2019.4.17
日本・トルコ協会からのお知らせ
令和元年度年次総会
令和元年度年次総会を 5 月 24 日（金）18 時より明治記念館にて開催致します。
別紙をご参照の上、5 月 10 日（金）までに出欠のご返信を下さいますようお願い致します。
「トルコ至宝展 チューリップの宮殿 トプカプの美」関連
トルコ文化年 2019 記念「トルコ至宝展 チューリップの宮殿 トプカプの美」が現在、東京で開
催されています。トプカプ宮殿所蔵の貴重な宝飾品、美術工芸品約 170 点が展示されています。
（日
本・トルコ協会は本展に協力しております。）
会期・会場： 開催中～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/）をご参照ください。
【お知らせ】
本展に協賛している日本製粉様より会員の皆様へ、特別鑑賞会（5 月 7 日（火）14:00～20:00。
入場は 18:30 まで）のご案内を頂きました。ご希望の方は事務局までメール、またはファックスに
て、件名「トルコ至宝展鑑賞会」
、本文に①氏名 ②郵便番号 ③住所 ④電話番号を明記の上、4
月 24 日（水）までにお申込みください。先着順にてご案内状をお送り致します。
・1 通のご案内状につき 2 名様でご入場頂けます。
・当日は 16 時と 18 時より、担当研究員による解説会（定員 260 名）が行われます。
【トルコ文化年2019関連】コンサートのご案内
2019 年 5 月 13、14 日にトルコ文化年を記念し、コンサートが開催されます。詳細についてはユ
ヌス・エムレ インスティトゥート東京にお問い合わせ下さいますようお願い致します。
尚、コンサートのチケットをご提供頂いておりますので、鑑賞ご希望の方は事務局までメール、
またはファックスにて、件名「コンサート」
、本文に、①希望の公演日 ②枚数（原則としてお 1
人様 2 枚まで） ③氏名 ④所属 ⑤郵便番号 ⑥住所 ⑦電話番号を明記の上、5 月 7 日までに
ご連絡ください。尚、希望者多数の場合は抽選とさせて頂きます。
①Turkish Musical Journey From West to East
会期：2019 年 5 月 13 日（月）18:00 開場 18:30 開演
指揮：Murat Cem Orhan
ソリスト：Murat Karahan（テノール）
主催：トルコ共和国文化観光省
②「日本・トルコ 世界平和への訴えコンサート」
会期：2019 年 5 月 14 日（火） 18:00 開場 18:30 開演
曲目：紀伊の国交響組曲 第 5 楽章 友情 その１ テヘラン脱出
その２ エルトゥールル号の軌跡
作詞・作曲・指揮：向山精二
ソリスト：ナズル・アルプテキン
オーケストラ：トルコ共和国国立オペラバレエ団
主催：ユヌス・エムレ インスティトゥート東京、トルコ文化センター
協賛：ターキッシュ エアラインズ、エコガス㈱
後援：トルコ共和国大使館
＊同封のチラシをご参照下さい。
【共通事項】
会場：なかの ZERO 本館 大ホール（東京都中野区中野 2-9-7）
＊同封チラシの住所には誤植がございますのでご注意ください。
同時開催：「エルトゥールル号遺品特別展示」
＊5/13,14 ホワイエにて。14 日の展示は 19:30 まで
問合せ：ユヌス・エムレ インスティトゥート東京
Tel 03-6452-9258 tokyo@yunusemre.or.jp

2019.4.17
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トルコ大使館主催 Charity Bazar
トルコ大使館が孤児と援助を必要とする学生たちへの支援を目的としたバザーを開催します。
5000 円以上お買い上げの方の中から抽選で、ターキッシュ エアラインズで行くイスタンブル往復航空
券が 1 名様に、航空券 20％割引券が 5 名様に当たります。
会期：2019 年 4 月 20 日（土） 10：00～17：00
会場：駐日トルコ共和国大使館（東京都渋谷区神宮前 2-33-6、TEL: 03-6439-5700）
問合せ：ユヌス・エムレ インスティトゥート東京 tokybaharkermesi@gmail.com
②「山田寅次郎 オスマン倶楽部 2019」
今年もワタリウム美術館にて講演会等の催しが開催されます。（時間はいずれも 19：00〜20：30、有料）
4 月 19 日（金）「オスマン帝国とチューリップ文化」（講師：ヤマンラール水野美奈子）
4 月 26 日（金）「多文化社会のしくみ」（講師：鈴木董）
5 月 24 日（金）「支配の組織—宮殿から軍隊まで—」（講師：鈴木董）
6 月 7 日（金）「オスマン帝国の祝祭と娯楽」（講師：奥美穂子）
6 月 29 日（土）「オスマン建築と庭園」（講師：川本智史）
7 月 26 日（金）「天上の楽園 君府/コンスタンチノーブルで寅次郎は。」（講師：和多利月子）
問合せ・申込：ワタリウム美術館 渋谷区神宮前 3-7-6 http://watarium.co.jp
Tel 03-3402-3001 Fax 03-3405-7714 E-mail order@watarium.co.jp
③となみらいフェス 2019「トルコ・ヤロバ市姉妹都市締結 30 周年記念イベント」
富山県砺波市「となみらいフェス 2019」の会期中に、
「トルコ・ヤロバ市姉妹友好都市締結 30
周年記念イベント」が開催されます。
会期：2019 年 4 月 27（土）
、28（日）日
会場：砺波駅前広場（富山県砺波市）
問合せ：となみらいフェス 2019 実行委員会事務 ℡：0763-33-2109
④【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/
⑤【再録】大野繁写真展「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（ゼラチンシルバープリント）が開催されます。
会期：2019 年 6 月 6 日（木）～11 日（火）11:00~19:00（最終日は 16:00 まで）
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/
「アナトリア高原への通過点であったイスタンブルがいつしか目指す所と成りました。アジア・
ヨーロッパ・中東・アフリカを受け入れる懐の深いイスタンブル。深すぎて迷っている時、パム
ク氏の著書『イスタンブール』によりおぼろげながら進む先が見えたような気がしました。万華
鏡のように様ざまな顔を持つ都市のほんの一部でも捉える事が出来れば、終わりの無い、パムク
の影を探すイスタンブル逍遥。
」
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）
『イスラムが効く！』
内藤正典・中田考／著 ミシマ社 ¥1,600
『外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？』
内藤正典／著 ミシマ社 ¥1,600
『トルコ共和国 国民の創成とその変容―アタテュルクとエルドアンのはざまで』
小笠原弘幸／編著 九州大学出版会 ¥4,800
『帝国と遊牧民：近世オスマン朝の視座より』岩本佳子／著 京都大学学術出版会 ¥5,100
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：《ID》JTcemiyeti2017 《PW》29NHtrKk

