
　鳴戸親方のユーモア溢れるトークショーは、立ち見のお客
様もでるほどの満員盛況となりました。レスリングのチャンピ
オンから、ブルガリア初の大関・琴欧洲に成長するまでの異
文化体験から「将来は自分の部屋を持ち、日本人の横綱を
育てたい」と抱負を語ってくれました。
　ブルガリア料理のランチやワインと共に、ブルガリアの陶
器、民芸雑貨、健康に良いとされるブルガリア特産のフルー

ツ飲料やお茶など、展示コーナーでの試飲やお買い物もお
楽しみいただきました。最後はブルガリア民族音楽グループ
「バルカン」の演奏でブルガリアのダンスを踊り、国際交流
の輪が広がりました。ブルガリア大使館からは、ドイチノフ
公使ご夫妻はじめ沢山の館員の方達もご参加下さいました。
今年は 11月12日（土）に開催を予定していますので、多く
の皆様のご来場をお待ちしております。

　2015年11月に初めて日本でホームステイプログラムに参加した。
ブルガリアで知り合った友達の家で泊めてもらい、日本の家族の日
常生活を近くで見られた。友達と東京の観光スポットを見に行き、
一緒に楽しく時間を過ごせた。皇居東御苑、暖かい温泉、新宿御苑、
新宿パークタワーなどを訪ねた。夜は彼女の家族と一緒に食事しな
がら日本とブルガリアの習慣、祝いなどを話し合ったりすることもで
きた。こうやって様々なユニークな文化の特徴に出会えて嬉しい。
食事、人との交流、自然を見る事等を通して、ある国の文化を深く
知ることができると思う。このチャンスを得て本当によかった。その
おかげで自分の中に日本の心を感じられた。
　ホームステイの後、12月5日に東京で開催されたブルガリアフェア
に参加し、「ブルガリアの若者事情」という発表をした。内容はブル
ガリアの若者の生活の面白い点についてだった。若者の興味をもっ
ていること、一般的な余暇の過ごし方、趣味といったところを触れ
た。なるべく具体的に話した方が面白く、わかり易いと思って、自分
自身と友達の2人の生活を例に挙げてみた。大学の生活、アルバイト、
好きな文学、聞く音楽といったところについて話した。そして、最後

にブルガリアのクリスマスの伝統的な過ごし方を少し紹介し、ブルガ
リアの特定の習慣を説明した。例えば、断食、食事の用意、唄やお
香のたき方等である。ブルガリアフェアで他の興味深い参加者にも
紹介してもらった。例えば琴欧洲勝紀というブルガリア出身の元大
相撲力士に会った。彼の「相撲とブルガリアの心」という話を聞くの
は大変印象深かった。その他にも、ブルガリアヨーグルトを使った
料理のデモンストレーショ
ンも見られ、ブルガリア民
族楽器による演奏も鑑賞で
きた。久しぶりに自分の国
の伝統音楽を聴いて心から
感動した。ブルガリアフェ
アで日本とブルガリアの親
しい関係を感じられて嬉し
かった。
　私も参加させてもらって
良かったと思っている。

日本語弁論大会優勝者　エヴァ・ニコロヴァさん感想文日本語弁論大会優勝者　エヴァ・ニコロヴァさん感想文

　2015年12月5日（土）に第15回目となるブルガリアフェアが新宿の東京興産本社ビル7階・インペリアルホー
ルにて開催されました。当日は元大関琴欧洲関の鳴戸親方のトークショーをはじめとする各種アトラクションや
ブルガリアの各種物産品の販売もあり、140名を超えるたくさんのお客様にご来場頂きました。

日本ブルガリア協会
〒102-0082 東京都千代田区一番町6-1
ロイヤル一番町A-306　
Tel/Fax. 03-5276-5236
Email:bulgaria@bul.jp

2121号
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1. EU友好親善大使・ブルガリア友好親善大使、鳴戸親方（元大関　琴欧洲関）のトークショー「相撲とブルガリアの心」
2.「ブルガリアの若者事情」第21回日本語弁論大会優勝者　エヴァ・ニコロヴァさん
3.「ヨーグルトを使ったブルガリア料理クッキング」実演指導
4. ブルガリア民族音楽グループ「バルカン」による演奏

第15回ブルガリアフェアが開催されました第15回ブルガリアフェアが開催されました



項目 金額 備考 合計
前期繰越金 ¥778,644 ¥778,644
個 人 会 費 ¥52,000 入会金（25名） ¥369,000

¥297,000
一般会費（99名/169名｛内、顧問・
理事35名）

¥19,000 家族会費（19名/25名）
¥1,000 学生会費（1名/2名）

法 人 会 費 ¥1,144,000 20社 ¥1,144,000

会 合 費 ¥138,000 1/29理事会 ¥1,313,551
¥348,000 3/6総会・懇親会
¥468,551 12/4チャリティピアノリサイタル
¥359,000 12/5ブルガリアフェア

寄 附 ¥118,449
チャリティピアノコンサートより弁論
大会受賞者招聘準備として

¥659,729

¥363,780 ㈱ニューニチブより
¥177,500 恒文社インターナショナル㈱より

利 息 ¥173 ¥237,581

そ の 他 ¥218,916
ソフィア少年合唱団2014年度準備
経費仮払金回収

¥18,492 DM郵送費立替金回収
総 計 ¥4,502,505

■収入
項目 金額 備考 合計

会 合 費 ¥140,000 1/29理事会 ¥1,292,830
¥276,956 3/6総会
¥468,551 12/3チャリティピアノリサイタル
¥407,323 12/5ブルガリアフェア

通 信 費 ¥129,793 郵送費 ¥144,094
¥14,301 インターネット関連

事 務 所 費 ¥78,255 事務所用備品・文具費等 ¥182,071
¥103,816 管理費・電話・電気・水道代（9月〜12月）

人 件 費 ¥1,380,960 事務局スタッフ経費 ¥1,380,960
慶 弔 費 ¥52,800 供花/香典等 ¥52,800
印 刷 費 ¥143,640 会報印刷（３回） ¥161,517

¥17,877 協会封筒・追加会員証印刷
会 議 費 ¥39,140 実行委員会打合せ経費 ¥39,140
弁論大会経費 ¥166,255 7月高校生スピーチ招聘経費 ¥177,832

¥11,577 11月優勝者招聘経費
そ の 他 ¥258,120 2015ソフィア少年合唱団経費 ¥262,305

¥4,185 移動時交通費等
雑 費 ¥7,346 金融機関振込手数料等 ¥7,346
総 計 ¥3,700,895
次年度繰越金 ¥801,610

計 ¥4,502,505

■支出

2015 年度活動報告
日本ブルガリア協会主催行事
1 月 29 日：理事会開催（レストラン・ソフィア）
3 月 6 日：第 13 回総会・懇親会（ブルガリア大使館大使公邸）
5 月 29 日〜 6 月 15 日：ソフィア少年合唱団日本公演ツアー
6 月 14 日：ソフィア少年合唱団さよならパーティ開催（ブルガリア大使館大使公邸）
7 月 23 日〜 8 月 4 日：NPO 法人 E.G.G. 主催「第 20 回海外高校生による日本
語スピーチコンテスト」参加
11 月 13 〜 15 日：　日本語弁論大会優勝者ホームステイプログラム

12 月 3 日：チャリティピアノコンサート開催（ブルガリア大使館大使公邸）
12 月 5 日：ブルガリアフェア　開催（新宿・東京興産本社ビル 7 階会議室）

その他関連行事
9 月 15 日〜 10 月 1 日：グローバルアリーナ主催「ブルガリアフェスティバル 2015」
10 月 17 日：ほどがや区民まつり（ブルガリア・ブース）参加
11 月 2 〜 3 日：渋谷 2015 フェスティバル（ブルガリア・ブース）参加

会　計　報　告

　日本ブルガリア協会第 14 回総会、懇親会が 4月15日にブル
ガリア大使公邸にて開催されました。
　昨年は、ブルガリアフェアーやチャリティ・ピアノリサイタル、
日本語弁論大会優勝者の招聘など恒例のイベント活動に加え、
ソフィア少年合唱団日本公演という大きな企画がありました。長
期にわたるツアーのアテンドの他、各地の親善公演のサポートに、
理事をはじめ関係者の方々の多大なるご協力に感謝いたします。
特に、ポポブァ副大統領からも感謝の意が伝えられたことを報
告致します。「ソフィア少年合唱団」収支報告は別表にて報告さ
れました。新理事候補として纐纈晃氏と石井喜彦氏が紹介され
ました。
　懇親会はヴァシレフ大使のご挨拶で始まりました。同じ15日、
ブルガリアでは日本関連のイベントが行われたそうです。その名
は「OHANAMI」。子供達が描いた桜の絵を飾り、日本に親し
みを持とうと、ソフィア図書館、学校など多くの団体の協力で実
現したとのことです。「友好あふれるイベントが両国で同時に開
催され、大変喜ばしい。協会の様々な活動に感謝するとともに、

両国の交流が一層深まることを願う」との挨拶をいただきました。
　続くコンサートは、ソフィア出身のディコフ・ヴェンツィスラフさ
んによるクラシックギター演奏でした。ディコフさんは、古典か
ら現代音楽、作曲まで手がけています。
　ヴァレンティン・ヴァシィーレフさん、ターニャ・イヴァノヴァさん、
ディヤン・デミロフさんによる賑やかなブルガリア民族音楽も披
露されました。皆さんブルガリアで活躍するプロのダンサー、演
奏家です。
　ヴァレンティンさんは東日本大震災の二日後に来日し、各地を
慰問された熱いハートの持主。熱気あふれるダンスと演奏に、
ホロになると待ちかねたように参加した方も多数いらっしゃいま
した。キョフテ、スネジャンカなどのビュッフェも設けられ、そこ
かしこで楽しげな語らいの場が見受けられた懇親会でした。
　ブルガリア関係者、そして親しみを持って集まってくださった
方々に、両国のご縁がより一層深まる年となりますように。
　大使公邸を快く使用させて下さった大使館に感謝致します。

日　時：2016 年 4 月15 日（金）
総　会 17：30 〜18：30/ 懇親会 18：30 〜 20：30
会　場：駐日ブルガリア共和国大使館　大使公邸
議　案：1）2015 年度活動報告及び会計報告
　　　  2）2016 年度活動計画案及び予算案について
　　　  3）理事及び役員の改選について
　　　  4）ソフィア少年合唱団日本公演の報告、他　

2016年度 総会開かれる2016年度 総会開かれる

こう けつ



日本ブルガリア協会主催行事
3 月18 日：理事会　開催（駐日ブルガリア大使館ホール）
4 月15 日：第１４回総会・懇親会　開催（ブルガリア大使館大使公邸）
7 月 23 日〜 8 月 4 日：日本語弁論大会高校生特別賞受賞者　来日
7 月 30 日：NPO 法人 E.G.G. 主催「海外高校生による日本語スピーチコンテスト」参加
11 月12 日：ブルガリアフェア　開催予定
11 月：日本語弁論大会優勝者　来日予定
12 月15 日：チャリティピアノコンサート開催予定（ブルガリア大使公邸）

その他関連行事
 9 月：グローバルアリーナ主催「ブルガリアフェスティバル」
10 月：ほどがや区民まつり（ブルガリア・ブース）参加予定
11 月：渋谷 2016 フェスティバル（ブルガリア・ブース）参加予定

科目 内訳 金額 備考
前期繰越金 801,610

会　費　 入会金 70,000

一般会費 360,000 120名/169名

家族会費 20,000 （含、学生会費）

法人会費 1,400,000 26社（28口）

会合参加費 1,300,000 懇親会、コンサートなど

寄付/協賛金その他 380,160

合　計 4,331,770

■収入
科目 内訳 金額 備考

事 業 費 会合費 1,300,000 懇親会、コンサートなど
印刷費 170,000 会報/会員証

管 理 費 通信費（１） 130,000 送料
通信費（２） 15,000 インターネット使用料

そ の 他 旅費交通費① 350,000 日本弁論大会優勝/特別賞
旅費交通費② 170,000 日本招聘の航空運賃及び滞在費
人件費 1,150,000 事務所
事務所経費 385,000 賃料・電話代・光熱費その他

予 備 費 661,770
合 計 4,331,770

■支出

2016 年度活動計画

2016 年度予算案

■「第21回海外高校生による日本語スピーチコンテ
　 スト」国際大会にブルガリアからレネタ・ゲオル
　 ギエヴァさんが参加します。
　レネタさんはヴァルナ日本文化クラブ「絆」で日本語を勉
強している16歳の高校生で、4月にソフィアで開催された日本
語弁論大会で高校生特別賞を受賞し、今大会へ参加します。
国際大会は7月30日（土）に愛媛県の新居浜市民センター大
ホールで開催され、世界各国からの代表者達と優勝を競い
ます。

■2016ブルガリアフェアは11月12日（土）開催
　時間：11：00 〜16：00（予定）
　場所：東京興産本社ビル7階・インペリアル会議室
　　　　（渋谷区代々木1-60-11）
詳細は当会ホームページや案内チラシでお知らせしますので
是非ご参加下さい。

■第22回日本語弁論大会優勝者マルティン・
　ペトロフさんが来日します。
　マルティンさんは当会の招聘により11月に約一週間の日程
で来日します。滞在中はブルガリアフェアでのミニ講演で日
本語スピーチも披露し、東京近郊や関西方面の観光も予定
していますので、お手伝い頂ける方は事務局までご一報下さ
い。
★マルティン・ペトロフさんの日本招聘に対するご寄附のお願い
マルティンさんは、足に障害を持たれている為、来日の際は
介護者が必要な状況です。あまり経済的に余裕のない中、
ソフィア大学で日本語を学びこの度の優勝を勝ち取られたご

努力と日本語に対する情熱を称え、当会では介護者である
お母上も併せて招聘することと致しましたが、来日に伴う経
費面では当初の予算を大幅に上回ることとなり、今回の招
聘を実現させるべく、下記の通りご寄附を募らせて頂きたく
お願い申し上げます。

■ご寄附振込口座
　銀行名：　りそな銀行　神田支店
　口座番号：普通口座　1406753
　口座名：　日本ブルガリア協会
＊個人の方：一口1,000円から（何口でも可）
＊法人/団体の方：一口10,000円から（何口でも可）

2016年理事会が開催されました
　第16回理事会が3月18日（金）17：30より駐日ブルガリア大使館1階ホール
で開催されました。猪谷理事長が昨年度活動報告と今年度の予算などを説明。
　理事改選年度の今年は、神山健吉理事と小土井洋二理事より退任の申し出
を了承、纐纈晃氏と石井喜彦氏の新理事への推薦の報告があり、ヴァシレフ
大使よりもご挨拶をいただきました。

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

　夏秋の協会イベントのご案内



＊会費納入のお願い：2016 年度（1月〜12 月）会費が未納の方はお早目のお振込手続きをお願い致します。会費は日本語弁論　
　大会優勝者招聘や各種イベント等の協会活動を支える大切な原資となりますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。
　年会費：個人 3,000 円　家族 1,000 円　学生 1,000 円　法人 50,000 円（1口）
　振込先：三菱東京 UFJ 銀行　代々木上原支店　普通口座　0063350　
　　　　　郵便振込：口座番号　00150–4–53090　
　口座名：日本ブルガリア協会（振込手数料は会員様のご負担にてお願い致します）
＊協会では 11月の日本語弁論大会優勝者来日中のアテンドや観光案内などをお手伝い頂けるボランティアを募集しております。
　ご協力頂ける方は事務局までご一報下さい。
＊事務局オープン時間：火・水・金 10：00 〜17：00（月・木及び土・日・祝休）

マルテニツァ・ワークショップ
　2月26日、駐日ブルガリア大使館において、マルテニツァのワーク
ショップが行われました。

　講師は、染
織家の佐藤千
香子さんです。
　ブルガリア
で は3月1日 に
健康と幸せを
願い、親しい
人に紅白のお

守りマルテニツァを贈り合う習慣があり赤色は魔除け、白は健康、長
寿等を意味するそうです。
　ワークショップでは人形型や腕輪など、3種類のマルテニツァを教
わりました。作業後には、ブルガリアの2月の行事、トリフォン・ザ
レザンと呼ばれるワインの日にちなみ、見事な葡萄の飾りがついた
佐藤講師お手製の「ポガチャ」が出されました。「ポガチャ」はお祝
いや大切なお客様を迎える時に出されるパンのこと。ブルガリアの
スパイス「チュブリッツア」、ブルガリアワインやローズジュースなど
と共に、美味しくいただきました。
　都会では、昔の風習を守る人は少なくなっているそうですが、マル
テニツァを贈り合うことは今も盛んに行われているそうです。マルテ
ニツァであふれるブルガリアの街、見てみたいものです。

ブルガリア刺繍のワークショップ
　4月14日にブルガリア大使館にて、ブルガリア刺繍のワークショッ
プが行われました。
　カテャ・スケンデロヴァ講師の指導のもと、3種類のステッチを教
わりました。コツも覚えたあとは、思ったよりスムーズに針を進める
ことができました。
　少しずつ模様が見えてくるのも励みになり、楽しい時間となりまし
た。刺繍が一段落したあとは、手作りバニツァとハーブティーが待っ
ていました。
　今回、通訳と刺繍のサポートを務められたリュドミラ・コストヴァ・
吉田さんによると、ブルガリアの刺繍は7世紀末から8世紀初め頃に
始まったそうです。代々伝えられてきた刺繍は、衣類にアクセサリー、

テーブルクロス、クッションや
ベッドカバーなど、人々の生活
を満たしてきました。
　ブルガリアは小さな国です
が、美しい刺繍にあふれた国で
す。地域はもちろん、刺繍を見
れば性別、年齢、身分までも

わかるといいます。多種多様の模様、色使いがあり、一生かけても
覚えきれないそうです。色や模様にも意味があり知れば知るほど刺
繍の世界は奥深いものでした。
　今回の体験を通して、ブルガリア刺繍の見方も一層興味深く、親
近感あるものに変わりそうです。

イースターエッグのワークショップ
　4月22日、ブルガリア大使
館でイースターエッグのワーク
ショップが行われました。
　講師はマルテニツァ・ワー
クショップと同じく、染織家
の佐藤千香子さんです。復活
祭で振舞われる赤色のイース
ターエッグを伝統的な方法で

作りました。赤色はキリストの血、生命のシンボルとされ、神聖で大
切な色だそうです。ハーブの柔らかな新芽を卵に貼り付け、玉ねぎの
外皮を煮出した汁で30分ほど煮ます。自然の素材から作るイースター
エッグ。味わい深く仕上がりました。佐藤講師オリジナルのエッグス
タンドも作りました。縁飾りはマルテニツァを応用したものです。ブ
ルガリアの国旗と同じ色というのも楽しい演出です。
　珍しいムルサルスキーという高原植物のハーブティー、ブルガリア
のイースターに欠かせないコズナックのおもてなしもあり、ブルガリ
アのイースターの雰囲気を満喫したワークショップでした。

各ワークショップのレポートを寄稿いただいた下村知佳子様に感謝致します。

マルテニツァ・ワークショップ

ブルガリア刺繍のワークショップ

イースターエッグのワークショップ

2015クリスマスチャリティピアノコンサート
　2015年12月3日（木）18：30よりブルガリアの著名ピアニスト、ジェニィ・ザハリエヴァさん
と福井史枝さんとのジョイントコンサートがヴァシレフ大使のご厚意のもとブルガリア共和国大使
公邸で、今回も定員を超える満席のお客様を迎え開催されました。
　お二人の連弾によるブルガリアのダンスの曲で幕を開け、第一部の福井さんのスラヴの作曲家
を中心にした演奏に続き、第二部ではザハリエヴァさんのシューマンやドビュッシーの名曲の演奏
をお楽しみいただきました。コンサートの後は、歴史ある公邸でブルガリアの料理とワインを楽
しみながら優雅なひとときを過ごしました。

2015クリスマスチャリティピアノコンサート

事務局便り…………………………………………………………………………
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