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日本チェコ友好協会からのお知らせ
2022 年 8 月 5 日

第 1８回 日本チェコ友好協会 通常総会のご報告
Ma Vlast125 号をもって開催した第 18 回通常総会の結果をご報告申し上げます。
148 名の議決権をお持ちの会員の皆様に審議事項および評決用はがきを送付しご審議をお願いした結果、
49 名の会員よりご返信をいただき、全議案についてご承認をいただきました。
通常総会 主な決議事項
1.

202１年度 活動報告

賛成 49

2.

2022 年度 活動計画

賛成 49

3.

202１年度 決算報告および 2022 年度予算

賛成 49

また皆様からお励ましのメッセージなども頂戴いたしました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
協会の今後の活動等に関し、ご希望、ご提案等がございましたら、ご連絡いただければ幸いです。
本年度もよろしくお願いいたします。

訃報
日本チェコ友好協会の初代会長、大鷹節子名誉会長が、去る７月３日にご逝去されました。（享年 89 歳）
ここに謹んでお知らせいたしますとともに、生前に皆様から賜りましたご厚誼に心より深謝申し上げます。
ご葬儀はご家族のみで７月 9 日に営まれました。「協会のことをいつも気にかけていた」とご家族より伺いました。
今後とも大鷹名誉会長のご遺志を継ぎ、日本とチェコの交流に力を尽くしていく所存です。

日本チェコ友好協会

理事一同

チェコ語講座のご案内

Zoom システムを使用してオンラインのグループレッスンで開催しています。通学時間を気にする必要がなく、ご
自宅からでも、全国どこからでも手軽に参加できるので続けやすいと好評です。
テキストは日本語の入門書のほか、マサリク大学の Rešková 教授らが外国人のために作成した英語教本
“Communicative Czech”を使用、講師は日本に在住するチェコの方です。ネイティブスピーカーとのレッスンなので、
聞く力や話す力のトレーニングはもとより、教本を離れてチェコの文化や伝統、音楽や季節感など現地や日本の話題
を織り交ぜながら進める授業になっています。現在開講している中級クラスは毎週水曜日の 18 時からです。優しくも
しっかりと教えて下さるアネタ先生の指導のもと、和気あいあいとした楽しいクラスです。なかなかチェコに行けないこ
の頃、久しぶりにチェコ人と会話をして、チェコ語の感覚をブラッシュアップしませんか？見学は無料です。
費用：中級レッスン料は 5 回分で 1 万円
毎週水曜日 開催 （祝日に当たるときは休講です。）
中級継続クラス：18 時から 19 時半 入門クラス：19 時半から 21 時（お問い合わせください。）
問い合わせ先：090-3241-7256 担当：村田 Zoom が初めての方もどうぞお気軽にお問い合わせください！
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クリスティーナ・ヴァツロヴァ＆大嶋 義実 デュオ・リサイタル (ご報告)
チェコ共和国 欧州理事会議長国就任記念 コンサート
協会設立以来の会員で、元プラハ放送交響楽団の首席フルート奏者、現
在京都市立芸術大学副学長の大嶋義実氏と、来日中のヤナーチェク音楽ア
カデミー助教授クリスティーナ・ヴァツロヴァ氏によるフルートデュオコンサート
が当協会主催、チェコ大使館およびチェコセンターの共催により 7 月 20 日チ
ェコ大使館レセプションホールで開催されました。チェコ大使館ルカーシュ・ジ
ーハ文化部長、高嶺エヴァチェコセンター所長他、大使館員の方々にもご出
席いただきました。美しい緑の庭園を背景に、5 年ぶりの大嶋氏の軽妙にし
て蘊蓄深いトークと 2 人の息の合った名演奏に 80 名の聴衆が酔いしれた一夜となりました。

チェコ音楽 ～わが心の故郷に 平和への祈りを込めて～日本チェコ友好協会後援 コンサート
スメタナ、マルティヌー、ドヴォジャーク、ヤナーチェクなどチェコ音楽の祭典です。日本チェコ友好協会の山崎千晶
理事も出演します。プログラムの詳細は同封のチラシをご覧ください
日時： 2022 年 9 月 9 日（金） 19：00 開演（開場 18：30） 会場： 豊洲シビックセンターホール（5F）

出演： 高嶺 エヴァ〈歌〉 山崎 千晶〈ヴァイオリン〉 ヴァーツラフ・アダミーラ〈チェロ〉 沢 由紀子〈ピアノ〉
出井 則太郎〈歌〉 出井 愛〈ピアノ〉

チケット 一般 3,000 円 学生 2,500 円（当日 3,500 円）

チケットのお申込み：https://www.libusemusic.com Tel: 090 9810 2934 libusemusic@gmail.com
主催：リブシェ音楽企画 後援：在日チェコ共和国大使館 チェコセンター東京 日本チェコ友好協会 他

チェコ関連情報
街角詩人ロボット、Bunkamura（渋谷）に出現！（参加型展示イベント）
チャペックの戯曲「R.U.R」から 100 年、「人間がロボットになりかけている今、ロボットだ
って詩人になれる。」のコンセプトの下、チェコの若手詩人による詩のはいったカプセル
（100 円）を出すガチャガチャのロボットが Bunkamura に出現中！
日程： 2022 年 7 月 29 日 - 8 月 28 日
場所： Bunkamura ブックショップ ナディッフモダン
主催： チェコセンター東京
「テクノロジーが日々進化し続ける現代社会の中で、私たちはどのように人間らしさを
保ち、サステナビリティと向き合っていけば良いのでしょうか。この大きな課題を皆さん
と共に考えるため、廃材でできた「詩人ロボット」を渋谷・Bunkamura に設置いたします。
チェコを代表する作家カレル・チャペックが約 100 年前に発表し、テクノロジー誤用への警鐘を鳴らした戯曲『ロボッ
ト（R.U.R.）』から着想を得て制作されたものです。ロボットはガチャガチャになっており、100 円で手にできるカプセル
にはチェコの詩人が現代社会に向けて綴った詩と、チェコの国樹である菩提樹の種が入っています。忙しい生活の
中でも、少し足を止めて言葉に触れ、命を育ててみませんか。」
詳細は https://tokyo.czechcentres.cz/ja/program/robot-poet-shibuya

チェコ人形劇 アルファ劇場 日本全国ツアー 『快傑ゾロ』 2022 年 8 月 1 日－9 月 30 日
ユネスコ無形文化遺産にも登録されているチェコ人形劇。チェコを代表する「アルファ劇場」が来日し、ユーモアと躍動
感あふれる大型人形劇『快傑ゾロ』の日本全国ツアーが始まっています。伝統的な木彫りのマリオネット 17 体を含む
計 80 体もの人形群と、ゾロのマスクを模した特殊舞台装置や、華麗で陽気な生演奏が、全編を通じて舞台を盛り上
げます。日本語・英語併記の字幕つき。詳細は https://puk.jp/zorro2022pr-2/
（問い合わせ：プーク人形劇場 TEL：03-3379-0234 ）
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チェコ料理 第 1３回 チキンのクリーム煮パプリカ風味
Kuře na paprice
チェコ料理研究家

村田祐生子

Kuře na paprice（クジェ・ナ・パプリツェ）は家庭料理の代表格。
チェコに滞在中、一番最初に作り方を覚えたチェコ料理と記憶して
います。下ごしらえは玉ねぎを一つみじん切りにするだけです。材料
も作り方もシンプルですが、さすがお肉料理の本場の家庭の味。本
格的なヨーロッパ風のメインディッシュが出来上がります。ぜひお試
しください。

材料
鳥むね肉 2 枚
玉ねぎ 1 個 みじん切り
パプリカ粉 大さじ ２
バター 大さじ ４
サラダ油 大さじ２
小麦粉 大さじ ３
チキンブイヨン 500cc
（水 500cc と固形ブイヨン１）
生クリーム 100ｃｃ
塩、コショー
<作り方＞
１) 鶏むね肉は両面に塩コショウで下味をしっかりつける。
２) 玉ねぎはみじん切りにする。
３) フライパンに分量のバターとサラダ油各大さじ２を熱する。１）のを下にして入
れ、両面にこんがりと焼き色をつけ取り出す。
４) ３）のフライパンに２）をいれ、透き通るまで炒め、パプリカを加え 30 秒ほど混ぜ
る。
５) 別の深鍋に４）を移し、ブイヨンを加え煮立て、鶏肉も入れる。ふたをして 20 分
煮る。
この煮ている間にバター大さじ２で小麦を大さじ２を炒めルーをつくる。
６) 煮えた肉をいったん取り出し、ソースに生クリームとルーを加え、良く混ぜ煮立
てる。とろみがついてきたら肉を戻し入れ、さらに 15 分煮る。
７) 肉を皿に盛り、ソースをたっぷりとかけ、ライスやクネードリキを添える。
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