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August Macke (1887-1914) "Helle Frauen vor dem Hutladen" 1913

Öl auf Leinwand 110 x 76,5 cm

Courtesy of Osthaus Museum Hagen & Insstitut für Kulturaustausch, Tübingen

『帽子屋の前の色白の婦人たち』 一九一三年

レオポルト美術館
』にて展示
Leopold Museum 企画展『色彩のひしめき ドイツ表現主義の名作
FARBENRAUSCH Meisterwerke des deutschen Expressionismus
アウグスト・マッケ（一八八七年一月三日ドイツ北西部メシェデ生れ～一九一四年九月二六日西部戦線シャンパーニュの前線で戦死）
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Jun Sugimoto 原子力の話Ⅱ「ウィーンと京都」
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杉本 純 の
原子力の話Ⅱ

ウ ィ ー ン と京 都

り、英国の情報誌モノクルによれば、

市の昨年は六位、今年は二位を獲得

ウィーンは世界で最も住みやすい都

している。この調査で京都は昨年は九

年は二位、今年は一位を獲得している。

位、今年は十四位であり、東京が昨

十月二日午後、パリに本部がある は、研究や原子力教育についてかなり
一方、世界で最も影響力があるとさ
経済協力開発機構／原子力機関（Ｏ 突っ込んだやりとりがあった。最後に れる米国の大手旅行雑誌「トラベル

局長が京都大学桂キャンパスを訪問

ＥＣＤ／ＮＥＡ）のマグウッド事務

間務めた米国エネルギー省の原子力

された。彼は、二〇〇五年まで七年

物から精進料理など洗練

された料理、舞妓さんと

の出会いなど、真の日本

が評価された。京都は、

らしさが体験できること

風景や文化・芸術、食事

などの総合評価で二位米

チャールストン、三位カ

学生と教官約四十名に対して「将来 ＋レジャー」の読者投票による世界の
展望：原子力の課題とチャンス」と題 人気観光都市ランキングでは、京都
する講演を一時間半行われた。質疑 は昨年と今年の二年連続で一位に選出
応答では、原子力政策、原子力技術 された。神社仏閣などの歴史的建造

局長として、第四世代原子炉の国際 などについて幅広く討論が

共同研究開発などの大型プロジェク なされた。筆者は文科省の

トを強力に進めた実績を持つ。また、 依頼により、一連のイベント

京大吉田キャンパスか

二〇一〇年から四年間務めた米国原子 の幹事を務め、講演会では

原子力発電所事故では

参加した。国連事務総

らも文系を含む学生が

力規制委員会委員として、規制の独 司会を務めた。福井工大か

米国の専門家を日本に

立と強化に尽力するとともに、福島 ら教授と学生が参加した他、

長期派遣するなどのご

プ、四位フィレンツェ、五

長や国際原子力機関
（Ｉ

ンボジア・シェムリアッ

支援をいただいた。今

ＡＥＡ）事務局長と同
位ローマを引き離し、一

回、四日～六日にかけ

格の国際機関トップと
昨年の五位から順位を上

て京都で開催され、安

学技術と人類の未来に

倍首相も演説した「科

関する国際フォーラム」

で講演するのに併せて、

余談であるが、筆者はウィーン赴

ングについて述べてみたい。
ニュー

直接話をすることができ、学生 げ、昨年、日本の都市では初めてトッ
や若手は得る所があったと思う。 プに輝いた。ウィーンも京都も住みや
さて、今月のウィーンと京都 すい国際観光都市として、世界のトッ
の対比では、両市の都市ランキ プクラスにあることが共通している。

対話することを第一の

原子力について学生と

調査によれば、ウィーンは今年 感していた。京都も学生時代から常々
（二〇一五年）まで六年連続で世 住みやすさを感じ、現在も観光名所

界で最も住みやすい都市のトッ をよく訪れている。両市に住む機会
プと評価されている。マーサー を得、都市ランキングを紹介できた

社は政治、社会、経済、さらに 幸運に感謝しつつ、ＩＡＥＡの写真を
環 境 保 護の観 点から、また安 掲載させていただく。
全、健康、教育、交通の利便性

など様々な基準を用いて評価し ■ 杉本純 京都大学教授
ている。同様の調査は他にもあ 元原子力機構ウィーン事務所長 ■

ヨークに本社がある国際的なコ 任中、水道水が直接飲め、美味しい
ンサルティング会社マーサーの 食べ物や観光名所が豊富なことを実

目的として京都大学を

訪問されたものである。

最初の学生十五名と

の昼食会では、研究や

将来の就職などについ

て二時間近く学生一人

ずつとリラックスした

中で話に花が咲いた。

また、原子核工学専攻

の教官五名との会談で
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Yutaka Sado スタート

Manuel Legris 契約延長

Theater an der Wien 来年 1 月で 10 周年

トーンキュンストラー・オーケストラ・
ニーダーエスタライヒの首席指揮者として
今シーズン 2015/2016 から就任した佐
渡裕さんの最初の定期演奏会が 10 月 1
日に楽友協会大ホールで開催され、シー
ズン開幕を飾った。続く 10 月 11 日の定
期演奏会も指揮し喝采を浴びた。次回の
楽友協会での演奏は 1 月 30 日と 31 日。

シュターツバレエのマニュエル・レグ
リ監督の契約が 2020 年８月 31 日まで延
長された。シュターツオーパーとフォル
クスオーパーの両ディレクターが決定し、
10 月 15 日 に 発 表 さ れ た。2010/2011
シーズン就任以来、両劇場で成果を収め、
2015 年までの最初の契約が 2017 年にま
で延長され、更に今回、再延長された。

テアター・アン・デア・ヴィーンは《ウィーン川沿いの劇場》という意味を持ち
1801 年にオープンし、ベートーヴェンゆかりの劇場として知られる。ウィー
ンの第 3 番目のオペラ劇場としてスタートしたのが 2006 年１月 8 日。来年１
月で１０周年を迎えるにあたり、記念公演されるオペラ４演目が発表された。
１月１３日 ヴァイル「三文オペラ」カリツケ指揮／モレッティ主演
１月１７日 ベートーヴェン「フィデリオ」アーノンクール指揮／バンゼ主演
１月２２日 モーツァルト「イドメネオ」ヤーコプス指揮 コンサート形式
７月２＆５日 コロノヴィッツ「裁判官 EL JUEZ」ホセ・カレーラス主演

日本語定期観光バス
完全予約制 日本語ご予約
tel.

(01)716 0947

マイバス・センター Tumlare Corporation Austria GmbH

Opernring 1/R-701 A-1010 Wien 市内半日／ウィーンの森
月〜金 09:00-17:30 tel. 01-7160947 ウォーキングツアー 他

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

ウィーン半日市内観光／ウィーンの森半日観光／
シシィツアー／美術史博物館とクンストカンマー／
旧市街と大観覧車から眺めるイルミネーションツアー／
電車と船で行くヴァッハウ渓谷のんびりツアー その他

毎日催行完全予約制 みゅう ウィーン Miki Travel Vienna
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。

日本語観光ツアー 月〜金 09:00-17:30 tel. 01-310 2188 18
◎◎ 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（３名様まで＋通常スーツケース２個まで）片道€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

