グァテマラ・マヤ文化協会

ニューズレター
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協会創立２０年

2016 年 8 月 31 日

協会後援イベント
コンサートと朗読
「ポポル・ヴフ勇者の冒険」

当協会は 1996 年 3 月 29 日に設立され、今

10 月 16 日（日）

年で丸 20 年を経過しました。会員の皆様の

千葉県白井市

ご理解とこれまでのご協力にお礼を申し上げ
ますとともに、引き続きご支援を頂きますよ
うお願い申し上げます。

当協会の石戸謙一理事が館長を務められる白
井そろばん博物館と地元の白井コミュニティー
センターの共催で、「ポポル・ヴフの朗読とコ

林屋名誉顧問ご逝去

ンサート」が開催され、これに協会が後援、協

5 月 18 日

力致します。
このイベントは 2012 年～2014 年に協会が３
林屋永吉名誉顧問は、1998 年 1 月に会長に就

回シリーズで行った「ポポル・ヴフの朗読とコ

任されて以来 16 年間の長きにわたり会長を務めら

ンサート」が非常に好評であったため、上記博

れ、その後は名誉顧問として計 18 年間当協会の

物館のイニシアティブで、再演することとなっ

発展に絶大なるご尽力を頂きましたが、5 月 18

たものです。出演者チームはこれまでと同じメ

日に永眠されました。 昨年 12 月初旬に軽い脳

ンバーで、演奏が一層充実したものとなってい

梗塞で入院され、リハビリに励んでおられたと

ます。

のことですが、多臓器不全で亡くなられました

なお、これに先立ち出演者チームは、チーム

（96 才）
。通夜は 24 日午後 6 時、葬儀は 25 日

名を決定し、「ボス・デル・ボスケ・ミティコ

午前 10 時半、東京都文京区の護国寺で行われま

（Voz del Bosque Mítico：神話の森の声）」と

した。長きにわたり賜りましたご恩に改めて感

称することになり、今後はこの名称で活動を行

謝申し上げますと共に、ご冥福をお祈り申し上

うことになりました。

げます。

もう一度公演を聴きたい方、お近くにお住ま
いの方は是非お出かけ下さい。
日時：2016 年 10 月 16 日（日）15:30～18:00
場所：白井コミュニティーセンター
千葉県白井市復 1458-1
Tel:047-491-0166
主催：白井そろばん博物館および白井コミュニ
ティーセンター
出演：ボス・デル・ボスケ・ミティコ他
展示：西田擁平氏写真「Encuentros」
林屋名誉顧問（左から 2 人目）

2015 年 10 月 16 日

入場料：無料

協会のイベント会場にて
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ーを飲みながら、楽しく知識を広めたいと思い

協会共催イベント

ます。期近になれば改めてご案内を差し上げま

コンサートと朗読

すのでぜひお越し下さい。

「ポポル・ヴフ勇者の冒険」
10 月 25 日（火）、26 日（水）

講師：林俊幸氏（協会会員、元商社勤務）

札幌市

日時：2016 年 11 月 8 日（火）18:30～
場所：第 38 興和ビル 8 階ラテンアメリカサロン

当協会の名越隆雄理事（在札幌グァテマラ共和

テーマ：「グァテマラコーヒー」

国名誉領事）のイニシアティブで、札幌で「ポポル

対象：会員（およびその家族、友人、知人）

・ヴフの朗読とコンサート」を 2 回共催致しま

定員：20～25 名程度

す。期近になれば協会よりも改めてご案内を差

参加費：無料

し上げますので、北海道ご在住の会員の皆様、

イベント（マヤ料理）

会員のご友人、知人の皆様にはぜひお出かけ下

延期

さい。
日時：1) 2016 年 10 月 25 日（火）18:30～

今年 3 月にお届けしました「2016 年度事業計

2) 2016 年 10 月 26 日（水）18:15～

画と予算」で今年度の文化普及事業としてお伝
えしました「マヤ伝統料理 講演＋料理教室」

場所：1) 札幌市教育文化会館小ホール

は都合により、来年度以降とすることになりま

札幌市中央区北 1 条西 13 丁目

した。ご期待頂きました皆様にご迷惑をお掛け

2) ザ・ルーテルホール

致しますがご容赦頂きたくお願い致します。

札幌市中央区大通西 6 丁目 3-1
主催：在札幌グアテマラ共和国名誉領事館およ
びグァテマラ・マヤ文化協会

学生会員を新設

出演：ボス・デル・ボスケ・ミティコ

3 月 22 日

後援：グァテマラ共和国大使館他
入場料：1,500 円

マヤ文明やグァテマラに興味をお持ちの若い
方々に当協会に参加して頂き、活発に活動して

文化講座「グァテマラコーヒー」

頂きたいと考え、若い方、学生の方や研究者の

11 月 8 日（火）

方を対象に、学生会員を新設しました。年会費
は 1 口 2 千円です。

ラテンアメリカサロン

会員の皆さまのお知り合い、学校の後輩、ご
家族、
ご親戚、グァテマラ旅行で知り合った方々
暫く開催しておりませんでした文化講座を、

などに声をかけてお誘い下さい。

会員およびその家族とご友人・知人の皆様を対
象に、下記の通り開催致します。今回は 2013

役員人事

年 5 月発行の会報 No.25 に「コーヒー雑学」を

3 月 22 日

ご寄稿頂きました林俊幸氏にグァテマラのコー
ヒーにつきお話し頂きます。グァテマラコーヒ
2

ここ 1～2 年役員の訃報や退任が多くありました。

四之宮会長講演

役員の補充や役員会の若返りのため 3 月 22 日開

5月9日

催の理事会で下記の会員に理事および顧問に就

東京外国語大学

任頂くことを決議し、各位のご了解を頂きました。
（敬称略）
名越隆雄： 理事就任

四之宮会長が、東京外国語大学社会・国際貢

上崎雅也： 理事就任

献情報センター主催の講演会（白熱外交官シリ

中村誠一： 顧問就任

ーズ）で下記の通り講演されました。出席者は

尚、前述のとおり、林屋名誉顧問がご逝去されま

43 名で、当協会よりは近藤、上崎、板村が出席

したので、これにより現在の役員、顧問および職務

しました。

分担は本号末尾に記載の通りとなっています。
日時：5 月 9 日（月）14：30-16：00

会則の一部改正

場所：東京外国語大学 アゴラグローバル 3 階

3 月 22 日

プロジェクトスペース
テーマ：「グァテマラ大使を終えて～40 年の中

学生会員の新設および役員異動に伴い、下

南米サービスを振返って今思うこと～」

記のとおり会則の一部改正を行いました。
（１）学生会員の設置（第 5 条）
下記を追加
学生会員： 会費年額一口 2,000 円とする
（２）顧問の設置（第 14 条）
旧：
「本会に名誉会長と名誉顧問を置くこ
とができる」
新：
「本会に名誉会長、名誉顧問と顧問を
置くことができる」

協会のグァテマラ国内の窓口を設置

四之宮会長（左）の紹介

3 月 22 日
グァテマラ映画「火の山のマリア」
グァテマラに在住の方が当協会に連絡を取り

日本公開

やすくするために、協会のグァテマラ国内にお

2016 年 2 月 13 日（土）～3 月 25 日（金）

ける連絡窓口を松本広美理事にお願いすること
になりました。皆さまの在グァテマラの友人、

ニューズレターNo.25 でご案内しましたグァ

知人の方々に、機会がありましたら、お知らせ

テマラ映画 「火の山のマリア」の上映（岩波

ください。

ホール）が終わりました。映画をご覧になられ

グァテマラ国内窓口
松本広美
tel： 502-7832-5672
fax: 502-7832-9360
e-mail: istmotravel@yahoo.co.jp

た方は、現在グァマラが抱える社会問題につき
理解を深められたことと思います。
なお、本映画の上映期間中、当協会の PR チラ
3

シをホールに置かせて頂き、上映期間中に約

1400 枚がはけました。

夢がようやく叶ったとのことです。在グァテマ

上映終後、
岩波ホールより
「滅

ラの松本理事がコーディネートされました。

多に上映されることのない国の
映画でしたので、動員そのもの
は、厳しい面もありましたが、
役員・顧問および職務分担

幸い、良いお客さまに観て頂く

（2016 年 5 月 19 日現在）

ことができました。宣伝活動へのご協力、誠
＜役員＞

にありがとうございました。」とのメッセー

名誉会長

ジを頂きました。

Angela Maria Chavez Bietti
グァテマラ共和国特命全権大使

松本理事日本一時帰国
5月

会長

四之宮平佑

副会長

若林悟

理事

児嶋英雄

落合一泰

山口吉彦

前田直明

近藤敦子

石戸謙一

川名千鶴子

板村哲也

間瀬静夫

松本広美

名越隆雄

上崎雅也

松本広美理事が 5 月に日本に一時帰国されま
した。
同理事には現地の諸機関、
団体との連絡、
協会の PR などのご活動を頂いています。また、
昨年 10 月の協会のイベントで販売しました民
芸品の調達に尽力頂きました。また昨年 10 月大

監事

半田昌之

顧問

中村誠一

＜担当＞

規模地すべりで大被害を受けたカンブライ２村
への義援金の発案を頂き、イベント来場者の皆
様から頂いた義援金を現地に届けて頂きました。
5 月 17 日に役員
と有志で歓迎会を

事務局長

前田直明

渉外

若林悟

イベント

石戸謙一

川名千鶴子

広報

近藤敦子

板村哲也

間瀬静夫

松本広美

開催し現地事情に
文化講座

つき色々お話を聞

上崎雅也

かせて頂きました。

日本－グァテマラのトピックス

事務局連絡先

グァテマラの折り紙講師が日本でロケ

前田直明 tel/fax 04-2952-4749（自宅）
guatemaya@pop16.odn.ne.jp
半田昌之 handa@j-muse.or.jp

テレビ東京の
「ニッポン！行きたい人応援団」
の番組で、グァテマラの折り紙講師オットー・
サラビアさんが日本でロケを行っており、9 月

ｸﾞァﾃﾏﾗ国内窓口 松本広美

22 日（木）夜 7 時 53 分からテレビ東京で放映
ｔeｌ：502-7832-5672
ｆax:502-7832-9360
e-mail: istmotravel@yahoo.co.jp

予定です。オットーさんは、在グァテマラ日本
大使館主催の日本文化月間や文化事業に数多く
協力された方で、33 年前からの日本に行きたい

4

