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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(01) 400 60 128

e-mail

TEL:

MY

杉本純 の
原子力の話 Ⅱ

ウィーンデスク Franz Jirsa GesmbH

Y

日本語観光ツアー 月〜金 09:00-17:30 tel. 01-310 2188 18

M

ウ ィ ー ン と京 都
七月三〇日～八月二日まで、中国成
都において、中国原子力学会、米国機
械 学 会及 び日本 機 械 学 会の主催によ
り第二一回原子力工学国際会議が開催
された。本会議は原子力産業界のニー
ズに対 応して原子 力の広い分 野 を対
象として、世 界の最 新 技 術に焦 点 を
当てることを目的に一九九一年の東京
での第一回会合から日米欧中持ち回り
でほぼ毎年開催されている。中国での
開催は、二〇〇五年の北京、二〇一〇
年の西 安に継いで 今回 が三回 目であ
る。地元 中国から約八五〇 名 を筆 頭
に三十二ヶ国から約千三百人の参加が
あり、我が国からは産業界、研究所、
大 学 等から約 百四〇 名の出 席 があっ
た。京 都 大 学 からは、同 僚の功刀 教
授と筆者ら三名が参加した。

(01)716 0947

バス 13A の運行
ルートは変更の
可能性がある。
歩行者ゾーン Fußgängerzone（黄色）
Kirchengasse と Andreasgasse の間
混合 Begegnungszone（赤色）
Getreidemarkt と Kirchengasse の間
Andreasgasse と Kaiserstraße の間
車の制限速度 20km/h まで

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 Tumlare Corporation Austria GmbH

◎◎ 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

寺、天龍寺、金閣寺、銀閣寺、龍安寺、
西本願寺がまず挙げられよう。これ以
外にも、京都三大祭の祇園祭や時代祭
と関連する八坂神社や平安神宮、菅原
道真を祀る北野天満宮、千一体の千手
観音像が並ぶ三十三間堂、洛北随一の
大寺院大徳寺、石川五右衛門で有名な
南禅寺なども外せない。何しろ京都に
は寺は一六八一、神社は八一二もあるの
で選ぶのは極めて難しい。神社・仏閣
には祭が付き物なので、年中どこかで
祭が行われている。両市の教会や神社・
仏閣は、市民に親しまれているだけで
なく、観光にも絶大な貢献をしている。
余談であるが、筆者はウィーン赴任
中、シュテファン大聖堂前で来客と待
合せをして中を案内したり、あちこち
の教会で開かれるコンサートもよく聴
いた。京都の学生時代には、アイスホッ
ケー部に所属した関係で一回生時に祇
園祭の船鉾をアルバイトで引いたこと
がある。最初の下宿は下鴨神社のすぐ
北、二番目の下宿は住吉神社の隣であ
り、通学は真如堂脇を抜けて吉田神社
の中を通っていた。両市の教会や神社・
仏閣に関した貴重な体験ができた幸運
に感謝しつつ、カールス教会を描いた
スケッチを掲載させていただく。
■ 杉本純 京都大学教授
元原子力機構ウィーン事務所長 ■

完全予約制 日本語ご予約

毎日催行完全予約制 みゅう ウィーン

20:53:04
Opernring gekkan̲wien.pdf
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: 火木土
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バス 13A
８月 16 日からの車輛規制 Innere Mariahilfer Straße

24

筆者は三日目の福島事故に関連する
セッションで「福島事故後の重要なシビ
アアクシデント研究」と題する講演を
するとともに、セッション議長を務めた。
講演に対して活発な質疑があり、議長
や聴衆としてもいくつか質問やコメント
をした。また、十あるパネルセッション
中最大の九名のパネリストを擁する「多
様なシビアアクシデントマネジメント」
の議長を務めた。事前にパネリストと
メールで情報交換することにより、時
間内に議論を収めるとともに、フロア
から適切なコメントをしてもらうことが
出来た。最後に議長から全パネリスト
に質問をすることで幸いにも議論が盛
り上がったと思う。昔の研究室にいた五
名、うち一名には約二十年ぶりに会えた
のが個人的には嬉しい出来事であった。
さて、今月のウィーンと京都の対
比では、両市の教会と神社・仏閣に
ついて述べてみたい。ウィーンでは市
のシンボルとも言うべきゴシック様式
のシュテファン大聖堂、バロック建築
の傑作カールス教会、ウィーンでもっ
とも古いルプレヒト教会、王宮内の
宮廷教会でハプスブルク家当主の心
臓が納められているアウグスティー
ナ教会、王宮前にあるロマネスク様
式の聖ミヒャエル教会、高さ百メー
トルの二つの尖 塔 が 印 象 的 な ヴォ
ティーフ教会、内部は豪華絢爛だが
小ぶりなペーター教会など、二十以
上の名の知れた教会がある。多くが
世界遺産に登録されている歴史地区
内にある。市民や観光客の祈りの場
としてだけでなく、日曜日などにコン
サートを行っている教会が多い。
一方、京都の著名な神社・仏閣と
しては、世界遺産に登録されている
上賀茂神社、下鴨神社、東寺、清水
寺、醍醐寺、仁和寺、高山寺、西芳

日本語定期観光バス

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／
電車と船で行くヴァッハウ渓谷のんびりツアー／
ザルツブルクとザルツカンマーグート／ブダペスト１日

tel.

８月 24 日以降
９時から 19 時の間
歩行者ゾーンを
横切らない。
2013 年８月 16 日６時からテスト期間と
してマリアヒルファ―通りの一部（ギュ
ルテル＝大環状道路＝の内側）につい
て交通規則が変わった。2014 年始め
に全体構想が決まり、完全実施は来年
夏から秋までに行われる。
ウィーン市では 2011 年から住民参加
でプロジェクトを進めて来た。
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Jun Sugimoto 原子力の話Ⅱ「ウィーンと京都」

■ 新しいマリアヒルファー通り ■
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