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研究機関等による福島事故に関連
したユニークな取組みが七件紹介
され、活発な討論が行われた。教
育や人材育成に限らず、今後の学
会における取組みもほとんどが福
島事故を中心に展開されるだろう
ことは確かである。
さて、今月はウィーンと京
都の類似点として、年末年始
の風 物詩について述べてみた
い。ウィーン・フィルによる
ニューイヤーコンサートは、Ｎ
ＨＫを始め世界各国にライブ
中継される世界的にも有名な
風物詩であり、既に七四年の
歴史がある。二〇〇二年には
小澤征爾が指揮者となり、
「美
しく青きドナウ」の冒頭、楽
員に縁のある国の言葉で新年
の挨拶が述べられた。奥様が日本
人のコンサートマスターのキュッヒ
ルが日本語で挨拶し、満
州 生まれの小 澤 が中 国
語で挨拶した。ウィーン
国 立歌 劇 場の音 楽 総 監
督、ヴェルザー＝メスト
が 指 揮 した 今 年のコン
サ ート も 大いに 楽 しめ
た。ちなみに、同一プロ
グラムで三回 演 奏 会 が
あり、十二月三〇日は退
役軍人のため、三一日は大晦日コン
サートとして演奏されている。
一方、京都では一六〇三年の出雲
阿国による歌舞伎発祥の地として、
我が国最古の歴史と伝統を持つ劇
場である南座において、年末に行
われる吉例顔見世興行が風物詩と
なっている。江戸時代から三百余
年の歴史があり、大正期以降は東
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やや旧聞に属するが、昨年九月
十九日～二一日に日本原子力学会
秋の大 会 が広 島 大 学で開 催され
た。福島第一原子力発電所事故（福
島事故）後の学会としては、昨年
三月に福井大学で開催された春の
年会に続く三回目であった。学会
では一般 研 究 発 表
と は 別 に、テ ーマ
毎にセッションが設
けられる。今回は、
福島事故関連の公
開セッションが十二
あり、それ以 外の
総合講演、合同セッ
ションな ど 十 八の
セッションでも八つ
が福島事故関連で
あった。春の 年 会
では福島事故関連の一般研究発表
は多くはなかったが、
秋の大会では、
福 島 事 故 解 析、廃 棄 物 処 理、安
全情報、住民意識、安全文化など
幅広い分野で多くの発表があった。
特に、保健物理・環境科学関連で
は、放射性物質の測定、被ばく線
量評価、除染など連続十一セッショ
ンにおいて五四件の発表があった。
筆者は、福島事故解析セッショ
ンなどでの討論に参加するととも
に、原子力教育・人材育成セッショ
ンの座長を務めた。このセッション
では、アジア諸国への原子力人材
育成自立支援、原子力発電所の地
震・津波対策を分かり易く説明す
るためのパソコン上の原子炉シミュ
レータ、高校・大学への科学教育
を通じた原子 力コミュニケーショ
ン、小中学生を対象とした放射線・
原子力防災出張授業など、大学や
日本原子力学会秋の大会
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西の名優が顔を合わせ、名舞台を
重ねてきた。昨年の顔見世は、六
代目 中 村 勘 九 郎の襲 名 披露と重
なったため、特に人気が高まった。
顔 見 世 最 中の十二月 五日、勘 九
郎の父親である勘三郎が亡くなっ
たことは本当に残念なことだった。
両市の年末年始の風物詩は、歴史
と伝統、それに高い品質に支えら
れていると言えよう。
余談であるが、筆者がウィーン
赴任中の二〇〇六年十二月三〇日、
友人が切符を入手してズービン・
メータ指揮の大晦日コン
サートを聴く幸運に恵ま
れた。次の日の地元新聞
にウィーン・フィルの楽
員と一緒に私の写真が小
さく 掲 載 された。また、
昨 年の十二月一日、大 学
の歌舞伎鑑賞助成に当選
して、家 内と一緒に顔見
世を堪能する機会があっ
た。学生時代は縁がなく南座は初
めてだった。総勢十六名の役者に
よる華やかな口上も楽しめた。こ
うした幸運に感謝しつつ、ニューイ
ヤーコンサートが開催される楽友
協会のスケッチを掲載させて頂く。

■ 杉本純 京都大学教授／元原
子力機構ウィーン事務所長 ■

■ Ballsaison ウィーン２月の主な舞踏会 ■
■２月１㈮「アカデミカ―バル Wiener Akademikerball」王宮 Hofburg ＊極右主催なので近づかないように＊
■２月２㈯「ウィーン経済の王宮舞踏会 Hofburg Ball der Wiener Wirtschaft」王宮 www.hofburg-ball.at
■２月７㈭「ウィーン・オペラ座舞踏会 Wiener Opernball」シュターツオーパー www.staatsoper.at
■２月７㈭「ロシアの舞踏会 Russischer Ball」王宮 www.russianball.info
■２月８㈮「ウィーン・コーヒー屋の舞踏会 Ball der Wiener Kaffeesieder」王宮 www.kaffeesiederball.at
■２月８㈮「ボンボンバル BonbonBall 2013」コンツェルトハウス www.bonbonball.at
■２月８㈮「ウィーン・難民の舞踏会」市庁舎 Rathaus www.integrationshaus.at
■２月９㈯「法律家の舞踏会 Juristenball」王宮 www.juristenball.at
■２月９㈯「ヨハン・シュトラウス舞踏会 Johann Strauss Ball」クアサロン Kursalon www.johannstraussball.com
■２月９㈯「ウィーン経済の夜 Nacht der Wiener Wirtschaft」市庁舎 www.nachtderwirtschaft.at
■２月 11 ㈪「ルドルフィーナ・ルドゥテ Rudolfina-Redoute」王宮 www.rudolfina.at
■２月 11 ㈪「コンツェルトハウス・グシュナス Konzerthaus-Gschnas｣ コンツェルトハウス www.konzerthaus.at
■２月 12 ㈫「エルマイアー・クレンツヒェン Elmayer-Kränzchen」王宮 www.elmayer.at
■２月 15 ㈮「手工業の舞踏会 Ball des Gewerbe und Handwerks」市庁舎 www.installateure-wien.at
■２月 16 ㈯「国際原子力機関の舞踏会 IAEA-Ball」王宮 www.stylearts.eu.iaea
■２月 24 ㈰「第 35 回ウィーン・シニアの舞踏会 Wiener Seniorenball」市庁舎 www.wien.pvoe.at
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ウィーン半日市内観光 11 月 24 日〜 12 月 26 日期限限
定クリスマスマーケット散策／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／
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毎日催行完全予約制 みゅう ウィーン
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チケットの予約・販売も致しております。
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月刊ウィーン定期購読のご案内

◆ 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

◎◎ 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）

＊＊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

