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　写真展コーシャ・フェレンツの世界 『多元時空』 が９月２日（土）から９月
15日（日）まで、渋谷区文化総合センター大和田のギャラリー大和田で開催
されました。ギャラリー正面に、コーシャ氏が20代に撮ったモノクロ写真が
３点、ホールには50年間に世界各国で撮影した作品120点が展示されました。 
開催期間中大勢の友好協会の方、写真愛好家、ハンガリーに興味を持って
いる方が訪れ、総来場者数は1124名となりました。 「多元時空」の世界に
触れた多くの方は感動し、「素晴らしい光の時を捉えた写真、メロディーが
聞こえてくるようです。」 「一瞬の美しさの中に長い歴史を見ることが出来
ました。」と、感想文に残して下さいました。

～オープニング・セレモニー～
　９月２日（土）16時から写真展会場でオープ
ニング・セレモニーが開かれ、 約100人の
ゲストの方々がコーシャ・フェレンツご夫妻を
お迎えし、写真展開催の喜びを共有しました。
写真展にメッセージを贈って下さった指揮者、
小林研一郎氏もご来場しました。 
　猪谷晶子専務理事の司会進行でセレモニーが行われ、日本
ハンガリー友好協会会長河野洋平氏、ハンガリー文化センター
を代表して、城西大学理事長水田宗子氏、ハンガリー大使館
代理大使ゲレシュ・イシュトヴァーン氏、日本写真協会会長
宗雪雅幸氏が歓迎のご挨拶をし、映画監督、写真家、政治家
として活躍したコーシャ氏のいろいろな側面をお話ください
ました。最後に、コーシャ・フェレンツ氏が 「私は、永遠の
中の一瞬を撮ることを目指しました。聖なる一瞬です。偉大な
作曲家、バルトークはハンガリーの村々でペンタトニア（五
音階）の音楽に出会い、世界へ旅立ちましたが、私も生まれた
村から世界へと同じ道を辿りました。どうぞ、私の感じた
一瞬に目を向け、耳を傾けてください。」とご挨拶。ハンガリー
政府観光局顧問のコーシャ・バーリン氏（ご子息）が通訳して
下さいました。 
　コーシャ氏の情熱的な写真への語りを聞きながら、会場を
巡ったみなさんは、その後、６階の伝承ホールロビーに向かい、
株式会社スズキが、ご提供して下さったハンガリーワインを

味わいながら談笑。７時
からは伝承ホールでコー
シャ氏の出身地ニレジハーザから来日したバンキエーリ・
シンガーズのハンガリー、日本、ヨーロッパの歌に酔い
しれ、ハンガリーの芸術家たちの『多元時空』の世界に
触れる至福の一日が終幕しました。
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駐ハンガリー大使に山本忠通氏

　9月11日付で新大使に山本
忠通氏が就任し、10月24日
ハンガリーに着任されました。
山本大使は、当協会河野会長
が外務大臣の時に秘書官を
務められ、その後、駐米公使、
広報文化交流部長、ユネスコ常駐代表（大使）、
アフガニスタン・パキスタン支援担当政府代表
を経て就任されました。
　「文化交流に携わった経験から、人と人との
交流が一番大切であり、民族の違う者同士が
ライフスタイルを理解しあうことが大事だと
思う。日本とハンガリーはお互いに地方まで
を含む友好協会の活動があり、素晴らしい
関係が出来ているのだと思う。」
　日本とハンガリーの交流のために積極的に
活動したいと語っていました。

ハンガリー 「幸福のモニュメント」 
移設記念セレモニー

　会報144号で紹介した幸福のモニュメント
「街の音楽家」は、港区、青山商店会連合会、
NPO法人青山ウエディングタウンフォーラム
が、国土交通省による青山通り景観整備事業
にそって、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 "愛のシンボル"
設置計画の第一号として2011年3月に青山ベル
コモンズ角に仮設置されました。
　今年の青山祭りでは、修復工事の終了した
青山通りの「外苑前交差点の多目的広場」へ、
青山まつりの記念事業として移設し、 記念
セレモニーが開催されました。 このセレ
モニーにはハンガリーからコヴァーチ・ゾル
ターン副外務大臣と「街の音楽家」の作家クリ
グル・シャーンドル氏も来日されました。

　今後青山では、
祝福に溢れた幸
せの街―青山・
表参道をテーマ
に、世界各国の
幸運を呼ぶ 「幸福

河上民雄氏（副会長）逝去

　1987年から副会長を務め
ておられる河上民雄副会長
が9月22日亡くなられました
（享年87歳）。葬儀は9月26日、
日本基督教団銀座教会で
大勢の会葬者のもと、厳かに
行われました。同氏と同じ
東海大学で教授をされて

いた松尾守之氏（協会監事）の追悼文を以下に
掲載します。

2010年5月の総会で
挨拶される河上氏

河上民雄先生を悼む河上民雄先生を悼む

　本会副会長の河上民雄先生（元衆議院議員・
日本社会党国際局長、東海大名誉教授）が９月
22日、肺炎のため87歳の生涯を閉じられました。
先生は、政経学部の教授として、また、社会党
国際局長として、主として東欧外交に関わって
こられました。そのご縁もあって、1987年より
25年の長きにわたって本会副会長をお引き

受けいただきました。日本・ハンガリー両国の
親善と本会の今日の発展は先生のご尽力の
賜物といっても過言ではありません。1996年の
ハンガリー建国1100年記念式典に合わせて
企画されたハンガリー、チェコ、オーストリアを
巡る旅には、先生ご夫妻も参加されました。
筆者は、朝な夕なに、先生ご夫妻のテーブルに
同席させて頂き、東欧外交の隠された真実を
拝聴する光栄に浴すことができ、忘れ難い
想い出となりました。その後も、友好協会の
パーティなどで、東欧のみならず、中国や
北朝鮮との外交秘話を聞かせて頂きました。
先生の敬虔なるクリスチャンとしての優しい
お人柄に、もう触れることができないことが
わかったとき、身体中の力が抜ける思いで
した。先生を失ったことは、ハンガリーを
愛する多くの日本人、並びに、本友好協会に
とって大切な宝物を失ったことと同じです。
先生には、 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。 （監事　松尾守之）

のモニュメント」が立ち並ぶ世界的にも例の
ない素晴らしい通りとして、発展させていき
たいと話していました。
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日本語教材「できる」出版される

　10月29日～30日の1泊2日で、ハンガリー民族
舞踊の講習会が埼玉県と京都の二会場で開催
されました。この講習会は1979年に始まり、すで
に30年以上も続いています。最初は、国立民族
舞踊団の元監督のティマール・シャーンドル氏が
講師でしたが、現在は奥様のブシュケさんと
長男のティマール・ミハイル氏です。埼玉県では
20代から50代までの30名が参加しましたが、
私のように30年に渡って参加している人間も数名
います。
　今年の講習曲は
トランシルヴァニア
地方のウルドゥング
シュフゼシュという
村の踊りでした。この
地方の村々には、地域
特有の美しい曲調の
音楽、独特なリズムがあり、踊り心をかき立てて
くれます。ちょっとディープですが、とても魅力
的な世界です。
　今年はユネスコ無形文化遺産保護のための活動
として登録された「ターンツハーズ運動」の40周年
に当たります。講習会で習った踊りを日本のターン
ツハーズで楽しみましょう。

（「踊り部」代表　神谷 孝）

ハンガリー民族舞踊講習会

　日本語教材 『できる』は、国際交流基金（ブダ
ペスト）がハンガリー日本語教師会と協力して、
高校生以上の日本語学習者を対象に作成した、
ハンガリー語で書かれた初級･中級用日本語教科
書です。 『できるⅠ』 は2011年8月 『できるⅡ』は
2012年8月に国立教科書出版社により発行され、
ハンガリーの各書店で販売されています。
　『できるⅠ』は、昨年、ハンガリーで出版され
た全ての本を対象に、ブックデザインの美しさ、
及びコンセプトや内容の質を競う、「美しいハン
ガリーの本」 コンテストで教科書部門の最高賞を
受賞しました。
　ハンガリーでは初等、中等教育の合わせて21
機関で、日本語が第二外国語として学習されて

います。ハンガリー全体で
約2000人弱の人が日本語を
学んでいて、このような教
材の出版を待ち望んでいま
した。　（理事　粂 栄美子）

アルパード・シリング演出の『女司祭』

　10月27～30日東京芸術劇場でハンガリーの
演出家アルパード・シリング率いるクレータケル
（白墨の輪）による 「女司祭」の公演が行われま
した。東京発の舞台芸術の祭典、フェスティバル／
トーキョーのプログラムの一つです。
　様々な社会問題をかかえるエルデーイ（トラン
シルヴァニア）のある村で、15人の子ども達が、
３人の教師、都会からやって来た元女優の女教師、
厳しい体育の教師、神父と向かい合い、自分達が
住むコミュニティや、自分自身の問題を考え、語って
いきます。少年の一人は観客に向かい、村のロマ
の問題に触れ、みなさんはどう考えますか、と問い、
「創造的な共同ゲーム」へと誘いました。
　トークショウで活発に発言した、女子高生達を
含む観客は、この共同ゲームをどのように発展
させていくのでしょうか。いつか15人の子ども
達と再び交わって、語り合えることを期待します。

（理事　粂 栄美子）

　上智大学のビハリ・ゾル
ターン神父様が９月13日
（木）ご逝去されました。
ハンガリー大使館にもよく
お出でになりました。
　初めてお会いしたのは、
1964年の東京オリンピック
終了後。ハンガリーの選手
達が私のことを 「ユツィカ」と呼んでいたので、
神父様も私を 「ユツィカ」と呼びました。その後も
本名で呼ばれた記憶はありません。我家にも
何度か来て下さり、私のハンガリー料理をとても
喜んで召し上がってくださいました。ピーター
ソン鳥海壽子さんがご主人を亡くされ、落ち込ん
でおられた時、国際見本市の会場にお二人で
来られて、 それ以来、お二人と親しくさせて
いただきました。コンサートや観劇などご一緒
したり、神父様の具合が悪い時にハンガリー料理
を上智大学に届けたこともありました。観光局
が西麻布にあった時、四谷から自転車でパンフ
レットを取りに来られたこともありました。入院
されてから、お見舞いに伺えなかったことが、
心残りです。ご冥福をお祈りいたします。

（ハンガリー政府観光局顧問　山田裕子）

ビハリ神父様の想い出
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コーシャ・フェレンツ写真展
遊佐展開催

写真展「コーシャ・フェレエンツの世界 多元時空」
城西国際大学水田美術館

　城西国際大学水田美術館では、9月25日～
10月13日の会期で 「写真展 コーシャ・フェレ
ンツの世界 多元時空」 を開催しました。本展は、
渋谷区文化総合センター大和田を皮切りに数か
所をまわる巡回展で、当館では全120点のうち
63点を出品しました。コーシャ監督にご意見
をいただき、「ハンガリー」「ヨーローッパ」に
始まり、「アフリカ」「海」「南米」の水にかかわる
青の世界、「ヨルダン」「北米」の土、大地に
かかわる茶色の世界、最後に「日本」「嵐の目」
など造形性、抽象性の高い作品群というよう
に、壁ごとに変化のある展示となりました。
　9月25日に行った開会式には、セルダヘイ
大使、田中理事長を始めとした日本ハンガ
リー友好協会の方々、コーシャ監督のご子息
バーリン・レイさんにご出席いただきました。
来賓の方々のご挨拶のなかでバーリンさんが
紹介された、命綱を結んでの撮影や理想の天
候を求めての長時間にわたる撮影など、現場に
立ち会われたご子息ならではのエピソードは
興味深いものでした。　
　本学は、ハンガリーの大学と学術協定を
結び、2007年のハンガリー文化センター設立に
携わるなど、両国の文化・学術交流を積極的
に進めております。その一環として開催した
このたびの展覧会は、会期中に本学語学教育
センターのキラーイ・アッティラ先生による講演
会「ハンガリーの映画と写真」を行うなど、ハン
ガリーの豊かな芸術文化を広く紹介するよい
機会となりました。
（城西国際大学水田美術館 学芸員　堀内瑞子）

　写真展コー
シャ・フェレンツ
の世界「多元時
空」の遊佐展が
10月20日から
28日までの９日
間、山形県遊
佐町鳥海温泉 「遊楽里」の展示ホールを会場
に開催されました。
　今年は遊佐町とハンガリーソルノク市との
交流が始まり30周年の記念の年となり、様 な々
記念事業を実施しており、写真展もその30周年
記念事業の１つとして開催しました。
　写真展のオープンに先駆けて前日の19日には
時田博機遊佐町長をはじめ20名が出席しオー
プニングセレモニーを開催。セレモニーには
ご子息であるコーシャ・バーリン氏にもご参加
いただき、作品に込められた思いを１つ１つ
丁寧に説明していただきました。遊佐展では、
遊佐・山形展でのみ展示される山形の写真３
枚を含め65点を展示し、多くの来場者の方々
からコーシャ・フェレンツ氏の世界を楽しんで
いただきました。

　今後、来年の
１月に交流30周
年記念の派遣団
18名が、また３月
には中学生・高
校生を中心とし
た約10名の派遣
団がソルノク市

コーシャ氏の写真が
ポストカードになりました

　城西国際大学水田
美術館では、コーシャ・
フェレンツさんの作品
をポストカードにしま
した。
　「ハンガリー」 「日本」 「ヨーロッパ」 「南米」
「北米」 「海」の６枚がセットになっていて、販売
されています（１セット600円）。
　ご希望の方は、水田美術館へお問い合わせ
ください。電話　0475-53-2562

開会式にて
セルダヘイ大使
ご挨拶

会場風景

を訪問します。
　このような幅広い分野での交流をとおし、こ
れからも遊佐町とハンガリーとの交流を深め
ていきたいと思います。
（山形県遊佐町 企画課まちづくり支援係  

主事　佐藤裕也）
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写真展「コーシャ・フェレンツの世界 多元時空」
山形展開催報告

　写真展「コーシャ・フェレンツの世界 多元時空」
の山形展が、11月６日から12日まで山形市の
山形銀行本店さくらんぼギャラリーで開催され
ました。会場が山形市の中心部にあることなど
もあって、連日多くの人が訪れ、写真を鑑賞
した人たちからは自然の雄大さが素晴らしい、
一瞬の輝きをとらえた美しい風景に感動した
など多くの賞賛の声が聞かれました。初日の
オープニングセレモニーでは、主催者の長谷川
吉茂山形県ＥＵ協会長が挨拶。 吉村美栄子
山形県知事、田中義具日本ハンガリー友好協会
理事長、山形市出身の伊藤哲雄前ハンガリー
大使が祝辞を述べられました。伊藤前大使は、
ハンガリーに駐在している３年間で食べたスープ
のうち、最もおいしいスープを作って食べさせて
くれましたと、コーシャさんがとても料理上手
という私どもではうかがい知れない一面も紹介
されました。関係者によるテープカットに続き、
山形交響楽団のメンバーによる弦楽四重奏の
記念ミニコンサートが開かれ、約50名が参加
したオープニングセレモニーに色を添えました。
また、ちょうど３年前に山形市で開催された
「日本・ドナウ交流年2009 in 山形」ではコーシャ
さんが来県し、「川がもたらす文化交流」の

テーマで対談
を行なったと
ころであり、
関係者は本県
とハンガリー
との文化・経
済交流を継続

巡回展、大阪と岐阜でも開催

　コーシャ写真展の巡回展が、11月28日（水）
から30日（金）まで関西ハンガリー交流協会等の
主催で、大阪大学付属図書館で開催されました。
また、来年１月22日（火）から２月３日（日）まで、
岐阜県ハンガリー友好協会等の主催で、中部
学院大学関キャンパスでも開催されます。
　なお、両写真展の詳しい様子は次号でご紹介
いたします。

して進めることの大 切さを改めて認識してい
ました。

（山形県企画振興部 部付参事 渥美憲男）

カンテムス・ファミリーとの交流20年

　1992年、まだ寒い春のニーレジハーザの駅
に私たち兄妹が降り立ってから20年が過ぎま
した。当時、ただ一地方の学校付属の素朴な
合唱団だったカンテムス、プロムジカの子ども
たちは、わが愛すべき指揮者デーネシュ・サボー
氏によって驚異的に成長して、演奏のすばらし
さだけでなく、精神的にもヨーロッパを代表
する大きなファミリーになりました。「20年は
長かったのだなあ！」と思わざるをえません。
私たちとの20年の交流をひとつの節目とした
記念コンサートが、10月６日と７日にニーレジ
ハーザのコダーイホールとブダペストの工芸博物
館ホールで開催されました。折しも、神奈川県
から研修に来ていた高校生も日本代表として
コンサートに参加して、今まで歌ってきた歌を
一緒に歌い、喜び合いました。一つ一つの歌に
は、なつかしい歴史がいっぱい刻まれていて、
私にとっては本当にすばらしいコンサートで、
とても幸せでした。これからもこの子供たちの
成長を、末永く見守っていきます。

（日本ハンガリー合唱交流委員会  
後藤田夫規子）

サボー氏から
花束を
贈呈される筆者

を訪問します。
　このような幅広い分野での交流をとおし、
これからも遊佐町とハンガリーとの交流を深め
ていきたいと思います。
（山形県遊佐町 企画課まちづくり支援係  

主事　佐藤裕也）



（6）2012 年 12 月 14 日 日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ

『ショクヘッド・ピーター』
ハンガリーの劇団公演

「いつかハンガリーアニメーションを
日本で上映したい」

　10月23日（火）、ハンガリー文化
センター主催「ハンガリーアニメー
ション上映会」 は100名という予想
以上の来場者を迎え、盛会のなか
幕を閉じました。大学時代の夢が
叶った瞬間でした。
　きっかけは「ハンガリアン・フォー
クテイルズ」との出会いです。これ

はハンガリーの民話を描いたアニメーション
シリーズで、繊細な民族モチーフをあしらった
カラフルで温かみのある作品です。子どもの
目にも楽しく、また民族モチーフに隠された 
「謎」 がわかる大人にも楽しめるアイデア満載。
そこにはシャーマン「táltos（タールトシュ）」の
シンボルが使われています。シリーズ全編の
冒頭に登場する、黄色い背景を飛び回る赤い
鳥たち。もちろん、今回の上映作品にも登場
した、この馴染みのシーンでは、赤い蔦草は
天と地をつなぐ 「生命の樹」を、雄牛のシンボル
は 「犠牲」を表しています。物語に深みを与える
フォークロア。アニメーションひとつを切り取っ
ても、そこにはハンガリーの伝統が息づいて
います。　
　一方、現代作家たちが心に描く 「ハンガリー
の現実」は、決して美しいものばかりではあり
ません。 社会に翻弄される若者がとらえた
世界は、どこか 「いびつ」で 「孤独」、そして 
「人間の不器用さ」 が映し出されています。
上映作品 「ぼくはシモン」が描く大都市と、改築
工事を繰り返すブダペストの姿が重なります。
　普遍的な世界である 「民話」と、理想とはかけ
離れた 「現実社会」。アニメーションは時代を
経て描くテーマを変えながらも、ハンガリーの
文化と向き合い作品を通して人々にメッセージ
を投げかけています。

９月１日（土）から９日（日）、
東京芸術劇場でブダペスト、
エルケーニュ劇場の演目の
一つジャンク・オペラ『ショック
ヘッド・ピーター ～よいこの
えほん～』の公演が行われま
した。
　原作はドイツの精神分析医
ハインリヒ・ホフマンの世界的大ベストセラー
絵本『もじゃもじゃペーター』（1845）。 「もじゃ
もじゃペーター」 のイラスト画は世界各国で描
かれ、日本版を見たことがある人もいるのでは
ないでしょうか。1998年にイギリスでミュージ
カル化され、2009年に作家パルティ・ナジュ・
ラヨシュが大胆にハンガリー風に脚色しました。
主人公の子ども達がパパとママの言うことを
聞かず悪戯を続け、罰を受けるというブラック
な寓話。髪はもじゃもじゃ、爪はのび放題の
ペーター、指しゃぶりを止められないコンラッド、
火遊び好きのハリエットなどなど、みんな、みんな
罰を受けて死んでしまいます。一人死ぬたびに
コウノトリがママとパパのところへ次の赤ちゃん
を運んできて、お話が続きます。

　コシュート賞を
受けたカールフィ・
ラースロー演じる
ロボス博士が進行
役。男の子の役
は女優、女の子の
役は男優、ママ役
は髭の跡も生々
しい屈強な男優。

全員エルケーニュ劇場の素晴らしい俳優です。
オーケストラ・ピットの演奏、役者たちの歌は
少し退廃的で物悲しく響きました。自由を求
めて泣き叫ぶ、かつてのハンガリーの人々の
ように。
　ハンガリー語で演じられ、日本語の字幕。
会場にはハンガリー語の分かる人、東京芸術
劇場の芸術監督野田秀樹ファンと思しき若い
人も大勢いて、ブラック・ユーモアに笑い声が
上がっていました。舞台芸術を通してハンガ
リーを知る、若い人との交流が芽生える、と
いう新しい可能性を見ることが出来ました。

（理事　粂 栄美子）

なぽちか はるこ
（板橋 晴子）
切り絵イラストレーター。コマ
撮り映像作家。白水社『ニュー
エクスプレスハンガリー語』
イラスト作画。
ブダペストCORVIN映画館の
CMアニメーションを監督し、
このCMは2012年3月より
同映画館で上映されている。
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ハンガリー大使館との交流の夕べ

ハンガリーフェア　=ホテルアイビス=

　９月８日、六本
木ホテルアイビス
にて、ハンガリー
フェアが開催され
ました。
　受付をして入場
すると、会場の左側には手前からヘレンドの陶
磁器、ピック社のサラミ、ジェルボーのお菓子、
右側にはローパア社とハンガリーフーズサプラ
イ社のワインやお菓子、そしてノンカの民族衣
装や雑貨が賑やかに並び、来場されたお客
様は楽しそうに各ブースでおしゃべりしながら
ハンガリーの物産をお買い物しておられたの
が印象的でした。
　前半はハンガリー大使館のカールマン文化
担当官によるハンガリー全般についての講演
に続き、前ハンガリー政府観光局長コーシャ・
バーリン氏による歴史と食文化についてのミニ
レクチャー、ハンガリー国立マンガリッツア飼育
業者連盟会長トート・ペーテル氏による、国宝
マンガリッツア豚の紹介が映像を交えて行われ、
そして後半はバンキエーリ・シンガーズによる
ミニコンサート、最後には“ハイナルカ”による
民族舞踊のパフォーマンスと、盛りだくさんの
プログラムでした。
　来場者の中には田中義具理事長ご夫妻や、
コーシャ・フェレンツご夫妻、ジェルボー本社の
社長ご夫妻もおられ、来場された方の多くが
熱心にレクチャーに耳を傾け、中にはメモを
取られている方も見受けられ、ハンガリーファン
の方々がいかに真面目な方が多いかの象徴だ、
とホテルスタッフも驚いていました。
　ブッフェの料理は美味しかったようですぐに
完売になってしまい、お腹が満たされなかった
方には申し訳ございませんでした。
　次回以降のハンガリーフェア開催に際しては、

もっと幅広く出
展者のお声掛け
をして、より盛
り上がりのある
フェアに出来れ
ばよいのでは、
と思います。

　11月22日（木）、東
京銀行協会ビル19階
にある「クラブ関東」
の文化交流活動の
一環として、「ハン
ガリー大使館との交
流の夕べ」が開催されました。クラブ関東は、
昭和25年に設立された会員制クラブで、現在
は福井俊彦氏が理事長を勤められています。
　今回は日本ハンガリー友好協会が行事開催に
協力し、友好協会会員も交流の夕べに参加いた
しました。福井俊彦理事長、セルダヘイ・イシュ
トバーン大使のご挨拶の後、カールマン・アン
ドレア文化担当官がハンガリーの歴史、文化、
観光などをスクリーン写真で紹介。次に、交流
の夕べの特別ゲスト、ハンガリーの民族楽器・
ツィンバロンの世界的名手ヘレンチャール・ヴィ
クトリアさんの演奏が始まり、初めて耳にする
ツィンバロンの音色と旋律に、会場には静かな
感動の波が漂いました。
　懇親会の後には、ヘレンチャールさん作曲、
編曲の「トランシルヴァニア地方の雰囲気」や
「さくらさくら」が演奏され、交流の夕べに参加
した100名ほどの方は、身近にバチの動きまで
見ることが出来、テクニックの素晴らしさにも
圧倒され、ヘレンチャールさんが作り出す独自
の「音の世界」に心酔しました。

ハンガリーからの義捐金

　11月25日、ニーレジハーザ・ロータリークラブ
の大震災義捐金（171684円）が、後藤田理事
より、教育復興子育て基金として相馬市に贈呈
されました。同日、ヴィクトリア・ヘレンチャー
ルさんのツィンバロン・コンサートが行われ、
相馬市の聴衆165名が、心に響く演奏に聴き
入り、感動の声を残して帰られました。

　ご講演頂いた方々、お手伝い頂いた皆様、
ご協力ありがとうございました。

（会員　澤辺小友美）
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ハンガリーの柔道ジュニア選手招き
群馬県の高校選抜チームと親善試合

　群馬県内で専門
学校６校を運営し
ている有坂中央学
園が創立70周年の
記念行事として、
７月16日にハンガ
リーの柔道のジュ
ニア選手を招いて群馬県の高校選抜チームとの
親善大会を行いました。
　ジュニアチームは役員３人と選手10人。世界
大会のメダリストなど強豪ばかりで、大会当日
は前橋市の 「ぐんま武道館」には多くの柔道関係
者や選手が熱戦を見守りました。試合は２回
行い、群馬県チームが大勝しました。大会に
先立ち、４月のブダペスト国際柔道大会に参加
した際には敗退したので、県チームは雪辱を
果たしたかたちとなりました。
　前日には歓迎レセプションが前橋市内のホテル
で行われ、大使館からカールマン・アンドレア
書記官が出席して、「新たな交歓事業になる
よう祈ります」とあいさつを行いました。
　群馬県柔道連盟はハンガリーと以前から交流
が盛んです。元会長の故山本崇夫さんが役員
で参加した東京五輪で、ハンガリーのレスリング
チームを担当したことが縁となりました。今後
も長く交流が続くよう、協会会員として協力
していく所存です。　　　　（会員　塚本 博）

「親子で楽しむ美術館・ハンガリー展」
“見て、読んで、描いて、パズルもしましょう！”

　愛知県ハン
ガリー友好協
会では、犬山
市の小中学生
とハンガリー
の子供たちの
絵 画 交 換を

2006年から毎年行っています。今迄に贈られて
きたハンガリーの幼稚園から高校生まで７校の
絵画約200点をメインに、刺繍サークルの作品や
ハンガリーの絵本 （日本語・ハンガリー語）、
また、大使館よりお借りしたビッグパネル８枚
とマチョーの民族衣装（男女）など、ハンガリー

の文化をいっぱい紹介する展示となりました。
これに加え、ハンガリーの絵本の読み聞かせや、
ぬり絵、ルービックキューブなどの体験コーナー
も開催いたしました。来場された皆様全員が
絵画の色彩の素晴らしさやレベルの高さに
感動し、この絵がほしいとおっしゃる方もある
ほどでした。絵画を鑑賞しながら沢山の体験
ができ、小さなお子さまから年配の方までハン
ガリーの文化を満喫していただけたことで
しょう。

（愛知県ハンガリー友好協会  
事務局長　志村美佐子）

秋田県鹿角市と
ショプロン市との交流

　鹿角市とショ
プロン市との
交流は、1994年、
ハンガリー国会
議員からご紹介
を受けたことに
始まり、翌1995年
に 「友好交流に関する協定」を、2002年には 「姉
妹都市提携」を締結し、着実に交流を深めて
きました。
　今年は姉妹都市提携締結10周年と本市の市
制施行40周年にあわせ、行政訪問団と青少年
ホームステイ訪問団をショプロン市から迎える
年でした。
　まず、８月に青少年ホームステイ訪問団と
して、本市が1997年から派遣している日本語
語学指導員の教室に通っている６人の生徒さん
が来日されました。 生徒さん方は、日本に
対する探求心と深い理解をお持ちで、流暢
な日本語での市民との交流やお祭り・浴衣と
いった日本の文化も堪能していました。彼ら
の体験が、両市の今後の交流の懸け橋となる
ことを期待しています。
　ショプロン市長をはじめとする行政訪問団の

８人は、市制
施行40周年記
念式典に合わ
せて10月に来日
されました。表
敬訪問の際の
「友達のいる街
に来たと思って

11月７日（水）～18日（日）愛知県小牧市市民ギャラリー

小牧市の小学生たちが授業の一環として来場



日本ハンガリー友好協会会報  バラーッチャーグ 2012 年 12 月 14 日（9）

バンキエーリ・シンガーズの短い日本ツアー

　９月１日バンキエーリ・シンガーズは、2009年
の秋から３年振りに来日しました。この度の
コーシャ・フェレンツ写真展が渋谷のギャラリー
大和田で開催にむけ、友好協会では１年も前
から準備していましたが９月２日にオープニング
をむかえました。コーシャさんは若いバンキ
エーリと同じニーレジハーザ市の出身で「一緒に
ニーレジハーザの民謡を歌おう」と気に入って
頂いていましたので、お祝いに「華」を添える
ことができればと、短いですが10日間の来日
を決めました。写真展のオープニングレセプ
ションが行われた同じ建物にある「伝承ホール」
でひきつづき、そのお客様方を多く迎えて、
コンサートが始まりました。第１部はルネッ
サンスのモテットで静かに始まり、アルカデルト
の美しいアヴェマリアはこのツアーですっかり
どこでも喜ばれました。それに続く楽しいマド
リガルは、いくつものうたをひとつのストーリー
に作り上げていく彼らの世界、最後にはオーケ
ストラの作品を鮮やかに、軽やかに歌い上げる
素晴らしさ、また特に彼らの為にアレンジされ
た日本の作品を愉快に歌って、久し振りにさわ
やかな夜を過ごして頂けたと思います。メン
バーの一人が仕事の為、代わりにプロムジカ
から一人入りましたが、相変わらずの素晴ら
しいアンサンブルでした。
 

（日本ハンガリー合唱交流委員会   
後藤田夫規子）

　3年前に藤井
昭子さんの「地
歌ライブ」の演
奏を聴いてすっ
かりファンにな
りました。日本
人でも中々聴く
機会のない地

歌ですが、プロフィールを拝見し、イギリス、
ベルギー、アメリカ、など世界各国で公演され
ていることを知り、是非、ハンガリーに紹介し
たいと思いました。約２年の打ち合わせを重ね、
正式に文化庁から助成が下りこの9月に実現
できました。
　9月16日グンデル、17日オーブダ・コンサート
ホール、18日グゥドゥルー宮殿の3日間の公演
で、約400名の方が来場されました。各会場の
協力により、会場費は無料で提供してくれま
した。グンデルでは入場料1000フォリントを
全額東日本大震災の義捐金としてハンガリー
日本友好協会が手配してくれました。ヴィハル・
ユディットハンガリー日本友好協会会長も参加
され、涙が出るほど感動したと絶賛されました。
　17日は公演の前に全員で大使公邸に表敬
訪問し、 1時間ほど伊藤哲雄大使ご夫妻と
歓談し楽しいひと時を過ごさせて頂きました。
その日の公演には伊藤大使ご夫妻と糸見（コー
シャ夫人）さんも来場されました。
　グゥドゥルー宮殿には10歳くらいの少年が
お母さんと一緒に来場され、最後まで退屈しな
いか心配でしたが、演奏が始まるとよく見え
るように隣の男性に席を代わってもらい、身を
乗り出すようにして聴き入っていました。公演
終了後に話しを伺ったところお父様が有名な
音楽家で、少年自身も現在ギターを習っている
そうで、「音楽は言葉が通じなくても分かり
あえて素晴らしいです。感動しました。」と、
素敵なコメントを頂きました。
　各会場ともアンコールの拍手が鳴りやまず、
来年も是非という声をたくさん頂きました。
　これからも日本とハンガリーの懸け橋となる
ような活動をしていきたいと思っています。

（理事　東 孝江）

ハンガリーで「JIUTA公演」開催
いる」とのショプロン市長の言葉が深く印象に
残りました。今回の訪問では、今後の交流発展
に向けた宣言書を交わしたほか、本市の状況
を視察いただき、今後の交流の発展に向けた
懇談も行うことができ、両市の絆が更に深まった
ものと感じています。

（鹿角市総務部政策企画課　成田文子）
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「民俗芸術名人」・伝統保持者らによる
ハンガリーの踊りと音楽

豊永美恵・原田綾子デュオコンサート
～クラリネットとピアノの魅惑～

お知らせお知らせ

日ハ交流に尽力している
日本各地の友好団体を訪ねて

　本年は、日本各地で日本とハンガリーとの友好
関係の増進に尽力して頂いている鹿角市、松江市、
山形市の三都市の友好団体を訪問する機会に恵ま
れました。
　最初に訪れたのは本年市制40周年を迎えた鹿角
市です。かつて私のブダペスト在勤中の1990年
代半ばに、同市とショプロン市の姉妹都市提携が
実現した思い出深い都市です。当時の杉江元市長
様から、本年４月の同市の40周年祝賀行事で記念
講演を依頼され、過去十数年に及ぶ日ハ両国間の
交流の歴史をテーマに講演を行ってきました。その
模様は同地の新聞にも報じられました。
　もっとも日ハ両国を取り巻く情勢は、その間大
きく変わってもいるので、その後の鹿角市の姉妹
都市交流がどうなっているのか一抹の不安を抱い
て訪問したのですが、幸い両都市間の交流はしっ
かりと根をおろしていました。この活動を支えて
いる鹿角国際交流協会は、2009年の全国交流の
集いでも表彰された団体であるだけに、優秀で活
動的な何人ものボランティアの方々が活発に活動
しておられました。市の全面的な支援を受けて、
今年もショプロン市との間で若い人達を中心とした
交流事業が順調に進められていました。こうした
地道な交流は、長い年月を経ることによって大きな
成果が上がってくる事業であり、今年ショプロン市へ
派遣される若い先生の送別会に参加させて頂き
ながら、鹿角市の皆様の熱心な取り組みに大いに
期待して帰ってきました。
　次に訪問したのは松江市でした。この度のコー
シャ・フェレンツ氏の写真展の開催に当たって来日
されたコーシャ氏ご夫妻が松江訪問を希望された
ので、２泊３日の日程で９月に同市を訪問しまし

た。島根県の友好協会本部は丸磐根会長様のご
尽力で最近その組織が一段と強化され、 今回の
訪問に際しては新たに選任された幹部の皆様方と
極めて有意義な意見交換を行うことが出来まし
た。また丸様は３日間の全行程にご同行下さり、
世界一の日本庭園と言われる足立美術館をはじ
め、修復途上の出雲大社から日本最古の神社に
いたるまで、現在注目を集めている出雲地方の現
状が良く体験できるご案内をしていただきました。
最近注目すべき遺跡が発掘されて、出雲にかつて
大きな古代国家が存在していたことを示唆する
埋蔵物等が出てきたとなど、色々と発掘された
現物を前にして興味深いお話を伺うことが出来
ました。コーシャ氏は松江滞在中の３日間、写真
の被写体には事欠かなかったご様子で、寸暇を
惜しんで写真を撮り続けておられました。
　11月には山形市を訪問しました。山形市には
日本ハンガリー友好協会の地方本部はないのです
が、山形銀行の長谷川吉茂頭取様は山形県ＥＵ
協会会長として、ＥＵの一国であるハンガリー関
係の行事には力を入れて頂いています。また山形
市では３年前の日ハ国交回復50周年記念の年に
大きな文化行事を実施して頂いたこともあって、
吉村美栄子山形県知事様もハンガリー関係の文化
行事には深いご理解を示して頂いています。この
度も山形銀行内でコーシャ氏の写真展が開催さ
れた際に、その開会式にご出席くださりご挨拶を
頂いた他、この行事に出席した我々夫妻がその
機会に庄内にある映画村を訪問できるように特別
に便宜も図って下さいました。私としては、吉村
県知事様をはじめとして山形の関係者の皆様方
が、ハンガリーの文化に深い関心を持ち続けて
頂いていることに対して、感謝の気持ちが一杯で
帰ってきました。　
（日本ハンガリー友好協会理事長　田中義具）

日　時：2013年1月12日(土) 
　　　　 13:30～、18:30～（2回公演）
場　所：麻布区民ホール（東京都港区）
主　催：駐日ハンガリー大使館
共　催：国際芸術家センター、
　　　　トランシルヴァニア日本民俗文化センター

日　時：2013年1月17日(木) 
　　　　 14:00～、19:00～（2回公演）
場　所：長久手市文化の家（愛知県）
主　催：トランシルヴァニア日本民俗文化センター

日　時：2013年2月2日(土) 　14:00～（13:30 開場）
場　所：ザ コンサートホール（名古屋・伏見・電気文化会館）
主　催：特定非営利活動法人　リスト音楽院友の会
後　援：駐日ハンガリー大使館、名古屋市、
　　　　 公益財団法人名古屋市文化振興事業団、日本ハンガリー友好協会、
　　　　 愛知県ハンガリー友好協会、中日新聞社トランシルヴァニア日本民俗文化センター　大塚 奈美

https://sites.google.com/site/cifrakalotaszeg/
cifrakalotaszeg@gmail.com　090-8488-2039

お詫び 148号のお知らせコーナーでご案内しました「中山和子ピアノコンサート2012」のお名前が間違って
おりました。訂正してお詫び申し上げます。

※日本ハンガリー友好協会会員の方には割引があります。

【お問合せ先】

非特定営利活動法人　リスト音楽院友の会
http://www.lisztfriends.com
kota@lisztfriends.com　058-264-1501

【お問合せ先】

「第十九回ハンガリー民族舞踊フェスティバル」
ハンガリーの踊りを楽しむ会
日　時：2013年1月13日(日) 　10:30～16:30
場　所：赤羽北区民センター（ふれあい館）　2F 第2ホール
主　催：ハンガリーの踊りを楽しむ会

ハンガリーの踊りを楽しむ会
http://www.21-tkt.net/index.html
044-922-6332

【お問合せ先】
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編 集 後 記

夏から秋にかけて、各地で行われたハンガリー関連の行事やニュースを、増頁版でお届け
します。その中でも特にコーシャ氏の写真展は、友好協会の一大イベントとして取り組み、
各地の来場者に沢山の感動を与えながら、現在、巡回中です。（R.T）

新規入会者のご紹介
8月 黒子奈保美/デリ・ヤーノシュ（兵庫県） 10月 宇井雅人（千葉県）

9月 石崎八郎（東京都） （敬称略）

編集委員：東 孝江、瀬川隆生、田崎龍一

ホームページ、ブログのご案内
　　　　　　  　http://www.jpnhun.org/　 　 　　　　　　　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ホームページとブログで紹介しています。
どうぞご覧になってみてください。皆様からの情報をお待ちしています。

連絡先　E-mail : 17-kemiko@kra.biglobe.ne.jp　　広報担当：粂栄美子

6 月　今井 一治（東京都）、ザボースキー 清子（東京都）
7 月　森 啓一（兵庫県）、藤間 正利（神奈川県）

8 月　黒川 圭子（東京都）、前川 昭一（東京都）　
9 月　杉山 瑞樹（神奈川県）

2012年度　カンパ協力者氏名

ホームページ ブログ

会費についてのご連絡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。

　恒例になりました日本ハンガリー友好協会の新年会は、来る2013年２月２日（土）
午後１時より、セルダヘイ大使のご好意により、在京大使館で開催されます。今回、
新しいシェフが特製の美味しいハンガリー料理に腕を振るってくださるそうで楽しみ
です。

　会員各位には、詳細を別紙でご案内させていただきますので、ご確認ください。
　尚、お問い合わせは、事務所宛、郵便、ファックス、メール、電話等をご利用願います。

2013年日本ハンガリー友好協会新年会
ハンガリー大使館で開催　！！

参加ご希望者は、前回と同様、事前登録申込制となり、お手元に届いた参加葉書を
ご持参の上での受け付けになりますので、ご留意下さい。

新年会のご案内 
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