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日本・トルコ協会からのお知らせ
第 75 回 トルコの夕べ （3/11）
トルコ文化年 2019「トルコ至宝展 チューリップの宮殿 トプカプの美」 開催記念
講師：ヤマンラール水野美奈子氏 会場：トルコ共和国大使公邸
来る 3 月 11 日に、
「第 75 回トルコの夕べ」を開催致します。今回は、
「トルコ文化年 2019」事業の一
貫である展覧会「トルコ至宝展 チューリップの宮殿 トプカプの美」開催を記念し、本展監修者である
ヤマンラール水野美奈子氏による講演会と、会員相互の懇親のひととき持ちたいと思います。会場は名誉
会長メルジャン大使のお取り計らいにより、特別にトルコ大使公邸を使用させて頂くことになり、懇親会
では大使公邸シェフによるトルコ料理をお楽しみ頂きます。
ご出席希望の方は、日本・トルコ協会 事務局へ電子メール、ファックス、葉書にて下記事項を明記の
上、3 月 1 日（金)までにお申し込み下さいますようお願い致します。
【記】
テーマ： 「トプカプ宮殿とチューリップ文化」
講 師： ヤマンラール水野美奈子
日 時： 2019 年 3 月 11 日(月)
18：30～20：30 （受付開始 18：10）
場 所： トルコ共和国大使公邸（東京都渋谷区神宮前 2-33-6）
プログラム： 18:10 受付開始
18:30 開始（開会挨拶等）
18:40 講演会
19:05 懇親会（立食スタイル）
20:30 終了
申 込： 日本･トルコ協会事務局へ電子メールまたはファックスにて、下記事項を明記の上、3 月 1 日（月)
までに事務局へご送付下さい。お申込を頂いた方には、申込受付のご連絡と当日のご案内を送
付致します。
【電子メール tkjts @itochu.co.jp Fax 03-3497-8038】
① メールの場合：件名に「トルコの夕べ(3/11)」と記載下さい。
ファックスの場合：本文に「トルコの夕べ(3/11)参加希望」と記載下さい。
② 氏名（必須） ③ご所属（任意） ④電話番号（日中連絡先）
＊お申し込みを頂いた方には、事務局より受付のご連絡を致します。
事務局からの返信がない場合は、お知らせ下さいますようお願い致します。
＊セキュリティーの都合上、事前申込のない方のご参加は受付できませんのでご了承下さい。
参加費： 日本・トルコ協会 役員/ 法人会員/ 個人会員及び家族：6,000 円、一般：8,000 円
定 員： 講演会：70 名程度（先着順。役員・会員を優先させて頂きます。
）
＊セキュリティー及び準備の都合上、必ず事前にお申込み下さい。
＊講演会はスペースの都合上、定員を 80 名程度とさせて頂きますが、ご了承下さい。
＊懇親会のみ参加も受付致します。お申し込みの際にはその旨を明記して下さい。
＊携帯メールでお申し込みの場合は、
事務局のメールが着信できるよう設定をお願い致します。
＊無断でキャンセルされた場合は会費を申し受ける場合がございますがご了承下さい。
《講師略歴》 ヤマンラール水野美奈子
専門分野：トルコ・イスラーム美術史および文化史
元・龍谷大学教授。NPO 日本トルコ交流協会代表。白鶴美術館評議委員。国際トルコ美術史学会常任理事。
慶應義塾大学文学研究科修士課程修了。イスタンブル大学文学研究科博士課程修了、文学博士号取得。
主著： 「世界美術大全集 東洋編 17 巻：イスラーム」（共著、小学館、 1999）、「チューリップ・ブック」 （共著、八
坂書房, 2002）、「イスラーム地域研究叢書第 8 巻：記録と表象；絵画が伝える情報」（共著、東京大学出版会、
2005）、「ヌルハン・アタソイ教授記念論文集：岩の表象；太湖石のイスラーム美術への伝来と展開」（原文トルコ語、
イスタンブル、2014）、The Turkish Japanese Factory: History Woven in Bursa, Bursa, 2015、復刻版 山田
寅次郎著「土耳古畫観」：現代語訳文、京都、2016 年 他
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第65回トルコ料理教室開催のお知らせ （3/13）
「トルコ至宝展 チューリップの宮殿 トプカプの美」開催を記念し、オスマン帝国時代の宮廷料理
Part4」をテーマに、東京の人気トルコ料理レストラン「イズミル」のオーナー・シェフ エリフ・アガ
フルさんを講師にお迎えし、トルコ料理教室を下記要領にて開催致します。
（協賛：日本製粉）
【記】
日 時：2019 年 3 月 13 日（水） 11:00～14:00（予定）
場 所：江上料理学院（東京・市ヶ谷）
受講費：会員 3,500 円 一般 4,500 円（お土産付）
＊シェフのデモンストレーションの後、実習と試食を致します。
＊試食の際はトルコ産ワインの試飲をお楽しみ頂きます。
定 員：24 名程度（先着順）
申 込：日本･トルコ協会事務局へ文書（電子メール、Fax、葉書）にて、下記事項を明記の上、3/6（水）
までにお申し込み下さい。申込者には当日のご案内をお送りします。
【電子メール tkjts@itochu.co.jp FAX 03-3497-8038】
＊「3/13 トルコ料理教室参加希望」と件名及び本文に明記の上、
①参加者氏名 ＊複数名参加される場合は、全員の氏名を明記願います。
②住所
③電話番号（日中連絡先）
＊事務局よりの返信がない場合は、お電話を下さいますようお願い致します。
＊携帯電話メールは事務局からの返信が届かない場合がございますのでご注意下さい。
（携帯電話メール以外のご利用をお奨め致します）
2019 年度年次総会
来年度の総会は 5 月 24 日に開催を予定しています。会員の皆様にはご予定をお願い致します。
春期トルコ語講座開講のご案内
4 月より春期トルコ語講座を開講致します。詳細は別紙をご参照下さい。
トルコ関連等の催し情報
当協会にご案内頂いた催し等をお知らせ致します。下記の行事については、都合により変更される場合が
ありますので、必ず事前に会場や主催者等にお確かめくださいますようお願い致します。
①【再録】「トルコ至宝展－チューリップの宮殿、トプカプの美」
「トルコ文化年 2019」を記念し、「トルコ至宝展」が東京と京都で開催されます。トプカプ宮殿展所蔵の貴
重な宝飾品、美術工芸品約 170 点が展示される予定です。（日本・トルコ協会は本展に協力しております）
会期・会場： 2019 年 3 月 20 日（水）～5 月 20 日（月）国立新美術館 企画展示室 2E
2019 年 6 月 14 日（金）～7 月 28 日（日）京都国立近代美術館
詳細は同展ホームページ（https://turkey2019.exhn.jp/）、及び同封のチラシをご参照ください。
②「企業様のトルコ進出に向けた現地事情と経済セミナー」
㈱エイチ・アイ・エスが上記セミナーを東京と大阪で開催します。詳細は HP をご参照くださいますよう
お願い致します。
日時・会場：大阪 2019 年 2 月 18 日（月）14:00～16:00 毎日インテシオ 4F 会議室
https://www.his-j.com/kanto/corp/seminor/index_2019feb_turkey_osaka.html
東京 2019 年 2 月 20 日（水）14:00～16:00 エイチ・アイ・エス セミナー会場
https://www.his-j.com/kanto/corp/seminor/index_2019feb_turkey_tokyo.html
問い合わせ：㈱エイチ・アイ・エス 03-5205-1703 (東京・大阪共通)
06-7635-4233（大阪）
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③ワサビ・エリシ主催「遥かイスタンブルから。Müze shop の千夜一夜物語。」
トルコの伝統的な針仕事オヤをデザインに取り入れた最初のブランド「Müze shop」のデザイナーの展覧
会と講演会が開催されます。同封のハガキもご参照ください。
＊展示会：2019 年 2 月 20 日（水）～3 月 4 日（月）
＊講演会：ギュリン・シェンユワの Oya 千夜一夜
日時・会場 2 月 23 日（土）13：00～15：00 ／ユヌス・エムレ・インスティテュート東京
参加費 2,500 円（要予約） お申し込みはワサビ・エリシへメール又は電話にてお願いします。
＊セミナー：Müze shop の Oya コレクション
日時・会場 2 月 21 日（木）13：30～15：30 ／ワサビ・エリシ 3F
参加費 2,500 円（要予約） お申し込みはワサビ・エリシへメール又は電話にてお願いします。
ﾒｰﾙ：info@wasabielisi.com TEL：03-6379-2590
ホームページ：www. wasabielisi.com
④FOODEX JAPAN 2019（第 44 回国際食品・飲料展）
アジア最大級の食品・飲料専門展示会「FOODEX JAPAN2019（第 44 回国際食品・飲料展）」に、
例年通り多数のトルコの団体や企業の出展が予定されています。詳細は HP をご参照下さい。
会期：2019 年 3 月 5 日(火)～8 日（金） 10:00～17:00（最終日は 16:30 まで）
会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）
入場料：5,000 円
ホームページ：https://www.jma.or.jp/foodex/
⑤【再録】（公財）中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所
「2018 年度トルコ調査報告会・第 29 回トルコ調査研究会」
会期：2018 年 3 月 25 日（月）、26 日（火）
会場：学習院創立百周年記念会館講堂
問合せ：アナトリア考古学研究所（℡：0422-32-7665）http://www.jiaa-kaman.org/jp/index.html
＊詳細は同封のチラシをご参照ください。
⑥【再録】ターキッシュエアラインズ「よっ得！イスタンブール」プロジェクト
ターキッシュエアラインズ(法人会員)は、イスタンブルでの乗継時間が 20 時間になるように往復航空券
を購入した場合、航空券購入後に発行されるホテル・バウチャーを利用してイスタンブルに無料で宿泊す
ることができます。詳細は下記 URL(英文のみ)をご覧下さい。
http://www.turkishairlines.com/en-jp/flights/stopover/
⑦大野繁写真展「
（仮称）ISTANBUUES パムクの影を探して」
個人会員でカメラマンの大野繁さんの写真展が開催されます。BW ゼラチンシルバープリント
約 40 点が展示される予定です。
会期：2019 年 6 月 6 日（木）～11 日（火）
会場：東京 池袋 ギャラリー路草（東京都豊島区南池袋 2-25-5+藤久ビル東五号館 14F
http://gallery-michikusa.jp/
トルコ関連新刊図書
トルコ関連の新刊書籍をご紹介します。
（価格は税別）
『オスマン帝国 繁栄と衰亡の 600 年史』 小笠原弘幸／著
『初の国産軍艦「清輝」のヨーロッパ航海』大井昌靖／著
『クルド人を知るための 55 章』
山口昭彦／編著

中央公論新書 ¥900
芙蓉書房出版 ¥1,800
明石書店
¥2,000

日本・トルコ協会 〒107-0061 東京都港区北青山 2－5－1 伊藤忠ビル内
TEL：03-3497-8039 FAX：03-3497-8038 E-MAIL：tkjts@itochu.co.jp

http://www.tkjts.jp ＊HP の会員用ページ：
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