2010 年 8 月 2 日～11 日

─ 幾世の旅日記 ─
第１日目 ８月２日（月）
成田 オーストリア航空⇒オーストリアのウィーン・シューベッセヒャート空港へ、約 12ｈか
けて…
無事ウィーン到着。日本と同じく、ウィーンも暑いです。まずは入国、日本人アシスタントさん
ＡＹＡＫＯさんとホテルへ。（ｎｈダヌーブシティー泊）ドナウ川ＵＮＯシティー国連機構が集ま
るところです。希望者は町の中心街へ、地下鉄 1 号線 Alto Donau から…
本日は長い一日お疲れ様でした。ゆっくりお休み下さい。
第２日目 ８月３日（火） はれ
一路、ハンガリーブダペストーバスで平野を眺めながら。メタリックな風車も多いです。１ｈド
ライブ国境、ひまわり畑も多かったです！！
ブダペスト着後昼食 ＳＺＥＧＥＱレストラン、ゲルト
温泉の隣でした。
ガイド：ヴァラーシュＭｒさんと観光です。ブダの丘、
王宮、大戦時の弾丸の跡が残るのもありました。マジャー
ル人のシンボル トウルルの鳥、漁夫の砦Ｐｈｏｔｏ、昔、
漁師さんのいた所を１９Ｃに見晴台にしました。眺めは対
岸、ドナウ川をはさみ ペシュト側、国会議事堂の建物が
目立ちます。ドームの高さは建国の年８９６年にちなんで
９６ｍ。聖イシュトバーン大聖堂のドーム・くさり橋 etc 見えます。マーチャーシュ教会へ入場、
１３Ｃの教会、塔をマーチャーシュ王が造らせた為この名で呼ばれています（トルコ占領時代ここ
はモスクに）。バスでくさり橋を渡り対岸のペシュト地区へ、くさり橋には舌のないライオンがひ
かえ？！ １８４９年完成、それまでドナウに橋はなく渡し舟だけだったそうな…。
聖イシュトバーン大聖堂の中で、彼の手の（置物）も見ました。そして大きな市場も建物もりっ
ぱです。
ＫＡＲＤＡＴＩＡでご夕食後、ドナウ川遊覧船、ブダペストはドナウの女王─（ドナウの夜に乾
杯です！！）。
ブダの丘ゲレルトの丘にロシア解放記念碑、オリーブ葉を持った女神…中腹にはゲレルト大司
教の像。その昔、ドナウに落とされ殉教したイタリアの司教さん。
♪ウィンナーワルツを聞きながら、幸せのひと時を♪
第３日目

８月４日（水）

はれ

ブダペストで少し寄り道、英雄広場 1896 年ブタペスト万博の際出来上がった広場（ハンガリ
ー建国１千年祭）マジャール人部族長７人が馬に
またがり、柱の上は大天使がガブリエル、両側は絵画館の建物です。
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ブダペストで少し寄り道の後、一路スロバキアへ向けド
ライブ。
ブラチスラバ社会主義時代の集合住宅、新しい橋、展望
レストランが目立ちます。旧市街まで歩き昼食へ。途中オ
ーストリア大使館、通称モーツアルトハウス（６才のとき
演奏した所）。昼）ＺＩＣＨＹでランチ。
リスト９才の時演奏した館、今は大学図書館。ハプスブ
ルグ時代の国会議事堂…道にはクラウン印の戴冠式通り
です。
ミハエル門、城内の跡（14Ｃ）～フランシスコ教会と修道院。こじんまりしていますが、ステキ
な所でした。～昔の大司教館はいまの市長さんの館になっています！！
旗の多い建物は市庁舎です。中心広場（フラブネー広場）には旧市庁舎ナント日本大使館も！！。
皇帝マクシミリアンの噴水、少しフリータイム。マンホールから顔を出す人、“スカートを覗いて
いる？！”ユーモアたっぷりの像です。オペラ座、聖マルティン教会、昔のユダヤ街～高台のブラ
チスラバ城、通称ひっくり返ったテーブルと呼ばれています。隣は国会記事動。
夕食）ＦＡＳＨＩＯＮ ＣＡＦＥ。
ガイド：ＥＶＡさん
宿泊はホリデイン

ブラチスラバです─

第 4 日目 ８月５日（木） くもり⇒はれ⇒くもり
いざ、チェコの首都プラハへ【バス】プラハは１２０万都市、プラハ城わきのレストラン ＳＡ
ＲＵ。ガイド：Ｍｒ岡村さん。すごーく日本語上手！
プラハ城 今は大統領官邸、入口には衛兵さん、お気に入りの方とツーショット。中庭通り聖ビ
ート教会へ、奥から造り６百年後の１９１９年、ステンドグラス 入ってすぐ左側チェコのアーテ
ィスト“ムハ”スポンサーは銀行です。奥に司教ヤン・ネポムスキーの棺・銀製 大ホールと聖イ
ジー教会。城の丘からプラハの町並を眺め、ホーランド大使館 カレル橋 長さ５１６ｍ 幅９．
５ｍ ３０の聖人像 ザビエルやセンネポムツキーもいました。橋からプラハ城の眺めは最高で
す！！ ヤンさんの願い事叶いますように。旧市街へ進み からくり時計（天文時計）旧市庁舎。
ヤン・フス広場 フスさんが１４１５年火炙りの刑に処せられたとちいう…宗教改革者でした。ガ
ラス屋さん 市民会館 アールヌーボーのｃａｆｅでお
茶 ＷＡＬＤＳＥ ＪＮＳＫＡ ＨＯＳＰＡＤＡ・ちょっ
とお洒落なレストランでした。バレンタイン宮殿（今の議
会）の建物の隣です・プラハの建物はどこもりっぱです。
第５日目

８月６日（金） あめ⇒くもり

一路、ザクセン州ドレスデンへ（東ドイツ）エルベ河畔
のフィレンツェと呼ばれています。ガイド：ザンベルグ
Ms。
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まずは、ゼンパーオペラ広場、真中にはヨハン王の騎馬像、ゼンパーさんはオペラ座設計者の名
前で、ワーグナーゆかりの地でもあります。宮廷教会（カソリック）ポーランドの王でもあったア
ウスト王 カソリックも守らなければいけませんでした。
エルベにかかる橋の橋げたに 2002 年の洪水のあとが残っています。旧市街の建物は砂岩の為黒
ずんでいます。ブリュールのテラスへ。ゲーテがヨーロッパのバルコニーと呼んだ景色。レモンし
ぼりの様なドームを持つ芸術のアカデミー＆図書館。対岸の立派な建物は財務省と州議会、いずれ
もザクセン州のものです？、テラスの端の階段からマイセン焼きを成功させたベットガーさんの胸
像。新しくオープンした彫刻博物館でトイレ。
フラウエン教会へ、大きな白いドームが目立ちます。戦後修復されずにいましたが、やはり再建
と決まり 2006 年ドレスデン開都 800 年記念＆ワールドサッカーの年完成、費用はほぼ寄付により、
使えるオリジナルの石を使い組み合わせて再建、内部をのぞきめ、ずらしく主祭壇の上にパイプオ
ルガンです（プロテスタント教会）。君主の行列２万５千枚のマイセン焼きタイルでザクセン公国
歴代の君主を描きました。高さ８ｍ長さ 100ｍアウグスト強王もいます。ここは大戦時、奇跡的に
無傷だった所だそうです。ツヴィンガー宮殿中庭＆古典巨匠絵画館 ラファエロ・ルーベンス・フ
ァンダイク、レンブラント、ティントレット、ベロネゼ・フェルメール
も！！ ラファエロ“システィーナのマドンナ”あまりにも有名です。天使が愛らしいです。
昼）ＦＥＬＤＳＣＨ ＬＯＥＳＳ ＣＨＥＮＳＴＡＭＭ ＨＡＵＳ。
バス⇒マイセン磁器工房見学、1710(1708)年ヨーロッパで初めて磁器作りに成功。工房もしっか
り工程をみせてくれています。当時のヨーロッパではセンセーショナルなニュースでした ！！
SHOPPING を楽しんで、バスでプラハへ。
夕）ホテルにてバイキングの夕食
明日、天気になーれ～
第６日目 ８月７日（土） あめ⇒くもり
プラハ発⇒ＴＡＢＯＲにて マクドナルドでＷＣ休憩。温泉せんべい etc。チェスキークルムロ
フまずランチ）ＺＡＭＥＣＫＡ ＪＩＺＤＡ ＲＮＡ。
ブルダバ川がＳ字に流れ、高台に城、ガイドさんは若い Mr トマーシュ君。クルムロフ城はロー
ジェンベルグ ハプスブルグ エーゲンベルグ
シュバルツェンベルグ家と城主が変
わり増築された城、中庭にはだまし絵＆スグラフィット・ひっかき模様。塔からの眺めはステキで
すネ。堀には熊さん３頭、Mr ボク＆Ms カテリーナ＆マリア・テレジア スロバキアの山で捕獲、
動物園にいた彼らをつれてきました！！ 昔、城主はイタリア名門貴族のオルシーニ家と婚姻関係
を結び、オルシーニの家紋にある熊を城で飼い始め今も町のマスコットです。銀貨の鋳造所や塩の
倉庫、川辺から対岸の家並みすてきです！！ 床屋さんの
橋＆ヤン・ネポムツキー、中心広場はナメスティ スポル
ノスティ、市庁舎、トルコ兵士をつっつくカラスの紋章も
展望テラス＆イエズス会昔の神学校今のホテル、聖ビート
教会は天井に設計者の紋章。フリータイム、少ししっかり
雨が降ってしまいました。チェコのプラム＆サクランボい
かがでしたか？ いざモーツアルトの故郷ザルツブルグ
へ。どんどん天気が良くなります、嬉しい～。
オーストリア側に入りＷＣ休憩。アルプスの山もりっぱ、
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モンツェー（月の湖）途中リンツでドナウ川を渡りました。
ザルツブルグ トレンド オイローパ ホテル、中央駅
の目の前でした。
第７日目 ８月８日（日） 快晴
ガイド：庄田さん。
まずはお花のきれいなミラベル公園へ。あっという間に
変わる信号を渡りながら…バロック模様の庭園、サウン
ド・オブ・ミュージックの映画で有名です。
昔の司教さんが側室の為に造った館もりっぱです、今は市庁舎です。
ギリシャ時代の彫刻を模した石像、楯鋒を持っていたそうですが、今はまるでジャンケンをして
いる様。高台にはホーエンザルツブルグ城をバックに記念撮影。庭園を出るとモーツアルト 17 才
～24 才住んだ家、今は博物館ですが空襲で被害あり、さらに修復に８億は日本生命さんがバック
アップしました。モーツアルトはこの時代を最後にウィーンへ移ります。
カラヤンの家、等身大の像。ザルツァハ川のマカルト橋（歩行者専用）を渡り～目抜き通り、ゲ
トライデカッセ、飾り看板 こっています。
モーツアルト生家（1756 生れ）天才エピソードの数々、
大学の教会～祝祭劇場～大聖堂。正面の石畳線の上を歩く
とマリア様の頭に王冠が輝きます。
レジデンツ広場には馬車、少しフリータイム、元祖モー
ツアルトクーゲルンの店ＦＯＲＳＴなど。
昼）ＹＵＥＮで中華料理、久しぶりのアジアの味でした。
午後─
バスでザルツカンマーグートへドライブ フュシュル
湖～ウオルフルガング湖～ザンクトギルゲンはモーツァ
ルトのお母さんが生れた町、対岸はザンクト・ヴォルフガングの町～バートイシュル～ハルシュタ
ット。周りの山なみはダッハシュタイン。
世界で一番美しい湖岸の町！！ とも言われています。BC1000～500 ハルシュタット文化の時代
の墓も沢山見つかっています。丘の上の教会からの眺めも素晴らしいです。お天気も文句なし晴れ
です。人口 1100 人位の小さな村です。バスでバッハウ渓谷へ向けてドライブ、湖水地方はしばら
く続きます。
バッハウ渓谷のメルク修道院を Photo。トルコ軍の焼き討ちにあい 1700 年代、今の形になりま
した。メルク～バッハウ渓谷ドライブ約 35km、ぶどう畑
をながらドュルンシュタイン DURNSTEIN の町で少し休憩。
英国リチャード獅子心王が捕らえられていた城がありま
した。川辺を歩き、青い教会。バスでウィーンへ
ヒルトンプラザで夕食。
今日は１日長かったです。ごゆっくりお休み下さい。
第８日目 ８月９日（月） 快晴
ガイド：Mr サンタ？クラウス

ウィーン観光
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シェーンブルン宮殿 部屋数 1441 室 ハプスブルグ家 夏の宮殿、庭の上はグロリエッテとい
う石の門、スペイン乗馬の様子、当時の結婚パレード モーツァルトの描きこまれたもの、650 年
ハプスブルグ終焉の署名をした部屋 漆の間、ナポレオンの間 etc マリアテレジアの豪華なベット
…この宮殿の半分は市営アパートに貸し出されています。庭で写真撮ってドライブ リンク一周で
す。オペラ座～国会～市庁舎～ブルグ劇場～大学～ドナウ運河～ラデッキー将軍～プラター観覧車
～ヨハンシュトラウスの像～帝国ホテル～ウィーンフィルの本拠地・楽友協会で記念写真。冬のニ
ューイヤーコンサートで有名です。クアサロン（ヨハンシュトラウスの指揮していた所）～市立公
園～ヨハンシュトラウスの金ピカ像も寄り。
昼）ＺＯＭ ＫＥＵＥＲＧＷＯＥＬＢでシュニッツェル
自然博物館 マリアテレジアの夫君、フランツⅠ世のコレクション、鉱物・化石・アンモナイト
含め石の数多く、宝石の花束、マリアテレジアのワンちゃんの剥製。
美術史博物館 ティツィアーノ、ラファエロ、ベロネーゼ、ベラスケス、ブリューゲル、ファン・
ダイク、ジュゼッペ アーチンボルトの基礎分質 寓意画 虫、魚、ろうそく、大砲、を組み合わ
せた絵。ルーベンス フェルメール etc。
向かい側は王宮の建物。昔、ヒットラーがオーストリア併合の際演説した事で知られているテラ
ス。ガイドさんも楽しい方でしたネ
夕）市庁舎レストランでお食事
♪♪シェーンブルン宮殿でコンサート♪♪
夜景のウィーンもステキでした。
第９・１０日目 ８月１０・１１日（火・水）
オーストリア航空にて成田へ

帰国の途に

─ 最後に─
１０日間どうも有難うございました。
おかげ様で変わりやすい天候の中、恵まれたお天気が多く、
暑さも 寒さも体験しちゃいました。
写真の整理に少しお役立てばと思い作成しました。
誤字・脱字 お許し下さい。
帰国後お疲れでませんよう、どうぞご自愛下さい。
本当に どうも ありがとうございました。
2010 年 8 月

阪急交通社
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ツアーコンダクタ

日高 幾世

