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年頭のご挨拶年頭のご挨拶年頭のご挨拶年頭のご挨拶    

横浜スペイン協会 会長 下山利明 

2023 年の新しい年を迎え、皆様方のご多幸を心からお祈り致します。 

ここ数年間、年頭のご挨拶では新型コロナの話で一喜一憂しておりましたが、ようやく通常の生活に戻って

きたことを強く実感しております。それを証明するかのように、昨年は多くのイベントが開催され、多忙な

１年となりました。特に印象深かったのは、フィデル・センダゴルタ駐日スペイン大使に当協会の名誉会長

にご就任頂いた事でした。また、年初に策定した活動計画は、ほぼリアルで実施することが出来たことも喜

ばしいことです。スペイン語教室の特別講座を始めとして、スペイン・サロンでは 2 つの講演会と料理・ワ

イン各講座が開催され、毎回満員御礼でたくさんの参加者とともに楽しい時間を共有することが出来まし

た。今年は、リスクには配慮しつつ計画の実現に向け積極的に動いて参ります。国際交流に関しては 2020

年の実施が延期されていたロンダ市での桜植樹の再開。また、日本国内においては、大学や民間のスペイン

語圏の方々や全国の交流協会の関係者との交流と連携の強化を進めて行きます。 

当協会の設立趣旨は「スペイン国に深い関心と理解を持つ者が集い、会員相互の親睦を図ると共に、スペ

インとの文化交流の促進に努め、日本とスペイン両国の友好親善関係の発展に寄与する」です。この設立趣

旨に則り、同じ志を持つ会員が集い活動するボランティア団体です。このことを、ご理解いただき、皆様と

一体感を持って活動して参りますので、引き続きご支援のほど、よろしくお願い致します。 

    

2222023023023023 年年年年    横浜スペイン協会横浜スペイン協会横浜スペイン協会横浜スペイン協会    活動計画活動計画活動計画活動計画                            

 総務・企画 スペイン語教室 スペイン・サロン スペイン・サークル 会報 

1 月  クラス委員会  ＊旅でスペインを識ろう会 新年号 

2 月 新春親睦パーティー（2/4）   毎月第 2 月曜日  

3 月 ロンダ桜植樹(3/28)  料理講演会 （8 月はお休み）  

4 月  前期講座 開始 文化講演会     春号 

5 月 定時総会（5/27）  音楽公演会 ＊スペイン文学に親しむ会  

6 月    毎月第 3 金曜日  

7 月  クラス委員会   夏号 

8 月  夏期文化講座  ＊巡礼サークル  

9 月   文化講演会      

10 月 National Day 式典 後期講座 開始   秋号 

11 月         

12 月      



 

●スペイン語クラス 

◆◆◆◆平日金曜日夜間の入門講座「マルガリタクラス」開講のご案内平日金曜日夜間の入門講座「マルガリタクラス」開講のご案内平日金曜日夜間の入門講座「マルガリタクラス」開講のご案内平日金曜日夜間の入門講座「マルガリタクラス」開講のご案内    

4 月 7 日より、毎月第 1，2，3 金曜日にスペイン語を初めて学ばれる方、および一度学んだことはあるが、

もう一度初めから学びなおしたい方向けの「マルガリタクラス」を開講する予定です。当協会としては久し

ぶりの平日夜間のクラスですので、お知り合いの方でお仕事等があり昼間は参加が難しい方などにお声を

かけていただけたら幸いです。 

同クラスを担当いただく中園竜之介先生は、駐日コロンビア大使館通商部に勤務されたご経験があり、現在

当協会の「フレシアクラス」と「リリオクラス」の講師をしていただいています。 

講座は、18：30 から 20：00 の 90 分、場所は横浜駅東口より徒歩 2 分のスカイメナーにある貸会議室 609 号

室の予定です。受講の申し込みや講義内容等に関するお問い合わせは次のクラス担当者のアドレスあてメ

ールでお願いします。 spanish_class@yokohamaspanish_class@yokohamaspanish_class@yokohamaspanish_class@yokohama----spain.jpspain.jpspain.jpspain.jp 

初回の受講日は、他のクラス同様に無料で見学していただき、後日正式に受講するか決めていただくこと

が可能です。（岩田岳久） 

    

◆◆◆◆「スペイン語で新聞、雑誌を読むクラス」の特別公開講座のお知ら「スペイン語で新聞、雑誌を読むクラス」の特別公開講座のお知ら「スペイン語で新聞、雑誌を読むクラス」の特別公開講座のお知ら「スペイン語で新聞、雑誌を読むクラス」の特別公開講座のお知らせ   ご自由に参加できます！ 

演題: 「アルゼンチン、日本の地球の裏側の国を知る」1810 年（5 月革命）から現在までを、歴史的・地

理的・文化的に俯瞰（「新聞」クラス 栗山講師の通訳付き） 

講師: Diego Barbanente ブエノスアイレス大学法学部講師（夏期休暇で来日中）  

日時: 2023 年 1月 28 日（土）10:15－11:45 

場所: 波止場会館 4F 大会議室  横浜市中区海岸通 1-1 TEL 045-201-3842 

参加費: 1500 円（会場でお支払いいただきます） 

締め切り日： 2023 年 1月 21 日（土） 

お問い合わせ・お申込み先: spanish_class@yokohamaspanish_class@yokohamaspanish_class@yokohamaspanish_class@yokohama----spain.jpspain.jpspain.jpspain.jp 

●スペイン・サロン 

「地域ごとのスペインワインを楽しむ」「地域ごとのスペインワインを楽しむ」「地域ごとのスペインワインを楽しむ」「地域ごとのスペインワインを楽しむ」    

2022 年 11 月 5日(土) 横浜波止場会館シーサイドラウンジ SaLa 

講演者：大戸尚美氏 

理事服部さんの開会の言葉「皆さん 3 年間お待たせ

しました」にこの日を待ちわびていた参加者 30名のみ

んなの笑顔が弾けました。博識な講師大戸尚美さんの

ワイン解説、①風土②歴史③品種④産地⑤チーズによ

り一層ワインに対して愛着が湧きました。カタルーニ

ャ産の「カヴァ」の説明ではぶどうの糖を食べる酵母

を入れると酵母にガスが溜りおならをします。そのおならが泡になるという軽妙な

お話に皆、大笑いです。しかもそのおならが瓶の中で行われる「瓶内二次発酵」に

はビックリです。その他ガリシア産の品種「アルバリーニョ種」が多湿・海洋性気

候が似ている新潟県で栽培されているとのお話しにまたまたビックリ。ワイン作り以外に気候・風土・文

化のお話がワインを楽しむための土台になり、お酒の苦手な方でも楽しめる会になりました。次回は是

非、ご参加をお薦めします。（星野 伸行） 

 



 

会員の方に誘われ、まだ色付かぬ銀杏並木の下を通り、スペインワインを楽しむ会に初めて参加させて

頂きました。最初にワインの説明をして頂き、大好きなカヴァが、グラスにたっぷりと注がれ、乾杯とな

りました。その後それぞれ素晴らしい風味の白、赤を味わい、1万円もするという羊のチーズ(ケソ・マン

チェゴ・アルテサーノ)にママレードを付けて、ご用意下さったタパスと一緒に頂きました。3月に現地集

合でロンダに行く、桜の植樹のイベントのお話しなど、どのテーブルでも話の花が咲き、あっという間の

2 時間でした。(美座 由美) 

 

 

☆次回のスペイン・サロン 

テーマ：「スペインのお菓子と歴史」 

日時：2023 年 3月 3 日(金) 14:00～16：00 

   会場：波止場会館１F 多目的ホール 

講師：丸山久美先生 

お申し込み：詳細は HP掲載のチラシをご覧ください。 

●スペインサークル 

≪≪≪≪旅でスペインを識ろう会旅でスペインを識ろう会旅でスペインを識ろう会旅でスペインを識ろう会≫≫≫≫    

「みんなで話そう、スペイン第 3の都市バレンシアの魅力！」          

2022 年 11 月 14 日(月) かながわ県民センター709 号  

講演者：古賀恵子氏 

マドリッド、バルセロナに次ぐ第 3 の都市バレンシアですが、実は魅力いっぱいの町で、マドリード、バ

ルセロナに比べると面積はコンパクトで治安も良く、とても過ごしやすい町だそうです。歴史ある大聖堂、

バレンシア美術館(青い屋根が特徴的なバロック様式の建物で、入場料がなんと無料だそうです)、バレンシ

ア伝統のパエリア(ウサギの肉、鶏肉、平豆、インゲン豆を使う)、地中海に面した海(マルバロッサビーチ)、

「芸術科学都市」、バレンシア中央市場(お土産を買うのに良い)、火祭り(スペイン三大祭りのひとつで爆竹

ショーや民族パレードが行われる)など、魅力的なお話を伺いました。 

 

◆◆◆◆清泉女子大学名誉教授・吉田彩子先生ご指導のサークル「スペイン文学に親しむ会」開講のお知らせ清泉女子大学名誉教授・吉田彩子先生ご指導のサークル「スペイン文学に親しむ会」開講のお知らせ清泉女子大学名誉教授・吉田彩子先生ご指導のサークル「スペイン文学に親しむ会」開講のお知らせ清泉女子大学名誉教授・吉田彩子先生ご指導のサークル「スペイン文学に親しむ会」開講のお知らせ    

ミゲル・セルバンテスの「ドン・キホーテ」や「模範小説」の講読を吉田彩子先生にご指導頂いて参り

ましたが、今回はスペイン現代文学の代表作家の作品を先生と一緒に学んで参ります。 

内容は以下の通りです。 

＊開講日時；毎月第 3金曜日 14:00～15:30 (第 1 回目 1 月 20 日) 

＊講座形式：Zoom（コロナ感染が沈静化した時点で、かながわ県民センターで対面講座に移行の予定） 

＊講座内容：「Mientras ellas duermen」（女が眠るとき）14 編の短編集 スペイン文学現代作家ハビエ

ル・マリアス（1951～2022） 

＊参加費： 参加人数により決定（1,500～2,000 円/１回）受講料は確定次第お知らせ致します。 

ご興味のある方は次のメールまでご連絡ください。AkkyoAkkyoAkkyoAkkyo----106@jcom.home.ne.jp106@jcom.home.ne.jp106@jcom.home.ne.jp106@jcom.home.ne.jp (福長昭代)    



 

��������ロンダロンダロンダロンダ桜植樹桜植樹桜植樹桜植樹プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて 
会員の皆様には、既に 2023 年 3 月 28 日にロンダに於いて、桜植樹と文化交流を行うプロジェクトを行う

事をお知らせしております。この提案を、受入れ先であるロンダ市に打診しておりましたところ、この度 

ロンダ市長の María de la Ｐaz Fernandez Lobato さんから次のように正式レターが届きました。 

「コロナ感染拡大により、数年間、中断されていた連絡が再開された事をうれしく思います。2023 年 3 月

にロンダの地を訪問し、桜植樹 30 周年のお祝いを通じて、スペイン・日本両国間で交流できることを心か

ら歓迎します」（概要）来年、3 月までに、まだいくつかクリアーにしなければならない課題はありますが、

実現に向けプロジェクト活動を加速させます。今一度、参加をご検討ください。（岩田岳久） 

    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊        協会からのお知らせ協会からのお知らせ協会からのお知らせ協会からのお知らせ        ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

◎◎◎◎※重要なお知らせ※重要なお知らせ※重要なお知らせ※重要なお知らせ        《年会費振込のお願い》《年会費振込のお願い》《年会費振込のお願い》《年会費振込のお願い》    

2023 年度会費下記要領にて、お振込みのほどよろしくお願いいたします。 

記 

1.年会費  会員 3,000 円    賛助会員  10,000 円 

2.振込先  みずほ銀行 鶴見支店（店番号 362） 

普通預金  口座番号 2518340 口座名義  横浜スペイン協会 

           3.振込期限 2023 年 3 月 25 日(2023 年 1 月 4 日より振込受付開始) 

《注意事項》-誠に恐縮ですが、振込手数料は会員様にてご負担をお願い致します。 

                -振込期限までにお振込み頂けた場合、ホームページ協会会員専用 

ページアクセスパスワードをご連絡致します。 

◎《新春親睦パーティーのお知らせ》《新春親睦パーティーのお知らせ》《新春親睦パーティーのお知らせ》《新春親睦パーティーのお知らせ》    

日時：2月 4 日（土） 12:00～14:45  

会場：KKR ポートヒル横浜（港の見える丘公園隣） 

 ＊詳細はホームページにて掲載いたします。年１回、会員一同が集まり、親睦をはかる 

重要なイベントです。ぜひ、会員の皆様のご出席をお待ちしております。 

 

＜＜賛助会員各社の会員サービス内容＞＞ 

◆会員証の提示で、下記賛助会員企業より表記のサービスが受けられます。 

賛 助 会 員 住  所 ☎番号 会員サービス 

カサ・デ・フジモリ関内本店                     横浜市中区相生町1-25 045-662-9474 サングリア１杯無料 

Bar Español                      横浜市中区相生町2-43-2 045-651-1074 サングリア１杯無料 

 

≪編集後記≫ Copa MundiaCopa MundiaCopa MundiaCopa Mundiallll サッカーワールドカップ！この原稿を書いている今現在、日本とスペイン両国

ともトーナメントに進むことは出来ましたが、ベスト 8の壁は厚く残念ながら敗退。グループリーグでは同じ組

になって直接対決もあり、にわかファンの私でも各試合を夢中で応援しました。テレビ画面にはノーマスクで盛

り上がるサポーターがおお写しで、コロナのことなどすっかり忘れていました。これでいいのかどうかはわかり

ませんが、いっときでも鬱陶しいコロナを忘れさせてくれたワールドカップに、ブラボー！ですね。（A.S） 

 

編集長/下山綾子  編集委員/ 岩田岳久 大戸正彦 下山利明 武菱邦夫 服部君江 原健三郎 松村清  

 
投稿寄稿宛先  E-mail    全般 : info@yokohama-spain.jp 

スペイン語教室: spanish_class@yokohama-spain.jp 
スペイン・サロン:spain_salon@yokohama-spain.jp 

横浜スペイン協会       ホームページ：http://www.yokohama-spain.jp 

次回の原稿締切は 

3333 月月月月 11115555 日日日日((((水水水水))))ですですですです    


