
パプリカ通信 2019 年 7 月号 

 

266 号 / メールマガジン 105 号 

───────────────────────────────────── 

目次 

【1】 ニュースダイジェスト 

【2】 ハンガリー旅コラム第 1 弾 松山 純さん 

【3】イベント情報 

              【4】コンサート情報 

             【5】オペラ・バレエ・オペレッタ・ダンス情報 

   【6】お役立ち情報  

  【7】募集/宣伝 

───────────────────────────────────── 

【1】 ニュースダイジェスト 

〇日本男子が団体優勝＝体操世界ジュニア          6 月 28 日（金）―6 月 30 日(日) 時事通信 

 体操の第１回世界ジュニア選手権は２７日、ハンガリーのジェールで開幕し、男子団体総合で日本が１６２．７５４点

で優勝した。 男子個人総合では岡慎之助（徳洲会）が８０．６７４点で１位となり、土井陵輔（岡山・関西高）が２位

だった。日本女子は２８日行われ女子団体総合で日本（畠田千愛、宮田笙子、渡部葉月）は１１位だった。 

 ２９日、ハンガリーのジェールで男女種目別の決勝が行われ、あん馬で北園丈琉（大阪・清風高）が１３．９６６点で

優勝し、岡慎之助（徳洲会）が２位。 https://www.jiji.com/ 

〇ケネディ・センター芸術金賞にハンガリー人 4 名が受賞 

ケネディ・センターでは、国際社会における芸術界のリーダーやパフォーマーの功績を称える芸術金賞がこの

ほど発表されたオペラ歌手のマルトン・エヴァを始め、指揮者のアーダーム・フィッシャー、イヴァーン・フィッシャ

ー兄弟、そしてピアニスト/作曲家クルターク・ジュルジ各氏が受賞しました。 

https://hungarytoday.hu/opera-star-friends-of-hungary-founder-eva-marton-receives-prestigious-kennedy-

gold-medal/?fbclid=IwAR3y2H2fqXq8vwR0zVmESCbNTfX0DOER-bDrqXRDSxs2_j5S3tJ0DVtMO4g 

〇猛暑対策へ                             6 月 30 日 

 極端な UV-B 紫外線がレベル８に達する可能性があった事から国民気象局、日光による日焼けから身を守る

ように猛暑対策を呼び掛けている。この場合、通常の肌タイプは 15-20 分の滞在後でさえも発赤を起こすこ

とがある。可能であれば、日中の 11 時間から 15 時間の間の日光浴を避けてる。 

 https://index.hu/belfold/2019/06/29/extrem_uv-b-sugarzas_lehet_vasarnap_husz_perc_alatt_leeghetunk/ 

〇45 年ぶりドナウ川入浴許可 

 1973 年依頼 45 年ぶりに 29 日「国際ドナウデーの日」に 1 日

のみ試験的にドナウ川の岸 Romai szabadstrand 解放された。

オーブダ市は 2020 年に正式に設置をする計画を進めている。 

https://index.hu/belfold/budapest/2019/06/30/romai_part_szabadstrand_tesztnap/?fbclid=IwAR09O65jNPyK

Ck2Gblvote1V9nWFPTAnH5JGNHWneCgTyXv2-qk8sbncLO8 
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【2】 ハンガリー旅コラム第 1 弾『 テケルーを習いに 』 松山 純さん 

数年前、ひょんなことから壊れたテケルーを手に入れた。 

その数年前に、これまで楽器を弾いたこともなかったのに中世仲間の影響でハーディガーディという奇妙な楽器に

興味を持ってしまい、たまたま幸運に恵まれて海外オークションで手に入れてしまい、音を出して遊んでいたのだが、

ある日友人から国内のネットオークションでハンガリーのハーディガーディであるテケルーが出品されているのを知

らされた。サイトをのぞいてみると、この個体は壊れているものの自分で直せなくはなさそうである。「これはハンガ

リー史に興味がある私に落札せよという天のお告げに違いない！！」と勝手な思い込みのもとに入札に参加したと

ころ、運よく入手に成功し、数日後には手元に大きな荷物がやってきた。勢い込んで箱を開封してみると、弦を押すタ

ンジェントほかいくつかの部品が欠損し、弦を擦って音を出すホイールを回すハンドルが曲がってはいるものの、この

ぐらいなら自分で何とかできるだろうという見立て通りだった。 

私は古いバイクを自分で修理するのも好きなのだが、それと同じよう

にテケルーの修理に取り掛かった。壊れた木製の部品は東急ハンズに

出かけて何種類かの木の板を購入し、材質を比較してオリジナルに近

いものを選んで自作。曲がったハンドルは行きつけのバイク屋さんに持

って行ってプレスで修正してもらった。弦の選択等で試行錯誤はあった

ものの、およそ半月後にはなんとか楽器として音が出る状態まで復活

させることに成功したのであった。 

直ったテケルーやハーディガーディを弾く友人たちとの練習会に持ち込んで、一緒に音を出して遊んでいたら（弾い

ているとは言いたくない）、友人が動画を撮って SNS に投稿してくれた。その後しばらく経ってから友人から驚きの知

らせが来た。なんと動画を見たハンガリー人のテケルー奏者の F さんから、日本訪問の予定があるので、その際にテ

ケルー演奏方法を教えて下さるとのメールを送って下さったとのこと。こんな機会はまずないので、ありがたくお受

けして、友人たちと一緒に、来日した Fさんからテケルー演奏の初歩中の初歩を教えていただいたのであった。 

その後は、動画サイトでハンガリーのテケルー奏者の方々の演奏を参考に我流で練習していたのだが、このたびハン

ガリーへ旅行するに際して F さんにご連絡し「テケルーのコンサートを聴ける機会はないですか？」と質問させてい

ただくと、「コンサートもありますが、その前に 1 日テケルーの講習会があるので参加をお勧めします。」というご連絡

をいただいたのであった。とてもうれしい一方で、そもそも私は全く譜面が読めないし、テケルーに関してはなんと

か音が出せる程度で、こんなレベルの人間が参加しても良いものかと大いに迷ったのだが Fさんの強いお誘いと、テ

ケルー奏者の高久さんが「講習会はすべての人に対して門を開いています。」とおっしゃってくださったことに勇気づ

けられて、無謀にも参加を決意したのであった。 

小雨の降る 5 月 日の朝、バッチャーニ・テール駅で F さんと待ち合

わせて、HÉV に乗り換えて会場の最寄り駅まで向かった。楽器を持っ

てきていない私のために Fさんはご自分の愛用の楽器を私に貸して

下さり、ご自分は友人から楽器を借りて講習会に参加されるとのこ

と。私のような下手くそが楽器を借りて一日音を出すと、楽器に変な

癖がつくのではと心配になるのだが、「大丈夫ですよ。」と言って下

さる。講習会場の最寄り駅のポマーズ Pomázで下車し、集落の中を小

雨に降られながら会場に向けて歩くこと約 15 分、会場となっている

施設に到着した。ここはもともと貴族の館だった場所で、現在では館

はそのまま保存されているが、同じ敷地の中に講習会の会場として使われている研修施設や、夕方にコンサートが開

かれる小ホールなどが併設されている。 

会場に入ると講習には楽器が大きすぎるんじゃないかと心配になるような小さな子供さんから年配の方までいろい

ろな年齢層の方が参加されている。講師の方々は、日ごろ動画で演奏を拝見している有名なテケルー演奏者の方が 
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何人もおられて、大いに驚き、こんな場所に来てよかったのかと相当に心配に・・。 

講習は先生が課題となるメロディを弾いたあと、一人ずつ同じフレーズを弾き、先生から指導を受けるという形で進

められるのだが、小さな子供さんやら、私のような初心者から、F さんたちのような演奏家の方まで同じように指導を

受けるというのが何やら新鮮。途中からはハンガリーの民族楽器ツィタラの奏者の方が講師に加わって、民謡のメロ

ディを紹介し、それをテケルーで弾くと言う講習が行われた。 

講習は非常に興味深いものの、私の場合メロディを覚えるのが精いっぱいで、テケルー演奏の肝である右手でハンド

ルを操って唸りゴマでリズムを刻むところは全くダメ・・。これでは水準が違い過ぎて他の方に迷惑だし、自分としても

基礎的な演奏方法を習いたかったので、途中から初心者の子供たちを集めて入門者向けの教室が別の部屋に移動し

て行われることになった（このあたりは実に臨機応変で子供たちのモチベーションが落ちないように細やかな心配り

をされている。）ので、F さんのお勧めに従い、先生にお願いしてそちらに参加させていただくことにした。小学生の子

供たちと一緒に数時間にわたって講習を受けたが、子供さんたちの上達の速いこと速いこと・・若いと言うのは素晴ら

しいし、自分の物覚えの悪さにはほとほと呆れた次第。せめて 10 歳若ければなぁと思うのだがこればかりは仕方が

ない。子供たちよ・・これでもオジさんは頑張ったのだよ・・。 

休憩時間に建物の外に出てみると、大きなお鍋でグヤーシ

ュがぐつぐつ音を立てている。これが今日のお昼ご飯とい

うことなのだが、完成予定は午後 3 時頃になるらしい。空腹

に耐えかねて F さんたちと街中まで出かけて食料品店でパ

ンを購入して食べて、それから再度練習に参加した後、やっ

とお待ちかねのグヤーシュが出来たとのお知らせが。大き

なお鍋からお肉たっぷりのグヤーシュをお皿に取り分けて

もらって、ふうふう言いながら食べて大満足。お腹が苦しい

ぐらいになったせいか、食事が終わったあたりで練習は自

然解散状態になり、荷物を片付けてホールに移動してコンサートを聴くことに。テケルーゼネカルという今回講師を

されたテケルー奏者皆さまのバンドによる演奏は大迫力。これだけの台数のテケルーの演奏を聴く機会は日本では

ありえないし、ハンガリーでもなかなかないのではなかろうか。コンサートが終わると会場にはハンガリーの民族ダン

スの先生が現れ、テケルーゼネカルに加えて F さん他講習会に参加したテケルー奏者の方も伴奏に加わったダンス

教室に早変わり。タンズハーズという言葉は知っていたし、それに関する日本語の書籍も読んでいたが、見ると読む

とでは大違い。よくあんなに体が動くものだと感心してしまう。参加できたら楽しいのだろうが、運動神経皆無の腰痛

持ちが挑戦するにはハードルが高すぎる。 

ダンス教室が終わると一日のプログラムはすべて終わり。皆さんにお礼を言って会場を後にする。参加者の方のご厚

意により車で市内まで送っていただき、バッチャーニ・テール駅で F さんにお礼を申し上げてお別れ。ひょんなことか

らご縁が出来た Fさんのおかげで本当に得難い体験をした 1日だった。 

もし、また機会があるならば、参加してみたいと思うし、それまでにもう少しまともにテケルーが弾けるようになって

いたい。また、ハンガリーにお住まいの方には、こんな得難い機会が身近にあるので、ご興味がある方には是非テケ

ルーを始めていただいて、日本でテケルーを広めていただきたいと思う。 

最後に、常にお世話になりっぱなしだった F さん、躊躇していた私の背中を押して下さった高久さんに心から感謝して、

この駄文を終えることとしたい。 
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【3】 イベント情報 

◆ ヴァイダ・フニャディ古城サマーフェスティバル 7 月 1日―8月 1日 

  場所：ヴァイダ・フニャディ古城（英雄広場） 

1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár, Károlyi udvar 

http://vajdahunyad.hu/ 

◆ 自由橋フリーデイ 7月 6-7 日, 13-14 日, 20-21日, 27-28日 

0 時から次の日の 23：59までコンサート・ダンス・ヨガ・太鼓公演 

その他のイベントが行われます。 

https://www.facebook.com/events/1204463949726128/ 

◆ ブダペスト・プライド・フェスティバル ～7 月 7 日 

場所：各会場 

https://budapestpride.hu/fesztival/program 

◆17. PIM サマーフェスティバル ～7 月 7 日 

 会場：Petőfi Irodalmi Múzeum 1053 Budapest, Károlyi utca 16. 

 没後 100年を迎えるアディ・エンドレを始めコンサート・レクチャーなど 

 イベントが開催中  

 https://pim.hu/hu/esemenyek/17-pim-nyari-fesztival 

◆クラシックカー・チャンピオンシップ 7月 12－14日 

 場所：フンガロリング/ Hungaroring （2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.） 

 https://hungaroringclassic.com/ 

◆ Red Bull エアレース・ lake Balatonワールドシリーズ 7 月 13－14 日 

場所： Zamardi市（バラトン湖） 

https://airrace.redbull.com/hu/event/lake-balaton-2019#tab_overview 

◆第 7回オーブダ・ブルース＆ルーツフェスティバル 7 月 21－25 日 

 会場： KOBUCI III. Óbuda, Fő tér 1., Zichy-kastély udvar 

 https://kobuci.hu/obudai_blues_fesztival/ 

◆Formula 1 Hungarian Grand Prix 8月 2－4 日 

 場所：フンガロリング/ Hungaroring （2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.） 

  https://hung aroring.hu/hu/esemenyek/formula-1 

◆ゼネールー・ブダペスト  ～8 月 16 日 

 市内 16か所・600 無料コンサート公演が開催されています。  

 http://budapestmusic.info/ 

◆シゲット・フェスティバル 8 月 7－13 日 

 会場；Budapest, Óbudai-sziget (Óbuda Island) 

 7日間で１０００のショー・60 ステージ公演が繰り広げられます。 

◆第 33回 民俗工芸祭 8 月 17－20日 

会場：ブダ城 1011 Budai vár 

1000近い各ブースが立ち並びます。今年の招待国は日本。  

日本の工芸品・工芸職人のレクチャーなどが見る事が出来ます。 

◆聖イシュトバーンの日/建国記念日 8 月 20 日 

 国内で様々なイベントが開催されます。 

 

http://vajdahunyad.hu/
https://www.facebook.com/events/1204463949726128/
https://budapestpride.hu/fesztival/program
https://pim.hu/hu/esemenyek/17-pim-nyari-fesztival
https://hungaroringclassic.com/
https://airrace.redbull.com/hu/event/lake-balaton-2019#tab_overview
https://kobuci.hu/obudai_blues_fesztival/
https://hungaroring.hu/hu/esemenyek/formula-1
http://budapestmusic.info/
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【4】 コンサート情報 

★ブダペスト夏の芸術祭： http://eng.szabadter.hu/ 

★ヴァイダ・フニャディ古城夏の音楽祭 7 月 1 日―8 月 1 日 

 場所：ヴァイダ・フニャディ古城（英雄広場）1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár, Károlyi udvar 

http://vajdahunyad.hu/ 

★聖イシュトヴァーン大聖堂オルガンコンサート 毎週金曜日２０:００ 

 ヴィラーグ・アンドラーシュ（オルガン） https://port.hu/helyszin/koncert/szent-istvan-bazilika/place-1324 

★ブダペスト・ガラコンサート（全ハンガリアンプログラム） 

 会場：ペシュティ・ヴィガドー 及び ドナウ宮殿 

http://vigado.hu/programok/-/event/10184/budapest-galakonc-13/15008 

http://dunaszimfonikusok.hu/koncertek/budapest-gala/ 

♭ソロ、 ※室内合奏団、 ♪オーケストラ、 ♯室内楽、 ∮合唱音楽、 ∞その他 

♪4日(木) 20:00 ブダペスト市役所装飾庭園 

 コンチェルト・ブダペスト 

 ホルヴァート・ベーラ（オーボエ） 

 ケレニェーン・チャバ（クラリネット） 

 モハイ・バーリント（ファゴット） トート・バーリント（ホルン） 

 曲目：モーツァルト：シンフォニア・コンチェルタンテ 

    ベートーベン：交響曲第８番ヘ長調 op. 93 その他 

※8日(月) 20:00 オーブダ集会場 

 ブダペスト弦楽合奏団 

ハルチャ・ベロニカ(ジャズ歌手) 

 曲目：ラヴェル：ドゥルシネア姫に思いを寄せるドン・キホーテ 

   ガーシュイン：Someone To Watch Over Me,  

         It Ain't Necessarily So, Do It Again 

♪12 日(金) 19：30 ペシュティ・ヴィガドー 

 オーブダ・ダヌビア交響楽団 

 エルデイ・タマーシュ（ピアノ） 

 指揮：アイユーブ・グリエフ（アゼルバイジャン）  

 曲目：ウェーバー；コンチェルト・シュテュック 

    シューベルト：交響曲第 5 番  その他 

※17 日（水） 19：30 ハンガリー文化会館 

 アンドレアス・オッテンザマー（クラリネット、オーストリア） 

 ケレメン・バルナバーシュ（ヴァイオリン） 

 ホセ・ガジャルド（ピアノ、アルゼンチン） 

 曲目：バルトーク：コントラクト BB 116 

  ブラームス：クラリネット 3 重奏 op. 114 

モーツァルト；ピアノ 5 重奏 K. 493 その他 

※21 日(日) 19：30 リスト音楽院大ホール 

 ディミトリ―・スミルノフ（ヴァイオリン、ロシア） 

 マキシム・リザノフ（ビオラ、ウクライナ） 

ラーシュ・アンネシュ・トムテル（ビオラ、ノルウェー） 

マキシミリアン・ホルヌング（チェロ、ドイツ） 

ホセ・ガジャルド（ピアノ、スペイン） 

デヤン・ラジッチ（ピアノ、クロアチア） 

曲目：バログ・マーテー：TRI 序曲 （世界初演） 

♪21 日（日） 19：30 ペシュティ・ヴィガドー 

 ドホナーニ交響楽団 

 トート・マリアンナ（ピアノ） 

 指揮者：ドホナーニ指揮者アカデミー受講者 

 曲目：バルトーク：ディヴェルティメント BB 118 

   ベートーベン：ピアノ協奏曲ト長調 No. 4 

   ベルリオーズ：幻想交響曲 

♯23 日（火） 19：30 リスト音楽院大ホール 

 ジョシュア・ベル（ヴァイオリン、アメリカ） 

 デヤン・ラジッチ（ピアノ、クロアチア） その他共演者 

 曲目：ベートーベン：ヴァイオリンソナタ『春』 op. 24 

   バルトーク：ハンガリー民謡集 BB 110 

    ドボルザーク：弦楽 6 重奏 op. 48 その他 

♯27 日 16：00 リスト音楽院大ホール 

 ラーンキ・デジュー、クルコン・エディット（ピアノ） 

 曲目：リスト、デュカイ・バルナバーシュ、サティ作曲 

2 台ピアノ作品プログラム 

※29 日（月） 20:00 オーブダ集会場 

 アニマ・ムジツェ室内合奏団 

 カイ・フロムブゲン（オーボエ、ドイツ） 

 曲目：モーツァルト：オーボエ協奏曲ハ長調 K. 314 (285d) 

   ハイドン：交響曲第 49 番「受難」 その他 

http://eng.szabadter.hu/
http://vajdahunyad.hu/
https://port.hu/helyszin/koncert/szent-istvan-bazilika/place-1324
http://vigado.hu/programok/-/event/10184/budapest-galakonc-13/15008
http://dunaszimfonikusok.hu/koncertek/budapest-gala/
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【5】オペラ・バレエ・オペレッタ・ダンス情報 

※オペラ・オペレッタ・バレエ各公演は 7‐8 月は野外ステージ及び地方公演となります。 

主な開催場所： 

マルギット島野外ステージ Budapest, Zielinski Szilárd stny., 1138 

ヴァ―ロシュマヨール広場野外ステージ Budapest, Városmajor 6835/17 hrsz., 1122 

ブダペスト夏の芸術祭： http://eng.szabadter.hu/ 

【オペラ】 

11日(木) 20：00－22：45 会場： Veszprém 市 História kert  ヴェルディ：歌劇『リゴレット』 

20日(土) 20：00-23:00 会場：マルギット島野外ステージ  

ヴィットリオ・グリゴーロ （テノール歌手、イタリア）ガラコンサート 

25日(木)20：00‐22：30 会場：Balatonfüred 市 Gyógy広場 ハンガリー国立歌劇場合唱団ガラコンサート 

26日(金)20：00-22：30 会場：Balatonfüred 市 Gyógy広場 ハンガリー国立歌劇場ガラコンサート 

27日(土)20：00‐21：30 会場：Balatonfüred市 Gyógy広場 ANNA BALL-宮殿社交ダンス 

28日(日)20：00‐22：30 会場：Balatonfüred 市 Gyógy広場 オペラシネマ プッチーニ『ラ・ボエーム』2.0 

≪8 月≫ 

2 日(木)4 日(日)20：00 会場：マルギット島野外ステージ 

マスカーニ：歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』 

レオンカヴァッロ：歌劇『道化師』 

20日(火)20:00‐22：30 会場：マルギット島野外ステージ 

建国記念日コンサート 

Tolcsvay 兄弟：ミュージカル “Hungarian Mass” 

László Tolcsvay：新ハンガリー狂詩曲（世界初演） 

【ダンス】 

ハンガリーを拠点に活動されている鳥谷部歩美ホームページ 

https://ayumitoyabe.themedia.jp/ 

★国立ダンス劇場（Nemzeti táncszínház）http://www.nemzetitancszinhaz.hu 

○公演情報は随時掲載が更新されていますので、ご確認の上お出かけになられてください。 

Facebook HP：https://www.facebook.com/budapestdancetheatre 

ダンスカンパニーHP：http://www.budapestdancetheatre.hu/   

https://www.facebook.com/events/279768405480306/ 

 

【会場案内】 

・ヴァイダフニャディ城/ Vajdahunyad vára XIV. Városliget, Széchenyi-szige  TEL: 363-4201 

・ブダペスト市役所装飾の間/ Pesti Vármegyeház díszudvara V. Városház utca 7  TEL: 485-6800 

・リスト音楽院 / Zeneakadémia VI. Liszt Ferenc tér 8., Tel.: 342-0179 

・聖イシュトヴァーン大聖堂/Szent István Bazilika 

1051 Budapest, Szent István tér 1.   Tel.: (1) 317-2859 

・ドナウ宮殿/ Duna Palota V. Zrínyi u. 5.   Tel. 335-8330 

・ハンガリー文化会館/HAGYOMÁNYOK HÁZA  Budapest, Corvin tér 8, 1011 

・ペシュティ・ヴィガドー装飾の間 / Pesti Vigadó, Díszterem  V. Vigadó tér 2. 

・オーブダ集会場/ Óbudai Társaskör  III. Kiskorona u. 7    TEL:335-8330 

http://eng.szabadter.hu/
https://ayumitoyabe.themedia.jp/
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/
https://www.facebook.com/budapestdancetheatre
http://www.budapestdancetheatre.hu/
https://www.facebook.com/events/279768405480306/
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【6】お役立ち情報  

 ☆在ハンガリー日本大使館より (大使館ＨＰより引用)   http://www.hu.emb-japan.go.jp/ 

  以下、大使館ＨＰより引用   

★日本出入国の際の顔認証ゲートの本格導入(2018 年 9 月) 

https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news180904.html 

★政治経済月報（2017 年 3 月）http://www.hu.emb-japan.go.jp/files/000237870.pdf 

★日・ハンガリー・ワーキング・ホリデー協定の署名 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_004265.html 

★ハンガリー概要 (2019 年 6 月)  https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/bilateral_summary.html 

★安全の手引き（2018 年 2 月）http://www.hu.emb-japan.go.jp/files/000335773.pdf 

★運転免許（日本国内で運転可能な免許証種別）http://www.hu.emb-japan.go.jp/files/000090666.pdf 

【７】募集/宣伝  

■日本語幼児サークル参加者募集 

日本語幼児サークル…幼児対象の日本人の先生によるサークルです。 

日本語広場…乳幼児対象の親子参加型サークルです。 

月 2 回土曜日午前中、Szent Angéla Ferences Általános iskola és gimnázium 

（1024 Budapest, Ady Endre utca 3）入り口は、Zivatar utca側にあります。 

問い合わせ先：japanovoda@gmail.com 

■みどりの丘日本語補習校 

みどりの丘財団とは、日本とハンガリー重国籍者や、 

ハンガリーで学ぶ日本の子どもたちが、 

日本の文部科学省検定済み教科書を使って、毎週土曜日国語の学習をしている当校を支援・運営するために 2013

年に設立された団体です。みどりの丘財団の活動にご賛同頂ける皆様へは、今年の確定申告の折、 

皆様が納税する所得税の 1％を是非みどりの丘財団にご寄付頂けますようお手続きのほどお願い申し上げます。 

またお知り合いの方々にもご案内頂けますと幸いです。確定申告の締め日は毎年５月 20 日となります。 

何卒ご協力のほどお願い致します。詳細は下のロゴをクリックしてください。 

■ 賃貸フラット情報募集 

【物件情報】 

6・７区に物件情報（音だし可能物件含む）が 5 件ございます。 

家賃：12 万フォリントー15 万フォリント 

   

  留学生向け・家族向け賃貸アパート及び部屋などの情報を募集しております。 

  ブダペスト市内（2,5,6,7,8,12,13 区） 

賃貸されたい物件情報ございましたら、パプリカ通信までお知らせください。 

興味のある方はパプリカ通信まで御連絡ください。 

■ 売りグランドピアノ・アップライトピアノ  

   アップライトピアノ（25 万フォリント～） グランドピアノ（60 万フォリント～）  

レンタルピアノ 

  アップライトピアノ 12000 フォリント～  

  グランドピアノ 20,000 フォリント ~ 

興味のある方はパプリカ通信まで御連絡ください。 

http://www.hu.emb-japan.go.jp/
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news180904.html
http://www.hu.emb-japan.go.jp/files/000237870.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_004265.html
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/bilateral_summary.html
http://www.hu.emb-japan.go.jp/files/000335773.pdf
http://www.hu.emb-japan.go.jp/files/000090666.pdf
mailto:japanovoda@gmail.com
http://midorinookabudapest.blogspot.hu/p/blog-page.html
http://midorinookabudapest.blogspot.hu/p/blog-page.html
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■ 広告掲載募集 

パプリカ通信メールマガジン・ホームページ・フェイスブックでの広告掲載を随時募集しております。 

・無料掲載広告 非営利目的    

・有料掲載広告 営利目的 

ご興味のある団体・個人はご相談ください。 
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*当メールに掲載されている記事の無断転載・転用は禁止です。 

メールマガジン配信がご不要の方はお知らせください。 

お申し込み・お問い合わせは、こちらまで 

【発行元】PROPART HUNGARY BT 

proparthungary@upcmail.hu, proparthungary@gmail.com 

http://propart.client.jp/ 

パプリカ通信編集部: paprika.tsushin@upcmail.hu 

パプリカ通信ホームページ：http://paprikatsushin.client.jp 
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