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<<<<飯村版飯村版飯村版飯村版＞＞＞＞ドイツドイツドイツドイツ演奏旅行記演奏旅行記演奏旅行記演奏旅行記（ＥＬ（ＥＬ（ＥＬ（ＥＬ２００９２００９２００９２００９））））①①①①    
（2009.6.10修正） 

 

ドイツドイツドイツドイツ旅行日記旅行日記旅行日記旅行日記    ５５５５////８８８８（（（（出発出発出発出発～～～～フランクフルトフランクフルトフランクフルトフランクフルト・・・・ハンハンハンハン
ブルグブルグブルグブルグ～～～～リューベックリューベックリューベックリューベック）））） 

 

                １１１１．．．．出発出発出発出発 

                ２００９２００９２００９２００９年年年年５５５５月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））朝朝朝朝７７７７時時時時４５４５４５４５分分分分、、、、定定定定
刻刻刻刻にににに参加者全員参加者全員参加者全員参加者全員がががが成田空港第一成田空港第一成田空港第一成田空港第一ターミナルターミナルターミナルターミナルにににに集集集集ままままリリリリましたましたましたました。。。。    
            一行一行一行一行２２２２２２２２名名名名（（（（うちうちうちうち６６６６名名名名はははは奥様奥様奥様奥様またはまたはまたはまたは家族家族家族家族なのでなのでなのでなので、、、、実際実際実際実際のののの
歌歌歌歌いいいい手手手手はははは１８１８１８１８名名名名））））はははは、、、、ここここここここ数年来厳数年来厳数年来厳数年来厳しくなっているしくなっているしくなっているしくなっている搭乗搭乗搭乗搭乗のたのたのたのた
めのめのめのめの荷物検査荷物検査荷物検査荷物検査などをなどをなどをなどを終了終了終了終了してしてしてして、、、、ルフトハンザルフトハンザルフトハンザルフトハンザ航空航空航空航空７１１７１１７１１７１１便便便便フフフフ
ランクフルトランクフルトランクフルトランクフルト行行行行ききききＢＢＢＢ７４７７４７７４７７４７型型型型ジャンボジャンボジャンボジャンボのののの機上機上機上機上のののの人人人人となりましとなりましとなりましとなりまし
たたたた。。。。    

    
↑↑↑↑出発出発出発出発までのまでのまでのまでの時間時間時間時間はやっぱりはやっぱりはやっぱりはやっぱりビールビールビールビールかかかか・・・・・・・・・・・・                                                                

        

↑↑↑↑フランクフルトフランクフルトフランクフルトフランクフルトまでまでまでまで運運運運んでくれたんでくれたんでくれたんでくれたＢＢＢＢ 747747747747 型型型型ジャンボジャンボジャンボジャンボ                                                                                                        

    

    ↑↑↑↑機内機内機内機内ではではではではマスクマスクマスクマスクをかけるをかけるをかけるをかける人人人人がががが多多多多かったかったかったかった 

９９９９時時時時３１３１３１３１分分分分からからからから機機機機はははは動動動動きききき出出出出しししし７７７７分間地上分間地上分間地上分間地上をををを移動移動移動移動しししし
たたたた後後後後、、、、９９９９時時時時３８３８３８３８分分分分にににに全長全長全長全長 70707070 ｍ、ｍ、ｍ、ｍ、390390390390 人乗人乗人乗人乗りりりり 400400400400 トントントントン

のののの機体機体機体機体をををを小雨模様小雨模様小雨模様小雨模様のののの上空上空上空上空にゆっくりとにゆっくりとにゆっくりとにゆっくりと持持持持ちちちち上上上上げげげげ、、、、フランクフフランクフフランクフフランクフ
ルトルトルトルトまでまでまでまで 9400940094009400 キロメートルキロメートルキロメートルキロメートルのののの旅旅旅旅がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。    
        機体機体機体機体はははは 25252525 分分分分でででで高度高度高度高度 1111 万万万万メートルメートルメートルメートルにににに達達達達してしてしてして仙台上空仙台上空仙台上空仙台上空をををを通通通通
過過過過しししし、、、、1111 時間時間時間時間 50505050 分分分分でででで北海道北海道北海道北海道をををを通過通過通過通過ししししハバロフスクハバロフスクハバロフスクハバロフスク上空上空上空上空－－－－50505050
度度度度のののの空空空空をををを時速時速時速時速 850850850850 キロメキロメキロメキロメートルートルートルートルでででで通過通過通過通過しましたしましたしましたしました。。。。    
        機内機内機内機内にはにはにはには、、、、フランクフルトフランクフルトフランクフルトフランクフルトののののビールビールビールビール「「「「ヴァールヴァールヴァールヴァールシュタイナシュタイナシュタイナシュタイナ
ーーーー」」」」がありがありがありがあり、、、、昼食昼食昼食昼食はははは日本食日本食日本食日本食のののの「「「「高菜高菜高菜高菜ごごごご飯飯飯飯」」」」をををを楽楽楽楽しみましたしみましたしみましたしみました。。。。 

    

↑↑↑↑ヴァールヴァールヴァールヴァールシュタイナーシュタイナーシュタイナーシュタイナーののののビールビールビールビール                                                        

        

↑↑↑↑高菜高菜高菜高菜ごごごご飯飯飯飯    

機機機機ははははシベリアシベリアシベリアシベリア大地大地大地大地をををを順調順調順調順調にににに運航運航運航運航しししし、、、、8888 時間後時間後時間後時間後にににに
ははははモスクワモスクワモスクワモスクワ上空上空上空上空 1111 万万万万 2222 千千千千メートルメートルメートルメートルをややをややをややをやや速度速度速度速度をををを上上上上
げてげてげてげて飛飛飛飛びびびび、、、、コペンハーゲンコペンハーゲンコペンハーゲンコペンハーゲンをををを定刻定刻定刻定刻にににに通過通過通過通過しましたしましたしましたしました。。。。            

２２２２回目回目回目回目のののの昼食昼食昼食昼食はははは温温温温めためためためた海鮮丼海鮮丼海鮮丼海鮮丼だったのでだったのでだったのでだったので赤赤赤赤ワインワインワインワインをををを注文注文注文注文しししし
ましたましたましたました。。。。    
        成田成田成田成田をををを出発出発出発出発してからしてからしてからしてから 11111111 時間時間時間時間 50505050 分後分後分後分後（（（（現地時間午後現地時間午後現地時間午後現地時間午後 2222
時時時時 8888 分分分分））））にににに、、、、フランクフルトフランクフルトフランクフルトフランクフルト空港空港空港空港にににに無事着陸無事着陸無事着陸無事着陸しましたしましたしましたしました。。。。    
        フランクフルトフランクフルトフランクフルトフランクフルトではではではでは成田成田成田成田よりもよりもよりもよりも厳重厳重厳重厳重なななな検査検査検査検査をををを受受受受けけけけ、、、、1111 時間時間時間時間
50505050 分後分後分後分後ののののハンブルクハンブルクハンブルクハンブルク行行行行きにきにきにきに乗乗乗乗りりりり換換換換えましたえましたえましたえました。。。。        ルフトハンルフトハンルフトハンルフトハン
ザザザザ航空航空航空航空ＡＡＡＡ 321321321321 型型型型ののののエアバスエアバスエアバスエアバスはははは、、、、全長全長全長全長 47474747 メートルメートルメートルメートル、、、、190190190190 人乗人乗人乗人乗りりりり
のののの機体機体機体機体でででで、、、、コーヒーコーヒーコーヒーコーヒーをををを一杯飲一杯飲一杯飲一杯飲むむむむ間間間間にににに 43434343 分間分間分間分間のののの飛行飛行飛行飛行をををを終終終終ええええ
16161616 時時時時 45454545 分分分分ににににハンブルクハンブルクハンブルクハンブルク空港空港空港空港にににに着陸着陸着陸着陸しましたしましたしましたしました。。。。        
        ここでここでここでここで出迎出迎出迎出迎えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた通訳通訳通訳通訳ののののシュレーダーシュレーダーシュレーダーシュレーダー美枝子美枝子美枝子美枝子さんとさんとさんとさんと
会会会会いいいい、、、、レオーネレオーネレオーネレオーネ全員全員全員全員でででで「「「「Gruβ GottGruβ GottGruβ GottGruβ Gott」（」（」（」（こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは））））をををを合唱合唱合唱合唱しししし
ましたましたましたました。。。。        ここからここからここからここから 50505050 人乗人乗人乗人乗りのりのりのりのベンツベンツベンツベンツのののの大型大型大型大型バスバスバスバスにゆったにゆったにゆったにゆった
りとりとりとりと乗乗乗乗りりりり込込込込みみみみ、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ待待待待ちにちにちにちに待待待待ったったったったドイツドイツドイツドイツでのでのでのでの旅旅旅旅がががが始始始始まりまりまりまり
ましたましたましたました。。。。        
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↑↑↑↑ドイツドイツドイツドイツ中中中中をををを運運運運んでくれたんでくれたんでくれたんでくれたベンツベンツベンツベンツのののの大型大型大型大型バスバスバスバス    

            ２２２２．．．．リューベックリューベックリューベックリューベックのののの観光観光観光観光     

        17171717 時時時時 36363636 分分分分ににににバスバスバスバスがががが走走走走りりりり出出出出しししし、、、、気温気温気温気温 17℃17℃17℃17℃のののの快適快適快適快適なまなまなまなま
だだだだ明明明明るいるいるいるいハンブルクハンブルクハンブルクハンブルクのののの街街街街をををを走走走走りりりり、、、、1111 時間後時間後時間後時間後にににに古都古都古都古都リューベッリューベッリューベッリューベッ
ククククのののの AltAltAltAlteeeer Specherr Specherr Specherr Specher ホテルホテルホテルホテルにににに到着到着到着到着しましたしましたしましたしました。。。。    

                    

↑↑↑↑郊外郊外郊外郊外のののの道道道道をををを走走走走るといたるところにるといたるところにるといたるところにるといたるところに菜菜菜菜のののの花花花花のののの畑畑畑畑があるがあるがあるがある        

    
         45454545 分分分分ほどほどほどほどホテルホテルホテルホテルのののの部屋部屋部屋部屋でくつろぎでくつろぎでくつろぎでくつろぎ、、、、有名有名有名有名ななななホルステイホルステイホルステイホルステイ
ンンンン門門門門とそのとそのとそのとその前前前前にににに広広広広がるがるがるがる庭園庭園庭園庭園をををを見見見見にににに出出出出かけましたかけましたかけましたかけました。。。。    
                    リューベックリューベックリューベックリューベックはははは周周周周りがりがりがりが河河河河でででで囲囲囲囲まれていてまれていてまれていてまれていて、、、、島全体島全体島全体島全体がががが
世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    
                    河河河河にはにはにはには遊覧船遊覧船遊覧船遊覧船などがなどがなどがなどが係留係留係留係留されておりされておりされておりされており、、、、どこをどこをどこをどこを見見見見てもてもてもても
絵葉書絵葉書絵葉書絵葉書になるようなになるようなになるようなになるような美美美美しいしいしいしい風景風景風景風景でしたでしたでしたでした。。。。    

    

    ↑↑↑↑リューベックリューベックリューベックリューベックのののの美美美美しいしいしいしい街並街並街並街並みみみみ                                                                         

        

↑↑↑↑分厚分厚分厚分厚いいいい壁壁壁壁をををを持持持持つつつつホルステンホルステンホルステンホルステン門門門門 

そのそのそのその後後後後、、、、1226122612261226 年年年年にににに建造建造建造建造されたされたされたされた美美美美しいしいしいしい市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎をををを経経経経てててて聖聖聖聖マリマリマリマリ
アアアア教会教会教会教会をををを訪訪訪訪れましたれましたれましたれました。。。。    
        20202020 時半時半時半時半をををを過過過過ぎたぎたぎたぎた時間時間時間時間だったのでだったのでだったのでだったので残念残念残念残念ながらながらながらながら教会教会教会教会のののの中中中中はははは
入入入入れませんでしたがれませんでしたがれませんでしたがれませんでしたが、、、、かつてかつてかつてかつて名名名名オルガニストオルガニストオルガニストオルガニストののののブクステフーブクステフーブクステフーブクステフー
デデデデががががハンザハンザハンザハンザ同盟同盟同盟同盟のののの雄雄雄雄としてとしてとしてとして栄栄栄栄えたえたえたえたリューベックリューベックリューベックリューベックのののの市民市民市民市民のたのたのたのた
めにめにめにめに開開開開いたいたいたいた「「「「夕夕夕夕べのべのべのべの音楽音楽音楽音楽」」」」のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを想想想想いいいい、、、、若若若若きききき J.S.J.S.J.S.J.S.バッハバッハバッハバッハ
がこのがこのがこのがこの音楽会音楽会音楽会音楽会にににに夢中夢中夢中夢中になってになってになってになってアルンシュタットアルンシュタットアルンシュタットアルンシュタットのののの町町町町でのでのでのでのオオオオ
ルガニストルガニストルガニストルガニストとしてとしてとしてとして許許許許されたされたされたされた休暇期間休暇期間休暇期間休暇期間をををを大幅大幅大幅大幅にににに超過超過超過超過してしてしてして、、、、退退退退
職職職職せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得なくなったというなくなったというなくなったというなくなったというバッハバッハバッハバッハのののの生涯生涯生涯生涯のののの１１１１ページページページページにににに触触触触
れることがれることがれることがれることが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。 

                        

↑↑↑↑かつてかつてかつてかつてハンザハンザハンザハンザ同盟同盟同盟同盟のののの盟主盟主盟主盟主としてとしてとしてとして繁栄繁栄繁栄繁栄したしたしたしたリューベックリューベックリューベックリューベック市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎     

        
↑↑↑↑北北北北ドイツドイツドイツドイツでででで有名有名有名有名だっただっただっただった夕夕夕夕べのべのべのべの音楽音楽音楽音楽がががが開開開開かれたかれたかれたかれた聖聖聖聖マリアマリアマリアマリア教会教会教会教会 

         教会教会教会教会のののの前前前前にはにはにはにはトートートートーマスマスマスマス・・・・マンマンマンマンのののの居宅居宅居宅居宅がありここでがありここでがありここでがありここで著著著著
作作作作をををを書書書書いたいたいたいた歴史歴史歴史歴史がががが残残残残されていましたされていましたされていましたされていました。。。。     
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↑↑↑↑トーマストーマストーマストーマス・・・・マンマンマンマンのののの銘版銘版銘版銘版がががが嵌嵌嵌嵌められためられためられためられた入口入口入口入口    

        そのあとそのあとそのあとそのあと天候天候天候天候がががが急変急変急変急変しししし、、、、海海海海のののの方方方方からからからから黒雲黒雲黒雲黒雲がもくもくとがもくもくとがもくもくとがもくもくと
押押押押しししし寄寄寄寄せてきてせてきてせてきてせてきて、、、、アッアッアッアッというというというという間間間間にににに激激激激しいしいしいしい夕立夕立夕立夕立となってとなってとなってとなって一時一時一時一時、、、、
街街街街のののの軒先軒先軒先軒先でででで    雨宿雨宿雨宿雨宿りをしましたりをしましたりをしましたりをしました。。。。        夕食夕食夕食夕食はははは 1535153515351535 年年年年にににに建建建建てらてらてらてら
れたれたれたれた歴史的歴史的歴史的歴史的ななななギルドギルドギルドギルドのののの名残名残名残名残をををを持持持持つつつつ「「「「船員組合船員組合船員組合船員組合のののの家家家家」」」」ののののレスレスレスレス
トラントラントラントランにににに入入入入りましたりましたりましたりました。。。。 

    ここでここでここでここではははは、、、、日本日本日本日本ののののレストランレストランレストランレストランではではではでは食食食食べられないようなべられないようなべられないようなべられないような、、、、大大大大
きなきなきなきなアスパラガスアスパラガスアスパラガスアスパラガス（（（（シュパルゲルシュパルゲルシュパルゲルシュパルゲル））））がががが８８８８本本本本ににににサーモンサーモンサーモンサーモンがががが添添添添ええええ
られたられたられたられた料理料理料理料理をををを    楽楽楽楽しみましたしみましたしみましたしみました。。。。    

            

↑↑↑↑船員組合船員組合船員組合船員組合のののの家家家家。。。。今今今今はははは歴史歴史歴史歴史をををを伝伝伝伝えるえるえるえるレストランレストランレストランレストランとなっているとなっているとなっているとなっている    

    我我我我々々々々のののの男声合唱男声合唱男声合唱男声合唱でででで「「「「Ein PrositEin PrositEin PrositEin Prosit」（」（」（」（乾杯乾杯乾杯乾杯））））をををを歌歌歌歌うううう
とととと、、、、周周周周りのりのりのりの客客客客がががが喜喜喜喜んでくれてたくさんんでくれてたくさんんでくれてたくさんんでくれてたくさん拍手拍手拍手拍手をしてくをしてくをしてくをしてく
れましたれましたれましたれました。。。。    

            このこのこのこの乾杯乾杯乾杯乾杯のののの歌歌歌歌のののの男声合唱男声合唱男声合唱男声合唱はははは、、、、このこのこのこの後後後後にににに続続続続くくくくドイドイドイドイツツツツ各地各地各地各地
でででで歌歌歌歌いいいい、、、、どこでもどこでもどこでもどこでも温温温温かいかいかいかい歓迎歓迎歓迎歓迎のののの拍手拍手拍手拍手をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    隣隣隣隣ににににスススス
エーデンエーデンエーデンエーデンのののの団体団体団体団体がががが来来来来ていてていてていてていて、、、、我我我我々々々々のののの歌歌歌歌にににに刺激刺激刺激刺激されたのかされたのかされたのかされたのか、、、、
身振身振身振身振りりりり手振手振手振手振りをつけたりをつけたりをつけたりをつけた楽楽楽楽しいしいしいしい歌歌歌歌をををを披露披露披露披露してしてしてして、、、、部屋部屋部屋部屋はにわかはにわかはにわかはにわか
ににぎやかになりましたににぎやかになりましたににぎやかになりましたににぎやかになりました。。。。    
            どこのどこのどこのどこの言葉言葉言葉言葉かかかか分分分分からなかったのですがからなかったのですがからなかったのですがからなかったのですが、、、、シュレーダーシュレーダーシュレーダーシュレーダー
美枝子美枝子美枝子美枝子さんにさんにさんにさんに聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、たぶんたぶんたぶんたぶんスエーデンスエーデンスエーデンスエーデン語語語語だろうだろうだろうだろう・・・・・・・・・・・・とのこととのこととのこととのこと
でしたでしたでしたでした。。。。    
        後後後後でででで団長団長団長団長のところにのところにのところにのところに代表代表代表代表らしきらしきらしきらしき人人人人がががが挨拶挨拶挨拶挨拶にやっきてにやっきてにやっきてにやっきて、、、、やややや
はりはりはりはりスエーデンスエーデンスエーデンスエーデンのののの人人人人たちということがわかりましたたちということがわかりましたたちということがわかりましたたちということがわかりました。。。。 

    

↑↑↑↑スエーデンスエーデンスエーデンスエーデンのののの団体団体団体団体がががが身振身振身振身振りりりり手振手振手振手振りをつけてりをつけてりをつけてりをつけて楽楽楽楽しそうにしそうにしそうにしそうに歌歌歌歌うううう    

     丁度丁度丁度丁度ドイツドイツドイツドイツははははアスパラガスアスパラガスアスパラガスアスパラガスのののの盛盛盛盛りのりのりのりの時期時期時期時期でででで、、、、このこのこのこの後後後後もももも
いたるところでいたるところでいたるところでいたるところでアスパラガスアスパラガスアスパラガスアスパラガスのののの料理料理料理料理をををを楽楽楽楽しむことができまししむことができまししむことができまししむことができまし
たたたた。。。。    

            

↑↑↑↑サーモンサーモンサーモンサーモンととととアスパラガスアスパラガスアスパラガスアスパラガスのののの料理料理料理料理。。。。アスパラガスアスパラガスアスパラガスアスパラガスをををを腹一杯食腹一杯食腹一杯食腹一杯食

べたべたべたべた    

        

        

↑↑↑↑「「「「船員組合船員組合船員組合船員組合のののの家家家家」」」」でのでのでのでの食事風景食事風景食事風景食事風景        

    夕食夕食夕食夕食をををを終終終終ええええホテルホテルホテルホテルにににに帰帰帰帰ったのはったのはったのはったのは深夜近深夜近深夜近深夜近くになりましたくになりましたくになりましたくになりました
がががが、、、、夜夜夜夜のののの 9999 時頃時頃時頃時頃までまでまでまで明明明明るいるいるいるい季節季節季節季節ののののドイツドイツドイツドイツではではではでは、、、、今今今今ののののシーズシーズシーズシーズ
ンンンンはよりはよりはよりはより多多多多くくくく観光観光観光観光できるできるできるできるメリットメリットメリットメリットもあるともあるともあるともあると言言言言えそうですえそうですえそうですえそうです。。。。    
        翌朝翌朝翌朝翌朝もももも朝朝朝朝 7777 時半時半時半時半のののの朝食朝食朝食朝食もそこそこにもそこそこにもそこそこにもそこそこに、、、、町町町町をををを歩歩歩歩いていていていて菩提樹菩提樹菩提樹菩提樹
のののの並木道並木道並木道並木道などをなどをなどをなどを歩歩歩歩きききき、「、「、「、「Der LindenbaumDer LindenbaumDer LindenbaumDer Lindenbaum」」」」などをなどをなどをなどを男声合唱男声合唱男声合唱男声合唱しししし
ながらながらながらながらリューベックリューベックリューベックリューベックのののの落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた街街街街をををを散策散策散策散策しましたしましたしましたしました。。。。    
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雨雨雨雨をををを逃逃逃逃れたれたれたれた、、、、リューベックリューベックリューベックリューベック２２２２
度目度目度目度目ののののメンバーメンバーメンバーメンバーをををを主体主体主体主体とするとするとするとする
別働隊別働隊別働隊別働隊はははは am Rathaus am Rathaus am Rathaus am Rathaus なるなるなるなる
レストランレストランレストランレストランにてにてにてにて、、、、こちらもこちらもこちらもこちらも
SpargelSpargelSpargelSpargel。。。。    ４４４４€とととと安安安安いいいいメニューメニューメニューメニュー
ははははスープスープスープスープだっただっただっただった。。。。    
SeniorSeniorSeniorSeniorenenenen----tellertellertellerteller（（（（シルバーシルバーシルバーシルバー
用用用用）））） 12 12 12 12€でででで量量量量はははは充分充分充分充分。。。。    

    

        

    

 

            ドイツドイツドイツドイツ旅行日記旅行日記旅行日記旅行日記    
５５５５////９９９９（（（（リューベックリューベックリューベックリューベック発発発発～～～～ハンブルグハンブルグハンブルグハンブルグ～～～～キールキールキールキール）））） 

 

5555 月月月月 9999 日日日日（（（（土土土土））））朝朝朝朝 9999 時時時時ににににリューベックリューベックリューベックリューベックのののの Alter SpeichrAlter SpeichrAlter SpeichrAlter Speichr ホテホテホテホテ
ルルルルををををチェックアウトチェックアウトチェックアウトチェックアウトしししし、、、、専用専用専用専用バスバスバスバスにににに乗乗乗乗ってってってってハンブルクハンブルクハンブルクハンブルクにににに向向向向かかかか
ってってってって、、、、        10101010 時過時過時過時過ぎにぎにぎにぎにハンブルクハンブルクハンブルクハンブルク港港港港のののの海海海海のののの記念祭記念祭記念祭記念祭がががが行行行行われわれわれわれ
ているているているている会場会場会場会場にににに到着到着到着到着しましたしましたしましたしました。。。。    
        盛大盛大盛大盛大なななな「「「「開港記念日開港記念日開港記念日開港記念日」」」」ののののおおおお祭祭祭祭りでりでりでりで、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな艦船艦船艦船艦船がががが港港港港
一杯一杯一杯一杯にににに係留係留係留係留されていましたされていましたされていましたされていました。。。。    
        おおおお天気天気天気天気もよくもよくもよくもよく、、、、おおおお祭祭祭祭りのりのりのりの期間期間期間期間はははは軍艦軍艦軍艦軍艦でもでもでもでも市民市民市民市民をををを乗乗乗乗せせせせてててて内内内内
部部部部をををを見学見学見学見学させてもらえるためさせてもらえるためさせてもらえるためさせてもらえるため、、、、大勢大勢大勢大勢のののの見物客見物客見物客見物客がががが気楽気楽気楽気楽なななな格好格好格好格好
でででで艦船艦船艦船艦船のののの見学見学見学見学をををを楽楽楽楽しんでいましたしんでいましたしんでいましたしんでいました。。。。 

    
    ↑↑↑↑祭祭祭祭りにりにりにりに集集集集まってきたまってきたまってきたまってきた多多多多くのくのくのくの船船船船    

                                                            

    

    ↑↑↑↑海賊船海賊船海賊船海賊船のののの飾飾飾飾りりりり付付付付けをしたけをしたけをしたけをした屋台屋台屋台屋台    

                                                                                                    

        
↑↑↑↑ジョジョジョジョ－－－－ズズズズのののの飾飾飾飾りつけをしたりつけをしたりつけをしたりつけをした屋台屋台屋台屋台    

ドイツドイツドイツドイツ海軍海軍海軍海軍のののの「「「「ハンブルクハンブルクハンブルクハンブルク」」」」というというというという名名名名のののの「「「「フリゲートフリゲートフリゲートフリゲート
艦艦艦艦」」」」にもにもにもにも乗乗乗乗りりりり、、、、艦内艦内艦内艦内をををを見見見見ることができましたることができましたることができましたることができました。。。。    

            我我我我々々々々はははは甲板甲板甲板甲板でででで兵士達兵士達兵士達兵士達がががが販売販売販売販売しているしているしているしている屋台屋台屋台屋台ののののビールビールビールビールとととと
焼焼焼焼ききききソーセージソーセージソーセージソーセージをををを買買買買いいいい、、、、そのそのそのその場場場場でででで「「「「Ein PrositEin PrositEin PrositEin Prosit」」」」をををを合唱合唱合唱合唱しししし、、、、拍拍拍拍
手喝采手喝采手喝采手喝采をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    するとするとするとすると御礼御礼御礼御礼にもうにもうにもうにもう一杯一杯一杯一杯ビールビールビールビールをををを飲飲飲飲まままま
せてせてせてせてくれるなどくれるなどくれるなどくれるなど、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい見学見学見学見学のののの想想想想いいいい出出出出ができましたができましたができましたができました。。。。     

    ↑↑↑↑大大大大きなきなきなきな大砲大砲大砲大砲がががが付付付付いているいているいているいている軍艦軍艦軍艦軍艦のののの上上上上でででで 

昼食昼食昼食昼食はははは、、、、ハンブルクハンブルクハンブルクハンブルク港近港近港近港近くのくのくのくの歴史歴史歴史歴史をををを感感感感じさせるじさせるじさせるじさせるレレレレ
ストランストランストランストラン「「「「Old Commercial RoomOld Commercial RoomOld Commercial RoomOld Commercial Room」」」」でででで、、、、ハンブルクハンブルクハンブルクハンブルクのののの
料理料理料理料理をををを味味味味わいましたわいましたわいましたわいました。。。。    
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            牛肉牛肉牛肉牛肉とじゃがいもをとじゃがいもをとじゃがいもをとじゃがいもを練練練練りりりり合合合合わせてわせてわせてわせて皿皿皿皿にににに盛盛盛盛ったものをったものをったものをったものをスススス
プーンプーンプーンプーンでででで食食食食べるというべるというべるというべるという、、、、美味美味美味美味しいしいしいしい、、、、味味味味わいにのあるわいにのあるわいにのあるわいにのある郷土料郷土料郷土料郷土料
理理理理でしたでしたでしたでした。。。。    
            店内店内店内店内にはにはにはには港港港港にににに入入入入ったったったった船長船長船長船長がががが食食食食べるべるべるべる部屋部屋部屋部屋、、、、一般一般一般一般のののの船員船員船員船員
がががが食食食食べるべるべるべる部屋部屋部屋部屋などがなどがなどがなどが分分分分かれておりかれておりかれておりかれており、、、、歴史歴史歴史歴史のののの味味味味わいをわいをわいをわいを感感感感じさじさじさじさ
せましたせましたせましたせました。。。。    

        

↑↑↑↑港港港港のののの歴史歴史歴史歴史をををを伝伝伝伝えるえるえるえるレストランレストランレストランレストランでででで昼食昼食昼食昼食                                                                                    

        
↑↑↑↑牛肉牛肉牛肉牛肉とじとじとじとじゃがいもをゃがいもをゃがいもをゃがいもを練練練練ったったったったハンブルクハンブルクハンブルクハンブルクのののの郷土料理郷土料理郷土料理郷土料理        

    

    

11114444 時時時時 10101010 分分分分ににににレストランレストランレストランレストランをををを出出出出てててて、、、、バスバスバスバスはははは古古古古いいいい港町港町港町港町のののの
EckernfordeEckernfordeEckernfordeEckernforde にににに向向向向いましたいましたいましたいました。。。。    EckernfordeEckernfordeEckernfordeEckernforde ははははおちついたおちついたおちついたおちついた古古古古
いいいい港町港町港町港町。。。。    

  

    ↑↑↑↑EckernfordeEckernfordeEckernfordeEckernforde はははは古古古古いいいい港町港町港町港町 ↑↑↑↑街街街街のののの奥奥奥奥にはにはにはには小奇麗小奇麗小奇麗小奇麗なななな家家家家がががが
立立立立ちちちち並並並並ぶぶぶぶ 

 

↑↑↑↑ボンボンボンボンボンボンボンボン工場見学工場見学工場見学工場見学のちのちのちのち、、、、コヒーコヒーコヒーコヒー休憩休憩休憩休憩、、、、ケーキケーキケーキケーキはははは ErdbeertorteErdbeertorteErdbeertorteErdbeertorte    

    

↑↑↑↑KronshagenKronshagenKronshagenKronshagen のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと一緒一緒一緒一緒にににに    

        そのそのそのその後後後後、、、、本日本日本日本日のののの交歓演奏交歓演奏交歓演奏交歓演奏パパパパーティーーティーーティーーティーがががが開開開開かれるかれるかれるかれる会場会場会場会場
であるであるであるであるキールキールキールキールのののの    「「「「Burgerhaus in KronshagenBurgerhaus in KronshagenBurgerhaus in KronshagenBurgerhaus in Kronshagen」」」」    にににに向向向向かいかいかいかい 1111
時間時間時間時間でででで 17171717 時過時過時過時過ぎにぎにぎにぎに到着到着到着到着。。。。    
        ここにここにここにここに待待待待ちちちち受受受受けていたけていたけていたけていた合唱団合唱団合唱団合唱団Chor KronshagenChor KronshagenChor KronshagenChor Kronshagenのののの皆皆皆皆さんさんさんさん
とととと挨拶挨拶挨拶挨拶をををを交交交交わしわしわしわし、、、、我我我我々々々々はははは Grus GottGrus GottGrus GottGrus Gott（（（（今日今日今日今日はははは））））をををを合唱合唱合唱合唱してしてしてして挨挨挨挨
拶拶拶拶をしたをしたをしたをした。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの民泊先民泊先民泊先民泊先のののの里親里親里親里親にににに紹介紹介紹介紹介されてされてされてされて宿泊先宿泊先宿泊先宿泊先
にににに向向向向かいましたかいましたかいましたかいました。。。。    
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        筆者筆者筆者筆者ととととＮＮＮＮ氏夫妻氏夫妻氏夫妻氏夫妻、Ｙ、Ｙ、Ｙ、Ｙ氏氏氏氏のののの 4444 人人人人はははは Chor KronshagenChor KronshagenChor KronshagenChor Kronshagen 合唱団合唱団合唱団合唱団
のののの事務局事務局事務局事務局をやっておられるをやっておられるをやっておられるをやっておられる Heidrun SchmidtHeidrun SchmidtHeidrun SchmidtHeidrun Schmidt 女史女史女史女史のののの自宅自宅自宅自宅へへへへ
案内案内案内案内    されましたされましたされましたされました。。。。    

    

    ↑↑↑↑SchmidtSchmidtSchmidtSchmidt 夫妻夫妻夫妻夫妻とととと一緒一緒一緒一緒にににに    

    SchmidtSchmidtSchmidtSchmidt 女史女史女史女史はこのはこのはこのはこの合唱団合唱団合唱団合唱団ででででアルトアルトアルトアルトをををを歌歌歌歌いいいい、、、、ごごごご主人主人主人主人
のののの AlexanderAlexanderAlexanderAlexander 氏氏氏氏ははははバスバスバスバスをををを歌歌歌歌っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方であったであったであったであった。。。。    
        家家家家のののの建坪建坪建坪建坪だけでもだけでもだけでもだけでも 200200200200 平方平方平方平方メートルメートルメートルメートルはありはありはありはあり、、、、地下地下地下地下

室室室室をををを入入入入れるとれるとれるとれると 300300300300 平方平方平方平方メートルメートルメートルメートルにもなるゆったりとしたにもなるゆったりとしたにもなるゆったりとしたにもなるゆったりとした家家家家でででで、、、、
庭庭庭庭もももも広広広広々々々々としていますとしていますとしていますとしています。。。。        私私私私はははは 2222 階階階階のののの大大大大きなきなきなきな部屋部屋部屋部屋をあてがをあてがをあてがをあてが
われましたわれましたわれましたわれました。。。。    それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれのメンバーメンバーメンバーメンバーのののの宿泊先宿泊先宿泊先宿泊先でのでのでのでの様子様子様子様子はははは別別別別
にににに纏纏纏纏めてめてめてめて報告報告報告報告したいしたいしたいしたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     

        

↑↑↑↑広広広広いいいい庭庭庭庭にはいろいろなにはいろいろなにはいろいろなにはいろいろな植物植物植物植物があるがあるがあるがある 

        持参持参持参持参したおしたおしたおしたお土産土産土産土産をををを SchmidtSchmidtSchmidtSchmidt ごごごご夫妻夫妻夫妻夫妻におにおにおにお渡渡渡渡しししし、、、、しばらくしばらくしばらくしばらく
歓談歓談歓談歓談してからしてからしてからしてから演奏会用演奏会用演奏会用演奏会用のののの正装正装正装正装にににに着替着替着替着替えてえてえてえて、、、、19191919 時前時前時前時前にごにごにごにご夫夫夫夫
妻妻妻妻のののの車車車車でででで交歓会交歓会交歓会交歓会のののの会場会場会場会場へへへへ向向向向かいましたかいましたかいましたかいました。。。。        会場会場会場会場にはにはにはには既既既既にににに
大勢大勢大勢大勢ののののメンバーメンバーメンバーメンバーがががが着席着席着席着席しておりしておりしておりしており、、、、各家庭各家庭各家庭各家庭からからからから 1111 品品品品づつづつづつづつ持参持参持参持参
されたごされたごされたごされたご馳走馳走馳走馳走がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん準備準備準備準備されていましたされていましたされていましたされていました。。。。    

                        

↑↑↑↑各家庭各家庭各家庭各家庭からからからから 1111 品品品品づつづつづつづつ持参持参持参持参されたごされたごされたごされたご馳走馳走馳走馳走がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん並並並並べられたべられたべられたべられた 

        交歓会交歓会交歓会交歓会はははは１９１９１９１９時時時時からからからから始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。    
    Chor KronshagenChor KronshagenChor KronshagenChor Kronshagen 合唱団合唱団合唱団合唱団はははは約約約約 60606060 人人人人のののの混声合唱団混声合唱団混声合唱団混声合唱団でしたでしたでしたでした。。。。    
        会長会長会長会長のののの Annemagret KuhntopfAnnemagret KuhntopfAnnemagret KuhntopfAnnemagret Kuhntopf 女史女史女史女史のののの挨拶挨拶挨拶挨拶でででで始始始始まりまりまりまり、、、、女女女女
性性性性のののの区長区長区長区長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶、、、、指揮者指揮者指揮者指揮者のののの Imre SallayImre SallayImre SallayImre Sallay 女史女史女史女史のののの挨拶挨拶挨拶挨拶、、、、キーキーキーキー
ルルルルのののの独日協会独日協会独日協会独日協会 JanochaJanochaJanochaJanocha 会長会長会長会長（（（（代理代理代理代理））））のののの挨拶挨拶挨拶挨拶がありましたがありましたがありましたがありました。。。。        
Chor KronsChor KronsChor KronsChor Kronshagenhagenhagenhagen 合唱団合唱団合唱団合唱団からからからからレオーネレオーネレオーネレオーネにににに記念品記念品記念品記念品をををを頂頂頂頂きききき、、、、まままま
たたたた独日協会独日協会独日協会独日協会からもからもからもからも記念品記念品記念品記念品をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。    
    地元新聞社地元新聞社地元新聞社地元新聞社のののの取材取材取材取材もももも行行行行われていましたわれていましたわれていましたわれていました。。。。    
        レオーネレオーネレオーネレオーネ側側側側からはからはからはからは団長団長団長団長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶をををを行行行行いいいい、、、、Chor KronshagenChor KronshagenChor KronshagenChor Kronshagen
合唱団合唱団合唱団合唱団のののの Annemagret KAnnemagret KAnnemagret KAnnemagret Küüüühntopfhntopfhntopfhntopf 女史女史女史女史にににに今回今回今回今回ののののレオーネレオーネレオーネレオーネのののの
旅行旅行旅行旅行のののの旗旗旗旗をををを贈贈贈贈りりりり、、、、指揮者指揮者指揮者指揮者のののの Imre SallayImre SallayImre SallayImre Sallay 氏氏氏氏にはにはにはには富士山富士山富士山富士山のののの額額額額
絵絵絵絵ののののパズルパズルパズルパズルをををを贈贈贈贈りましたりましたりましたりました。。。。    
            またまたまたまた、、、、独日会長独日会長独日会長独日会長代理代理代理代理ののののDr. Eberhard DeltzDr. Eberhard DeltzDr. Eberhard DeltzDr. Eberhard Deltzにはにはにはには鯉鯉鯉鯉のののの
ぼりのぼりのぼりのぼりの絵絵絵絵をををを描描描描いたいたいたいた壁掛壁掛壁掛壁掛けをおけをおけをおけをお渡渡渡渡ししましたししましたししましたししました。。。。    

        
↑↑↑↑挨拶挨拶挨拶挨拶をするをするをするをする会長会長会長会長のののの Annemagret KuhntopfAnnemagret KuhntopfAnnemagret KuhntopfAnnemagret Kuhntopf 女史女史女史女史 

        そのそのそのその後後後後でででで、、、、合唱団合唱団合唱団合唱団のののの男声男声男声男声にはにはにはにはレオーネレオーネレオーネレオーネののののバッチバッチバッチバッチをををを、、、、女女女女
声声声声にはにはにはにはレオーネレオーネレオーネレオーネののののマークマークマークマークのののの入入入入ったったったったタオルハンカチタオルハンカチタオルハンカチタオルハンカチをををを、、、、各各各各テテテテ
ーブルーブルーブルーブルをまわってをまわってをまわってをまわって一人一人一人一人づつにづつにづつにづつに手渡手渡手渡手渡しましたしましたしましたしました。。。。     

    

    ↑↑↑↑会長会長会長会長ににににレオーネレオーネレオーネレオーネのののの団旗団旗団旗団旗をををを贈贈贈贈呈呈呈呈するするするする    

        合唱合唱合唱合唱のののの交歓交歓交歓交歓はははは、、、、Chor KronshagenChor KronshagenChor KronshagenChor Kronshagen 合唱団合唱団合唱団合唱団ががががピアノピアノピアノピアノ伴奏伴奏伴奏伴奏
をををを入入入入れてれてれてれて、、、、まずまずまずまず「「「「さくらさくらさくらさくら」」」」をををを歌歌歌歌ってってってって日本側日本側日本側日本側へのへのへのへの歓迎歓迎歓迎歓迎のののの意意意意をををを示示示示
しししし、、、、    「「「「第九第九第九第九のののの歓喜歓喜歓喜歓喜のののの歌歌歌歌」「」「」「」「歌劇歌劇歌劇歌劇カルメンカルメンカルメンカルメン」」」」からからからから 1111 曲曲曲曲、「、「、「、「マイフェマイフェマイフェマイフェ
アレディーアレディーアレディーアレディー」」」」からからからから 1111 曲曲曲曲などをなどをなどをなどを披露披露披露披露しましたしましたしましたしました。。。。 
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↑↑↑↑Chor KronshagenChor KronshagenChor KronshagenChor Kronshagen 合唱団合唱団合唱団合唱団のののの演奏演奏演奏演奏    

        レオーネレオーネレオーネレオーネはははは二宮氏二宮氏二宮氏二宮氏のののの指揮指揮指揮指揮でででで「「「「Grus GottGrus GottGrus GottGrus Gott」「」「」「」「Annchen Annchen Annchen Annchen 
vonvonvonvon Tharau Tharau Tharau Tharau」、」、」、」、組曲組曲組曲組曲    「「「「雨雨雨雨」」」」    からからからから    「「「「武蔵野武蔵野武蔵野武蔵野のののの雨雨雨雨」」」」    「「「「11111111 月月月月にににに
降降降降るるるる雨雨雨雨」」」」    のののの 2222 曲曲曲曲、、、、    
    さらにさらにさらにさらに奥様方奥様方奥様方奥様方がががが入入入入ってってってって混声混声混声混声でででで    「「「「夏夏夏夏はははは来来来来ぬぬぬぬ」」」」    「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと」」」」    
をををを歌歌歌歌いましたいましたいましたいました。。。。    

    

                                    ↑↑↑↑元気元気元気元気よくよくよくよく Grus GottGrus GottGrus GottGrus Gott をををを歌歌歌歌うううう    

            

    ↑↑↑↑四人四人四人四人ののののクワルテットクワルテットクワルテットクワルテットもももも飛飛飛飛びびびび出出出出してしてしてして余興余興余興余興にににに花花花花をををを添添添添えたえたえたえた    

        交流交流交流交流はははは食事食事食事食事をしながらをしながらをしながらをしながら 22222222 時過時過時過時過ぎまでぎまでぎまでぎまで開開開開かかかか
れれれれ、、、、終了後終了後終了後終了後はまたはまたはまたはまた各家庭各家庭各家庭各家庭にににに戻戻戻戻ってってってって歓談歓談歓談歓談のひとのひとのひとのひと時時時時
をををを過過過過ごしましたごしましたごしましたごしました。。。。    

    

    

    

 

    ドイツドイツドイツドイツ旅行日記旅行日記旅行日記旅行日記・・・・５５５５////１０１０１０１０（（（（キールキールキールキール発発発発～～～～キールキールキールキール運河運河運河運河～～～～リューリューリューリュー
ネブルグネブルグネブルグネブルグ～～～～ハノーファハノーファハノーファハノーファ）））） 

 

5555 月月月月 10101010 日日日日（（（（日日日日））））はははは雲一雲一雲一雲一つないつないつないつない快晴快晴快晴快晴のののの一日一日一日一日となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。        
各家庭各家庭各家庭各家庭ででででドイツドイツドイツドイツ風風風風のののの朝食朝食朝食朝食をををを済済済済ませたませたませたませた後後後後、、、、9999 時半時半時半時半にににに昨夜交歓昨夜交歓昨夜交歓昨夜交歓
会会会会のののの開開開開かれたかれたかれたかれた会場前会場前会場前会場前にににに集集集集まりまりまりまり、、、、里親里親里親里親のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに「「「「Muss i Muss i Muss i Muss i 
denndenndenndenn」（」（」（」（別別別別れれれれ））））をををを歌歌歌歌っておっておっておってお別別別別れのれのれのれの挨拶挨拶挨拶挨拶をしましたをしましたをしましたをしました。。。。    

    

↑↑↑↑里親里親里親里親のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと一緒一緒一緒一緒にににに 

    そのそのそのその後後後後、、、、何人何人何人何人かのかのかのかの人人人人はははは我我我我々々々々のののの専用専用専用専用バスバスバスバスにににに一緒一緒一緒一緒にににに乗乗乗乗ってってってって
いただきいただきいただきいただき、、、、キールキールキールキール運河運河運河運河をををを案内案内案内案内してもらいましたしてもらいましたしてもらいましたしてもらいました。。。。        
    キールキールキールキール運河運河運河運河はははは、、、、パナマパナマパナマパナマ運河運河運河運河、、、、スエズスエズスエズスエズ運河運河運河運河とととと並並並並んでんでんでんで、、、、世界世界世界世界
三大運河三大運河三大運河三大運河のののの一一一一つとつとつとつと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。    
    大大大大きなきなきなきな船船船船がががが行行行行きききき交交交交いいいい、、、、汽笛汽笛汽笛汽笛もももも鳴鳴鳴鳴ってってってって順番待順番待順番待順番待ちのちのちのちの大型船大型船大型船大型船もももも
たくさんたくさんたくさんたくさん通過通過通過通過していましたしていましたしていましたしていました。。。。      

  

↑↑↑↑キールキールキールキール運河運河運河運河からからからからバルトバルトバルトバルト海方面海方面海方面海方面をををを望望望望むむむむ。。。。遠遠遠遠くにくにくにくに沖待沖待沖待沖待ちしちしちしちし
ているているているている舟舟舟舟がががが停泊停泊停泊停泊しているしているしているしている 

またまたまたまた運河運河運河運河のののの掘削掘削掘削掘削でででで、、、、交通路交通路交通路交通路がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった箇所箇所箇所箇所のためののためののためののための無無無無
料料料料のののの渡渡渡渡しししし舟舟舟舟がががが今今今今でもでもでもでも運行運行運行運行しておりしておりしておりしており、、、、我我我我々々々々もこれにもこれにもこれにもこれに乗乗乗乗ってってってって運運運運
河河河河ををををクルージングクルージングクルージングクルージングしてしてしてして横断横断横断横断しましたしましたしましたしました。。。。灯台灯台灯台灯台のののの前前前前でででで我我我我々々々々はははは    
「「「「Der LindenbaumDer LindenbaumDer LindenbaumDer Lindenbaum」」」」    「「「「Heiden RosleinHeiden RosleinHeiden RosleinHeiden Roslein」」」」    をををを運河運河運河運河にににに向向向向けてけてけてけて合合合合
唱唱唱唱しましたしましたしましたしました。。。。    
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↑↑↑↑クルージングクルージングクルージングクルージングをををを終終終終えてえてえてえて    

        

↑↑↑↑広広広広いいいい庭庭庭庭をををを持持持持つつつつホテルホテルホテルホテルとととと食堂食堂食堂食堂    

 

        昼食昼食昼食昼食はははは、、、、灯台灯台灯台灯台のののの近近近近くにくにくにくに建建建建つつつつホテルホテルホテルホテル Kieler Kieler Kieler Kieler 
KaufmanKaufmanKaufmanKaufman ののののレストランレストランレストランレストランでででで取取取取りましたりましたりましたりました。。。。    
        あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ頼頼頼頼んであったんであったんであったんであった 2222 種類種類種類種類のののの料理料理料理料理    「「「「アスアスアスアス

パラガスパラガスパラガスパラガスとととと肉肉肉肉」」」」    「「「「魚魚魚魚ののののムニエルムニエルムニエルムニエル」」」」    をををを、、、、二人二人二人二人でででで一緒一緒一緒一緒にににに分分分分けけけけ合合合合
ってってってって、、、、    おおおお互互互互いにいにいにいに料理料理料理料理をををを楽楽楽楽しみまししみまししみまししみましたたたた。。。。        勿論食事前勿論食事前勿論食事前勿論食事前のののの乾乾乾乾
杯杯杯杯にににに    「「「「Ein PrsitEin PrsitEin PrsitEin Prsit」」」」    をををを合唱合唱合唱合唱してしてしてしてビールビールビールビールもももも美味美味美味美味しくしくしくしく飲飲飲飲みましたみましたみましたみました。。。。     

                                                                                                                        

    
    ↑↑↑↑アスパラガスアスパラガスアスパラガスアスパラガスのののの美味美味美味美味しいしいしいしい料理料理料理料理        

 

            

食事風景食事風景食事風景食事風景        

        

  

  

  

                                                                                                                         

昼食後昼食後昼食後昼食後はははは、、、、案内案内案内案内してくれたしてくれたしてくれたしてくれた Chor KronshagenChor KronshagenChor KronshagenChor Kronshagen 合唱団合唱団合唱団合唱団
のののの方方方方々々々々とととと、、、、ホテルホテルホテルホテルのののの前前前前でででで「「「「Muss i dennMuss i dennMuss i dennMuss i denn」」」」をををを歌歌歌歌っておっておっておってお

別別別別れをしましたれをしましたれをしましたれをしました。。。。    
        13131313 時時時時 25252525 分分分分にににに我我我我々々々々ののののバスバスバスバスははははホテルホテルホテルホテルのののの前前前前をををを出発出発出発出発しししし、、、、リューリューリューリュー
ネブルクネブルクネブルクネブルク経由次経由次経由次経由次のののの目的地目的地目的地目的地リューネブルグリューネブルグリューネブルグリューネブルグにににに向向向向かいましたかいましたかいましたかいました。。。。  
15151515 時半過時半過時半過時半過ぎにぎにぎにぎにリューネブルクリューネブルクリューネブルクリューネブルクにににに到着到着到着到着しましたしましたしましたしました。。。。    
        リューネブリューネブリューネブリューネブルクルクルクルクにはにはにはには、、、、かつてはかつてはかつてはかつては岩塩岩塩岩塩岩塩のののの一大産地一大産地一大産地一大産地としてとしてとしてとして栄栄栄栄
えたえたえたえた名残名残名残名残のののの街並街並街並街並みがみがみがみが広広広広くくくく残残残残っていましたっていましたっていましたっていました。。。。    
        またまたまたまた市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎のののの立派立派立派立派なこともなこともなこともなことも印象印象印象印象にににに残残残残りましたりましたりましたりました。。。。    
            そしてこのそしてこのそしてこのそしてこの地地地地はははは、、、、近代音楽近代音楽近代音楽近代音楽のののの父父父父としてとしてとしてとして関心関心関心関心をををを寄寄寄寄せるせるせるせるババババ
ッハッハッハッハがががが、、、、青春時代青春時代青春時代青春時代をををを勉学勉学勉学勉学でででで過過過過ごしたごしたごしたごした地地地地としてもとしてもとしてもとしても歴史的歴史的歴史的歴史的にににに名名名名
高高高高いところですいところですいところですいところです。。。。 



 - 9 - 

                                    

    

    ↑↑↑↑かつてのかつてのかつてのかつての栄華栄華栄華栄華をををを示示示示すすすす豪華豪華豪華豪華なななな市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎 

        両親両親両親両親をををを失失失失ってってってって孤児孤児孤児孤児になったになったになったになったバッハバッハバッハバッハのののの長兄長兄長兄長兄がががが、、、、
オルガニストオルガニストオルガニストオルガニストをををを勤勤勤勤めるめるめるめるオールドルフオールドルフオールドルフオールドルフのののの町町町町にににに、、、、長兄長兄長兄長兄
にににに引引引引きききき取取取取られてられてられてられて少年時代少年時代少年時代少年時代をををを送送送送っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、兄兄兄兄

のののの家族家族家族家族もももも増増増増ええええ、、、、経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも自立自立自立自立をををを迫迫迫迫られたられたられたられたバッハバッハバッハバッハががががリューリューリューリュー
ネブルクネブルクネブルクネブルクのののの聖聖聖聖ミカエルミカエルミカエルミカエル教会付属学校教会付属学校教会付属学校教会付属学校にににに入入入入りりりり、、、、教会教会教会教会のののの聖歌隊聖歌隊聖歌隊聖歌隊
やややや合奏団合奏団合奏団合奏団ののののヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン奏者奏者奏者奏者としてとしてとしてとして働働働働きききき、、、、無料無料無料無料のののの寄宿舎寄宿舎寄宿舎寄宿舎にににに
入入入入ってってってって勉学勉学勉学勉学をををを続続続続けたけたけたけた地地地地でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。    
            そしてそしてそしてそしてバッハバッハバッハバッハはははは 18181818 歳歳歳歳になりになりになりになり、、、、オルガニストオルガニストオルガニストオルガニストとしてとしてとしてとして就職就職就職就職すすすす
るまでるまでるまでるまで多感多感多感多感なななな青春時代青春時代青春時代青春時代をををを過過過過ごしましたごしましたごしましたごしました。。。。    
        聖聖聖聖ミカエルミカエルミカエルミカエル教会教会教会教会はははは小高小高小高小高いいいい地地地地にににに静静静静かにかにかにかに佇佇佇佇んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。        
このこのこのこの静寂静寂静寂静寂のののの中中中中でででで    「「「「HeiligHeiligHeiligHeilig」」」」    をををを合唱合唱合唱合唱してしてしてして、、、、バッハバッハバッハバッハのののの音楽音楽音楽音楽にににに思思思思
いをいをいをいを馳馳馳馳せることがせることがせることがせることができましたできましたできましたできました。。。。    

 

    

↑↑↑↑バッハバッハバッハバッハがこのがこのがこのがこの教会教会教会教会にいたというにいたというにいたというにいたという銘版銘版銘版銘版 

    

    ↑↑↑↑このこのこのこの教会教会教会教会でででで静静静静かにかにかにかに heiligheiligheiligheilig をををを歌歌歌歌ったったったった    

                                                                                    
        17171717 時時時時ににににリューネブルクリューネブルクリューネブルクリューネブルクをををを出発出発出発出発してしてしてして、、、、18181818 時半過時半過時半過時半過ぎぎぎぎにににに

ハノーファハノーファハノーファハノーファのののの QueensQueensQueensQueens----HotelHotelHotelHotel 前前前前にににに到着到着到着到着しましたしましたしましたしました。。。。    
        バスバスバスバスがががが到着到着到着到着するするするする頃頃頃頃、、、、すでにすでにすでにすでにハノーファハノーファハノーファハノーファのののの
NiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchor ののののメンバーメンバーメンバーメンバーがががが大勢待大勢待大勢待大勢待っていてっていてっていてっていて我我我我々々々々をををを出出出出
迎迎迎迎えてくれましたえてくれましたえてくれましたえてくれました。。。。    
        我我我我々々々々はははは「「「「Grus GottGrus GottGrus GottGrus Gott」（」（」（」（今日今日今日今日はははは））））をををを歌歌歌歌いいいい、、、、挨拶挨拶挨拶挨拶をををを交交交交わしてわしてわしてわして、、、、
ホテルホテルホテルホテル組組組組ととととホームステイホームステイホームステイホームステイ組組組組のののの約半約半約半約半々々々々にににに分分分分かれてかれてかれてかれて散散散散っていきっていきっていきっていき
ましたましたましたました。。。。    
            筆者筆者筆者筆者ははははＮＮＮＮ夫妻夫妻夫妻夫妻とともにとともにとともにとともに NiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchor 会長会長会長会長のののの
Rudiger W. BruninngRudiger W. BruninngRudiger W. BruninngRudiger W. Bruninng 氏氏氏氏のおのおのおのお宅宅宅宅にににに案内案内案内案内されましたされましたされましたされました。。。。     

    

    ↑↑↑↑家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの会長夫妻会長夫妻会長夫妻会長夫妻    

    
        BruninngBruninngBruninngBruninng 氏氏氏氏のおのおのおのお宅宅宅宅もももも大変大大変大大変大大変大きくきくきくきく、、、、私私私私はははは二階二階二階二階のののの

ゆったりとしたゆったりとしたゆったりとしたゆったりとした部屋部屋部屋部屋をををを割割割割りりりり当当当当てていただきましたてていただきましたてていただきましたてていただきました。。。。    
        氏氏氏氏はははは動物学者動物学者動物学者動物学者でででで、、、、多彩多彩多彩多彩なななな趣味趣味趣味趣味をををを持持持持ちちちち、、、、広広広広いいいい庭庭庭庭のののの一角一角一角一角のののの
格納庫格納庫格納庫格納庫にはにはにはには、、、、作作作作りかけのりかけのりかけのりかけの本物本物本物本物のののの飛行機飛行機飛行機飛行機がががが置置置置いてありいてありいてありいてあり、、、、いついついついつ
かかかか完成完成完成完成してしてしてして大空大空大空大空をををを自分自分自分自分でででで飛飛飛飛びまわることをびまわることをびまわることをびまわることを夢見夢見夢見夢見ているとているとているとていると話話話話
されていましたされていましたされていましたされていました。。。。持参持参持参持参したおしたおしたおしたお土産土産土産土産をおをおをおをお渡渡渡渡ししてしばらくししてしばらくししてしばらくししてしばらく歓談歓談歓談歓談。。。。 

    

↑↑↑↑大大大大きなきなきなきな庭庭庭庭にはにはにはにはバーベキューバーベキューバーベキューバーベキュー他他他他のののの道具道具道具道具がががが多多多多いいいい 

        夕食夕食夕食夕食はははは QuuenQuuenQuuenQuuen----HotelHotelHotelHotel のののの隣隣隣隣ののののビアビアビアビアガーデンガーデンガーデンガーデン、、、、夕涼夕涼夕涼夕涼
みのみのみのみの中中中中にににに野菜野菜野菜野菜サラダサラダサラダサラダ、、、、焼焼焼焼ききききソーセージソーセージソーセージソーセージなどをなどをなどをなどを美味美味美味美味しいしいしいしいビービービービー
ルルルルとともにとともにとともにとともに頬張頬張頬張頬張りましたりましたりましたりました。。。。あたりがあたりがあたりがあたりが暗暗暗暗くなりくなりくなりくなり、、、、寒寒寒寒さもさもさもさも感感感感じるようじるようじるようじるよう
になるとになるとになるとになると、、、、ビアホールビアホールビアホールビアホールのののの建物建物建物建物のののの中中中中にににに場所場所場所場所をををを移移移移してしてしてして引引引引きききき続続続続きききき
歓談歓談歓談歓談をををを続続続続けましけましけましけましたたたた。。。。        大大大大いにいにいにいに歌歌歌歌をををを歌歌歌歌いいいい合合合合ってってってって 23232323 時過時過時過時過ぎまぎまぎまぎま
でででで過過過過ごしたごしたごしたごした。。。。 
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↑↑↑↑ホテルホテルホテルホテル隣隣隣隣ののののビアホールビアホールビアホールビアホールでででで遅遅遅遅くまでくまでくまでくまで歌歌歌歌うううう 

            最後最後最後最後はははは、、、、日本式日本式日本式日本式にににに森氏森氏森氏森氏のののの発声発声発声発声でででで３３３３本締本締本締本締めをしてめをしてめをしてめをして、、、、
パーティーパーティーパーティーパーティーをををを終了終了終了終了しましたしましたしましたしました。。。。    

    

 

            ドイツドイツドイツドイツ旅行日記旅行日記旅行日記旅行日記・・・・５５５５////１１１１１１１１（（（（ハノーファハノーファハノーファハノーファ市内観光市内観光市内観光市内観光
～～～～マリエンブルグマリエンブルグマリエンブルグマリエンブルグ城城城城～～～～パーティパーティパーティパーティ）））） 

 

5555 月月月月 11111111 日日日日（（（（月月月月））））はははは 9999 時時時時 50505050 分分分分ににににホテルホテルホテルホテル前前前前にににに集合集合集合集合
したしたしたした後後後後、、、、NiedersachsencNiedersachsencNiedersachsencNiedersachsenchorhorhorhor のののの方方方方々々々々もももも一緒一緒一緒一緒にににに専用専用専用専用
バスバスバスバスにににに乗乗乗乗ってってってってハノーファハノーファハノーファハノーファにあるにあるにあるにある        有名有名有名有名ななななヘレンヘレンヘレンヘレン

ハウゼンハウゼンハウゼンハウゼン庭園庭園庭園庭園をををを見学見学見学見学しましたしましたしましたしました。。。。            幾何学模様幾何学模様幾何学模様幾何学模様にににに設計設計設計設計されされされされ
たたたた大規模大規模大規模大規模なななな庭園庭園庭園庭園でででで、、、、管理管理管理管理するするするする人人人人はははは約約約約 100100100100 人人人人というというというという広大広大広大広大なななな庭庭庭庭
園園園園ですですですです。。。。    
        立立立立ちちちち木木木木までもまでもまでもまでも大大大大きなきなきなきな四角四角四角四角いいいい箱箱箱箱のののの中中中中でででで育育育育てられているのてられているのてられているのてられているの
でででで、、、、動動動動かすことができるようになっているようですかすことができるようになっているようですかすことができるようになっているようですかすことができるようになっているようです。。。。            冬冬冬冬
場場場場のののの寒寒寒寒さにさにさにさに弱弱弱弱いいいい木木木木はははは、、、、このこのこのこの箱箱箱箱ごとごとごとごと動動動動かしてかしてかしてかして保温室保温室保温室保温室にににに置置置置かれかれかれかれ
てててて冬冬冬冬をををを過過過過ごしごしごしごし、、、、春春春春になるとになるとになるとになると所定所定所定所定のののの位置位置位置位置にににに据据据据ええええ置置置置かれるかれるかれるかれる        ここここ
とになりますとになりますとになりますとになります。。。。 

    ↑↑↑↑幾何学的幾何学的幾何学的幾何学的にににに美美美美しいしいしいしい庭園庭園庭園庭園 

        野外劇場野外劇場野外劇場野外劇場もすばらしいものでもすばらしいものでもすばらしいものでもすばらしいもので、、、、ここでここでここでここで催催催催されるされるされるされるオペラオペラオペラオペラ
やややや演劇演劇演劇演劇などもなどもなどもなども有名有名有名有名だそうですだそうですだそうですだそうです。。。。 

    

    ↑↑↑↑野外劇場野外劇場野外劇場野外劇場のののの舞台舞台舞台舞台にににに立立立立ってみるってみるってみるってみる女性女性女性女性    

        ヘレンハウゼンヘレンハウゼンヘレンハウゼンヘレンハウゼン庭園庭園庭園庭園をををを観光観光観光観光したしたしたした後後後後、、、、市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎にににに出出出出
かけかけかけかけホールホールホールホールにににに展示展示展示展示してあるしてあるしてあるしてあるハノーファハノーファハノーファハノーファ市市市市のののの模型模型模型模型をををを、、、、古古古古いいいい時時時時
代代代代からからからから二次世界二次世界二次世界二次世界        大戦後大戦後大戦後大戦後のののの徹底的徹底的徹底的徹底的にににに破壊破壊破壊破壊されたされたされたされた状況状況状況状況とととと、、、、
現代現代現代現代へのへのへのへの復興復興復興復興のののの過程過程過程過程ををををパノラマパノラマパノラマパノラマ式式式式にににに概観概観概観概観することができますることができますることができますることができま
したしたしたした。。。。    
            ドイツドイツドイツドイツはははは破壊破壊破壊破壊されたされたされたされた街並街並街並街並みをみをみをみを昔昔昔昔のようにのようにのようにのように再現再現再現再現させるさせるさせるさせる努努努努
力力力力をしてきたためにをしてきたためにをしてきたためにをしてきたために、、、、現在現在現在現在ではではではでは観光地観光地観光地観光地としてもとしてもとしてもとしても価値価値価値価値のあるのあるのあるのある
街並街並街並街並みをみをみをみを再現再現再現再現        しているしているしているしている点点点点にににに努力努力努力努力がががが偲偲偲偲ばれますばれますばれますばれます。。。。     

        

↑↑↑↑ハノーファハノーファハノーファハノーファ市市市市のののの模型模型模型模型がががが年代別年代別年代別年代別にににに展示展示展示展示されているされているされているされている 

     13131313 時時時時にににに市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎をををを出出出出てててて、、、、マリーエンブルクマリーエンブルクマリーエンブルクマリーエンブルク城城城城にににに
向向向向かうかうかうかう途中途中途中途中のののの木立木立木立木立にににに囲囲囲囲まれたまれたまれたまれた山山山山のののの中腹中腹中腹中腹にあるにあるにあるにある駐車駐車駐車駐車

場場場場でででで、、、、NiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchor のののの方方方方々々々々がががが準備準備準備準備してくれたしてくれたしてくれたしてくれた昼食昼食昼食昼食のののの
オープンサンドイッチオープンサンドイッチオープンサンドイッチオープンサンドイッチをををを食食食食べましたべましたべましたべました。。。。     

昼食昼食昼食昼食ののののオープンサンドイッチオープンサンドイッチオープンサンドイッチオープンサンドイッチをををを食食食食べるべるべるべる↓↓↓↓    
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        マリーエンブルクマリーエンブルクマリーエンブルクマリーエンブルク城城城城はははは、、、、中世中世中世中世のののの城城城城をををを模模模模してしてしてして新新新新ゴチックゴチックゴチックゴチック
様式様式様式様式でででで、、、、150150150150 年年年年ほどほどほどほど前前前前にににに建建建建てられたてられたてられたてられた美美美美しいしいしいしい宮殿宮殿宮殿宮殿ですですですです。。。。    
        ジョージジョージジョージジョージ 5555 世世世世がががが、、、、マリアマリアマリアマリア王妃王妃王妃王妃のののの 40404040 歳歳歳歳のののの誕生日誕生日誕生日誕生日にににに 11111111 年年年年かかかか
けてけてけてけて 2222 人人人人のののの建築家建築家建築家建築家にににに立立立立てさせたものだそうですがてさせたものだそうですがてさせたものだそうですがてさせたものだそうですが、、、、プロイセプロイセプロイセプロイセ
ンンンンにににに敗敗敗敗れれれれ    オーストリアオーストリアオーストリアオーストリアへへへへ亡命亡命亡命亡命したためにしたためにしたためにしたために、、、、遂遂遂遂にににに自分自分自分自分ではではではでは使使使使
うことのうことのうことのうことの出来出来出来出来なかったなかったなかったなかった宮殿宮殿宮殿宮殿ですですですです。。。。    
        しかししかししかししかし現在現在現在現在もそのもそのもそのもその城城城城はははは子孫子孫子孫子孫がががが所有所有所有所有しておりしておりしておりしており、、、、そのそのそのその素晴素晴素晴素晴らららら
しさはしさはしさはしさは他他他他にににに類類類類をををを見見見見ないとないとないとないと言言言言ってもってもってもっても過言過言過言過言ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。     

        

↑↑↑↑美美美美しいしいしいしい佇佇佇佇まいのまいのまいのまいのマリーエンブルクマリーエンブルクマリーエンブルクマリーエンブルク城城城城 

        充実充実充実充実したしたしたした１１１１日日日日のののの見学見学見学見学をををを終終終終わってそれぞれわってそれぞれわってそれぞれわってそれぞれ宿舎宿舎宿舎宿舎
にににに戻戻戻戻りりりり、、、、今夜行今夜行今夜行今夜行われるわれるわれるわれる合唱交歓会合唱交歓会合唱交歓会合唱交歓会のののの準備準備準備準備をしてをしてをしてをして、、、、19191919

時半時半時半時半にににに NiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchor のののの    練習場練習場練習場練習場であるであるであるである立派立派立派立派なななな
VereinsloVereinsloVereinsloVereinslokkkkal Ral Ral Ral Rackebackebackebackebrandtrandtrandtrandt にににに集集集集まりましたまりましたまりましたまりました。。。。 

                                                                                                                                            
NiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchor のののの練習場練習場練習場練習場でもあるでもあるでもあるでもあるパーティーパーティーパーティーパーティー会場会場会場会場↓↓↓↓    

     

        会会会会はははは NiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchor のののの Rudiger W. Rudiger W. Rudiger W. Rudiger W. 
BruninngBruninngBruninngBruninng 会長会長会長会長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶でででで始始始始まりまりまりまり、、、、会長会長会長会長からからからからレオーレオーレオーレオー
ネネネネにににに対対対対してしてしてして今日演奏今日演奏今日演奏今日演奏するするするする曲目曲目曲目曲目をををを立派立派立派立派なななな楽譜集楽譜集楽譜集楽譜集

にしてにしてにしてにして贈贈贈贈られましたられましたられましたられました。。。。    
        続続続続いていていていてレオーネレオーネレオーネレオーネのののの団長団長団長団長がががが挨拶挨拶挨拶挨拶しししし、、、、ブリューニングブリューニングブリューニングブリューニング会長会長会長会長にににに
レオーネレオーネレオーネレオーネのののの旗旗旗旗をををを贈贈贈贈りりりり、、、、指揮者指揮者指揮者指揮者のののの Ioana Calomfirescu女史女史女史女史
にににに姫路城姫路城姫路城姫路城のののの額絵額絵額絵額絵ののののパズルパズルパズルパズルをををを贈贈贈贈りましたりましたりましたりました。。。。    
        女性区長女性区長女性区長女性区長からからからからレオーネレオーネレオーネレオーネにはにはにはには、、、、区区区区のののの額額額額とととと区区区区ののののバッチバッチバッチバッチがががが贈贈贈贈
られたためられたためられたためられたため、、、、レオーネレオーネレオーネレオーネからもからもからもからも返礼返礼返礼返礼にににに鯉鯉鯉鯉のぼりののぼりののぼりののぼりの絵絵絵絵がががが描描描描かれかれかれかれ
たたたた壁掛壁掛壁掛壁掛けとけとけとけとレオーネレオーネレオーネレオーネののののバッチバッチバッチバッチをををを贈贈贈贈りましたりましたりましたりました。。。。     

    

↑↑↑↑女性区長女性区長女性区長女性区長へへへへ鯉鯉鯉鯉のぼりののぼりののぼりののぼりの絵絵絵絵がががが描描描描かれたかれたかれたかれた壁掛壁掛壁掛壁掛をををを渡渡渡渡すすすす 

レオーネレオーネレオーネレオーネからはからはからはからは、、、、男声男声男声男声にはにはにはにはレオーネレオーネレオーネレオーネののののバッチバッチバッチバッチをををを、、、、混混混混
声合唱団声合唱団声合唱団声合唱団のののの Inter NezzoInter NezzoInter NezzoInter Nezzo ののののメンバーメンバーメンバーメンバーにはにはにはにはレオーネレオーネレオーネレオーネのののの
マークマークマークマークのののの入入入入ったったったったタオルハンカチタオルハンカチタオルハンカチタオルハンカチをををを贈贈贈贈りましたりましたりましたりました。。。。            演演演演

奏奏奏奏はまずはまずはまずはまず、、、、男声男声男声男声のののの NiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchor がががが 3333 曲歌曲歌曲歌曲歌いまいまいまいま
したしたしたした。。。。    
            NiedersachseNiedersachseNiedersachseNiedersachsenchornchornchornchor はははは最近指揮者最近指揮者最近指揮者最近指揮者がががが、、、、変変変変りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、２２２２
年前年前年前年前にににに訪独訪独訪独訪独したしたしたした時時時時とととと同様同様同様同様にににに人数人数人数人数のののの割割割割にはにはにはには声量声量声量声量がありがありがありがあり、、、、エネエネエネエネ
ルギッシュルギッシュルギッシュルギッシュななななパワーパワーパワーパワーをををを感感感感じさせますじさせますじさせますじさせます。。。。    
            続続続続いていていていてアンサンブルアンサンブルアンサンブルアンサンブル・・・・レオーネレオーネレオーネレオーネがががが「「「「Annchen von Annchen von Annchen von Annchen von 
TharauTharauTharauTharau」、「」、「」、「」、「UntraueUntraueUntraueUntraue」、「」、「」、「」、「Trink,Bruderlein TrinkTrink,Bruderlein TrinkTrink,Bruderlein TrinkTrink,Bruderlein Trink」」」」のののの3333 曲曲曲曲をををを歌歌歌歌いいいい
ましたましたましたました。。。。 

    ↑↑↑↑男声男声男声男声のののの NiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchorNiedersachsenchor がががが３３３３曲歌曲歌曲歌曲歌うううう 
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↑↑↑↑アンサンブルアンサンブルアンサンブルアンサンブル・・・・レオーネレオーネレオーネレオーネはははは    

Annchen von TharauAnnchen von TharauAnnchen von TharauAnnchen von Tharau、、、、UntraueUntraueUntraueUntraue などをなどをなどをなどを歌歌歌歌うううう 

        そのそのそのその後後後後、、、、混声混声混声混声のののの Inter NezzoInter NezzoInter NezzoInter Nezzo がががが 3333 曲曲曲曲をををを披露披露披露披露しましましましま
したしたしたした。。。。    

    人数人数人数人数はははは 2222 年前年前年前年前にににに訪問訪問訪問訪問したしたしたした時時時時よりよりよりより少少少少なくなくなくなく、、、、男声男声男声男声のようなのようなのようなのようなパワパワパワパワ
ーーーーはあまりはあまりはあまりはあまり感感感感じられませんでしたじられませんでしたじられませんでしたじられませんでした。。。。これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてしてレオーネレオーネレオーネレオーネもももも、、、、
奥様方奥様方奥様方奥様方がががが入入入入ってってってって混声混声混声混声でででで「「「「夏夏夏夏はははは来来来来ぬぬぬぬ」、「」、「」、「」、「ふるさとふるさとふるさとふるさと」」」」をををを歌歌歌歌ってってってって応応応応
えましたえましたえましたえました。。。。     

            

    
↑↑↑↑混声合唱混声合唱混声合唱混声合唱のののの Inter NezzoInter NezzoInter NezzoInter Nezzo がががが３３３３曲歌曲歌曲歌曲歌うううう                                                    

    ↑↑↑↑レオーネレオーネレオーネレオーネはははは混声混声混声混声でででで「「「「夏夏夏夏はきぬはきぬはきぬはきぬ」「」「」「」「ふるさとふるさとふるさとふるさと」」」」をををを歌歌歌歌うううう    

 

         最後最後最後最後にににに、、、、日本日本日本日本ととととドイツドイツドイツドイツのののの男声合唱男声合唱男声合唱男声合唱がががが合同合同合同合同でででで、、、、
ドイツドイツドイツドイツのののの側側側側のののの指揮者指揮者指揮者指揮者女史女史女史女史のののの指揮指揮指揮指揮でででで「「「「Heiden Heiden Heiden Heiden 
RosleinRosleinRosleinRoslein」、「」、「」、「」、「Der LindenbaumDer LindenbaumDer LindenbaumDer Lindenbaum」、「」、「」、「」、「Die LoreleiDie LoreleiDie LoreleiDie Lorelei」」」」をををを歌歌歌歌いいいい、、、、

パーティパーティパーティパーティはははは盛盛盛盛りりりり上上上上がりましたがりましたがりましたがりました。。。。 

                    

    ↑↑↑↑日本日本日本日本ととととドイツドイツドイツドイツのののの男声合唱男声合唱男声合唱男声合唱がががが合同合同合同合同でででで歌歌歌歌うううう 

こうしてこうしてこうしてこうして 23232323 時過時過時過時過ぎまでぎまでぎまでぎまで飲飲飲飲みかつみかつみかつみかつ歌歌歌歌いいいい、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい時時時時
間間間間をををを過過過過ごしごしごしごし夜夜夜夜はははは更更更更けていきましたけていきましたけていきましたけていきました。。。。    

    

 

            ドイツドイツドイツドイツ旅行日記旅行日記旅行日記旅行日記・・・・５５５５////１２１２１２１２（（（（ハノーファハノーファハノーファハノーファ発発発発～～～～ミュンミュンミュンミュン
スタースタースタースター～～～～デュッセルドデュッセルドデュッセルドデュッセルドルフルフルフルフ）））） 

 

                5555 月月月月 12121212 日日日日（（（（火火火火））））はははは朝朝朝朝からからからから快晴快晴快晴快晴でででで、、、、8888 時時時時 40404040
分分分分ににににホテルホテルホテルホテル前前前前にににに集合集合集合集合しししし、「、「、「、「Muss i dennMuss i dennMuss i dennMuss i denn」」」」をををを歌歌歌歌ってってってって
ハノーファハノーファハノーファハノーファのののの里親里親里親里親とおとおとおとお別別別別れのれのれのれの挨拶挨拶挨拶挨拶をしましたをしましたをしましたをしました。。。。    

            今日今日今日今日はははは専用専用専用専用バスバスバスバスででででミュンスターミュンスターミュンスターミュンスター経由経由経由経由、、、、デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ
へへへへ向向向向かいますかいますかいますかいます。。。。 

    

    ↑↑↑↑KronshagenKronshagenKronshagenKronshagen のののの里親里親里親里親ががががホテルホテルホテルホテル前前前前でででで見送見送見送見送ってくれるってくれるってくれるってくれる                                                                                                     

        
↑↑↑↑Muss i dennMuss i dennMuss i dennMuss i denn    をををを歌歌歌歌ってってってって里親里親里親里親とととと別別別別れるれるれるれる 

             ドイツドイツドイツドイツではではではでは珍珍珍珍しくしくしくしくアウトバーンアウトバーンアウトバーンアウトバーンがががが渋滞渋滞渋滞渋滞してしてしてして
予定予定予定予定がががが遅遅遅遅れたためれたためれたためれたため、、、、ミュンスターミュンスターミュンスターミュンスターにににに着着着着いたのがいたのがいたのがいたのが１１１１時間遅時間遅時間遅時間遅れれれれ
となりとなりとなりとなり、、、、ドームドームドームドーム（（（（大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂））））のののの見学見学見学見学はははは、、、、移動移動移動移動するするするするバスバスバスバスのののの車窓車窓車窓車窓かかかか
ららららのみとなりましたのみとなりましたのみとなりましたのみとなりました。。。。    
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途中途中途中途中、、、、バスバスバスバスのののの車窓車窓車窓車窓からはいたるところでからはいたるところでからはいたるところでからはいたるところで、、、、風力発電風力発電風力発電風力発電ののののプロペラプロペラプロペラプロペラ
がががが見見見見られたられたられたられた↓↓↓↓    

     

             12121212 時半時半時半時半にににに、、、、予約予約予約予約しているしているしているしているレストランレストランレストランレストラン Altes Altes Altes Altes 
Gasthaus LohmannGasthaus LohmannGasthaus LohmannGasthaus Lohmann にににに到着到着到着到着しましたしましたしましたしました。。。。    ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ風風風風のののの中中中中にににに、、、、
日本的日本的日本的日本的なものもなものもなものもなものも感感感感じられるじられるじられるじられる古風古風古風古風ななななレストランレストランレストランレストランはははは、、、、夫婦夫婦夫婦夫婦でででで経営経営経営経営
しているしているしているしている様子様子様子様子でしたでしたでしたでした。。。。 

        

↑↑↑↑レストランレストランレストランレストラン Altes Gasthaus LohmannAltes Gasthaus LohmannAltes Gasthaus LohmannAltes Gasthaus Lohmann のののの入口入口入口入口     

             例例例例のごとくのごとくのごとくのごとく    「「「「Ein PrositEin PrositEin PrositEin Prosit」」」」    をををを歌歌歌歌ってってってって乾杯乾杯乾杯乾杯しししし
たたたた後後後後、、、、野菜野菜野菜野菜サラダサラダサラダサラダ、、、、スープスープスープスープ、、、、鶏鶏鶏鶏のささのささのささのささ身身身身ののののメインデメインデメインデメインデ

ィッシュィッシュィッシュィッシュのののの昼食昼食昼食昼食となりとなりとなりとなり、、、、おおおお腹腹腹腹はははは満腹満腹満腹満腹にににに！！！！！！！！    食後食後食後食後はははは、、、、大大大大きなきなきなきな
いちごいちごいちごいちごケーキケーキケーキケーキののののデザートデザートデザートデザートとととととなりとなりとなりとなり、、、、ドイツドイツドイツドイツ人人人人のおのおのおのお腹腹腹腹はどうなっはどうなっはどうなっはどうなっ
てるのかてるのかてるのかてるのか・・・・・・・・・・・・・・・・とととと感心感心感心感心するばかりでしたするばかりでしたするばかりでしたするばかりでした。。。。 

    

        ↑↑↑↑Ein PrositEin PrositEin PrositEin Prosit でででで乾杯乾杯乾杯乾杯                        

                          

        

↑↑↑↑鶏鶏鶏鶏のささのささのささのささ身身身身ののののメインディッメインディッメインディッメインディッ
シュシュシュシュ        

 ↑↑↑↑大大大大きないちごきないちごきないちごきないちごケーキケーキケーキケーキののののデデデデ
ザートザートザートザート（（（（小小小小さくさくさくさく見見見見えるがえるがえるがえるが、、、、実際実際実際実際
はははは大大大大きいきいきいきい））））    

             

    しかししかししかししかし我我我我々々々々のののの中中中中でもでもでもでも、、、、美味美味美味美味しいものにしいものにしいものにしいものに目目目目のないのないのないのない人人人人はははは、、、、頑頑頑頑
張張張張ってすっかりってすっかりってすっかりってすっかり食食食食べてしまったべてしまったべてしまったべてしまった人人人人もももも多多多多くいましたくいましたくいましたくいました。。。。 

        

                食食食食事風景事風景事風景事風景 

 

  

  

                 

デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフのののの    「「「「Madison HotelMadison HotelMadison HotelMadison Hotel」」」」    にはにはにはには午後午後午後午後 3333
時半過時半過時半過時半過ぎにぎにぎにぎに到着到着到着到着。。。。    今日今日今日今日はははは演奏会等演奏会等演奏会等演奏会等がががが予定予定予定予定されていされていされていされてい
ないのでないのでないのでないので、、、、ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりと羽羽羽羽をををを伸伸伸伸ばすばすばすばす事事事事ができそうだができそうだができそうだができそうだ。。。。 
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↑↑↑↑デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフのののの街街街街                                                                                                                             

        

↑↑↑↑我我我我々々々々がががが宿泊宿泊宿泊宿泊したしたしたした Madison HotelMadison HotelMadison HotelMadison Hotel 

        ホテルホテルホテルホテルでででで一休一休一休一休みしたみしたみしたみした後後後後、、、、おおおお土産等土産等土産等土産等をををを購入購入購入購入するたするたするたするた
めめめめ、、、、近近近近くのくのくのくの三越三越三越三越にににに出出出出かけましたかけましたかけましたかけました。。。。    
            人気人気人気人気があるのはがあるのはがあるのはがあるのは刃物類刃物類刃物類刃物類、、、、装身具装身具装身具装身具、、、、チョコレートチョコレートチョコレートチョコレートなどでなどでなどでなどで、、、、
特特特特ににににチョコレートチョコレートチョコレートチョコレートはははは近近近近くのくのくのくのスーパースーパースーパースーパーででででバッハバッハバッハバッハののののチョコレートチョコレートチョコレートチョコレートなななな
どどどど、、、、ドイツドイツドイツドイツでしかでしかでしかでしか買買買買えないものにえないものにえないものにえないものに人気人気人気人気がががが集集集集まりましたまりましたまりましたまりました。。。。 

        夕食夕食夕食夕食ははははグループグループグループグループにににに別別別別、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ自由自由自由自由にににに楽楽楽楽しししし
みましたみましたみましたみました。。。。        我我我我々々々々ののののグループグループグループグループはははは、、、、久久久久しぶりのしぶりのしぶりのしぶりの日本日本日本日本

食食食食をををを食食食食べたいということでべたいということでべたいということでべたいということで、、、、デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフのののの中心部中心部中心部中心部のののの目目目目
にににに付付付付くくくく日本料理店日本料理店日本料理店日本料理店「「「「独逸日本館独逸日本館独逸日本館独逸日本館」」」」にににに入入入入りりりり、、、、寿司寿司寿司寿司、、、、冷冷冷冷しししし中華中華中華中華、、、、
カツカツカツカツ丼丼丼丼などをなどをなどをなどを食食食食べましたべましたべましたべました。。。。 

    

    ↑↑↑↑デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフのののの中心部中心部中心部中心部のののの日本料理店日本料理店日本料理店日本料理店 

    ビールビールビールビールははははドイツドイツドイツドイツのののの地地地地ビービービービー
ルルルルでででで、、、、やややややややや色色色色がががが濃濃濃濃くくくく、、、、香香香香ばばばば
しいしいしいしい香香香香りがしましたりがしましたりがしましたりがしました。。。。ここでここでここでここで
もももも    「「「「Ein PrositEin PrositEin PrositEin Prosit」」」」    をををを歌歌歌歌ってってってって
祝杯祝杯祝杯祝杯をををを挙挙挙挙げましたげましたげましたげました。。。。    中中中中にににに
はおはおはおはお酒酒酒酒がががが恋恋恋恋しくなってしくなってしくなってしくなって日本日本日本日本
酒酒酒酒をををを頼頼頼頼むむむむ人人人人もももも    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

        

        

    後半後半後半後半のののの旅旅旅旅にににに備備備備えてえてえてえて、、、、日本食日本食日本食日本食ででででスタミナスタミナスタミナスタミナをををを蓄蓄蓄蓄えましたえましたえましたえました。。。。    

    

↓↓↓↓別別別別ののののグループグループグループグループははははラインラインラインライン河畔河畔河畔河畔でででで SpargelSpargelSpargelSpargel    

 

＜＜＜＜第第第第①①①①部部部部 EndEndEndEndeeee＞＞＞＞                     


