンガリー関係
ニュース等を会員の方に迅速に提供するため、
ホームページとブログの大幅な内容の刷新を
行いました。

コーシャ・フェレンツ氏の写真展準備
ハンガリーの元映画監督、コーシャ・フェレンツ
氏の写真展が 2012 年9月2日から15日まで、渋谷
のギャラリー大和田で開催することが 決まり、
「コーシャ・フェレンツの世界」実行委員会を正式
に発足させて、本格的な準備が始まりました。

ハンガリー語講座
大島一、バログ・マールトン両講師が担当し、
協会事務所で開講されています。 3月31日現在
の受講生は 18 名。
クラス

開講日

受講者

入門

月曜日
（毎週）

4名

初級

火曜日
（毎週）

6名

上級

木曜日
（毎週）

３名

研究

金曜日
（月2回）

5名

金額
（円）
2,218,760

ハンガリー日本友好協会

7月

会報「BARÁTSÁG」の発行
今年度、会報は 4 回発行しました。

会員の状況
今年度 13 名が入会、3月末現在で会員699名
（内家族会員 156 名）、 法人会員は 8 社です。
サークル会員は「日本ドナウフォトクラブ」が
新たに入会し、11 サークルとなりました。

2,218,760

171,684

後援名義の依頼
友好協会への後援名義使用依頼は、14 件を
承認しました。
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【運営委員会】

事務局
協会には専従職員がいないため、会計・事務
サポートは、アルバイト職員 1 名を雇用して、
週１回の勤務で対応しています。

各種会議等の開催

開催日
4月28日
（木）

総会

開催日

大使送別会、義捐金問題 他

10月14日
（金）

中間決算、
コーシャ写真展 他

【会報編集委員会】

会場

6月3日
（金）

144 号編集

7月16日
（土）

144 号編集

9月8日
（木）

145号編集

10月13日
（木）

145号編集

12月2日
（金）

146 号編集

概要

5月28日
（土） 東商スカイルーム 10年度活動報告決算、
11年度活動方針予算等

新年会 1月28日
（土）ハンガリー大使館 初めて大使館で開催、
約110名が出席

【理事会】
名称

開催日

活動方針・予算 他

6月3日
（金）

【総会・新年会】
名称

概要

概要

会場

第１回 5月20日
（金） 協会事務所 総会議案、
東日本大震災義捐金関係
コーシャ写真展、新年会他

第2回 12月9日
（金） ダリエ

2月3日
（金）

147号編集

3月15日
（木）

147号編集

【
「コーシャ・フェレンツの世界」
実行委員会】
第１回 12月27日
（火） 準備状況、写真展の名称、役割分担等
第2回

2月3日
（金） 写真展の名称、巡回展等

第3回 3月23日
（金） 協会事務所 コーシャ写真展、
秋の文化行事、総会他

2011年度決算

【収入の部】

（単位：円）

備考

【支出の部】

（単位：円）

科目

予算額

実績

備考

科目

予算

実績

会費収入

2,460,000

2,366,000

入会金

80,000

26,000

国内事業費

1,450,000

1,347,339

100,000

24,976

20,000

9,249

事務所費経費・手数料 1,450,000

1,504,395

印刷費/通信発送費 1,300,000

下記参照

カンパ

250,000

239,000

組織活動費

県協会協賛金

210,000

220,000

会議費

広告収入

300,000

258,320

国内事業収入

1,270,000

雑収入等
合計

1,100,000

50,000

34,268

4,620,000

4,243,588

総会、新年会、
事務所使用等

交通費

個人・サークル会費：1,466,000
法 人 会 費：900,000

会費収入内訳

事務用品

1,077,795 会報等

40,000

47,215

160,000

164,123

ホームページ

60,000

68,040

予備費等

40,000

0

翌期繰入

0

6,492

4,620,000

4,243,588

合計

総会、大使送別会、
新年会

家賃、
事務所管理・経費等

2011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

未入金

0

80,000 広告収入 2 件

正確であったことを認めます。

未払金

0

299,645 会報、総会はがき

繰越金

5,759,454

2012年5月11日

【収入の部】

監事 松尾守之 ㊞

丸山冨美江 ㊞

5,765,946

緊急人道支援基金

518,190

義捐預り金

171,684

2011年度ハンガリー語講座特別 会計報告（2011.4.1〜2012.3.31）
（単位：円）

科目

予算額

決算額

受講料

1,350,000

1,672,000

備考
延べ22 名

【支出の部】
科目

予算額

決算額

講師料

1,350,000

1,496,000

備考

雑収入

0

136

水道光熱費

120,000

120,000

繰越金

748,896

748,896

クラス研修費

50,000

0

2,098,896

2,421,032

事務用品費

20,000

1,606

789,912

雑 費

20,000

10,675

2,839

予備費

合計

普通預金利息

普通預金
現金
収入合計 ー支出合計 ＝792,751
（次期繰越金）

合計

792,751

合計

538,896

0

2,098,896

1,628,281

2011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 ㊞

（単位：円）

3名

振込手数料

丸山冨美江 ㊞
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日本ハンガリー友好協会2012年度活動方針
①個人及び法人会員の拡大
●会員カードの発行
●学生会員の割引年会費
● 会員の特典を作る
（レストラン、ホテル、
ハンガリー製品の割引等）
②地方支部、
及び友好団体との関係を強化する
●支部長の理事就任他
●各支部及び友好団体の活動をHPなどで、
積極的に紹介する
③ハンガリーにおける対日友好協会組織との
関係を強化する
●文化行事等の交流を図る
④コーシャ・フェレンツ氏の写真展を開催する
● 9 月2日〜22日 渋谷区立大和田文化セン
ターギャラリーにて
●城西大学、山形県、関西などでも開催予定

●写真展の開催記念コンサートにハンガリー

より
「バンキエーリ シンガーズ」
来日
⑤
「ハンガリーフェアー」
を開催する
●9月8日
（土）六本木、ホテルアイビスにて
●ハンガリー関係のレクチャー、ランチ、販売
など
⑥「クリスマス・オーナメントを作るワーク
ショップ」
を開催
●11 月初旬予定
⑦「クリスマスパーティー」または「新年会」を
開催
●12 月〜1 月予定
⑧
「イースターエッグを作るワークショップ」開催
● 3月末予定
⑨ハンガリー関係のコンサートなどの後援を
行い、HP で紹介する

2012年度予算
【収入の部】

（単位：円）

科目

予算

前年度実績案

会費収入

2,360,000

2,366,000

備考
下記参照

【支出の部】

（単位：円）

科目

予算額

印刷費/通信発送費

800,000

前年度実績案

入会金

30,000

26,000

国内事業費

1,300,000

カンパ

240,000

239,000

組織活動費

20,000

県協会協賛金

220,000

220,000

会議費

10,000

9,249

広告収入

200,000

258,320

事務所費経費・手数料 1,450,000

1,504,395

1,000,000

1,100,000

20,000

34,268

4,070,000

4,243,588

国内事業収入
雑収入等
合計

総会、新年会、
事務所使用等

個人・サークル会費：1,460,000
法 人 会 費：900,000

24,976

40,000

47,215

交通費

90,000

164,123

360,000

68,040

0

6,492

合計

4,070,000

4,243,588

繰越金

5,757,850

5,757,850

518,190

518,190

繰越調整等

会費収入内訳

1,341,339 総会、
、新年会等

事務用品
広報ホームページ

緊急人道支援基金

備考

1,077,759 会報等

家賃、
事務所管理・経費等

2012年度ハンガリー語講座特別会計予算
【収入の部】

（単位：円）

【支出の部】

（単位：円）

科目

予算額

備考

科目

予算額

備考

受講料

1,600,000

1期
（12週）33,000円

講師料

1,500,000

1回(2時間）11,000円

繰越金
合計

792,751

水道光熱費

120,000

2,392,751

クラス研修費

50,000

事務用品費

20,000

雑 費

20,000

予備費
合計

682,751
2,392,751

受講生交流会
振込手数料
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ジェルボー 移転
5月1日、「ジェルボー東京本店」は、表参道
Ao 2Fに移転し、新たな営業を開始しました。
ケーキ、焼菓子、ジェラート、チョコレート、
ゼリー等のテイクアウトは従来通りご利用いた
だけるのに加え、新店舗は店内約 30 席、テラス
約20席を備え、ランチ、ティー、ディナータイム
それぞれに豊富なメニューと長閑な空 間をお
楽しみいただけます。
また、謝恩会、歓送迎会、婚礼二次会等の
各種パーティー向けの「パーティーメニュー」も
ござ いますので、 様々な 場 面 で のご利用が
可能です。
一般のお食事時でも予めご予約を承れます
ので、安心してご来店いただけます。
表参道 駅から程近い便利な立地に、 豪華な
店内、リーズナブルな価格設定を兼ね備えた
「ジェルボー」に今後も期待が高まります。

なったとおもっています。
彼女たちは、大好きな日本のために、20年の
間にたくさんの日本の歌をお ぼえてうたって
きていますが、このたびは、震災後 新実徳英
さん作曲の、
「つぶてソング」を日本のお友だち
への「エール」
として歌います。たった 1 曲で
す が、日本 語でその意 味も理解してうたうの
は、外国の合唱団としてはじめてのことだと思
います。
（日本ハンガリー合唱交流委員会 後藤田夫規子）

映画を通じて
ハンガリーの歴史と文化を学ぶ

ジェルボー東京本店

ジェルボー東京本店：
東京都港区北青山 3−11−7 Ao 2F
TEL 03（3499）0099 www.gerbeaud.jp

プロムジカ女声合唱団の来日
東日本大地震のため 1 年延びていた来日が
この 7月12日に成田到着し 13日から日本公演
が はじまります。今年は彼女たちが はじめて
日本に来て、20 年目になります。ハンガリーの
小都市のニレジハーザ市の公立小学校の子供
たちの「カンテムス少女合唱団」が日本に始め
てきて大きな感動を私たちに与えてくれました
が、その後、いくつもの合唱団にそだって、
大きな「カンテムス ファミリー」になったのは、
もちろんすばらしい指揮者のサボー・デーネシュ
の力によるのですが。日本訪問がきっかけに

6 月1 日（金）、東京大学
本郷キャンパスでハンガリー
映画『 証 人 』
（ バ チョー・
ペーテル 監督、1969年）の
上映会が開かれました。東京
大学文学部の授業の一環と
して行われたものですが、
ハンガリーや東ヨーロッパに バチョー・ペーテル監督
関心を持つ一 般の人も参加することが できま
した。
この映画は、社会主義体制設立直後のハン
ガリーでド ナウ河の 堤防守ペリカーンが、
共産党内の権力闘争に巻き込まれ法廷に証人
として出廷する様をコメディタッチで 描いた
もので、風刺作品として現在でも高い評価を
得ています。ハンガリー文化センターの岡本
佳子さんが映画の概要について紹介、上映
後には一橋大学の秋山晋吾准教授が「映画
『証人』
と社会主義時代のハンガリー」
について
解説し、その後、当時のハンガリーにおける
表現の自由をテーマに、学生や 参加者達が
活発な議論を交わしました。
（ハンガリー文芸クラブ会員 渡邊智紀）
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東日本震災復興祈念コンサートの開催
東日本大震災の一周年にあたり、
「逝かれた
方がたを悼み、今も苦しむ被災者を慰め、同じ
時代を共に生きる希望をつむぐ」を合言葉に、
3月10日から4月28日までハンガリーの音楽家
を招いた震災復興祈念コンサート＆写真展が、
京都大学、大阪大学、岡崎市、愛知産業大学
工業高校、北海道大学、蘭越町、早稲田大学、
東京大学、城西国際大学などを舞台に開催され
ました。
今回の巡回コンサー
トは多くの 演 奏 家 の
方々の温かい友情出
演に支えられました。
なかでも、自ら追悼の
曲「 震 災ラメント」を Vedres-Sinsai
作曲し、ハンガリーから駆けつけてくれたのは、
ピアニストで作曲家、 そしてセンテンドレの
教会オルガニストでもあるヴェドレシュ・チャバ
さんでした 。 20 年以 上 前にブダペ シュトで
行なわれた「広島原爆講演会」で自作の「ヒロ
シマ」を披露し、聴衆を魅了したのがそもそも
の縁でした。今回も「死者への悼み」をテーマ
に京都の能管演奏者との不思議なハーモニー
が 生まれるなど 、有 意 義 な日洪 文 化 交 流が
実現しました。

berkes1

巡回コンサートで披露されたヴェドレシュさん
のもう一つの曲、合唱つき「コンソラーツィオ
（なぐさめ）」は札幌で合唱つき演奏となりまし
た。北大混声合唱団が初めてのハンガリー語に
挑み、短期間での練習でしたが、見事に仕上げ
ました。自分たちの持ち歌にしたいとの団員の
声も聞かれました。
日本側の中心的演奏者は東京芸大の学生弦楽
奏団TGS24でした。今回が縁となって共演した
武蔵野音大教授のベルケシュ・カールマーンさん

京都

との間で持続的な交流が生まれ、国内だけで
なく、今後はハンガリーでも協演が期待でき
そうです。
写真展では、日本の
報道機関が伝えなかっ
たハンガリーによる被災
地支援の取り組み
（被災
地の子供のハンガリー
への招待、大槌町での 阪大
学童保育施設の建設 ）を紹介しました。 この
写真展を発案したハンガリー大使館文化担当
官のカールマーン・アンドレアさんは 20 年前の
「ヒロシマ」コンサートを直に聴き、涙が溢れた
ことを覚えているそうです。
最後になりましたが、セルダヘイ・イシュト
ヴァーン駐日ハンガリー大 使を初 め 、ここで
お名前を挙げる余裕は ありませんが、多くの
方からいただいた御支援に対して厚く御礼を
申し上げます。

開 催 地
3月10 日
（土）京都大学 総合博物館
3月11 日
（日）大東市総合文化会館
3月12 日
（月）総合地球環境学研究所
3月15 日
（木）倉敷市倉敷物語館
3月18 日
（日）大阪大学豊中キャンパス
大学会館
3月20 日
（火）美濃加茂コンサート
3月31 日
（土）岡崎市リブラ図書館
4月 3 日
（火）愛知産業大学工業高校
4月 7 日
（土）北海道大学クラーク会館
4月 8 日
（日）蘭越町コンサート
4月13 日
（金）早稲田大学大隈講堂
4月14 日
（土）東京大学弥生講堂
4月28 日
（土）城西国際大学東金キャンパス
（ハンガリー文化センター 運営委員 家田 修）
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お知らせ
リスト音楽院フェスティバル 2012
〜煌めく夏の夜
ヴァイオリンとピアノのコンサート〜
ハンガリー のリスト音楽院に学んだ 若い演奏家
たちによる、クラッシック室内楽コンサート。
日 時 ： 2012 年 8 月 2 日
（木） 19:00 開演
会 場 ： 真鍋記念館クララザール ( 岐阜県 )
問合先 ： リスト音楽院友の会
TEL 058 - 264 -1501

ジャンクオペラ
『ショックヘッド・ピーター
〜よいこのえほん〜』
（ハンガリー語上演・日本語字幕付き）

日 時 ： 2012 年 9 月 1 日
（土）
〜9 月 9 日
（日）
会 場 ： 東京芸術劇場
（東京都）
問合先 ： TEL 03 - 5391- 3010

ラーンキ･デジェー演奏会
ハンガリー のピアニスト、ラーンキ･デジェーが
東京交響楽団とともに演奏。
日 時 ： 2012 年 9 月 17 日
（月・祝）
14:00 開演
会 場 ： 横浜みなとみらいホール ( 神奈川県 )
問合先 ： トーキョーシンフォニー チケットセンター
TEL 044 - 520 -1511

日本フィル杉並公会堂シリーズ
第3回若き俊英たちが挑む
オール・ベートーヴェン・プログラム
日 時 ： 2012 年 9 月 20 日 ( 木 ) 19:00 開演
場 所 ：杉並公会堂 大ホール
（東京都）
出演者 ： 三ツ橋敬子
（指揮）
松本紘佳
（ヴァイオリン）
日本フィルハーモニー交響楽団
問合先 ： 杉並公会堂
TEL 03 - 5347- 4450

中村知子ピアノコンサート2012
「クルターク、バルトーク、ギロック in September
2012
中山知子ピアノコンサート
〜LIVE RECORDING CONCERT〜」
日 時 ： 2012 年 9 月 26 日
（水）
19:00 開演
会 場 ： 石川県立音楽堂地下交流ホール
（石川県）
問合先 ：TEL 076 - 232 - 8632
「ブルクミュラー、クルターク、ショスタコーヴィチ
など in November 2012
中山知子 ピアノコンサート
〜LIVE RECORDING CONCERT〜」
日 時 ： 2012 年 11 月 13 日
（火）
19:00 開演
会 場 ： 石川県立音楽堂地下交流ホール
（石川県）
問合先 ：TEL 076 - 232 - 8632

「ママとあなたの音楽会×トーク
＋パパもいっしょ」
出 演 ：【歌、語り】
江原陽子
【 ピ アノ】
日南由紀子、持田正樹
日 時 ： 2012 年 9 月 29 日 ( 土 )
14:00 開演
場 所 ：オーキッドミュージックサロン
（東京都）
日 時 ： 2012 年 12 月 9 日 ( 日 )
14:00 開演
場 所 ：高津市民館ノクティーホール
（神奈川県）
問合先 ： TEL 070 - 5599 - 2681

ピアノデュオ ゲンソウジン
（持田正樹＆日南由紀子）
リスト作品シリーズ４
日 時 ： 2012 年 10 月 28 日 ( 日 )
14:00 開演
場 所 ：オーキッドミュージックサロン
（東京都）
問合先 ： サウンド＆ミュージッククリエーション
TEL 03 - 5797- 5415

地歌 ブダペスト公演 鑑賞の旅
ゲデレ宮殿、グンデルレストラン、オーブダの コン
サートホールで開催する日本の伝統音楽 地歌、
箏、三味線、尺八の演奏会を鑑賞するツアーです。
演奏者は人間国宝の母に 師事し、 数多くの 賞を
受賞されています。

日 時 ： 2012年9月13日
（木）
〜9月20日
（木）
場 所 ： ゲデレ宮殿、グンデルレストラン、
オーブダのコンサートホール
演奏者 ：藤井昭子、他 4 名
問合先 ： 日通旅行 江頭
TEL 03 - 5809 - 9654
詳細はブログをご覧ください。
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2011年度

2012 年 7 月 27 日（11）

カンパ協力者氏名

2011 年 6 月／福澤 正人（神奈川県）
2011 年 7 月／齊藤 明（宮城県）、佐藤 昌彦（山形県）
、丸山 竹政（埼玉県）、今井 忠子（東京都）、佐々木 美枝（神奈川県）
2011 年 8 月／堀 美知子（神奈川県）、山本 貴子（徳島県）
2011 年 9 月／内田 ゆうせい（東京都）
2011 年 10月／齋藤 美佐子（東京都）
2011 年 11月／黒川 圭子（東京都）
2011 年12月／井上 敬（千葉県）、藤原 光太郎（東京都）、橋本 レン（東京都）、 宮平 良行（東京都）、 松本 武巳（神奈川県）、
戸田 みはる（東京都）、 櫻田 不二子（千葉県）、 松本 光一（鹿児島県）、鈴木 伊三夫（神奈川県）
2012 年 1 月／福井 直敬（東京都）、関 敏雄（北海道）、塚本 博（群馬県）、橋本 レン（東京都）、横溝 和子（神奈川県）
2012 年 2 月／堤 功一（東京都）
2012 年 3 月／河上 民雄（東京都）、 津野田 亮（東京都）
、 髙橋 典子（東京都）、 窪田 義次（鹿児島県）
2012 年 4 月／草山 明久（神奈川県）、 草山 昭（神奈川県）、 萩原 淑子（東京都）、 丸山 竹政（埼玉県）、 本多 巍耀（東京都）、
髙久 圭二郎
（埼玉県）、 槇 學（東京都）、 田中 義具（東京都）、 小野寺 喜一郎（山形県）、立木 彩香（東京都）、
加藤 彰子（神奈川県）、鹿島田 守
（東京都）、神宮寺 良吉（山梨県）、瀬川 隆生（東京都）、五島 明朗（神奈川県）、
糠沢 和夫（東京都）、 岡部 道子（東京都）、 松岡 紀子（神奈川県）、 松本 光一（鹿児島県）、膳所 博美（三重県）、
梶山 佳代（茨城県）、 久松 洋子（東京都）、 堀 美知子（神奈川県）、 浅野 春美（東京都）、村岡 克也（神奈川県）、
斉藤 京子（東京都）、藤原 光太郎（東京都）、大熊 進子（東京都）、宮平 良行（東京都）、石嶋 弘（東京都）、
坂本 憲一（東京都）、内田 ゆうせい（東京都）、長瀬 加奈子（東京都）、川嶋 昌子（千葉県）、山田 裕子（埼玉県）、
松田 純（東京都）、 佐々木 美枝（神奈川県）、 古川 信孝（東京都）、 宇多 弘次（大阪府）、谷本 美智子（北海道）、
梶川 久美子（京都府）、 坂詰 彌彦（東京都）、 齊藤 明（宮城県）、 佐藤 昌彦（山形県）、徳田 政太郎（岡山県）、
杉前 惠子（神奈川県）、 鍋倉 眞一（東京都）、 城戸 顯子（東京都）、 真壁 潔（神奈川県）、黒澤 哲史（東京都）、
戸塚 厚生（神奈川県）
2012 年 5 月／越智 淳子（神奈川県）、工藤 政志
（東京都）、渡辺 真美（東京都）、吉岡 玲子（東京都）、矢崎 とみ江（長野県）、
塚本 博（群馬県）、佐藤 理美（埼玉県）、大梶 俊夫（東京都）、久米 邦貞（東京都）

昨年度の法人会員リスト
株式会社資生堂
株式会社日食エステート
● スズキ株式会社

株式会社スズキビジネス
日清食品ホールディングス株式会社
● 住友化学株式会社

●

●

●

●

他1社

新規入会者のご紹介
4月 立木彩香（東京都）
5月 戸田公司（家族会員／東京都）

6月

金子ユディット、文雄（東京都）
東 孝江（東京都）
（敬称略）

ホームページ、ブログのご案内
ホームページ

http://www.jpnhun.org/

ブログ

http://jpnhun.at.webry.info/

友好協会の事業・行事、会員の方の活動、ハンガリー関係のニュースを皆様に迅速にお伝えするため、協会のホーム
ページとブログを刷新しています。どうぞ 常時ご覧になってみてください。皆様の活動、ハンガリー関係の 記事
など ありましたら、お知らせください。
連絡先 E-mail : 17-kemiko@kra.biglobe.ne.jp
広報担当：粂栄美子

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
今年の新年会はハンガリー大使館で開催、総会・懇親会はロイヤルパークホテルで開催と、
今までにない試みとなりました。また秋にはコーシャ氏の写真展やハンガリーフェアーなど
イベントが盛りだくさん。今年は楽しい 1 年になりそうです。
（Ｔ.A）
編集委員：東 孝江、瀬川隆生、田崎龍一

（12）2009 年 4 月 3 日
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