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メイ琴平～ハープで世界を旅する～④
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文化のクロスロード ブルガリアの魅力
−ヨーグルト・ワイン・バラの国
一般社団法人 May Music Office 代表理事

メイ 琴平

琴平メイ（May Kotohira）ハープ奏者

文化や地域を知ってもらうことに繋がれ

一般社団法人 May Music Office 代表理事。

ばと思いハープ、能や日舞の演目を入

福岡教育大学在学中にキャンベラ大学で文
化人類学、社会学を専攻。大学卒業後、青

れました。

年海外協力隊に参加。南米パラグアイで女

特に白河市南湖公園翠楽苑ハープ

性の自立支援のプログラムに携わる。現在

コンサートでは市長が参加、市の観光

パラグアイのハープを演奏し、音楽を通し
て国際交流事業を行っている。

課が来賓のマダガスカル大使の観光

各国大使館文化交流イベント、コンサート

案内をしたり、コンサートの中で白河市

を企画主催。FM ラジオパーソナリティやラ
イター業にも従事。

音楽と地方創生
2022 年最初のコンサートは経産省

ハープコンサート
・ ホテル椿山荘東京にてハープと 日
舞のコンサート

とマダガスカルのお土産を交換したり、
国際交流にもなりました。
音楽を通して地域を海外に発信を
することは、これからのコンサートの新
しい形になればと思いました。

の Jlodlive2 日本発コンテンツ海外配

日本の文化や美しさを感じる日本庭

地方にはその土地の文化、食、風

信採択事業として日本庭園コンサート

園を眺めながらのコンサートは聴覚だ

景、人との交流もあり、音楽を通して

を開催しました。

けではなく視覚にも訴える五感を研ぎ

日本の地方文化を海外に発信していき

澄ます時間になりました。

たいと思います。

※

日本庭園でコンサートを企画すること

それぞれのコンサートにはキルギス

日本庭園コンサートは May Music

見せるプロモーションビデオを作製し、

大使館、モルドバ大使、マダガスカル

Office youtube からご視聴いただけ

日本の文化や美さを音楽を通して海外

大使、モロッコ大使の来賓があり、言

ます。

に向けて発信するコンテンツを作成で

葉が通じなくても音楽を楽しんで、そ

きると考えました。

の国の曲を演奏すると喜ばれ、音楽

で音楽だけではなく日本庭園の風景を

公園と共催、白河市に後援、ホテ
ルに協力を頂き、2 月に以下 3 箇所の
日本庭園コンサートを行いました。
・千葉県立幕張海浜公園見浜園松籟
亭にてハープと能コンサート
・ 福島県白河市南湖公園翠楽苑にて

は言葉や文化が違っても通じ合うこと
が出来ると改めて感じました。
日本発コンテンツを海外に配信する

May Music Office youtube

さて、今回はブルガリアの魅力をお

ことでコロナ禍の中、日本を知らない、

伝えします。日本ではブルガリアといえ

また来ることができない海外の人に音

ば何と言っても「ヨーグルトの国」で

楽や芸能を通して日本の美しさ、伝統

すが、そのほかにもたくさんの魅力が
あります。
記事の作成に当たり、ブルガリア大
使マリエタ ･ アラバジェヴァさんを始め、
大使館の多くの方々にお世話になりま
した。以下の記事「ブルガリアの魅力」
は通訳・文化担当のエレナ ･ クツァロ
ヴァさんの原稿を筆者が編集したもの
です。

左からマダガスカル大使 ランジャザフィツィラヴ
マエリゾ氏、白河市長 鈴木和夫 氏、筆者

モルドバ大使ドゥミ
トル・ソコラン氏（中央）

※コンテンツグローバル需要創出促進事業
費補助金
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ブルガリア共和国の魅力

どんなところか

ブルガリアはバルカン半島に位置

リラ修道院

Ⓒブルガリア観光省

ネセバルの古代都市

Ⓒブルガリア観光省

しており、ルーマニア、セルビア、北
マケドニア、ギリシャとトルコに囲ま
れています。また、東には黒海があ
り、気候は大陸性気候です。ブルガ
リアはヨーロッパとアジアを繋いでお
り、文化のクロスロードと言われてい
ます。ブルガリアの面積は 11 万 1 千
k㎡で、現在人口はおよそ 700 万人で
す。言語はブルガリア語で、文字は
キリル文字です。キリル文字は９世
紀に作られ、ブルガリアで最初に使
われた文字です。ブルガリアが 2007
年 EU 加盟国になってから、キリル
文字はラテン文字とギリシャ文字に
続き、EU の第三の文字のひとつにな
りました。
宗教は主にキリスト教です。

に造られ、ヨーロッパで最も古い都
市の一つです。当時のトラキア人集落、

ブルガリアはヨーロッパで一番古

リラ修道院はリラ山を中心に 10

古代ギリシャとローマ時代、ブルガ

い国の一つです。1300 年間現在と同

世紀に造られました。この修道院

リア王国、そしてビザンツとオスマン

じ場所、同じ名前で存在しています。

はブルガリア正教会の中心的存在

帝国等の建造物がきれいに保存され

多くの民族や国の言語、文化、宗教、

の一つであり、ブルガリアにおい

ているため、ネセバルの古代都市は

文明のクロスロードの中心でした。毎

て最も文化的、歴史的、建築学的

1983 年にユネスコ世界文化遺産に登

年考古学研究者が、たくさんの芸術

に重要な遺跡の一つとして 1983 年

録されました。

作品、美しい金、銀、銅の宝飾品や、

にユネスコ世界文化遺産に登録さ

何千年も前の墓からフレスコ画の壁画

れています。修道院の教会に美し

を発見しています。現在ブルガリアの

く鮮やかな極彩色フレスコ画が保

世界遺産は 18 件（文化遺産７件、自

存されています。

然遺産 3 件、無形遺産８件）です。
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リラ修道院とネセバルの古代
都市
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ネセバルの古代都市は 3200 年前

ブルガリアの首都 : ソフィア
ブルガリアの首都ソフィアは、
ヨーロッパでも最も古い街の一つ

ソフィア市 Alexander Nevski

で、7000 年 も の 歴 史 が あ り ま す。

になっています。国内には 65 カ所の

街は温泉地として始まりました。

温泉リゾートがあります。

Ⓒブルガリア観光省

西ヨーロッパや中東、バルト海そ
してエーゲ海へ通じる主要な道路
が交差する場所でした。ソフィア

ヨーグルトの国、野菜の天国

は過去からの貴重な遺跡が今でも

ブルガリア料理の食材としては

数多く残っています。1879 年の 4

肉類、野菜が豊富です。ピーマン、

月 3 日ソフィアは首都になりまし

ニンジン、グリンピース、玉ねぎ、

た。現在、ソフィアの人口は 125

ジャガイモなど、ブルガリア人は

ル」スープです。タラトールは夏

万人です。

庭から取れる野菜が好きです。ブ

によく食べられる冷たいスープで

ルガリアは昔から農業国で、空気

す。また、ヨーグルトはトッピン

もきれいですし、土地は肥沃です。

グやソース、サラダのメイン材料

温泉文化

バニツァはブルガリアの伝統の

バニツァ

Ⓒブルガリア観光省

として使われています。

料理で、白いチーズとフィロペス

日本はご飯文化であるように、

ヨーロッパでは２番目に多くの温泉が

トリーで作られています。ブルガ

ブルガリアはパンの文化の国です。

ある国で、600 箇所以上のミネラル

リア人にとって一般的な朝ごはん

パンは全てのブルガリア料理の主

ウォーターの温泉があります。一番

であり祝日の料理でもあります。

食です。また、結婚式、新生児の

ブルガリアは温 泉文化の国です。

高い温度の温泉は、サパレヴァ・バ

ブルガリアはヨーグルトの国で、

洗礼などのゲストを迎える伝統的

ニャ温泉で、103 度です。温泉には

ヨーグルトを材料として使う料理

な行事には塩、蜂蜜などと一緒に

様々な治療効果のある成分が明らか

は多いです。その一つは、
「タラトー

食べられています。
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ワイン造りの伝統
ブルガリアはワインの国として
も世界で知られています。
ブルガリアのワインづくりは
６千年前にさかのぼる伝統があり
ます。ワインづくりはブルガリア
の文化や習慣と緊密につながって
います。過去には、古代トラキア
人が宗教儀式の際に神様と話す手
段としてワインを使用していまし
た。また、ブルガリア人は大事な
お客さんを迎える時、パンとワイ
ンで歓迎します。

ワイン博物館

Ⓒブルガリア観光省

ブルガリアのバラ谷

Ⓒブルガリア観光省

現在、ブルガリアは世界で主要
なワイン造りの国の一つです。ブ
ルガリアのワイン産地は主に 5 つ
に分類されていて、全国では 270
の ワ イ ナ リ ー が あ り ま す。 ま た、
ぶどう生産面積の 30％はブルガリ
アのオリジナル品種です。それら
はマヴルッド、メルニック、レッ
ドミスケット、ディミャット、ル
ビンとギャムザなどの品種です。
すなわちブルガリアにしかないユ
ニークなワインが多く製造されて
います。
ブルガリアワインが国際的な賞
を受賞し、高品質と素晴らしい味
わいでワイン愛好家を感動させて
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バラの国

されています。
毎 年 5 月 20 日 か ら 6 月 20 日 ま

います。最近、日本ではブルガリ

ブルガリアの国花はバラで、ブ

での約一か月間はバラつみの時期

アワインの輸入量がじわじわと増

ルガリアのバラで作られた製品は

です。ちなみに、1 リットルのロー

えています。2021 年度の第８回目

世界中に知られています。カザン

ズオイルを抽出するには 3500 キロ

サクラアワードにてブルガリアか

ラクの周囲はバラの谷と言われて

のバラの花びらが必要です。バラ

ら 49 種 の ワ イ ン が エ ン ト リ ー さ

います。バラの谷はブルガリア南

は、5 月、6 月頃満開となり、その頃、

れ、その内 30 種が入賞しました。

部のバルカン山脈のスレドナとゴ

主なバラ生産地ではバラ祭りが開

そしてその中で一種類が最高賞の

ラ山脈の山岳部間に広がっていま

かれます。

ダイヤモンドトロフィー賞を初め

す。ローズ製品は美容、美肌効果

毎年バラの女王が選ばれ、日本

て受賞、大成功をおさめました。

が高く、香りにはリラックス効果

にも訪問し、バラやブルガリアを

があります。ローズオイルやウォー

紹介するために、様々なお祭りや

ターは高品質で世界的に高く評価

イベントに出席しています。ちな
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みに 2 月 6 日は 日本でも「バラの

ア人と日本人がお互いの文化や歴

す。ブルガリアの選手たちは新体

日」として登録されています。

史に対し関心を持ち続け、特別な

操、空手、射撃、ボクシングとレ

絆で結ばれています。

スリングで６つのメダルを獲得し

ハーブの大国

2019 年に両国の初めての交流開

ました。

始から 110 周年、公式の外交関係

ホストタウンイニシアチブの下

ブルガリアはバラ以外に、ラベ

樹立から 80 周年、外交関係再開か

で確立されたブルガリアと６つの

ンダー、ひまわり、コリアンダー

ら 60 周年という両国関係における

ホストタウンの市がサポートして

など様々なハーブ生産の国として

三つの周年を迎えました。

いただいたことに心から感謝いた

有名で、昔からハーブの大国とし

ここ数十年の間に、ブルガリア

します。また、東京オリンピック

て世界で知られています。伝統療

と日本は、自由、民主主義、人権

後も引き続き交流・活動を強化し

法では、ブルガリアの豊かな自然

や法の支配といった共通の価値に

ていきたいと思います。

と南の太陽が育んだ 1500 種類以上

基づき、親密な友好関係や相互に

二国間の貿易と投資の促進、科

の薬草を活用しています。6 月にブ

利益がある協力関係へと発展して

学・イノベーション分野での協力

ルガリアを旅すると各地域でもラ

います。

の活発化、教育交流の積極的な取

私たちは政治的にハイレベルな

り組み、これらのすべてにおいて

ひまわり畑が見られます。そして、

対話や強い議会同士の絆を維持し

将来に向けて新しいパートナー

ブルガリアのはちみつは非常に美

ていると同時に、お互いに利益を

シップの構築が極めて重要です。

味しいです。ラベンダーやコリア

もたらす他の分野でも実りある協

また、日本におけるブルガリアと

ンダーなど、いろいろなハーブが

力関係を持ち続けています。例え

いう国のポジティブなイメージを

入っているはちみつもあります。

ば、経済、教育、文化、科学技術、

さらに育み、文化対話と地方自治

スポーツ、市町村同士・大学同士

体同士の交流が促進されるよう努

の協力関係、そして人と人との関

力していきたいと思いますので、

係などです。

よろしくお願いいたします。

ベンダー畑が見られ、8 月になると

ブルガリア人は、日本や日本文
化に対してたいへん興味をもって
ハーブとはちみつ

ブルガリアの ICT セクター
ブルガリアは IT スペシャリスト

います。毎年行われるディズ・オブ・

ブルガリア大使館 Twitter
＠ BulgariaInJapan

ジャパニーズカルチャー（日本文
化月間）では大変多くのブルガリ
ア人が参加します。
ソフィア大学およびヴェリコ・

の人口に占める割合いが高い国で、

タルノヴォ大学では日本語学科も

世界で 3 番目にランクされていま

あります。高校でも教えていると

す。またブルガリアは、女性の科

ころがたくさんあります。毎年お

学者や技術者の割合いが高いヨー

よそ 1300 人の若者が日本語を勉強

ロッパの主要な国の 1 つです。

しています。日本の外務省の調査
によると、ブルガリアは人口に占

ブルガリア大使館よりメッセージ
ブルガリアと日本は 110 年以上

める割合いでは日本語を勉強して
いる人の数が一番多いといわれて
います。

前から友好関係を保ち、充実した

2020 東京オリンピック大会はブ

協力を進めて来ました。ブルガリ

ルガリアの歴史に刻まれた大会で

左から筆者、ブルガリア大使マリエタ ･
アラバジェヴァさん、通訳・文化担当エ
レナ ･ クツァロヴァさん
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