月～金 / ９：30 ～ 12：30
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＊＊日本語でのご予約はメールでお早めに gekkan@utanet.at（翻訳仲介ボランティア）＊＊
料金例：空港〜ウィーン市内：
ベンツ（３名様まで＋通常スーツケース２個まで）片道€32 〜€35
別車種（４名様まで＋通常スーツケース４個まで）€35 ／５名様の場合は€52

◆ 日本で定期購読をご希望の場合は１年分 9000 円（計 12 冊分）を以下にお振込み下さい。
◦三菱東京 UFJ 銀行 金沢文庫駅前支店（支店コード 304）口座 0449986（有森トランスレーション）又は
◦日本の郵便口座 00210-3-77876（有森トランスレーション） 振込み後、以下にお申し込みください：
gekkan@utanet.at 又は郵送 K.Fukuda, Wildpretmarkt 1-7, A-1010 Wien Austria

y.takamine@viennaticket.at

JR パス、日本語観光バス、各種チケット手配
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日本語観光ツアー 月〜金 09:00-17:30 tel. 01-310 2188 18

M

杉 本 純 の原 子 力 の 話

(01)716 0947

tel.

ウィーン と京都
11

福島第一原子力発電所
(c) NAIIC

Miki Travel Vienna

その他ミールクーポン、オペラやコンサートの
チケットの予約・販売も致しております。

マイバス・センター Net Travel Service Austria

◎◎ 空港送迎や観光は快適なメルセデスベンツで ◎◎
Tel. O676-700 3728（英語＆独語）

月刊ウィーン定期購読のご案内

K

筆者は本報告書の査読者とされ
最近の原子力の話題は、福島原
子力発電所事故に関する国会事故 ているが、参与への情報提供、委員
調査委員会（黒川清委員長）が七 と事務局にシビアアクシデント関
月五日に報告書を提出したことであ 連のプレゼンなど、微々たる協力を
ろう。東京電力や規制当局が地震、 した。この関連で本年五月に福島
津波対策を先送りしたことを「事 発電所を視察する機会に恵まれた。
故の根源的原因」とし、
「自然災害 今なお残る津波の爪痕に自然の脅
でなく人災」と断定している。首相 威を感じたが、事故後対応に取り
官邸の「過剰介入で混乱を招いた」 組む多くの技術者の姿にも感銘を
様な料理文化がウィーンに流れ込
と批判している。報告書は六 四 一 受けた。二十㎞圏内の無人の住居
み、宮廷や貴族の食卓で独自の料
ページ。延べ一 一 六 七 人に九百時 を見て、二〇〇六年に訪問したチェ
理文化を花開かせたと言われてい
間以上のヒアリング、三回のタウン ルノブイリ発電所三十㎞圏内の廃
る。宮廷料理ばかりでなく、有名
ミーテングを行い、一万六百余人か 屋を思わず連想した。チェルノブイ
なシュニッツェルやグーラシュなど素
らアンケート回答を得て、関係先か リ事故では、放射線による健康影
朴な庶民向け料理も実に美味しい。
ら約二千件の資料提供を得るなど、 響より避難による住民への社会的、
一方、京都は、元々は公家を中心
心理学的影響が甚大とウクライナ
膨大な調査結果に基づいている。
とした大饗料理、武士を中心とした
提言では、規制当局に対する国 当局やＷＨＯが教訓として指摘し
本膳料理、寺院を中心とした精進
会の監視、政府の危機管理体制の ている。福島事故の健康影響は幸
料理、茶道とともに発達した懐石料
見直し、被災住民に対する政府の いチェルノブイリに比べて極めて小
理が時代とともに発展し、それらが
対応、電気事業者の監視、新しい さいと評価されつつあり、被災され
混成して京料理を造りあげたと言
規制組織の要件、原子力法規制の た方々が一日も早く帰還されるこ
われている。現在こそ、新鮮な魚介
見直し、独立調査委員会の活用の とを願わずにはいられなかった。
類も簡単に入手できるが、京都は三
今月のウィーンと京都の共通点で
七項目を挙げ、提言の実現に向け
方を山に囲まれているため、地元の
て「国民の目から見た新しい安全 は、両市の料理を紹介したい。勿論、
山野の作物、琵琶湖の淡水産物な
対 策 が今、強く 求められている」 料理そのものが似ている訳ではな
どを素材に料理人が腕を競った。京
としている。昨年十二月に我が国初 く、長い歴史と伝統に基づきつつも、
料理の繊細で芸術的な料理はこうし
新味を取り入れて
めての国会事故
た土地柄に由来したものと言われて
発展して来た点が
調 査 委 が設 け
いる。両市の料理は市民や観光客に
共 通している。フ
られたが、国民
とって、最大の楽しみの一つである。
ランス料理を初め
の代表としての
余談であるが、六月初旬ウィーン
世界中の料理が国
立場から、東京
の国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の会
名で呼ばれるのが
電力ばかりでな
合に出席した。会食ではウィーン最
普通なのに、ウィー
く、前首相を始
古のレストランでウィーン料理を堪
ン料理と京料理が
めとする政府や
能した。その関連でウィーン在住時
都 市 名で 呼 ばれ
規制当局に対し
に事務所から見下ろして描いたＩＡ
るのも珍しく、似
ても、問題点を
ＥＡが入るウィーン国際センターの
ていると言えよう。
厳 しく 指 摘 し、
スケッチを掲載させて頂く。
ウィーンの場合、ハ
踏み込んだ提
プスブルク帝国の
言をしているの
■杉本純 京都大学教授／元原
広大な版図から多
が特徴である。
子力機構ウィーン事務所長■

完全予約制 日本語ご予約

ウィーン半日市内観光／ウィーンの森半日観光／
ホイリゲとコンサートで楽しむウィーンナイト／
ザルツブルクとザルツカンマーグート／ヴァッハウ渓谷
new! ヨーロッパ絵画の世界／ウィーン旧市街を歩く

日本語定期観光バス

毎日催行完全予約制 みゅう ウィーン

gekkan̲wien.pdf
12.04.2010
20:53:04
ウィーンの森／ザルツブルク
Opernring 1/R-701
A-1010 Wien
月〜金 09:00-17:30 tel. 01-71609 市内半日／ヴァッハウ渓谷
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Jun Sugimoto 原子力の話Ⅱ「ウィーンと京都」

■ 国連 日本語ガイドツアー General United Nations Tour ■

国連ガイドツアーには、一般、 大人€６／学生＆シニア€４／子供€３
トーマス・信悟・バイアーさんによる日
人権、アートのツアーがある。
本語の一般ツアーは予約制。遅くとも
予約制だが、一般ツアーは
１週間前までに電話 +43(1)26020-3328
８月 20 日を除く月曜〜金曜
またはメール tours@unvienna.org で。
の１１時、１２時半、１４時。
（日本語メールは件名に shingo と書けば
英語ツアーは予約不要。
信悟さんに転送される）
。催行複数人。
地下鉄 U1「Kaisemühlen - Vienna International Centre」下車すぐ
main entrance/Gate 1. セキュリティーチェック後、
パスポート提示。

日本から贈られた鐘

国連機関別の展示コーナー案内、会議室見学、
映画（日本語字幕付）上映など所要約 80 分。

CMY

