月刊ウィーン GEKKAN-WIEN

Mai 2017

Nr. 334

gegründet 1989

月刊ウィーン

平成元年創刊

Monatsmagazin Japanisch
現地オリジナル取材と編集で
ウィーンを伝える月刊情報紙

創刊平成元年 創刊29 年目

Nr. 334

GEKKAN-WIEN 2017 年５月号

CARL SPITZWEG 1808–1885

Der Sonntagsspaziergang（日曜日の散歩） 1841 Öl auf Holz 28,2 × 34,2 cm Salzburg Museum
Leopold Museum 『CARL SPITZWEG － ERWIN WURM Köstlich! Köstlich?』
レオポルト美術館 企画展『カール・シュピッツヴェーク － エルヴィン・ヴルム』にて６月 19 日まで展示

Foto: Salzburg Museum

⑵ 上記の口座に購読料お振込み後、日本語で宛先（お名前＆住所）と送付開始号を
gekkan.fukuda@gmail.com 宛にメールで、またはハガキや手紙で
K.Fukuda, Wildpretmarkt 1-7, A-1010 Wien Austria 宛にお知らせ下さい。

ツーリスト・インフォ Tourist Info Vienna

◎◎ 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）

杉本純 の
原 子 力の 話 Ⅱ

＊＊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

日本語資料（無料）
：月刊ウィーン・地図・観光 & ホテル案内

の修了生三名は、福島原子力発電所の廃
炉対応など原子力関係の企業や公的研究
所に就職した。式典では、本教育院関係
者全員の署名入りの色紙を授与されるな

日本語情報誌『月刊ハンガリージャーナル』「ウィーン便り」連載中
発行：日本ハンガリービジネスオフィス www.hungarytoday.jp jhbo@japhun.com

１区 Albertinaplatz / Maysedergasse 角
毎日９時～ 19 時 free WLAN 無料 WiFi

月刊ウィーン 定期購読のご案内

http://www.c-technol.co.jp

～ウィーンから郵送で～ウィーン現地から微風をお送りします～

定期購読の手続きの順序 ⑴ 購読料を振り込み後に ⑵ メールか郵便で申し込み
⑴ 日本で定期購読をご希望の場合は１年分 9000 円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）
または、日本の郵便口座 00210-3-77876（有森トランスレーション）

弊社は「医療」「原子力」「産業」「放射線測定」などの各分野において
放射線を安全に有効利用するための機器やサービスをトータルに提供し
放射線の「利用」と「防護」の双方でお客様のニーズにきめ細かくお応えします。

５月25日20:30 シェーンブルン
庭園のネプチューン噴水前 ※無料
ウィーン・フィル クリストフ・エッシェ
ンバッハ指揮 ルネ・フレミング歌
ドヴォジャーク、
チャイコフスキー、
ラ
フマニノフ、
フンパーディンク、
ウィリ
アムズ、
ストラヴィンスキー

シュテファン大聖堂
（演奏会、
ガイドツアー）
アム・ホーフ
（スタンド、音楽、回転木馬）

67

ど、参列した方々から暖かい声援を受け、 ら音楽にも詳しかったことがわかる。
本教育院の目標である「高い志を持って、 一方、京都中京区にある雅楽器博物館
人々のため、社会のため、世界のために は、雅楽器師・山田全一氏が一九八三年に
貢献するリーダー」を今後実社会におい 自宅に開設した。千三百年も前から演奏
て身を以て実践すべく、三人とも自信に されてきた雅楽は、世界最古のオーケス
満ちて笑顔で羽ばたいていった。
トラと言われ、日本の宮廷音楽として大
さて、今月のウィーンと 切に受け継がれてきた。本博物館では古
京 都の対 比では、両 市の 代楽器、雅楽器、能楽器やその制作素材
楽器博物館について述べて などを展示している。打物（太鼓類）
、弾
みたい。ウィーンの新王宮 物（琴類）
、吹物（笙〈しょう〉類）な
内にある古楽器博物館は、 ど雅楽器の全てを展示しており、演奏も
ルネッサンス時代から現代 聞くことができる。修学旅行のグループ
に至るまでの楽器が十の室 学習では、手に取って体験でき、無形文
内に年代順に並べられて 化財選定保存技術保持者などが解説し
いる。ハプスブルグ家皇帝 てくれる。雅楽器の素材に京都美山のか
や有名な作曲家の時代背 やぶき屋根に使われ燻され三百年を経た
景がわかる展示になってお 「すす竹」が使われている。この博物館は
り、ハイドン、モーツァル 二〇〇六年、無形文化遺産に指定、認定
ト、ベートーヴェン、シュー されている。皇帝や天皇家が楽器文化の
ベルト、
ショパンなどを知っ 伝承に深く関わったことが似ている。
ているだけでも十分楽しめ
余談であるが、筆者がウィーン赴任中、
る。また、
リュート、
弦楽器、 古楽器博物館の存在は知らなかったが、
チェンバロ、クラヴィコー 昨年四月のウィーン出張時に訪問するこ
ド、木管楽器、金管楽器、 とができた。観光客が少なくひっそりと
オルガンばかりでなく、チ していたが、展示品の迫力には圧倒され
ロルのフェルディナント二 た。今度京都に戻る時は雅楽器博物館も
世大公の珍しい楽器シリー 是非訪れてみたい。両市の楽器博物館を
ズの展示も重要。鍵盤楽 紹介できた幸運に感謝しつつ、訪問時に
器のメカニズムを直接触っ 筆者が撮影した古楽器博物館内の写真を
て 知ることができ、オー 掲載させていただく。
ディオガイドでは音を聞か
せてくれる。ハプスブルグ ■ 杉本純 東工大特任教授 前京大教授
家のマリア・テレジアです
元原子力機構ウィーン事務所長 ■

Steffl-Kirtag

５月24日～６月５日 10:30-2200

Sommernachtskonzert
-Schönbrunn５月12日21:20 市庁舎前広場 コンチータ 他 ※無料
ウィーン祝祭週間オープニング祭 ウィーン交響楽団
５月８日 19:30 王宮のヘルデンプラッツ（英雄広場）
ナチ政権からの解放（マウトハウゼン強制収容所解放日）
72 周年に関して思いを馳せ喜ぶ野外コンサート ※無料
ウィーン交響楽団 アダム・フィッシャー指揮
シュベルティク、メンデルスゾーン、ベートーヴェン

Festwochen
Eröffnungsfest
-RathausplatzFest der Freude -Heldenplatz-

ウ ィ ー ン と京 都
筆者が勤務する東京工業大学グローバ
ル原子力安全・セキュリティ・エージェン
ト教育院（通称「道場」
）では、文部科
学省の支援により「人類の生存基盤を脅
かす核拡散、核テロ、大規模な原子力災
害や緊急被ばく問題等のグローバルな原
子力危機」の分野において、国際的リー
ダーとして活躍する人材を育成すること
を目的として、平成二三年度より修士・
博士一貫プログラムを実施している。三月
二八日、環境エネル
ギーイノベーション
棟・多目的ホールに
おいて、道場初の修
了 生である一期 生三
名による平成二八年
度道場修了式がとり
行われた。 当日は、
前東工大学長の伊賀
健一氏とテレビ朝日
報道局の松井康真氏
から貴重なご講話を
いただいた。
来賓からの祝辞に
対して、修 了 生一人
ひとりから、四年半
にわたる大学院生活
において、博士号が
授与されるまでの苦
労や内外インターン
シップや研修などで
の楽しかった話、科
学技術や人間面での
成長した実感、支援
してくれた教職員へ
の感謝の言葉が述べ
られた。本教育院初
http://www.dojo.titech.ac.jp/
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Jun Sugimoto 原子力の話Ⅱ「ウィーンと京都」

