
 **昨日のパーティではいろいろとお世話になり、本当にどうもありがとうござ
いました。私が撮りました写真を、ブルガリア大使館の皆様や、パーティに

ご参加の皆様とシェアできるよう、以下にアップさせていただきました。  

皆様にご覧いただければと思います。  
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なお、それぞれの写真をクリックすると少し大きく表示されますが、  

画面の右下の、22つの矢印が斜め22方向�を指すアイコンをクリックして、  

表示された写真の右上のVViieeww  aallll  ssiizzeessというところをクリックすると、  

さらに大きな写真((LLaarrggee))と、さまざまな写真のサイズが表示されます。  

OOrriiggiinnaallというところをクリックすると、一番大きいサイズの写真が見られ、  

（右クリックで）ダウンロードもできます。  

  

以下に感想を書かせていただきます。  

  

11．会の感想、ブルガリアの印象  

とても楽しく、ためになる会でした。  

それこそ「ヨーグルト」ぐらいしかイメージがなかったブルガリアのことが、  

ペタル・ニコラエフさんの見事な日本語のプレゼンで大変よくわかりました。  

私は言語学が専門なのですが、キリル文字の発祥がブルガリアだとは  

知りませんでした！  

ダンチョさんと石坂さんのブルガリア民族音楽演奏も素晴らしく、  

ガドゥルカの哀愁を帯びた音色や、変拍子のリズムの民族色あふれる旋律に  

すっかり魅了されました。  

ダニエラさんはじめ皆さんの楽しそうな踊りを見ていると、こちらまで  

なんだか楽しくなりました。  

ビュッフェランチも本当に豪華で素晴らしく、おいしかったです。  

ダニエラさんやカタージェフさんはじめブルガリアの方々やボランティアの  

皆さんのご努力とホスピタリティを強く感じました。  

大使のゲオルギ・ヴァシレフ様も、とても気さくに参加者と話されながらも、  

風格のある立派な方で、大使のおかげでブルガリアのイメージがアップする  

感じがしました。外国に駐在する日本の大使も、こんなふうであってほしい、  

と願わずにはいられませんでした。  

自然が美�しく、長い歴史と豊かな文化があり、人々の心も素朴であたたかい  

印象で、ブルガリアに一度行ってみたい、という気持ちが高まりました。  

本当に参加してよかったです。  

  



22..今後の会のために改�善した方がよい点、  

特にありませんでした。  

  

33．どんな企画を希望するか  

ハンガリーにも興味があるので、ハンガリー関連の企画をやっていただけた

ら、できれば参加したいです。  

それでは今後ともどうぞよろしくお願いいたします。HHHH  

  

  

**昨日は有難うございました。このような素晴らしい集いを可能にする渡辺  

さんのエネルギーに感服しました。  

以下はこの集いに参加した私の感想です。宜しくお願い申し上げます。  

  

11..ブルガリアの印象について  

大使館の集いというと何か堅苦しい雰囲気を想像しがちですが、今回の集ま

りは全くそんなことはなく、和気あいあいとして、参加した人たちもいい人

ばかりで、渡辺ファミリーのホームパーティーのような手作りの良さを随所

に感じました。それから、大使の飾�らない気さくなお人柄も印象的です。若

い人たちが前に出て踊り始めたとき、脇の机が邪魔になるのではとずいぶん

気を使い、大使自ら机を後ろに下げたりしていました。料理がみな手作りと

いうのも驚きです。石坂さんチームの音楽もよかった。こういう集いならい

つでも参加したいです。  

ブルガリアについては、これまであまり縁がなかったのですが、今回、国の

ことや国民性の一端に触れることが出来、単純にブルガリアが好きになりま

した。これから、ブルガリアについて歴史をはじめ色々と勉強します。  

22..今後の会のために改�善した方が良い点  

このままで良いと思いますが、あえて言えば、ブルガリアの歴史や風土等の

説明がもう少し欲しかった。  

  

33..今後、希望する企画  

大使館をステージに選んだ今回のような家族的な企画が今後とも続いていく

ことが希望です。お互いの国の理解について、フォーマルな形より今回のよ

うなフレンドリーな形の方がより進むのではないかなどと思っています。SSKK  

  

  

**お世話になりました。  大使館のご協力には心から感謝申し上げます。  

また渡辺さんが大使閣下を始め大使館の皆様との深い信頼関係の中で可能と

なった開催だったことに、心より敬意を表します。    



「知るは楽しみなり」  ブルガリアの文化に触れるチャンスが少ないので何も

かも新鮮でした。    

特にお料理は事前にレシピをメールで頂いたので一口一口、噛みしめていた

だきました。  おいしかったです。  ブルガリアと日本の友好関係がますます活

発になることを祈りつつ、感謝と御礼を申し上げます。  

ありがとうございました。IIOO  

  

  

＊ 11..会の感想・ブルガリアの印象  
よく企画された会で、実に心地よく時間が過ぎていきました。  

講義で他国のことを学ぶのも有益なことですが、大使館に実際に行き食事を

いただいたりすると、味覚と嗅覚でもその国の文化を体験でき、よりその文

化を楽しみ知ることができます。ブルガリアの料理は、想像していた以上に

あっさりしていて美�味でした。またワインもとてもおいしかったです。  

  

展示されていた女性の民族衣装が素敵なので、つい触ってしまいましたが、

白地のものは木綿で、紺地のものはウールでできているようでした。本でブ

ルガリアの民族衣装を見たことがありますが、視覚でしかわかりませんでし

たが、おかげさまで触覚でも知ることが出来ました。  

  

立食の時、私は庭で近くの方とお話しをしながら食べていましたら、  

大使が来て下さいまして、私たちとお話をして下さり、大使の温かいホスピ

タリティーに感激しました。大使館の会に参加させていただいた実感をしみ

じみ味わうことができました。  

   
22..今後の会のため改�善した方が良い点  

案内に添付されていた地図に目安となる建物や道路の名前が書かれていなっ  

かたので、公邸がなかなか見つけられずうろうろと探し回ってしまいました。

詳しい地図を添付して下さると、もっと親切だと思います。SSNN  

  

  

**  初体験のブルガリアの食べ物、民族舞踊、楽器の演奏を楽しませて頂きま

した。日本と同じく四季がある事に、とても親近感を感じました。  

多くの文化遺産が、大切に守られていく事を願うばかりです。  

この美�しい国に是非行ってみたいと思う様になりました。SSTT  

  

  

**本日は楽しい会を有難うございました。  

津田グループの大活躍で素敵なつどいでした。  



赴任したばかりの大使もとても気さくな方で最後までお付き合い下さいまし

て感謝致しております。  

きっと自国の国歌まで歌って下さるプログラムに感激なさったのではないで

しょうか。津田のコーラス部すごいですね。  

どこかのお国の大使（チェコ）と大違いです。  

文化報道官の方の流暢な日本語のお話、ダニエラさんのはにかむようなかわ

いらしさ、民族音楽のお二人もとても楽しく今度下北沢での会に伺わせて頂

くことになりました。  

お料理も素朴で本当のブルガリアのお料理を理解することができました。  

今年は日本にいて色々の国のお料理の食べ歩きにチャレンジしておりました

ので良い機会でございました。  

ブルガリアのフレスコ画もみてみたい気持ちになりました。  

とにかく中欧の国々は深い歴史がありながら、その歴史に翻弄されながら  

我慢強く生きていく方達にとてもシンパシーを感じます。  

周�りの国があまりにも傍若無人なふるまいをする国がありますので。  

とにかく渡辺さんの企画すごいです。CCKK   
  

  

**昨日は大変有難うございました。  感想下記します。  

11．会の感想、ブルガリアの印象  

昨日は大変楽しく、気持ちの良いブルガリアの会となり、参加させていただ

きとてもよかったと思います。  

   
こころに残るのは、大使始め大使館の方々の暖かい気持ちが伝わってきて、  

参加者は最後まで心地よく過ごせたことです。  

   
またブルガリア旅行の経験があったからか、自分の中にあるブルガリアの  

豊かな田園風景や素朴な感じのする人々、そして古代からの高度文明の  

遺跡の地などのイメージが、ますます固まってきたように感じました。  

   
この会の開催には大使館の方々はもとより、渡辺さんほか大勢の方のご尽力

があって初めて実現したものと、深く感謝いたします。  

  

22．今後の会のために改�善した方がよい点、  

よく運営されていたと思います。  過度にプロフェッショナルな運営をする

よりも公邸で行なわれることを考えると、私は昨日のような自然な運営に親

しみを感じました。  

   
 33．どんな企画を希望するか  



 今回のように大使館などで開催する場合、その国の歴史や歌、音楽などを含
む文化の紹介ができれば最高ですが、折角大使館の方々が参加されるのであ

れば、（一般参加者は少なからずその国の関心も高いと思われるので）、大

使館の方たちへの自由な質疑応答の場があってもよいのかなという感じもし

ます。NNNN  

  

  

**昨日は素晴らしい会に参加させていただき、本当にありがとうございました。  

興味深いお話や、素晴らしい演奏、おいしいお料理、  

すべてが心のこもったおもてなしという感じで印象深いひと時となりました。  

大使館のひとたち、ボランティアの皆さん、学生のみなさんの尽力があって

の賜物だと思いますが、なによりすべての音頭をとり、会を実現してくださ

った渡辺さんに心から感謝申し上げます。皆様のご苦労に心から御礼申し上

げます。  

  

      11..ブルガリアに関しては何も知らなかったので、大使のご説明、  

文化担当の方のお話、全てが興味深かったです。演奏も素晴らしく、  

独特のリズム、メロディーが印象的でした。  

お料理もおいしく、心がこもっており、素晴らしい場所、雰囲気、  

セッティングで、とてもよかったです。  

   
全体として、有意義で、楽しいひと時で、ブルガリアの温かさを  

感じました。  

   
      22..これ以上なにも望みません。素晴らしい会でした。  

大変なご苦労だったことと思います。皆様本当にありがとうございました。  

   
      33..公邸の各部屋にかけられていた、どこか哀愁が漂うけれど、懐かしいような  

いろいろな絵に大変心惹かれました。このような絵を生み出す、ブルガリア

文化とは一体どんなものなのか大変興味があります。  

歴史、宗教、文学、建築、どのような切り口でもよいので、ブルガリア文化

についてもっと知ることのできる企画があれば嬉しいです。SSHH   
  

  

**今日はどうもありがとうございました。  

とても盛りあがった、楽しい会でした。  

 前回は、確か11部屋のみに椅子を並べていたため少々狭かった覚えが  
あるのですが、今回は22部屋をうまく使っていらしたため、結構余裕があり、

よかったです。また、演奏や踊りも見やすかったと思います。  



 お料理は大使館のシェフがいなくなってしまったということでちょっと心配
しておりましたが、前回同様美�味しくいただきました。  

量も十分でした。明日冷やしたローズゼリーをいただくのが楽しみです。い

つもいろいろ学ばせていただき、ありがとうございます。KKAA  

  

  

**本当に素晴らしいブルガリア大使館の集いの会に、お招きくださりありがと

うございます。  

私どもが、下車場所を間違えてしまい、場所を探しまわって時間に遅れてし

まい、又子ども連れで、共に行動が取れなかったり、失礼してしまい、申し

訳ありませんでした。それにも関わらず、皆さん暖かく迎えて下さり、とて

もありがたかったです。心から感謝いたします。  

  

音楽でブルガリアと日本の繋がりを感じる事が出来る会でした。  

ブルガリアの国歌、そして、故郷を歌った時、不覚にも泣いていました。  

  

それぞれの国の、美�しい大地を称える気持ち、故郷への想いが、それらの歌

の中に詰まっていて、感動しました。美�しい歌を歌わせて頂き、心が洗われ

ました。ブルガリアの国歌のメロディー忘れません。  

  

ダンチョ＆石坂チームの演奏にも感動しました。  

うろうろしていた家の子どもですが、演奏が始まったとたん静かになり、熱

心に聴いた後に、寝てしまいました。  

子守唄のように、大地の力強さが感じられる素晴らしいご演奏でした。  

NNYYでコラボレーションしていた日系バイオリニストが、ジュリアードの先生

に学んだ後、ブルガリアに留学したという理由が、分かりました。弦楽器の

音の響き、リズムに独特の力強さがあると知り、とても勉強になりました。  

  

大使と思いもかけずお話しする事が出来ました。  

私が自作の舞踊「シルクマザー」をNNYYで制作した時に、ブルガリアンボイス

の曲を使った事をお話ししました。日本の製糸女工さんの力強さ、声になら

ない叫びを表わすのに最も的確な音でした。大使が、「パワフルな曲調は、

山の地方のものですね。」とお答え下さりました。実際にその地方の楽団の

公演があったら、是非聴いてみたい、その場に行ってみたいと思っています。  

  

又、大使にいつか私の作品「シルクマザー」を見て頂けたら、と思いました。

日本とNNYYで11０年ほど前に上演した作品です。戦前の日本の女工さん達が、抑

圧され滅私奉公で働いた結果、作られた日本の富が、結局第二次世界大戦で

消えた事、当時の抑圧された人々の声にならない叫びや痛みが、赦しと愛に



昇華する過程を描いた作品なので、非常に身体的に激しいものです。交通事

故の影響で今は出来ませんが、リハビリで、自分自身の身体を建て直し、こ

れが上演できるまでに絶対戻そう。と強く思いました。目標が出来ました。  

  

お食事も大変美�味しく、夜中までダニエラさん、カタージェラさんがご用意

下さった事、心から感謝いたします。  

  

企画をし、お誘い下さった渡辺様、ボランティアの方々のお陰で本当に素晴

らしい時間を家族で過ごさせて頂きました。夫も感謝しています。ありがと

うございました。MMSS  

  

  

＊とても楽しい時間を過ごさせていただきました。  

紳士的で素敵な大使とも、お話しできて感激です。  

写真も一緒に撮らせていただきました。  

音楽や、お話を聴き、ブルガリアへの興味がぐんと高まりました。  

今はむずかしいですが、いつか必ず行きたいです。  

お料理も一生懸命準備してくださったのですね！  

数少ないスタッフでよくあれだけの準備をなさったと感心しております。  

一緒にお手伝いしながらの会も、アットホームな感じでとても好きです。  

ただの「お客」ではないところが、嬉しかったです。  

またこのような企画があったら、ぜひ参加したいです。MMKK  

  

  

**2233日のブルガリア大使館の集いでは大変お世話になり有難うございました。  

  

11..戦前からの立派な建築の大使公邸で緑のお庭を望みながらのブルガリアの

郷土色豊かなお料理を頂いて大使はじめスタッフの方々の暖かさに感動し、

心豊かなひと時になりました。今まで知らなかったブルガリアの歴史ある文

化、音楽とダンス、素朴な人々がとても印象に残りました。  

22..  特に思いつきません。  

33..会費にはお土産代も含まれていると思いますが、中身の充実した予想外に嬉

しいお土産でした。ある程度会費を取っても今回のような充実した企画をし

てほしい。TTHH  

  

  

**昨日はお疲れ様でした。  

ブルガリアには行ったことがありませんが、とても身近に感じました。  



スライドまで準備してくださり、もっと詳しくお聞きできる時間があればと、

悔やまれます。お料理もおいしく頂戴しましたし、音楽も楽しませていただ

きました。公邸も素敵でした。ぜひ機会を見つけて、旅したいです。HHII  

  

  

＊昨日は本当に楽しい会をありがとうございました。  

渡辺先生は、毎回、企画から当日まで大変なご尽力でお疲れかと存じます。

毎回、新しい刺激を頂き、「この国に行ってみたい！」「いつ行こう！？」

と夢が広がる企画ばかりです。本当にありがとうございました。次回のイベ

ントは、もっとお手伝いできるといいなと思っております。  

学生さんをはじめとするボランティアの方々の働きが素晴らしく、良いパー

ティーになりましたね。  

  

11..前回のイベント同様、ブルガリアの方々の温かさが伝わるイベントでした。

大使のスピーチは、私たちブルガリアの良さを伝えようと、形式的な挨拶で

はなく、熱心にお話くださいました。「ヨーロッパの中で、一番古くから現

在の国名を保っている国です」というお話が印象的でした。ピエトロさんの

講演も、流暢な日本語でユーモアを交えお話くださいました。キリル文字が、

発祥はロシアでなく、ブルガリアだったということは初めて知り、改�めて歴

史のある国なのだと感心いたしました。  

  

・民族音楽舞踏は、こちらも前回同様、楽しいひと時でした。やはり最後の

〆は、石坂さんのダンスですね！  

  

・ランチは、前回と違ってケータリングですと聞いていたのでどんな感じだ

ろうと思っていたのですが、予想以上というか、十分すぎるほどの素晴らし

い品数、量、おいしいお味で、大変満足でした！ブルガリア料理は日本人の

口に合いますね。すべておいしかったのですが、特に私が気に入�ったのは、

パイと肉団子です。テーブルセッティングも素敵でした。皆様のお力が結集

したランチでした。お天気も良く、お庭を楽しみながら、おしゃべりをしな

がらお料理を楽しめたのが本当に良い思い出になり  

ました。ワインもおいしかったです。  

  

・ランチの最中も、大使を初め、ピエトロさん・ダニエラさんのお三方が、

みんなの歓談の輪に加わり、気さくな感じで接してくださいました。私たち

もブルガリアについて追加で質問をしたり、一緒に写真を撮ったりと、慎み

深くも温かな、そして真摯なブルガリア人の国民性を身近に感じることが出

来ました。音楽の石坂さん・ダンチョさんも飲み物コーナーにいらしたので、

楽器についての質問を追加でさせていただきました。お料理のカタ—ジェフ



さんとも少しですがお話し、お人柄の優しいく、ホスピタリティあふれる方

だと思いました。彼のお料理、おいしかったので、ぜひまた頂きたいです。  

  

・バラが咲く時期に、ぜひブルガリアを訪問したいと思いました。遺跡や教

会はもちろんですが、黒海沿いのリゾートも素敵ですね。  

  

22..お料理が残ってしまい、もったいない！学生のボランティアスタッフが持ち

帰られるよう、使い捨てのプラスチック容器でもあればよかった！と思うの

は、勿体ない精神のおばさんの考えでしょうか。  

  

33..西欧諸国は何かと情報が多く入�ってきますが、東欧諸国は比較的少なく、み

なさんがおっしゃっていたように「ブルガリア＝ヨーグルト」というイメー

ジが大きくなりすぎていますが、前回・今回のイベントで理解が深まり、ま

すます訪問したくなりました。東欧諸国を知る機会が増えると、今後の旅行

のプランを立てる時に参考になり、ありがたいですし、楽しみが増えます。

様々な国について、このようなイベントがあることを希望します。MMKK  

  

  

＊昨日はありがとうございました。  

渡辺様は企画から長い準備期間や後片付けまでお忙しかったことと思います。  

おかげさまで異文化体験できました。お世話になりました。  

  

11..大使と大使館員の方((いただいた『ミルクを食べる  肉を食べる』にお名前

が出てきたペタル・ニコラエフさんのお話には  自分の国を知って欲しいと

いう一生懸命だけど控えめな((押し付けがましくない))熱意を感じました。お話

面白く楽しく聞きました。  

個人的には  キリル文字がブルガリアで作られて拡がったもの  ということ

を初めて知りました。もう一つペタルさんがソフィア大学で日本語を学んだ

ということ。アジアの端の国の言語を教えてその国とつながる人材を育てた

いと思ってくれて色るんだ、ブルガリアは、と思いました。日本をそういう

国に位置づけしてくださっている。逆に日本でブルガリア語を教える大学っ

てあるのかな。ないとすれば残念。  

  

お料理はどれも慣れたものとは違うハーブや食材の香りがほのかにしておい

しかったです。  

  

22..私の耳の問題なのか  スピーカーの問題なのか  マイクからの音が大きす

ぎて逆に聞き取りにくいときがありました。TTKK  

  



  

**「ブルガリア大使館の集い」に参加させていただきありがとうございました。

大使館への訪問というと何とも敷居が高い気がしますが、大使の人柄あふれ

たご挨拶、流ちょうな日本語でのプレゼン、民族音楽演奏、参加者の飛び入�

りダンス、そして、彩り鮮やか豪華なお食事等とても素晴らしい企画、運営

だったと手作り感にあふれ、心のこもったおもてなしに感謝の一言です。  

  

以前、クロアチアやハンガリーを旅して、国は綺麗だが、ぶっきらぼうな国

民性に旧共産圏は、こんな感じかなとおもっていましたが、あふれる笑顔で

迎えてくださったダニエラさんや大使館員の方々に印象が一変しました。  

また、バニツアを初めて食べて、美�味しいのにびっくり。  

ヨーグルトサラダのスネジャンカもよく冷えていて、暑い日のお料理にぴっ

たりでした。お土産にいただいた本に作り方が出ていたので、早速作ってみ

たいと思います。  

   
ブルガリアの音楽を初めて聴きました。  

同じスラブ系の哀愁をそそるハンガリー音楽とは、全く違い、明るい陽気な

旋律に驚きました。77拍子からできているせいでしょうか？  

皆さんが楽しく踊っていらっしゃるのを見て、輪に加わりたい衝動を覚えま

した。次回は是非お庭で音楽に合わせてみんなで踊れたら、楽しいかもしれ

ないですね。  

   
ブルガリアのことを何も知らずに参加させていただきましたが、終わってみ

れば、すっかりブルガリアファンになってしまいました。  

いつかバラの満開の季節に訪れてみたいと思います。  

ブルガリア大使館のみなさま、渡辺さんはじめボランティアのみなさま、本

当にありがとうございました。  IIOO  

  

＊66月2233日のブルガリア大使館での昼食会は、とても楽しい時間を過ごさせて

いただきました。どうもありがとうございました。  

ブルガリアと言えば、やはりヨーグルトのイメージしかなく、地理的にもヨ

ーロッパの真ん中あたりというあやふやな認識だったことを大反省させられ

ました。ギリシャ、トルコに接していることも音楽やお料理からもうなずけ

ます。ブルガリアの文化に触れ、大変興味を感じましたが、加えて、ギリシ

ャ、トルコを旅したことがあるので、その思い出もよみがえったひとときで

した。SSTT  

  

**昨日は本当にありがとうございました。  

 ・前もっての心構えがこまめに書かれてあったので、  



各人が自ら動くことを理解していてよかった。  

久しぶりの合唱は気持ちがよかったです。  

   
・大使のお人柄と休日の時間を割いてまでの献身的なお姿をありがたく思い、

すばらしいホスト役でいらっしゃいました。  

御恩に報いますよう、今日は映画を見に伺います。  

   
・お料理は健康的で、おなかがすっきりしたのは  

いうまでもありません。  

肉団子？トマトときゅうりのサラダ、パイ、そしてなにより、ローズジャム

とヨーグルトのデザートが最高でした。  

   
・通りかかったという以前の住人石坂泰三氏のお嬢さんが訪れてくださった

り、以前大使館に勤務されていらした松本さんのご出席と神様がセッティン

グされたような出会いは大使にもよい思い出となつたのではないかと思いま

す。ほほえましかったです。  

 すばらしいブルガリアのことわざに励まされました。  
NNeeww  mmoorrnniinngg,,  nneeww  lluucckk..でしたでしょうか。  

「団結は力」も心にのこりました。  

  

・渡辺さん、ダニエラさん他皆様のファイトに心より感謝申し上げます。  

   
・仕事を引退したら、訪れてみたい国の候補にあがりました。その日を楽し

みに。バラの谷で深呼吸をしたいと思います。感謝をこめて  MMOO  

  

  

**兵庫県赤穂市から参加しました。  

 本当にお世話になりました。  
飛行機で日帰りした甲斐がありました。  

いまだ興奮冷めやらぬ、という感じで、無理してでも本当に行ってよかった

です。書きたいことがあまりにたくさんあって、何から書いていいのやら。  

大使館の皆さんと、ボランティアくださった方へ、御礼を申しあげます。  

   
『ブルガリアについて』  

今まではブルガリアと言えば「ヨーグルト」「琴欧州」「バラ（ローズオイ

ル）」しか知りませんでした。  

大使のお話で、ブルガリアの歴史などにも触れ、尊厳を持っておられること

を含めて、感動いたしました。  

大使はじめ皆様のお人柄にも、本当にリスペクトです。  



今回お邪魔したハード面である公邸は、もちろん素晴らしい。  

建物も、お庭も、お部屋の改�装も。  

これだけでもいい経験させていただきましたが、ハードの上に素晴らしいソ

フトが乗っかって、私にとって感動の一日です。  

   
『民族音楽について』  

あまり触れられませんでしたが、楽器を後からみせていただきました。  

ガドゥルカは面白い楽器です。弦がたくさんあるけれど、実際に弾くのは33本

だけ。下のたくさんの弦はバイオンが鳴るのですね。  

音色聞いていたら、ガドゥルカはきっと西へ行ってバイオリンに・・・シル

クロードで東へ行って馬頭琴や二胡に、日本へは琵琶や胡弓に・・・  

と想像できました。  

『ブルガリア料理について』  

初めての経験でした。全く知識になかったブルガリア料理でしたが、本当に

どれもおいしくて、嬉しかったです。  

思った以上にスパイスが効いていました。  

ぶどうの葉っぱの料理はテレビで見たことがあったので、食べてみたかった

です。でも、カタージェフさんといろいろお話させていただいて、ご飯を入�

れるということなど、興味深いお話たくさん聞かせていただきました。  

レシピもいただいておりますし、今後は参考にいろいろ作ってみたいと思い

ます。皆さん集まる機会にも、ぜひ作って紹介しようと思います。  

   
『その他』  

ブルガリア国歌、歌詞はもちろんわかりませんが、帰りにメロディーが頭回

っていました。今後、オリンピックなどでもし国歌が流れることがありまし

たら、もちろん拍手して「知っています」と応援できます。  

昨日、空港では行き帰りブザーがなり、全身ボディーチェックをされました。  

それなのに、公邸への入�り口で、初めてなのに、名簿に「これです」と指差

しOOKKということが、いかに大使館側の渡辺さんの企画への信頼が厚いのかと

いうことを感じました。パスポートの要らない外国、そして日帰りのブルガ

リアの旅。素晴らしい一日をありがとうございました。KKAA  

  

  

**  昨日は、お招きいただき、本当にありがとうございました。  

何もかもが、楽しく、素晴らしく、岡山から日帰りする価値が十分ありまし

た。また、ぜひ、お誘いください。MMNN  

  

  

＊ブルガリア大使公邸の企画とても、よかったと思いました。  



ブルガリアという国に興味がわき、頂いた本を読みました。  

一度、機会があれば、行ってみたいとも、思いました。  

大使はじめ、皆様のおもてなしに感謝申し上げます。MMNN  

  

  

**今回初めて参加させていただき、とても素敵な時間を過ごさせていただきま

した。渡辺さんはもとより、お世話くださったすべての方に心より御礼申し

上げます。ブルガリア大使館の方々のお人柄によるところも大きいと思いま

すが、国を超えた結びつきをどのようにしたら上手く円滑にできるか、その

企画と心配りに敬服いたしました。ブルガリアが地理的に大変な位置にあっ

たことを改�めて知り、その歴史、文化をもっと知りたいと思います。行って

みたい国がまた一つ増えました。CCWW  

  

  

１．会の感想、ブルガリアの印象  

渡辺様、この度はお声がけいただきありがとうございました。  

とてもアットホームな会でした。  

お料理といい、音楽といい、みなさんで作り上げた会で楽しかったです。  

  

ブルガリアの印象は、あまり具体的に持っていませんでしたが、参加して、

思っていたより明るく、また人々も優しい印象を受けました。  

何より、大使がとても腰の低い方で、熱心にお話をしてくださる姿が、身近

に感じました。  

また、このような機会でないと、お話できないような年齢や職業も異なる方

と話す機会がとても貴重でした。  

  

２．今後の会のために改�善した方がよい点、  

特にないですが、キッチンでお手伝いをさせてもらったので、最初の大使の

話が聞けなかったのが残念です。  

と、言ってもブルガリア大使館のキッチンに入�れることのほうが、貴重だっ

たかもしれません。津田の学生とともに、食事の手伝いをさせてもらって楽

しかったです。  

津田の学生は昔と変わらず（！？）、みないい学生で安心しました。  

  

３．どんな企画を希望するか  

自分の知らない世界を知ることは、とても興味があり、刺激になります。  

具体的に企画してほしい企画がすぐ浮かびませんが、またこのような機会が

あれば、ぜひお声がけいただけると幸いです。  

今回は貴重な体験をさせていただき、どうもありがとうございました。NNAA  



  

  


