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美術史博物館 創立 125 周年記念特別展「祭を祝う」Feste Feiern. 125 Jahre - Jubiläumsausstellung
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カンヴァス

美術史博物館所蔵

にて 2016 年９月 11 日まで展示

私事で恐縮であるが、三月十七日に最
事、原子炉安全工学の専門家として、三

攻に移籍して原子炉安全研究や教育に従

Tel. O676-700 3728（英語＆独語）

杉本純 の
原 子 力の 話 Ⅱ

終講義が開催されたので報告したい。京
大シビアアクシデント ス( リーマイル島、

ウ ィ ー ン と京 都
大には平成二三年七月に赴任したので、在

学生時代を含めて四七年間も京大におら からの原子力の必要性、安全性について概

職はわずか四年九ヶ月。このような短い チェルノブイリ、福島 に)遭遇したことな
教員生活では普通、最終講義は行わない。 ど、主な活動の概要を述べた。後半はこれ
れた先生でも最終講義を遠慮される方さ 説した。最後に学生・若手へ贈る言葉とし
えいる。同じ専攻に二十数年も勤められ て、大きな目標を掲げる、自分の頭で創
た伊藤教授が同時に定年退職を迎えたた 意工夫する、一歩一歩努力して確実な成果

下さった方々には心から感謝したい。
台形の土塁と堀からなり、延長は二二・五
さて、
今月のウィーンと京都の対比では、 キロ、東は鴨川、北は鷹ヶ峯、西は紙屋川、

ことを心がけたためか、時々笑いもあり、 敵の来襲に備える防塁と鴨川の氾濫から
評判も良かったので満足だった。お集まり 市街を守る堤防として一五九一年に築いた。

め、私もついでに最終講義を行うことと を得る、内外に豊富な人的ネットワーク
と
を記念した像がある。像の後ろの高台
なった。神野専攻長らのご厚意により、晴 を築く、会議等では積極的に発言するこ
に
はウィーン市壁の跡がある。
れの舞台に立つことが出来て幸運であっ とを強調した。九十分の持ち時間超過に
一方、京都の御土居（おどい）は天下統
た。本エッセイの読者に案内したこともあ よりソフトボールの話を一部割愛したのは 一を成し遂げた豊臣秀吉が、長い戦乱で荒
残念だったが、一般の方々にも分かり易い れ果てた京都の都市改造の一環として、外
誉教授を含む大学関

り、木 村、小 林 両 名
係者や学生ばかりでな
く、関東から数名、親
名、ソフトボール仲間

戚数名、日本画仲間数
一名、作家で日本原子

期一名、札幌南高同期

力研究所 原( 研 同) 期
の高嶋哲夫君、大学同

残る御土居のうち重要な遺構として、昭

しかし、その後一世紀の間にウィーンの人

ヨーゼフはこの壁を取り壊し、その跡に幅

余談であるが、筆者はウィーン市壁も

市の市壁の経過がよく似ている。

＊＊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

free WLAN

両市を囲んだ壁について述べてみたい。中 南は九条周辺に沿って築かれた。土塁の内
世以来、ウィーンの周囲には堅牢な城壁 側を洛中、外側を洛外と呼び、要所には
が張り巡らされていた。この城壁は、二回 鞍馬口など七口を設け洛外との出入口と
にわたるオスマントルコによる包囲をはじ した。
江戸時代に次第に無用の存在となり、
め、
諸外国からの攻撃から街を守ってきた。 一部を除いて次々と取り壊された。市内に

午後一時半、
京大桂キャ

二名を含む一〇七名が

口は増加し、城壁は街の発展の阻害となっ 和五年に八箇所、昭和四〇年に追加一箇所
ていた。そこで一八五七年、皇帝フランツ・ の計九箇所が史跡に指定されている。両

室に集まって頂いた。

ンパスＣ３棟第一講義

五七メートル、全長五・三キロの環状道路

の建設を決めた。
環状道路沿いには、
ウィー 御土居の名残も見たことがある。両市のか
ン大学、市庁舎、国会議事堂、美術史美 つての壁を紹介できた幸運に感謝しつつ、
術館、国立オペラ劇場、楽友協会などが 環状道路に面する美術史美術館のスケッ
次々に建設された。ウィーン大学の向かい チを掲載させていただく。
の小広場にウィーン市長としてオスマント ■ 杉本純 前京都大学教授
ルコによるウィーン包囲から街を守ったこ 元 原 子 力 機 構 ウ ィ ー ン 事 務 所 長 ■

(01)716 0947

gekkan@utanet.at 又は郵送 K.Fukuda, Wildpretmarkt 1-7, A-1010 Wien Austria

マイバス・センター Tumlare Corporation Austria GmbH

tel.

日本語資料（無料）
月刊ウィーン 地図
観光・ホテル案内
無線 LAN（無料）

ツーリスト・インフォ Tourist Info Vienna
１区 Albertinaplatz / Maysedergasse 角

毎日９時～ 19 時

最終講義では、昭和
五十年に京大原子核工
学専攻を修了して原研
に就職、原研では原子
炉安全に関する研究や
人材育成に従事、平成
二三年に原子核工学専

完全予約制 日本語ご予約

◎◎ 空港送迎や観光は快適なメルセデスベンツで ◎◎

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

◆ 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：

月刊ウィーン 定期購読のご案内

日本語定期観光バス
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Jun Sugimoto 原子力の話Ⅱ「ウィーンと京都」

Yutaka Sado / Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

新シーズン 2016/017 佐渡裕指揮の主なコンサート
Gグラフェネック野外：６月 16 ＆ 17 日 夏の夜のガラ 2016
Gグラフェネック野外：８月 13 日 オペレッタ「メリー・ウィドウ」
Gグラフェネック野外：８月 19 日 フェスティヴァル・オープニング
W楽友協会：９月 29 日 バーンスタイン
W楽友協会：10 月７＆９日 シーズンオープニング：
レイ・チェン ( ヴァイオリン）
W楽友協会：10 月 15 ＆ 16 日 キャメロン・カーペンター ( オルガン）
英国ツアー：2017 年２月 24 日～３月５日 8 公演
佐渡裕さんが首席指揮者を務めるトーンキュン W楽友協会：３月 11 ＆ 12 日 サビーネ・マイアー ( クラリネット )
ストラー・オーケストラ・ニーダーエスタライヒ W楽友協会：５月７＆９日 ショスタコーヴィチ／チャイコフスキー
の新シーズン 2016/2017 プログラムが発表さ W楽友協会：５月 20 ＆ 21 日 武満／ブルックナー 9 番
れた。就任 1 年目の現行シーズン 2015/2016
の成功を踏まえ、2 年目の来シーズンも多彩な
プログラムが用意されている。今シーズン５月
13 日から 29 日までの 3 週間にわたる日本ツ
アーは当初の予定 11 公演を 14 公演に増やし、
既に完売。５回目の日本ツアーとなるが 8 年ぶ
りで、楽団員も大いに張り切っている。同オー
ケストラの団員 101 人のうち女性は 40 人、平
Margit Schoberleitner
Frank Druschel
EsterPlanton
均年齢 41,5 歳。国内 3 か所の会場で定期演奏。
Schlagwerk
Geschäftsführung
Musikvermittlung
Ute van der Sanden

Dramaturgie &Presse

