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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））））②②②②    

                                （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////１３１３１３１３（（（（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発発発発
～～～～ケルンケルンケルンケルン～～～～ニーダーニーダーニーダーニーダー・・・・ベルシュタットベルシュタットベルシュタットベルシュタット）））） 

 

                5555 月月月月 13131313 日日日日（（（（水水水水））））はははは朝朝朝朝 9999 時時時時 13131313 分分分分にににに専用専用専用専用
バスバスバスバスででで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ホテルホテルホテルホテルをををを出発出発出発出発しししし、、、、ケケケケ
ルンルンルンルン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。。。。            ドイツドイツドイツドイツきってのきってのきってのきっての大大大大きなきなきなきな

大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂があるがあるがあるがあるケルンケルンケルンケルンはははは、、、、ドイツドイツドイツドイツではではではでは４４４４番目番目番目番目にににに人口人口人口人口のののの多多多多いいいい大大大大
都市都市都市都市でででで、、、、古古古古くからくからくからくからローマローマローマローマ人人人人がががが砦砦砦砦をををを作作作作ってってってって住住住住んでいたそうですんでいたそうですんでいたそうですんでいたそうです。。。。    
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からからからから約約約約 30303030 分分分分ででででケルンケルンケルンケルン着着着着。。。。    
                ドイツドイツドイツドイツ鉄道鉄道鉄道鉄道ののののケルンケルンケルンケルン駅付近駅付近駅付近駅付近ににににババババススススがさしかかるとがさしかかるとがさしかかるとがさしかかると、、、、車車車車
窓窓窓窓からからからから天天天天をををを圧圧圧圧するようにするようにするようにするように聳聳聳聳ええええ立立立立つつつつ大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂がががが見見見見られられられられ、、、、そのそのそのその威威威威
容容容容さにさにさにさに息息息息をををを呑呑呑呑んでんでんでんで見上見上見上見上げるばかりでしたげるばかりでしたげるばかりでしたげるばかりでした。。。。    
                そしてそしてそしてそして、、、、600600600600 年年年年というというというという歳月歳月歳月歳月をかけてをかけてをかけてをかけて作作作作りりりり上上上上げたというげたというげたというげたという、、、、
息息息息のののの長長長長さにさにさにさに唖然唖然唖然唖然としましたとしましたとしましたとしました。。。。     

        

↑↑↑↑天天天天をををを圧圧圧圧するようにするようにするようにするように聳聳聳聳ええええ立立立立つつつつ大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂                                                                                                                                                            

    

    ↑↑↑↑ケルンケルンケルンケルン大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂のののの正面正面正面正面 

         大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂のののの中中中中はははは大勢大勢大勢大勢のののの観光客観光客観光客観光客でででで溢溢溢溢れていましたがれていましたがれていましたがれていましたが、、、、
我我我我々々々々はははは正面正面正面正面をををを見見見見ながらながらながらながら、、、、静静静静かにかにかにかに「「「「HeiligHeiligHeiligHeilig」」」」をををを歌歌歌歌いましたいましたいましたいました。。。。        
歌歌歌歌いいいい終終終終わるとわるとわるとわると巡回巡回巡回巡回のののの僧侶僧侶僧侶僧侶がががが近近近近づいてきてづいてきてづいてきてづいてきて    「「「「本来本来本来本来ここでここでここでここで歌歌歌歌うううう
場合場合場合場合はははは聖堂聖堂聖堂聖堂のののの最高責任者最高責任者最高責任者最高責任者のののの許可許可許可許可がががが必要必要必要必要だがだがだがだが、、、、今日今日今日今日はははは特別特別特別特別
におにおにおにお目目目目こぼししたこぼししたこぼししたこぼしした」」」」ということであったということであったということであったということであった。。。。    後後後後でででで大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂のののの売店売店売店売店
でででで絵葉書絵葉書絵葉書絵葉書などをなどをなどをなどを買買買買っていたらっていたらっていたらっていたら外国人外国人外国人外国人のののの女性女性女性女性がががが近近近近づいてきてづいてきてづいてきてづいてきて        
「「「「あなたはあなたはあなたはあなたは大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂でででで歌歌歌歌ったったったったメンバーメンバーメンバーメンバーででででしょうしょうしょうしょう、、、、あのあのあのあの歌歌歌歌はははは素晴素晴素晴素晴
らしかったらしかったらしかったらしかった」」」」    とととと声声声声をかけてくれましたをかけてくれましたをかけてくれましたをかけてくれました。。。。    

    

    ↑↑↑↑大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂のののの中中中中でででで静静静静かにかにかにかに「「「「HeiligHeiligHeiligHeilig」」」」をををを歌歌歌歌うううう 

            「「「「日本日本日本日本からからからから来来来来たたたた男声合唱団男声合唱団男声合唱団男声合唱団ですですですです」」」」    とととと答答答答ええええ
るとるとるとると大大大大きくうなずいてきくうなずいてきくうなずいてきくうなずいて、「、「、「、「南南南南アフリカアフリカアフリカアフリカからからからから観光観光観光観光にににに来来来来てててて

本当本当本当本当にににに良良良良かったかったかったかった」」」」    とととと喜喜喜喜んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。    半数以上半数以上半数以上半数以上のののの元気元気元気元気なななな
団員団員団員団員はははは、、、、大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂のののの塔塔塔塔のののの螺旋階段螺旋階段螺旋階段螺旋階段をををを登登登登ってってってって、、、、尖塔尖塔尖塔尖塔のののの上上上上までまでまでまで
行行行行きましたきましたきましたきました。。。。    
            大聖堂前大聖堂前大聖堂前大聖堂前にはにはにはには羽羽羽羽のののの付付付付いたいたいたいた天使天使天使天使のののの彫刻彫刻彫刻彫刻がありがありがありがあり、、、、なぜかなぜかなぜかなぜか
ＫＫＫＫさんにさんにさんにさんに雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気がががが似似似似ていましたていましたていましたていました。。。。そういえばそういえばそういえばそういえば、、、、３３３３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、Ｋ、Ｋ、Ｋ、Ｋさんにそっくりのさんにそっくりのさんにそっくりのさんにそっくりの像像像像があってがあってがあってがあって、、、、皆皆皆皆でででで大笑大笑大笑大笑いをしたこいをしたこいをしたこいをしたこ
とをとをとをとを思思思思いいいい出出出出しましたしましたしましたしました。。。。 

    

    ↑↑↑↑大聖堂前大聖堂前大聖堂前大聖堂前のののの広場広場広場広場でのでのでのでのパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス    

 

 

美枝子さんは
広場前の 

喫茶店で一服 
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                    昼食昼食昼食昼食はははは Paulaner im Roten OchsenPaulaner im Roten OchsenPaulaner im Roten OchsenPaulaner im Roten Ochsen とととと
いういういういうレストランレストランレストランレストラン。。。。おおおお店店店店のののの中中中中はややはややはややはやや暗暗暗暗くくくく落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた
雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気でででで、、、、壁壁壁壁にはにはにはには勲章勲章勲章勲章やややや胸章胸章胸章胸章のようなものがたくのようなものがたくのようなものがたくのようなものがたく

さんさんさんさん飾飾飾飾られていましたられていましたられていましたられていました。。。。        またまたまたまた、、、、併設併設併設併設されているされているされているされているカウンターカウンターカウンターカウンター
バーバーバーバーのののの上上上上にはにはにはには、、、、樅樅樅樅のののの樹樹樹樹でででで作作作作ったったったった大大大大きなきなきなきなロウソクロウソクロウソクロウソク立立立立てがてがてがてが下下下下げげげげ
られていてられていてられていてられていて、、、、クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス時時時時のののの楽楽楽楽しいしいしいしい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを思思思思わせましたわせましたわせましたわせました。。。。    
            大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂のののの頂上頂上頂上頂上までまでまでまで上上上上りりりり、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり汗汗汗汗をかいたをかいたをかいたをかいた団員団員団員団員はははは、、、、
ホッホッホッホッとととと一息一息一息一息ついたついたついたついた思思思思いでいでいでいでケルンケルンケルンケルンののののビールビールビールビールでででで喉喉喉喉のののの渇渇渇渇きをきをきをきを潤潤潤潤しししし
ましたましたましたました。。。。      

    ↑↑↑↑昼食昼食昼食昼食ののののレストランレストランレストランレストラン    PPPPaulaner im Roten Ochsenaulaner im Roten Ochsenaulaner im Roten Ochsenaulaner im Roten Ochsen 

                スープスープスープスープはややはややはややはやや塩辛塩辛塩辛塩辛かったのですがかったのですがかったのですがかったのですが、、、、だだだだ
んだんんだんんだんんだん馴馴馴馴れてきてあまりれてきてあまりれてきてあまりれてきてあまり気気気気にならなくなりましたにならなくなりましたにならなくなりましたにならなくなりました。。。。                

ケルンケルンケルンケルンののののビールビールビールビールはははは相変相変相変相変わらずわらずわらずわらず美味美味美味美味しくしくしくしく、、、、食前食前食前食前のののの「「「「Ein PrositEin PrositEin PrositEin Prosit」」」」
はははは忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに歌歌歌歌いましたいましたいましたいました。。。。 

    
    ↑↑↑↑ケルンケルンケルンケルンののののビールビールビールビール    GafferuGafferuGafferuGafferu    KolichKolichKolichKolich 

    
    ↑↑↑↑昼食昼食昼食昼食ののののニュールンベルグニュールンベルグニュールンベルグニュールンベルグ風風風風ソーセージソーセージソーセージソーセージ       

 

↑食前食前食前食前のののの「「「「Ein PrositEin PrositEin PrositEin Prosit」」」」をををを歌歌歌歌うううう 

    午後午後午後午後１１１１時時時時ににににケルンケルンケルンケルンをををを出発出発出発出発、、、、３３３３時過時過時過時過ぎにぎにぎにぎにニーダーヴェルシニーダーヴェルシニーダーヴェルシニーダーヴェルシ
ュタットュタットュタットュタットのののの BurgerhausBurgerhausBurgerhausBurgerhaus にににに到着到着到着到着するとするとするとすると、、、、大勢大勢大勢大勢のののの方方方方がががが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。。。。 

        

↑↑↑↑大勢大勢大勢大勢のののの方方方方々々々々がががが我我我我々々々々をををを出迎出迎出迎出迎えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる 

         出迎出迎出迎出迎えてくれたのはえてくれたのはえてくれたのはえてくれたのは我我我我々々々々のののの里親里親里親里親でででで、、、、中中中中にひときわにひときわにひときわにひときわ
目立目立目立目立つつつつヘーガーヘーガーヘーガーヘーガー会長会長会長会長のののの姿姿姿姿もありましたもありましたもありましたもありました。。。。        日本日本日本日本にもにもにもにも来来来来られられられられ
たたたた懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい人人人人ですですですです。。。。    ちなみにちなみにちなみにちなみにヘーガーヘーガーヘーガーヘーガー会長会長会長会長はははは、、、、裁判所裁判所裁判所裁判所にににに
勤務勤務勤務勤務してしてしてして市民市民市民市民のののの相談係相談係相談係相談係のようななことをやっているようでのようななことをやっているようでのようななことをやっているようでのようななことをやっているようで
すすすす。。。。     

    

↑↑↑↑歓迎歓迎歓迎歓迎のののの横断幕横断幕横断幕横断幕もももも用意用意用意用意されていたされていたされていたされていた    
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    「「「「GGGGrüsrüsrüsrüsus Gottus Gottus Gottus Gott」」」」をををを歌歌歌歌ってってってって挨拶挨拶挨拶挨拶をしたあとをしたあとをしたあとをしたあと、、、、里親里親里親里親
をををを紹介紹介紹介紹介されされされされ、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの自宅自宅自宅自宅にににに案内案内案内案内していただきしていただきしていただきしていただき
ましたましたましたました。。。。    

    筆者筆者筆者筆者のののの里親里親里親里親のののの Thomas LoehrThomas LoehrThomas LoehrThomas Loehr 氏氏氏氏はははは、、、、ドイツドイツドイツドイツ連邦銀行連邦銀行連邦銀行連邦銀行におにおにおにお
勤勤勤勤めでめでめでめで、、、、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オフィスオフィスオフィスオフィスまでまでまでまで約約約約 40404040 分分分分のののの通勤通勤通勤通勤をされをされをされをされ
ているそうですているそうですているそうですているそうです。。。。    仕事仕事仕事仕事をををを早早早早めにめにめにめに切切切切りりりり上上上上げてこられたとげてこられたとげてこられたとげてこられたと思思思思わわわわ
れれれれ、、、、家家家家でででで一緒一緒一緒一緒にににに懇談懇談懇談懇談していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。        奥様奥様奥様奥様とととと 17171717 歳歳歳歳とととと
15151515 歳歳歳歳のごのごのごのご子息子息子息子息がおりがおりがおりがおり、、、、私私私私がががが案内案内案内案内されたされたされたされた部屋部屋部屋部屋にはにはにはには、、、、男声合男声合男声合男声合
唱団唱団唱団唱団 GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839 ののののＴＴＴＴシャツシャツシャツシャツががががプレセントプレセントプレセントプレセントとしてとしてとしてとして置置置置かかかか
れていましたれていましたれていましたれていました。。。。    
        ＴＴＴＴシャツシャツシャツシャツはははは全員全員全員全員のののの民泊先民泊先民泊先民泊先にににに、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ配置配置配置配置しておかれしておかれしておかれしておかれ
たようですたようですたようですたようです。。。。    日本日本日本日本からのおからのおからのおからのお土産土産土産土産をををを渡渡渡渡してしてしてして交歓会交歓会交歓会交歓会のののの準備準備準備準備をしをしをしをし
たたたた後後後後、、、、会場会場会場会場のののの    “Vereinsheim”“Vereinsheim”“Vereinsheim”“Vereinsheim”    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。。。。 

    

    ↑↑↑↑里親里親里親里親となったとなったとなったとなったドイツドイツドイツドイツ連邦銀行連邦銀行連邦銀行連邦銀行にににに勤務勤務勤務勤務ののののレーレレーレレーレレーレ氏氏氏氏 

         パーティパーティパーティパーティ会場会場会場会場はははは、、、、このこのこのこの地地地地のののの男声合唱団男声合唱団男声合唱団男声合唱団
GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839 のののの本拠本拠本拠本拠でででで、、、、立派立派立派立派なななな練習場練習場練習場練習場ににににクラブクラブクラブクラブがががが付付付付
いていましたいていましたいていましたいていました。。。。    会場会場会場会場にににに入入入入るとるとるとるとテーブルテーブルテーブルテーブルにはにはにはには、、、、ドイツドイツドイツドイツ国旗国旗国旗国旗、、、、
日本日本日本日本のののの国旗国旗国旗国旗がたくさんがたくさんがたくさんがたくさんテーブルテーブルテーブルテーブルににににセットセットセットセットされされされされ、、、、盛大盛大盛大盛大なななな交歓合交歓合交歓合交歓合
唱唱唱唱パーティーパーティーパーティーパーティーのののの準備準備準備準備がががが整整整整えられていましたえられていましたえられていましたえられていました。。。。 

テーブルテーブルテーブルテーブルにたくさんにたくさんにたくさんにたくさん置置置置かれたかれたかれたかれたドイツドイツドイツドイツ国旗国旗国旗国旗とととと日本国旗日本国旗日本国旗日本国旗↓↓↓↓    

 

         交歓会交歓会交歓会交歓会ではではではでは、、、、コンコルディアコンコルディアコンコルディアコンコルディアののののヘーガーヘーガーヘーガーヘーガー会長会長会長会長
がががが挨拶挨拶挨拶挨拶されされされされ、、、、レオーネレオーネレオーネレオーネのののの全員全員全員全員ににににコンコルデイアコンコルデイアコンコルデイアコンコルデイア合唱団合唱団合唱団合唱団ののののママママ
ークークークーク付付付付きききき帽子帽子帽子帽子ががががプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントされましたされましたされましたされました。。。。 

        

↑↑↑↑コンコルデイアコンコルデイアコンコルデイアコンコルデイア合唱団合唱団合唱団合唱団ののののマークマークマークマーク付付付付きききき帽子帽子帽子帽子ががががプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントされるされるされるされる 

         続続続続いていていていて Alfons GotzAlfons GotzAlfons GotzAlfons Gotz 市長市長市長市長がががが挨拶挨拶挨拶挨拶しししし、、、、レオーネレオーネレオーネレオーネにににに市市市市のののの
概要概要概要概要をををを説明説明説明説明したしたしたした本本本本ををををプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントしてしてしてして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。    さらにさらにさらにさらに県議県議県議県議
会議長会議長会議長会議長がががが立立立立ちちちち上上上上ってってってって挨拶挨拶挨拶挨拶をされましたをされましたをされましたをされました。。。。        次次次次にににに我我我我々々々々アンサアンサアンサアンサ
ンブルンブルンブルンブル・・・・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、、、、会長会長会長会長のののの Bernhard HegerBernhard HegerBernhard HegerBernhard Heger
氏氏氏氏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旗旗旗旗ををををプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントしししし、、、、Alfons GotzAlfons GotzAlfons GotzAlfons Gotz 市長市長市長市長にはにはにはには
武者武者武者武者のののの兜兜兜兜とととと矢矢矢矢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けをけをけを、、、、指揮者指揮者指揮者指揮者のののの MartinMartinMartinMartin 氏氏氏氏にはにはにはには
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、、、、県会議長県会議長県会議長県会議長にはにはにはには鯉鯉鯉鯉のぼりをのぼりをのぼりをのぼりを描描描描いいいい
たたたた壁掛壁掛壁掛壁掛けをけをけをけを    手渡手渡手渡手渡しましたしましたしましたしました。。。。 

県会議長県会議長県会議長県会議長にににに鯉鯉鯉鯉のぼりをのぼりをのぼりをのぼりを描描描描いたいたいたいた壁掛壁掛壁掛壁掛けをけをけをけを渡渡渡渡すすすす↓↓↓↓ 

 

        またまたまたまた会場会場会場会場にににに来来来来ていたていたていたていた男性男性男性男性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贈贈贈贈
りりりり、、、、女性女性女性女性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入入入入りのりのりのりの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りりり
ましたましたましたました。。。。            合唱合唱合唱合唱のののの交歓交歓交歓交歓ではではではでは、、、、最初最初最初最初にににに地元地元地元地元のののの少女少女少女少女のののの合唱合唱合唱合唱
団団団団がががが綺麗綺麗綺麗綺麗なななな可愛可愛可愛可愛いいいい声声声声でででで２２２２曲歌曲歌曲歌曲歌いましたいましたいましたいました。。。。 

    

    ↑↑↑↑開演前開演前開演前開演前にはしゃぐにはしゃぐにはしゃぐにはしゃぐ地元地元地元地元のののの少女少女少女少女のののの合唱団合唱団合唱団合唱団 
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        指揮指揮指揮指揮はははは男声合唱団男声合唱団男声合唱団男声合唱団 GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839 とととと同同同同じじじじ指揮者指揮者指揮者指揮者
のののの    Martin BaursfeidMartin BaursfeidMartin BaursfeidMartin Baursfeid 氏氏氏氏でででで、、、、日本日本日本日本にもにもにもにも来来来来られてられてられてられて親親親親しくさせてしくさせてしくさせてしくさせて
いただいているいただいているいただいているいただいている方方方方であるであるであるである。。。。次次次次いでいでいでいで上級上級上級上級のののの子供子供子供子供のののの合唱合唱合唱合唱でこれでこれでこれでこれ
もももも 2222 曲歌曲歌曲歌曲歌いましたいましたいましたいました。。。。            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」、「」、「」、「」、「Trink,Bruderlein Trink,Bruderlein Trink,Bruderlein Trink,Bruderlein 
TrinkTrinkTrinkTrink」」」」のののの 3333 曲曲曲曲をををを披露披露披露披露しししし、、、、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奥様方奥様方奥様方奥様方がががが加加加加わっわっわっわっ
ててて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。。。。 

                        混声合唱混声合唱混声合唱混声合唱でふるさとなどをでふるさとなどをでふるさとなどをでふるさとなどを歌歌歌歌うううう↓↓↓↓    

 

            そのそのそのその後後後後、、、、GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839 ががががピアノピアノピアノピアノ伴奏伴奏伴奏伴奏
つきのつきのつきのつきの男声合唱男声合唱男声合唱男声合唱をををを３３３３曲曲曲曲をををを力強力強力強力強くくくく歌歌歌歌いましたいましたいましたいました。。。。 

    ↑↑↑↑GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839 はははは力強力強力強力強くくくく歌歌歌歌うううう 

             そしてそしてそしてそして地元地元地元地元のののの消防団消防団消防団消防団ののののブラスバンドブラスバンドブラスバンドブラスバンドがががが    
「「「「マリーマリーマリーマリーのののの行進曲行進曲行進曲行進曲」」」」    ほかほかほかほか５５５５曲曲曲曲をををを軽快軽快軽快軽快ななななテンポテンポテンポテンポでででで

演奏演奏演奏演奏しましたしましたしましたしました。。。。            またまたまたまた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、、、、3333 年前年前年前年前
ののののドイツドイツドイツドイツ演奏旅行演奏旅行演奏旅行演奏旅行のためにのためにのためにのために練習練習練習練習してしてしてして、、、、演奏会演奏会演奏会演奏会でででで歌歌歌歌ってきたってきたってきたってきた
アコーディオンアコーディオンアコーディオンアコーディオンのののの伴奏伴奏伴奏伴奏のののの            メドレーメドレーメドレーメドレーでででで    「「「「O du O du O du O du 
wundershwundershwundershwundershööööner deutscher Rheinner deutscher Rheinner deutscher Rheinner deutscher Rhein」」」」    「「「「Trink,BrTrink,BrTrink,BrTrink,Brüüüüderlein trinkderlein trinkderlein trinkderlein trink」」」」    
「「「「In MIn MIn MIn Müüüünchen steht ein Hofbrnchen steht ein Hofbrnchen steht ein Hofbrnchen steht ein Hofbrääääuhausuhausuhausuhaus」」」」            などをなどをなどをなどを歌歌歌歌いいいい、、、、大大大大きききき
なななな拍手拍手拍手拍手をををを浴浴浴浴びましたびましたびましたびました。。。。 

        

↑↑↑↑レオーネレオーネレオーネレオーネははははアコーディオンアコーディオンアコーディオンアコーディオンのののの伴奏伴奏伴奏伴奏でででで歌歌歌歌うううう 

                     宴宴宴宴もたけなもたけなもたけなもたけなわになってきてわになってきてわになってきてわになってきて、、、、日本日本日本日本、、、、ドイツドイツドイツドイツのののの合合合合
同同同同でででで「「「「DerDerDerDer    LindenbaumLindenbaumLindenbaumLindenbaum」」」」    「「「「DieDieDieDie    LoreleiLoreleiLoreleiLorelei」」」」    などをなどをなどをなどを歌歌歌歌いいいい、、、、男声男声男声男声
合唱合唱合唱合唱のののの楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを満喫満喫満喫満喫しましたしましたしましたしました。。。。 

    ↑↑↑↑日独合同日独合同日独合同日独合同でででで歌歌歌歌うううう 

         パーティパーティパーティパーティ会場会場会場会場のののの中庭中庭中庭中庭にはにはにはには、、、、朝朝朝朝８８８８時時時時からからからから焼焼焼焼
きききき始始始始めたというめたというめたというめたという 90909090 キログラムキログラムキログラムキログラムのののの大大大大きなきなきなきな豚豚豚豚のののの丸焼丸焼丸焼丸焼

きがこんがりときがこんがりときがこんがりときがこんがりと焼焼焼焼きあがっておりきあがっておりきあがっておりきあがっており、、、、そのそのそのその場場場場でででで切切切切ってってってって各人各人各人各人のおのおのおのお
皿皿皿皿にににに盛盛盛盛りりりり付付付付けられましたけられましたけられましたけられました。。。。    時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて焼焼焼焼いたいたいたいた肉肉肉肉のののの味味味味はははは
またまたまたまた格別格別格別格別でしたでしたでしたでした。。。。 

        

↑↑↑↑90909090 キログラムキログラムキログラムキログラムもあるもあるもあるもある豚豚豚豚のののの丸焼丸焼丸焼丸焼きききき 
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        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、、、、奥様方奥様方奥様方奥様方がががが持持持持ちちちち寄寄寄寄ったというったというったというったという
サラダサラダサラダサラダややややサンドイッチサンドイッチサンドイッチサンドイッチなどなどなどなど、、、、色色色色とりどりのとりどりのとりどりのとりどりの料理料理料理料理をいたをいたをいたをいた
だきながらだきながらだきながらだきながら、、、、夜夜夜夜のののの更更更更けるのをけるのをけるのをけるのを忘忘忘忘れてれてれてれて飲飲飲飲みみみみ、、、、かつかつかつかつ食食食食べべべべ

ててててパーティーパーティーパーティーパーティーはははは最高潮最高潮最高潮最高潮にににに盛盛盛盛りあがりましたりあがりましたりあがりましたりあがりました。。。。    

    

 

            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////１４１４１４１４（（（（ヴェルシュタットヴェルシュタットヴェルシュタットヴェルシュタット発発発発～～～～
バートナウハイムバートナウハイムバートナウハイムバートナウハイム～～～～リンブルグリンブルグリンブルグリンブルグ）））） 

 

            5555 月月月月 14141414 日日日日（（（（木木木木））））はははは、、、、昨夜昨夜昨夜昨夜のののの会場会場会場会場
“Vereinsheim”Bahnhofstrase“Vereinsheim”Bahnhofstrase“Vereinsheim”Bahnhofstrase“Vereinsheim”Bahnhofstrase にににに朝食朝食朝食朝食のののの用意用意用意用意がさがさがさがさ

れていてれていてれていてれていて、、、、筆者筆者筆者筆者のののの里親里親里親里親 LoehrLoehrLoehrLoehr 氏夫人氏夫人氏夫人氏夫人やほかのやほかのやほかのやほかの里親夫人里親夫人里親夫人里親夫人がががが
忙忙忙忙しそうにしそうにしそうにしそうに立立立立ちちちち働働働働いていましたいていましたいていましたいていました。。。。     

    

    ↑↑↑↑朝食朝食朝食朝食のののの用意用意用意用意がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと出来出来出来出来ていたていたていたていた会場会場会場会場 

    

    ↑↑↑↑レーレレーレレーレレーレ氏氏氏氏のののの奥様奥様奥様奥様がががが早早早早くからくからくからくから会場会場会場会場でででで準備準備準備準備されていたされていたされていたされていた 

昨夜昨夜昨夜昨夜ののののパーティパーティパーティパーティとととと同同同同じじじじ会場会場会場会場でででで朝食朝食朝食朝食をとるをとるをとるをとる↓↓↓↓    

 

  

        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、、、、里親里親里親里親のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもバスバスバスバスにににに乗乗乗乗っっっっ
てててて、、、、ニーダーヴェルシュタットニーダーヴェルシュタットニーダーヴェルシュタットニーダーヴェルシュタットにににに近近近近いいいいバートナウハイムバートナウハイムバートナウハイムバートナウハイム（（（（Bad Bad Bad Bad 
NauheimNauheimNauheimNauheim））））にあるにあるにあるにある有名有名有名有名なななな温泉温泉温泉温泉    「「「「ユーゲントユーゲントユーゲントユーゲント様式様式様式様式のののの浴場浴場浴場浴場」」」」    をををを
見学見学見学見学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。。。。     

 

 ↑↑↑↑シュミットシュミットシュミットシュミットごごごご夫妻夫妻夫妻夫妻がががが朝朝朝朝ののののバスバスバスバスをををを見送見送見送見送ってくれたってくれたってくれたってくれた 

        バートナウハイムバートナウハイムバートナウハイムバートナウハイムはははは、、、、かつてかつてかつてかつて温泉温泉温泉温泉がががが豊富豊富豊富豊富にににに
湧湧湧湧いていていていていていていていて岩塩岩塩岩塩岩塩のののの豊富豊富豊富豊富なこととあいまってなこととあいまってなこととあいまってなこととあいまって、、、、健康健康健康健康
にににに良良良良いいいい温泉温泉温泉温泉としてとしてとしてとして知知知知られていますられていますられていますられています。。。。    

                バートナウハイムバートナウハイムバートナウハイムバートナウハイムのののの建築様式建築様式建築様式建築様式はははは、、、、ドイツドイツドイツドイツ語語語語でででで““““ユーゲユーゲユーゲユーゲ
ントシュティルントシュティルントシュティルントシュティル””””とととと言言言言いいいい、、、、フランスフランスフランスフランス語語語語のののの””””アールアールアールアール・・・・ヌーボーヌーボーヌーボーヌーボー””””とととと
よくよくよくよく対比対比対比対比されるそうですされるそうですされるそうですされるそうです。。。。    100100100100 年年年年ほどほどほどほど前前前前にこのにこのにこのにこの独特独特独特独特なななな様式様式様式様式
でででで温泉浴場温泉浴場温泉浴場温泉浴場がががが建建建建てられてられてられてられ、、、、貴族貴族貴族貴族をををを中心中心中心中心にににに大勢大勢大勢大勢やってきてやってきてやってきてやってきて、、、、一一一一
大保養地大保養地大保養地大保養地としてとしてとしてとして有名有名有名有名になったそうだになったそうだになったそうだになったそうだ。。。。    

    

        

お土産にいただいた帽子をか
ぶって出発 

女性も同じ帽子をかぶる 

    

バートナウハイムの建物 
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            11111111 時時時時 45454545 分分分分ににににユーゲントユーゲントユーゲントユーゲント様式様式様式様式のののの浴場浴場浴場浴場をををを出発出発出発出発
してしてしてしてニーダーヴェルシュタットニーダーヴェルシュタットニーダーヴェルシュタットニーダーヴェルシュタットにににに戻戻戻戻りりりり、、、、用意用意用意用意していしていしていしてい
ただいたただいたただいたただいた昼食昼食昼食昼食をとりをとりをとりをとり、、、、                GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839GV.Concordia1839 のののの

皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに    「「「「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。。。。     

        
↑↑↑↑再再再再びびびびパーティパーティパーティパーティ会場会場会場会場にににに戻戻戻戻ってってってって昼食昼食昼食昼食をとるをとるをとるをとる 

        

↑↑↑↑昼食昼食昼食昼食もももも奥様方奥様方奥様方奥様方のののの手作手作手作手作りのりのりのりの料理料理料理料理がががが振舞振舞振舞振舞われたわれたわれたわれた 

最後最後最後最後にににに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記念撮影記念撮影記念撮影記念撮影をしましたをしましたをしましたをしました。。。。 

 

             

                            名残名残名残名残はははは尽尽尽尽きませんがきませんがきませんがきませんが、、、、里親里親里親里親のののの皆皆皆皆ささささ
んとおんとおんとおん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。。。。 

    
    ↑↑↑↑バスバスバスバスのののの前前前前にににに集集集集まったまったまったまった里親里親里親里親のののの皆皆皆皆さんとおさんとおさんとおさんとお別別別別れのれのれのれの挨拶挨拶挨拶挨拶    

 
                        バスバスバスバスがががが見見見見えなくなるまでえなくなるまでえなくなるまでえなくなるまで、、、、ずっとずっとずっとずっと手手手手をををを振振振振ってくれまってくれまってくれまってくれま
したしたしたした。。。。    ＡｕｆＡｕｆＡｕｆＡｕｆ    WiederWiederWiederWieder    sehensehensehensehen    ！！！！        ごきげんようごきげんようごきげんようごきげんよう！！！！    

     

        

    午後午後午後午後１１１１時半時半時半時半ににににニーダーヴェルシュタツトニーダーヴェルシュタツトニーダーヴェルシュタツトニーダーヴェルシュタツトをををを発発発発ったったったった
一行一行一行一行はははは、、、、途中大変静途中大変静途中大変静途中大変静かでかでかでかで綺麗綺麗綺麗綺麗なななな    WeilbWeilbWeilbWeilbuuuurgrgrgrg    のののの街街街街をををを
見学見学見学見学しましたしましたしましたしました。。。。    
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Weilburg の古い教会 

教会から Weilburug の街を眺
める 

静かな佇まいの教会の中には
誰もいなかったので、Heilig を

歌う 

                16161616 時時時時 30303030 分分分分にににに WeilburugWeilburugWeilburugWeilburug    をををを出発出発出発出発しししし、、、、17171717 時時時時ににににリムブリムブリムブリムブ
ルクルクルクルクにににに到着到着到着到着。。。。    リムブルクリムブルクリムブルクリムブルクではではではでは、、、、GVGVGVGV    EintrachtEintrachtEintrachtEintracht    1111863863863863    
（（（（アイントラハトアイントラハトアイントラハトアイントラハト男声合唱団男声合唱団男声合唱団男声合唱団））））のののの事務局長事務局長事務局長事務局長・・・・Helmut Helmut Helmut Helmut 
ZeyenZeyenZeyenZeyen 氏氏氏氏がががが    バスバスバスバスのののの集合場所集合場所集合場所集合場所にににに早早早早めにめにめにめに来来来来てくれててくれててくれててくれて

いましたいましたいましたいました。。。。    氏氏氏氏はははは 2222 年前年前年前年前にににに我孫子我孫子我孫子我孫子をををを訪問訪問訪問訪問しておりしておりしておりしており、、、、
我我我我々々々々のののの団員団員団員団員のののの家家家家ににににホームステイホームステイホームステイホームステイしているしているしているしている。。。。少少少少しししし時間時間時間時間もあもあもあもありりりり、、、、
ZeyenZeyenZeyenZeyen 氏氏氏氏ががががリンブルグリンブルグリンブルグリンブルグ市内市内市内市内をををを案内案内案内案内してくれしてくれしてくれしてくれるるるる。。。。    今回今回今回今回はははは 3333 年年年年
前前前前にににに歩歩歩歩かなかったところをかなかったところをかなかったところをかなかったところを中心中心中心中心にににに散策散策散策散策。。。。 

 

Zeyen 氏に、リンブルグ市内を案

内していただく 
木組みの家が美しい 

  

街のパンやさん。この店の奥様

はパーティで女声合唱を歌う 
店の外にテラスが出されている 

    

    ↑↑↑↑リンブルグリンブルグリンブルグリンブルグののののドームドームドームドーム（（（（大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂）））） 

我我我我々々々々はははは合唱団合唱団合唱団合唱団のののの練習場練習場練習場練習場のののの Vereinsheim Vereinsheim Vereinsheim Vereinsheim 
MGVMGVMGVMGV----EintrachtEintrachtEintrachtEintracht にににに案内案内案内案内されたされたされたされた。。。。    3333 年前年前年前年前にににに訪問訪問訪問訪問しししし

たたたた時時時時もももも、、、、このこのこのこの同同同同じじじじ場所場所場所場所にににに集集集集まったためまったためまったためまったため、、、、懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい想想想想いいいい出出出出のののの
場所場所場所場所でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。 

    

    ↑↑↑↑合唱団合唱団合唱団合唱団のののの練習場練習場練習場練習場のののの Vereinsheim MGVVereinsheim MGVVereinsheim MGVVereinsheim MGV----EintrachtEintrachtEintrachtEintracht 

会館会館会館会館のののの正面正面正面正面にににに書書書書かれたかれたかれたかれた文字文字文字文字↓↓↓↓    

    

                前回前回前回前回はははは会長会長会長会長のののの Bernhard RoderBernhard RoderBernhard RoderBernhard Roder 氏氏氏氏がおられがおられがおられがおられ
たがたがたがたが、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら昨年昨年昨年昨年 11111111 月月月月 8888 日日日日にににに亡亡亡亡くなられくなられくなられくなられ、、、、新新新新
しいしいしいしい会長会長会長会長 RaiRaiRaiRainer Berneiserner Berneiserner Berneiserner Berneiser 氏氏氏氏がががが挨拶挨拶挨拶挨拶をされましたをされましたをされましたをされました。。。。 
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    ↑↑↑↑新会長新会長新会長新会長のののの Rainer BerneiserRainer BerneiserRainer BerneiserRainer Berneiser 氏氏氏氏がががが挨拶挨拶挨拶挨拶 

        またまたまたまた市長市長市長市長のののの Martin RichardMartin RichardMartin RichardMartin Richard 氏氏氏氏がががが歓迎歓迎歓迎歓迎のののの挨挨挨挨
拶拶拶拶をされをされをされをされ、、、、大聖堂大聖堂大聖堂大聖堂のののの町町町町リムブルクリムブルクリムブルクリムブルク市市市市をををを説明説明説明説明したしたしたした写写写写

真集真集真集真集ををををレオーネレオーネレオーネレオーネにいただきましたにいただきましたにいただきましたにいただきました。。。。 

        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団長団長団長団長がががが挨拶挨拶挨拶挨拶しししし、、、、兜兜兜兜のののの壁掛壁掛壁掛壁掛けとけとけとけと、、、、レオーレオーレオーレオー
ネネネ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バスタオルバスタオルバスタオルバスタオルをををを市長市長市長市長にににに贈贈贈贈りましたりましたりましたりました。。。。    
            レレレレオーネオーネオーネオーネからのおからのおからのおからのお土産土産土産土産のののの贈呈贈呈贈呈贈呈もももも 4444 回目回目回目回目となりとなりとなりとなり、「、「、「、「仕事仕事仕事仕事でででで
冷冷冷冷やややや汗汗汗汗をかいたをかいたをかいたをかいた時時時時にににに、、、、このこのこのこのタオルタオルタオルタオルでででで拭拭拭拭いてくださいいてくださいいてくださいいてください・・・・・・・・・・・・・・・・」」」」    
とととと、、、、        団長団長団長団長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶にもにもにもにも余裕余裕余裕余裕がががが出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。 

    
    ↑↑↑↑かぶとのかぶとのかぶとのかぶとの壁掛壁掛壁掛壁掛けをけをけをけを市長市長市長市長にににに贈贈贈贈るるるる 

 

MGV“Eintracht”1863 の団員が歓迎の歌を歌って 
くれました 

  

日本とドイツの国旗のほか、
合唱団のマークが入った旗も
あった 

会場で里親と会い、お互いに
挨拶を交わしました 

            そのそのそのその夜夜夜夜、、、、筆者筆者筆者筆者ははははナッターマンナッターマンナッターマンナッターマン氏氏氏氏
（（（（HeinzHeinzHeinzHeinz----Georg Nattermann und Frau MariaGeorg Nattermann und Frau MariaGeorg Nattermann und Frau MariaGeorg Nattermann und Frau Maria））））のののの家家家家

にににに宿泊宿泊宿泊宿泊しましたしましたしましたしました。。。。    
            ３３３３年前年前年前年前このこのこのこのリムブルクリムブルクリムブルクリムブルクをををを訪訪訪訪れたれたれたれたレオーネレオーネレオーネレオーネのののの西脇氏西脇氏西脇氏西脇氏からからからから、、、、
そのそのそのその時時時時のののの里親里親里親里親にににに手紙手紙手紙手紙ととととプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントをををを渡渡渡渡してくれるようしてくれるようしてくれるようしてくれるよう依頼依頼依頼依頼ささささ
れていましたがれていましたがれていましたがれていましたが、、、、偶然偶然偶然偶然にもそのにもそのにもそのにもその当人当人当人当人のののの家家家家にににに行行行行くことになりまくことになりまくことになりまくことになりま
したしたしたした。。。。    
            さらにさらにさらにさらにレーダーレーダーレーダーレーダー氏氏氏氏のののの奥様奥様奥様奥様にもにもにもにも言付言付言付言付かっておりかっておりかっておりかっており、、、、このこのこのこの家家家家
もごもごもごもご近所近所近所近所だということでだということでだということでだということで容易容易容易容易にににに依頼依頼依頼依頼をををを受受受受けたことをけたことをけたことをけたことを果果果果たすこたすこたすこたすこ
とができてとができてとができてとができて、、、、    私私私私にとってはにとってはにとってはにとっては、「、「、「、「ナッターマンナッターマンナッターマンナッターマン」」」」    というというというという名前名前名前名前はははは    
「「「「ヤッターマンヤッターマンヤッターマンヤッターマン」」」」    になりましたになりましたになりましたになりました（（（（笑笑笑笑）。）。）。）。    

     

        
 

            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////１５１５１５１５（（（（リンブルグリンブルグリンブルグリンブルグ～～～～コブレコブレコブレコブレ
ンツンツンツンツ～～～～パーティパーティパーティパーティ）））） 

 

                                    5555 月月月月 15151515 日日日日（（（（金金金金））））はははは里親里親里親里親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りりりり、、、、リンブルグリンブルグリンブルグリンブルグ市内市内市内市内、、、、ラーンラーンラーンラーン川川川川をををを超超超超
えてえてえてえて、、、、ラインラインラインライン河沿河沿河沿河沿いのいのいのいのコブレンツコブレンツコブレンツコブレンツにににに向向向向いましたいましたいましたいました。。。。 

    
    ↑↑↑↑出発前出発前出発前出発前のひとのひとのひとのひと時時時時↓↓↓↓        
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        雨雨雨雨がががが降降降降りそうなおりそうなおりそうなおりそうなお天気天気天気天気でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、空空空空はははは明明明明るいるいるいるい。。。。
ZeyenZeyenZeyenZeyen 氏氏氏氏がががが案内役案内役案内役案内役ででででバスバスバスバスのののの先頭先頭先頭先頭にににに乗乗乗乗りりりり、、、、昼食昼食昼食昼食のののの
オーダーオーダーオーダーオーダーをををを取取取取りにきましたりにきましたりにきましたりにきました。。。。    

                1111 時間後時間後時間後時間後にににに BadBadBadBad----EmsEmsEmsEms のののの街街街街にににに着着着着いていていていて、、、、古古古古いおいおいおいお
城城城城のようなのようなのようなのようなクアハウスクアハウスクアハウスクアハウスをををを観光観光観光観光しましたしましたしましたしました。。。。    
                かつてのかつてのかつてのかつての王様王様王様王様やややや貴族貴族貴族貴族などがたくさんなどがたくさんなどがたくさんなどがたくさん訪訪訪訪れたそうですれたそうですれたそうですれたそうです
がががが、、、、有名人有名人有名人有名人ではではではではシューマンシューマンシューマンシューマンのののの奥様奥様奥様奥様ややややゲーテゲーテゲーテゲーテなどもなどもなどもなども来来来来ていたていたていたていた
そうでそうでそうでそうで、、、、鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄のののの銘盤銘盤銘盤銘盤がががが作作作作られてられてられてられて床床床床にににに取取取取りりりり付付付付けられていましけられていましけられていましけられていまし
たたたた。。。。おおおお金持金持金持金持ちでたびたびちでたびたびちでたびたびちでたびたび訪訪訪訪れるれるれるれる人人人人はははは、、、、泊泊泊泊まるまるまるまる部屋部屋部屋部屋がががが決決決決まっまっまっまっ
ていたようですていたようですていたようですていたようです。。。。 

静静静静かなかなかなかな古古古古いいいい町町町町 ZeyenZeyenZeyenZeyen 氏氏氏氏がががが付付付付きききき添添添添ってくれてってくれてってくれてってくれて 

        

嘗嘗嘗嘗てててて王様王様王様王様やややや有名人有名人有名人有名人がががが来来来来たたたた    
建物建物建物建物    

Clara Clara Clara Clara SchumSchumSchumSchumannannannann    
のののの銘盤銘盤銘盤銘盤    

         ココココブレンツブレンツブレンツブレンツはははは、、、、ラインラインラインライン河河河河ととととモーゼルモーゼルモーゼルモーゼル河河河河がががが合合合合
流流流流してしてしてして一一一一つのつのつのつのラインラインラインライン河河河河になるになるになるになる地点地点地点地点でででで、、、、軍艦軍艦軍艦軍艦のへさきのへさきのへさきのへさき

のようにのようにのようにのように先端先端先端先端がががが突突突突きききき出出出出たたたた角地角地角地角地ですですですです。。。。    ここにここにここにここに４４４４～～～～５５５５階階階階
建建建建てのてのてのてのビルビルビルビルのようなのようなのようなのような巨大巨大巨大巨大ななななヴィルヘルムヴィルヘルムヴィルヘルムヴィルヘルム一世一世一世一世のののの騎馬像騎馬像騎馬像騎馬像がががが
建建建建っていてっていてっていてっていて、、、、如何如何如何如何にもにもにもにも要塞要塞要塞要塞というというというという感感感感じがしますじがしますじがしますじがします。。。。     

                

↑↑↑↑コブレンツコブレンツコブレンツコブレンツのののの城壁城壁城壁城壁からからからから眺眺眺眺めるめるめるめるラインラインラインライン河河河河ととととモーゼルモーゼルモーゼルモーゼル河河河河のののの合流合流合流合流

点点点点     

        山山山山のののの上上上上までまでまでまで上上上上ってってってって見見見見るとるとるとると、、、、ラインラインラインライン河河河河ととととモーゼルモーゼルモーゼルモーゼル河河河河がががが合合合合
流流流流するするするする地点地点地点地点がががが眺望眺望眺望眺望できてできてできてできて、、、、おもわずおもわずおもわずおもわず歓声歓声歓声歓声があがりましがあがりましがあがりましがあがりまし

たたたた。。。。ここでここでここでここでＺｅｙｅｎＺｅｙｅｎＺｅｙｅｎＺｅｙｅｎ氏氏氏氏がががが、、、、少少少少しししし高高高高いいいい場所場所場所場所にににに立立立立ってってってって写真写真写真写真
をををを撮撮撮撮ってくれましたってくれましたってくれましたってくれました。。。。 

 

 ↑ラインラインラインライン河河河河ととととモーゼルモーゼルモーゼルモーゼル河河河河のののの合流地点合流地点合流地点合流地点をををを眺望眺望眺望眺望するするするする 

  

            ゆったりとゆったりとゆったりとゆったりと流流流流れるれるれるれるラインラインラインライン河河河河をををを見見見見たたたた後後後後、、、、昼食昼食昼食昼食ははははレレレレ
ストランストランストランストラン MaximiliansMaximiliansMaximiliansMaximilians----BrauwiesenBrauwiesenBrauwiesenBrauwiesen でとりましたでとりましたでとりましたでとりました。。。。    ここはここはここはここは古風古風古風古風
なななな建物建物建物建物にににに作作作作られたられたられたられた広広広広々々々々としたとしたとしたとしたレストランレストランレストランレストランでででで、、、、白白白白くくくく濁濁濁濁ったったったったｗｅｉｗｅｉｗｅｉｗｅｉ ßßßß    
ビールビールビールビールでででで「「「「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、、、、ドイツドイツドイツドイツ料理料理料理料理にににに舌鼓舌鼓舌鼓舌鼓をををを
打打打打ちましたちましたちましたちました。。。。    

↑白白白白くくくく濁濁濁濁ったったったったｗｅｉｗｅｉｗｅｉｗｅｉ ßßßß    ビールビールビールビールでででで
乾杯乾杯乾杯乾杯！！！！！！！！ 

↑↑↑↑シュパルゲルシュパルゲルシュパルゲルシュパルゲル（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）    ＋＋＋＋    ジャジャジャジャ
ガイモガイモガイモガイモ（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）    ＋＋＋＋    ハムハムハムハム（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ） 
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            リムブルクリムブルクリムブルクリムブルクにににに戻戻戻戻ったったったった後後後後、、、、前団長前団長前団長前団長のののの故故故故
Bernhard RoderBernhard RoderBernhard RoderBernhard Roder 氏氏氏氏のおのおのおのお宅宅宅宅にににに山下団長山下団長山下団長山下団長がおがおがおがお悔悔悔悔やみやみやみやみ
にににに訪訪訪訪れましたれましたれましたれました。。。。ここはここはここはここは前回訪問時前回訪問時前回訪問時前回訪問時のののの山下団長山下団長山下団長山下団長のののの里里里里

親宅親宅親宅親宅でででで、、、、奥様奥様奥様奥様とととと息子息子息子息子さんがさんがさんがさんが在宅在宅在宅在宅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。。。。    
                20202020 年年年年 11111111 月月月月 8888 日日日日ににににレーダーレーダーレーダーレーダー氏氏氏氏はははは書斎書斎書斎書斎ででででパソコンパソコンパソコンパソコンをををを操操操操
作作作作しているしているしているしている最中最中最中最中にににに倒倒倒倒れたようであるれたようであるれたようであるれたようである。。。。66666666 歳歳歳歳だったそうでだったそうでだったそうでだったそうで、、、、奥奥奥奥
様様様様はははは毎日墓地毎日墓地毎日墓地毎日墓地にににに通通通通いいいい続続続続けたそうですけたそうですけたそうですけたそうです。。。。    団長団長団長団長はははは、、、、母子母子母子母子とととと一一一一
緒緒緒緒にににに車車車車でででで 10101010 分分分分くらいのところにあるくらいのところにあるくらいのところにあるくらいのところにある墓地墓地墓地墓地をををを訪訪訪訪れれれれ静寂静寂静寂静寂のののの中中中中にににに
横横横横たわるたわるたわるたわるレーダーレーダーレーダーレーダー氏氏氏氏のののの墓墓墓墓にににに哀悼哀悼哀悼哀悼のののの意意意意をををを捧捧捧捧げましたげましたげましたげました。。。。 

    

    ↑↑↑↑レーダーレーダーレーダーレーダーさんのおさんのおさんのおさんのお墓墓墓墓のののの前前前前でででで奥様奥様奥様奥様とととと次男次男次男次男 

                合唱交歓合唱交歓合唱交歓合唱交歓パーティーパーティーパーティーパーティーはははは昨日昨日昨日昨日とととと同同同同じじじじ会会会会
館館館館でででで開開開開かれましたかれましたかれましたかれました。。。。会館会館会館会館のののの掲示板掲示板掲示板掲示板にはにはにはにはアンサアンサアンサアンサ
ンブルンブルンブルンブル････レオーネレオーネレオーネレオーネのののの写写写写真真真真がががが掲示掲示掲示掲示されていましされていましされていましされていまし

たたたた。。。。 

                                    

    

    ↑↑↑↑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のののの写真写真写真写真がががが掲示掲示掲示掲示されたされたされたされた掲示板掲示板掲示板掲示板 

        アイントラハトアイントラハトアイントラハトアイントラハト男声合唱団男声合唱団男声合唱団男声合唱団ののののライナーライナーライナーライナー・・・・ベアライベアライベアライベアライ
ザーザーザーザー会長会長会長会長がががが挨拶挨拶挨拶挨拶、、、、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団長団長団長団長がががが挨拶挨拶挨拶挨拶をしをしをしをし、、、、ベアベアベアベアララララ
イザーイザーイザーイザー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ベルンハルベルンハルベルンハルベルンハル
トトトト・・・・デーゲンデーゲンデーゲンデーゲン（（（（Bernhard DegenBernhard DegenBernhard DegenBernhard Degen））））氏氏氏氏にににに富士山富士山富士山富士山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、、、、またまたまたまた女声女声女声女声コーラスコーラスコーラスコーラスのののの指揮者指揮者指揮者指揮者ドロテアドロテアドロテアドロテア・・・・ラウックスラウックスラウックスラウックス女史女史女史女史
（（（（Frau Dorethee LauxFrau Dorethee LauxFrau Dorethee LauxFrau Dorethee Laux））））にににに鯉鯉鯉鯉のぼりをのぼりをのぼりをのぼりを描描描描いたいたいたいた壁掛壁掛壁掛壁掛けをけをけをけを贈贈贈贈りまりまりまりま
したしたしたした。。。。    またまたまたまた合唱団全員合唱団全員合唱団全員合唱団全員にににに、、、、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手渡手渡手渡手渡しまししまししまししまし
たたたた。。。。     

    

    ↑↑↑↑女声女声女声女声コーラスコーラスコーラスコーラスのののの指揮者指揮者指揮者指揮者にににに、、、、おおおお土産品土産品土産品土産品をををを渡渡渡渡ししししましたましたましたました 

         パーティパーティパーティパーティ風景風景風景風景    

アイントアイントアイントアイントラハトラハトラハトラハト会館一杯会館一杯会館一杯会館一杯ににににテーテーテーテー
ブルブルブルブル    がががが準備準備準備準備されましたされましたされましたされました 

ドイツドイツドイツドイツ人人人人とのとのとのとの懇親懇親懇親懇親はまずはまずはまずはまずビービービービー
ルルルルからからからから 

里親里親里親里親はどこへはどこへはどこへはどこへ行行行行ったかなったかなったかなったかな・・・・・・・・・・・・ 
英語英語英語英語、、、、ドイツドイツドイツドイツをををををををを駆使駆使駆使駆使（？）（？）（？）（？）しししし
てててて・・・・・・・・・・・・ 

各家庭各家庭各家庭各家庭からからからから持持持持ちちちち寄寄寄寄られたられたられたられた手作手作手作手作
りのりのりのりの料理料理料理料理    

里親里親里親里親とととと記念撮影記念撮影記念撮影記念撮影ですですですです    
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里親里親里親里親とととと楽楽楽楽しそうにしそうにしそうにしそうにテーブルテーブルテーブルテーブルにににに座座座座
ったったったったＫＫＫＫさんさんさんさん。。。。    そのそのそのその後後後後のののの会話会話会話会話
はははは？？？？    

各家庭各家庭各家庭各家庭からからからから持持持持ちちちち寄寄寄寄られたられたられたられた手作手作手作手作
りのりのりのりの料理料理料理料理    

        演奏演奏演奏演奏はまずはまずはまずはまずアイントラハトアイントラハトアイントラハトアイントラハト男声合唱団男声合唱団男声合唱団男声合唱団がががが 2222 曲曲曲曲、、、、次次次次
いでいでいでいで女声女声女声女声コーラスコーラスコーラスコーラスのののの Limburg anLimburg anLimburg anLimburg an der Lahn der Lahn der Lahn der Lahn ののののメンバーメンバーメンバーメンバーがががが加加加加
わってわってわってわって、、、、混声混声混声混声のののの日本語日本語日本語日本語でででで「「「「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。。。。    里親里親里親里親とととと
なったなったなったなったＺｅｙｅｎＺｅｙｅｎＺｅｙｅｎＺｅｙｅｎ氏氏氏氏のののの息子息子息子息子のおのおのおのお嫁嫁嫁嫁さんのさんのさんのさんの    ＧａｂｒｉｅｌＧａｂｒｉｅｌＧａｂｒｉｅｌＧａｂｒｉｅｌやややや、、、、前日前日前日前日のののの
リンブルグリンブルグリンブルグリンブルグ市内観光市内観光市内観光市内観光でででで通通通通りかかったりかかったりかかったりかかったパンパンパンパン屋屋屋屋さんのさんのさんのさんの奥様奥様奥様奥様もももも歌歌歌歌
っていましたっていましたっていましたっていました。。。。        そのそのそのその後後後後、、、、女声女声女声女声だけでだけでだけでだけで 2222 曲曲曲曲がをがをがをがを披露披露披露披露されまされまされまされま
したしたしたした。。。。     

    ↑↑↑↑アイントラハトアイントラハトアイントラハトアイントラハト男声合唱団男声合唱団男声合唱団男声合唱団がまずがまずがまずがまず歌歌歌歌うううう 

女性女性女性女性コーラスコーラスコーラスコーラス FrauFrauFrauFrau    DoretheeDoretheeDoretheeDorethee    LaLaLaLauxuxuxux もももも加加加加わってわってわってわって歌歌歌歌うううう↓↓↓↓    

 

  

        引引引引きききき続続続続きききき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ましたいましたいましたいました。。。。そしてそしてそしてそして奥様奥様奥様奥様がががが加加加加わってわってわってわって、、、、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いいい、、、、拍手喝采拍手喝采拍手喝采拍手喝采をををを浴浴浴浴びましたびましたびましたびました。。。。            
二宮氏二宮氏二宮氏二宮氏のののの上着上着上着上着のののの下下下下はははは、、、、ドイツドイツドイツドイツ国旗国旗国旗国旗とととと同同同同じじじじ色色色色ののののチョッキチョッキチョッキチョッキだっただっただっただった
のでのでのでので、、、、一瞬一瞬一瞬一瞬、、、、会場会場会場会場がどがどがどがどっとどよめきましたっとどよめきましたっとどよめきましたっとどよめきました。。。。 

    ↑↑↑↑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 

    

↑↑↑↑混声混声混声混声もだんだんもだんだんもだんだんもだんだん慣慣慣慣れてきてれてきてれてきてれてきて、、、、表情表情表情表情にににに余裕余裕余裕余裕もでてきましたもでてきましたもでてきましたもでてきました 

         次次次次にににに男声男声男声男声でででで「「「「夜夜夜夜のののの歌歌歌歌」」」」    「「「「斎太郎節斎太郎節斎太郎節斎太郎節」」」」    をををを歌歌歌歌いいいい、、、、
最後最後最後最後はははは男声合唱男声合唱男声合唱男声合唱のののの日独合同日独合同日独合同日独合同でででで、、、、ベルンハルトベルンハルトベルンハルトベルンハルト・・・・デデデデ
ーゲンーゲンーゲンーゲン氏氏氏氏のののの指揮指揮指揮指揮でででで    「「「「Heiden RosleinHeiden RosleinHeiden RosleinHeiden Roslein」、「」、「」、「」、「Der Der Der Der 

LindenbaumLindenbaumLindenbaumLindenbaum」、「」、「」、「」、「Die LoreleiDie LoreleiDie LoreleiDie Lorelei」」」」をををを歌歌歌歌いましたいましたいましたいました。。。。 

 

  

            そのそのそのその後後後後もももも大大大大いにいにいにいに飲飲飲飲みみみみ、、、、食食食食べてべてべてべて相互相互相互相互にににに懇親懇親懇親懇親
をををを深深深深めめめめ、、、、楽楽楽楽しいしいしいしいパーティパーティパーティパーティはははは 11111111 時頃時頃時頃時頃までまでまでまで続続続続きましきましきましきましたたたた。。。。    
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            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////１６１６１６１６（（（（リリリリンブルグンブルグンブルグンブルグ発発発発～～～～アイゼアイゼアイゼアイゼ
ナッハナッハナッハナッハ～～～～～～～～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）））） 

 

                                        ５５５５月月月月 16161616 日日日日（（（（土土土土）、）、）、）、今日今日今日今日はいよいはいよいはいよいはいよい
よよよよ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朝朝朝朝ですですですです。。。。            それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの団員団員団員団員
はははは里親里親里親里親のののの車車車車にににに旅行旅行旅行旅行カバンカバンカバンカバンをををを積積積積みみみみ、、、、朝朝朝朝 9999 時時時時にににに、、、、

LimburgLimburgLimburgLimburg にやってきたにやってきたにやってきたにやってきた時時時時とととと同同同同じじじじ KatzentrumKatzentrumKatzentrumKatzentrum にににに集合集合集合集合しましたしましたしましたしました。。。。            
わずかわずかわずかわずか３３３３日間日間日間日間のののの短短短短いいいい出会出会出会出会いにもいにもいにもいにも、、、、別別別別れがありますれがありますれがありますれがあります。。。。                
里親里親里親里親とととと最後最後最後最後のおのおのおのお別別別別れのれのれのれの挨拶挨拶挨拶挨拶をしてをしてをしてをしてバスバスバスバスにににに乗乗乗乗りりりり込込込込むとむとむとむと、、、、団員団員団員団員
はははは里親里親里親里親がががが見見見見えるえるえるえる席席席席にににに移動移動移動移動しししし、、、、里親里親里親里親のののの姿姿姿姿がががが見見見見えなくなえなくなえなくなえなくな
るまでるまでるまでるまで手手手手をををを            振振振振りましたりましたりましたりました。。。。    KatzentrumKatzentrumKatzentrumKatzentrum でででで、、、、里親里親里親里親とととと
のののの最後最後最後最後のおのおのおのお別別別別れとなりましたれとなりましたれとなりましたれとなりました。。。。 

 

  

                                                                                                                                                    
LimburgLimburgLimburgLimburg    のののの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記念撮影記念撮影記念撮影記念撮影をしましたをしましたをしましたをしました。。。。

AufAufAufAuf    WiedersehenWiedersehenWiedersehenWiedersehen！！！！        サヨナラサヨナラサヨナラサヨナラ！！！！     

                                                            

                                                            

 

         バスバスバスバスははははリムブルクリムブルクリムブルクリムブルクからからからからアウトバーンアウトバーンアウトバーンアウトバーンをををを時速時速時速時速 100100100100 キロキロキロキロ
でででで走走走走りましたりましたりましたりました。。。。バスバスバスバスのののの窓窓窓窓からはみどりのからはみどりのからはみどりのからはみどりの草原草原草原草原がどこまでもがどこまでもがどこまでもがどこまでも続続続続
きききき、、、、ときどきときどきときどきときどき小小小小さなさなさなさな集落集落集落集落がががが見見見見らららられましたれましたれましたれました。。。。きどききどききどききどき小小小小さなさなさなさな集落集落集落集落
がががが見見見見られましたられましたられましたられました。。。。 

 

 

    ↑↑↑↑バスバスバスバスのののの車窓車窓車窓車窓からからからから見見見見たたたた小小小小さなさなさなさな集落集落集落集落 

            ２２２２時間半後時間半後時間半後時間半後ににににバッハバッハバッハバッハのののの生生生生まれまれまれまれ故郷故郷故郷故郷、、、、旧東旧東旧東旧東ドイツドイツドイツドイツ
ののののアイゼナッハアイゼナッハアイゼナッハアイゼナッハにににに着着着着きましたきましたきましたきました。。。。ここはここはここはここは、、、、ヴァルトブルグヴァルトブルグヴァルトブルグヴァルトブルグ城城城城がががが
丘丘丘丘のののの上上上上にそびえにそびえにそびえにそびえ、、、、ワーグナーワーグナーワーグナーワーグナーののののタンホイザータンホイザータンホイザータンホイザーのののの歌合戦歌合戦歌合戦歌合戦のののの場場場場
のののの情景情景情景情景にににに出出出出てくるてくるてくるてくる場所場所場所場所だそうですだそうですだそうですだそうです。。。。またまたまたまた宗教改革宗教改革宗教改革宗教改革をしたをしたをしたをしたルタルタルタルタ
ーーーーがががが追追追追われてわれてわれてわれて、、、、郷士郷士郷士郷士イエルクイエルクイエルクイエルクとととと名乗名乗名乗名乗ってってってって隠隠隠隠れれれれ住住住住みみみみ、、、、ラテンラテンラテンラテン
語語語語のののの聖書聖書聖書聖書ををををドイツドイツドイツドイツ語語語語にににに翻訳翻訳翻訳翻訳したしたしたした場所場所場所場所でもあるといいますでもあるといいますでもあるといいますでもあるといいます。。。。    
    昼食昼食昼食昼食ははははレストランレストランレストランレストラン「「「「Alt EisenachAlt EisenachAlt EisenachAlt Eisenach」」」」でとりましたでとりましたでとりましたでとりました。。。。                ビービービービー
ルルルルはははは    “Eisenac“Eisenac“Eisenac“Eisenacheeheeheehee    WartburgWartburgWartburgWartburg    PPPPils”ils”ils”ils”    。。。。    こくのあるこくのあるこくのあるこくのある味味味味わいわいわいわい
のののの深深深深いいいいビールビールビールビールでしたでしたでしたでした。。。。                        メインディッシュメインディッシュメインディッシュメインディッシュにはにはにはには、、、、ジャジャジャジャ
ガイモガイモガイモガイモをををを原料原料原料原料としてとしてとしてとして団子状団子状団子状団子状にににに作作作作ったったったった““““クヌーデルクヌーデルクヌーデルクヌーデル””””がががが出出出出ましましましまし

たたたた。。。。スープスープスープスープはははは塩辛塩辛塩辛塩辛くなくくなくくなくくなく、、、、メインディッシュメインディッシュメインディッシュメインディッシュののののボリュボリュボリュボリュ
ームームームームもももも適度適度適度適度でででで、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん日本的日本的日本的日本的になってきましになってきましになってきましになってきまし
たたたた。。。。 

            

            

↑↑↑↑昼食昼食昼食昼食ののののレストランレストランレストランレストラン「「「「Alt EisenachAlt EisenachAlt EisenachAlt Eisenach」」」」    
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昼食後昼食後昼食後昼食後、、、、バッハバッハバッハバッハのののの生家生家生家生家がががが博物館博物館博物館博物館になっているになっているになっているになっている「「「「Bach Bach Bach Bach 

HausHausHausHaus」」」」をををを訪訪訪訪れましたれましたれましたれました。。。。 

    ↑↑↑↑ババババッハッハッハッハ博物館博物館博物館博物館のののの前前前前にににに立立立立つつつつバッハバッハバッハバッハのののの像像像像                                                    

    ↑↑↑↑バッハバッハバッハバッハのののの像像像像のののの前前前前でででで 

             「「「「Bach HausBach HausBach HausBach Haus」」」」はははは近年近年近年近年、、、、新新新新しくしくしくしく建建建建てててて増増増増しされしされしされしされ
てててて、、、、近代的近代的近代的近代的なななな明明明明るいるいるいるい建物建物建物建物のののの中中中中ででででバッハバッハバッハバッハについてのについてのについてのについての展示展示展示展示がさがさがさがさ
れていましれていましれていましれていましたたたた。。。。            バッハバッハバッハバッハ時代時代時代時代のののの古楽器古楽器古楽器古楽器、、、、バッハバッハバッハバッハのののの生涯生涯生涯生涯にににに
ついてのついてのついてのついての詳詳詳詳しいしいしいしい展示展示展示展示、、、、バッハバッハバッハバッハのののの音楽音楽音楽音楽をををを鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞するするするするコーナーコーナーコーナーコーナーなななな
どどどど、、、、充実充実充実充実したしたしたした展示内容展示内容展示内容展示内容にににに、、、、思思思思わずわずわずわず興味興味興味興味をそそられましたをそそられましたをそそられましたをそそられました。。。。                
バッハバッハバッハバッハのののの遺骨遺骨遺骨遺骨ははははライプツィヒライプツィヒライプツィヒライプツィヒのののの聖聖聖聖ヨハニスヨハニスヨハニスヨハニス教会教会教会教会のののの祭壇祭壇祭壇祭壇のののの床床床床
にににに埋葬埋葬埋葬埋葬されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、本物本物本物本物かどうかをかどうかをかどうかをかどうかを確認確認確認確認するためにするためにするためにするために、、、、            
法医学法医学法医学法医学のののの手法手法手法手法でででで肉付肉付肉付肉付けをけをけをけを行行行行ったところったところったところったところ、、、、まさにまさにまさにまさに肖像画肖像画肖像画肖像画にあにあにあにあ
るようなるようなるようなるようなバッハバッハバッハバッハのののの顔顔顔顔になったそうですになったそうですになったそうですになったそうです。。。。            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ととと
いわれるいわれるいわれるいわれるバッハバッハバッハバッハのののの故郷故郷故郷故郷をををを訪訪訪訪ねるねるねるねる事事事事ができてができてができてができて、、、、大変感銘大変感銘大変感銘大変感銘しししし、、、、
充実充実充実充実したしたしたした思思思思いがしましたいがしましたいがしましたいがしました。。。。 

                    

    ↑↑↑↑バッハバッハバッハバッハのののの頭蓋骨頭蓋骨頭蓋骨頭蓋骨とととと法医学的法医学的法医学的法医学的にににに復元復元復元復元されたされたされたされたバッハバッハバッハバッハのののの顔顔顔顔につにつにつにつ

いてのいてのいてのいての展示展示展示展示 

             博物館博物館博物館博物館のののの前前前前にはにはにはには、、、、大大大大きなきなきなきなバッハバッハバッハバッハのののの銅像銅像銅像銅像
がががが建建建建っていましたっていましたっていましたっていました。。。。            そのそのそのその後後後後、、、、バッハバッハバッハバッハがががが生生生生まれまれまれまれ

たたたた時時時時にににに幼児洗礼幼児洗礼幼児洗礼幼児洗礼をををを受受受受けたというけたというけたというけたという洗礼台洗礼台洗礼台洗礼台がががが残残残残っているっているっているっているゲオルゲオルゲオルゲオル
クククク教会教会教会教会をををを訪訪訪訪れれれれ、、、、このこのこのこの洗礼台洗礼台洗礼台洗礼台にににに語語語語りかけるつもりでりかけるつもりでりかけるつもりでりかけるつもりで「「「「HeiligHeiligHeiligHeilig」」」」をををを
合唱合唱合唱合唱しましたしましたしましたしました。。。。 

    

        ↑↑↑↑ゲオルグゲオルグゲオルグゲオルグ教会教会教会教会 

    

    ↑↑↑↑ゲオルクゲオルクゲオルクゲオルク教会教会教会教会ののののパイプオルガンパイプオルガンパイプオルガンパイプオルガン 
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↑↑↑↑バッハバッハバッハバッハがががが生生生生まれたまれたまれたまれた時時時時にににに幼児洗礼幼児洗礼幼児洗礼幼児洗礼をををを受受受受けたというけたというけたというけたという洗礼台洗礼台洗礼台洗礼台 

             バッハバッハバッハバッハのののの故郷故郷故郷故郷のののの風物風物風物風物をををを見学見学見学見学したしたしたした後後後後、、、、16161616 時時時時ににににアイアイアイアイ
ゼナッハゼナッハゼナッハゼナッハをををを発発発発ちちちち、、、、WartburgWartburgWartburgWartburg 城城城城へへへへ向向向向いましたいましたいましたいました。。。。            222222222222 段段段段のののの
階段階段階段階段をををを上上上上るとるとるとると、、、、中世中世中世中世のののの砦砦砦砦をををを思思思思わせるわせるわせるわせる造造造造りりりり WartwurgWartwurgWartwurgWartwurg 城城城城がががが、、、、眼眼眼眼
前前前前にににに聳聳聳聳ええええ立立立立っていましたっていましたっていましたっていました。。。。            またまたまたまた城城城城のののの上上上上からはからはからはからは中部中部中部中部ドイドイドイドイ
ツツツツののののチューリンゲンチューリンゲンチューリンゲンチューリンゲン地方地方地方地方がががが眺望眺望眺望眺望できできできでき、、、、汗汗汗汗がががが引引引引くまでのくまでのくまでのくまでの間間間間、、、、休休休休
憩憩憩憩をとりましたをとりましたをとりましたをとりました。。。。 

    
↑↑↑↑新緑新緑新緑新緑のののの樹樹樹樹々々々々のののの中中中中をををを行行行行くとやがてくとやがてくとやがてくとやがて 222222222222 段段段段のののの階段階段階段階段があるがあるがあるがある 

    ↑↑↑↑WartwurgWartwurgWartwurgWartwurg 城城城城からからからから中部中部中部中部ドイツドイツドイツドイツののののチューリンゲンチューリンゲンチューリンゲンチューリンゲン地方地方地方地方がががが眺望眺望眺望眺望

できるできるできるできる 

18181818 時時時時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ののののホリデーインホリデーインホリデーインホリデーイン・・・・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。。。。 

        

↑↑↑↑ホリデーインホリデーインホリデーインホリデーイン・・・・ホテルホテルホテルホテルのののの前前前前にににに到着到着到着到着 

夕食夕食夕食夕食ははははドイツドイツドイツドイツ料理以外料理以外料理以外料理以外のものをのものをのものをのものを食食食食べたいとべたいとべたいとべたいと
いいいいううううメンバーメンバーメンバーメンバーでででで、、、、ホテルホテルホテルホテルのののの近近近近くのくのくのくの中華料理店中華料理店中華料理店中華料理店にににに
入入入入リリリリましたましたましたました。。。。    日本日本日本日本でででで食食食食べなれているべなれているべなれているべなれている中華料理中華料理中華料理中華料理

のののの味味味味ではありませんがではありませんがではありませんがではありませんが、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ好好好好みのみのみのみのメニューメニューメニューメニューでででで楽楽楽楽しみしみしみしみ
ましたましたましたました。。。。 

    

    ↑↑↑↑ホテルホテルホテルホテルのののの近近近近くのくのくのくの中華料理店中華料理店中華料理店中華料理店でででで夕食夕食夕食夕食をとるをとるをとるをとる 

  

        食食食食後後後後はははは、、、、ドイツドイツドイツドイツのののの合唱団合唱団合唱団合唱団からからからから頂頂頂頂いてきたいてきたいてきたいてきたワインワインワインワインなななな
どをどをどをどを持持持持ちちちち寄寄寄寄ってってってってホテルホテルホテルホテルのののの一室一室一室一室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。。。。            折角折角折角折角いいいい
ただいたただいたただいたただいたワインワインワインワインなどはなどはなどはなどは航空機内航空機内航空機内航空機内にににに手荷物手荷物手荷物手荷物としてとしてとしてとして持持持持ちちちち込込込込むこむこむこむこ
とができないしとができないしとができないしとができないし、、、、さりとてさりとてさりとてさりとてスーツケーススーツケーススーツケーススーツケースにににに入入入入れてれてれてれて衣類衣類衣類衣類とととと            
一緒一緒一緒一緒にににに運運運運ぶのもぶのもぶのもぶのも、、、、ガラスガラスガラスガラス瓶瓶瓶瓶がががが破損破損破損破損するするするする懸念懸念懸念懸念があがあがあがあリリリリましたましたましたました。。。。                
ホテルホテルホテルホテルでででで一息一息一息一息ついたついたついたついたメンバーメンバーメンバーメンバーがががが徐徐徐徐々々々々にににに集集集集まってきてまってきてまってきてまってきて、、、、大大大大いいいい
にににに飲飲飲飲みみみみ、、、、ドイツドイツドイツドイツ最後最後最後最後のののの夜夜夜夜のののの別別別別れをれをれをれを惜惜惜惜しみましたしみましたしみましたしみました。。。。     

  

里親里親里親里親がおやつにがおやつにがおやつにがおやつに持持持持たせてくれたせてくれたせてくれたせてくれ
たたたた果物果物果物果物 

いただいたいただいたいただいたいただいた飲飲飲飲みみみみ物物物物におつまみにおつまみにおつまみにおつまみ
などをなどをなどをなどを調達調達調達調達 
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ホテルホテルホテルホテルのののの１１１１室室室室でででで最後最後最後最後のののの夜夜夜夜のののの別別別別れをれをれをれを惜惜惜惜しむしむしむしむ    

    

 

            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////１７１７１７１７（（（（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発発発発～～～～帰国帰国帰国帰国）））） 

 

5555 月月月月 17171717 日日日日（（（（日日日日））））朝朝朝朝をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。今日今日今日今日はいよいはいよいはいよいはいよい
よよよよ帰国帰国帰国帰国ですですですです。。。。７７７７時半時半時半時半ににににホテルホテルホテルホテルでででで朝食朝食朝食朝食をををを済済済済ませませませませたたたた
あとあとあとあと、、、、街中街中街中街中をををを少少少少しししし歩歩歩歩いていていていて、、、、マインマインマインマイン河河河河のののの川岸川岸川岸川岸までまでまでまで出出出出

てみましたてみましたてみましたてみました。。。。ゲーテゲーテゲーテゲーテがががが生生生生まれたこのまれたこのまれたこのまれたこの街街街街はははは、、、、旧市街旧市街旧市街旧市街とととと近代的近代的近代的近代的
なななな高層高層高層高層ビルビルビルビルがががが両立両立両立両立するするするする活気活気活気活気にににに満満満満ちたちたちたちた都市都市都市都市になっていましになっていましになっていましになっていまし
たたたた。。。。 

 
 ↑↑↑↑ホテルホテルホテルホテル周辺周辺周辺周辺のののの閑静閑静閑静閑静なななな住宅街住宅街住宅街住宅街はははは緑緑緑緑がががが多多多多いいいい 

 
    ↑↑↑↑ホテルホテルホテルホテルのののの窓窓窓窓からからからから近代的近代的近代的近代的なななな高層高層高層高層ビルビルビルビルがががが建建建建つつつつ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市市市市

街街街街をををを望望望望むむむむ 

 10101010 時時時時 15151515 分分分分ににににホテルホテルホテルホテ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
でででで 11111111 時前時前時前時前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空港空港空港空港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。。。。 

    

    ↑↑↑↑バスバスバスバスにににに旅行旅行旅行旅行カバンカバンカバンカバンをををを積積積積みみみみ込込込込むむむむ 

    
    ↑↑↑↑空港空港空港空港ででででバスバスバスバスのののの運転手運転手運転手運転手にににに別別別別れをれをれをれを告告告告げるげるげるげる 

        ここでここでここでここでバスバスバスバスのののの運転手運転手運転手運転手とおとおとおとお別別別別れですれですれですれです。。。。10101010 日間同日間同日間同日間同じじじじババババ
ススススでででで、、、、このこのこのこの方方方方はははは 2222 人目人目人目人目のののの運転手運転手運転手運転手ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの運運運運
転手転手転手転手ははは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在住在住在住在住でででで、、、、地元地元地元地元のののの合唱団合唱団合唱団合唱団にににに所所所所

属属属属してしてしてして歌歌歌歌っているそうですっているそうですっているそうですっているそうです。。。。 

    

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はははは旅行客旅行客旅行客旅行客でごったでごったでごったでごった返返返返していましたしていましたしていましたしていました    

  

自動自動自動自動チェックチェックチェックチェックインインインイン機機機機ででででチェックイチェックイチェックイチェックイ
ンンンンをををを済済済済ませるませるませるませる 

あとはあとはあとはあとは荷物荷物荷物荷物をををを預預預預けるだけですけるだけですけるだけですけるだけです 
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            搭乗搭乗搭乗搭乗のののの手続手続手続手続きはきはきはきは自動自動自動自動チェックインチェックインチェックインチェックイン機機機機でででで済済済済
ませましたませましたませましたませました。。。。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がさんがさんがさんが、、、、最後最後最後最後のののの

一人一人一人一人までまでまでまでチェックインチェックインチェックインチェックインできたことをできたことをできたことをできたことを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください
ましたましたましたました。。。。    ここでここでここでここで美枝子美枝子美枝子美枝子さんとおさんとおさんとおさんとお別別別別れになりましたれになりましたれになりましたれになりました。。。。    
        美枝子美枝子美枝子美枝子さんにはさんにはさんにはさんには 11111111 日間日間日間日間、、、、笑顔笑顔笑顔笑顔をををを絶絶絶絶やさずにやさずにやさずにやさずに、、、、正確正確正確正確でででで分分分分

かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい通訳通訳通訳通訳をしていただきましたをしていただきましたをしていただきましたをしていただきました。。。。        里親里親里親里親へのへのへのへの
おおおお土産等土産等土産等土産等でででで余余余余ったものをったものをったものをったものを、、、、日独日独日独日独のののの親善親善親善親善にににに役立役立役立役立てていてていてていててい
ただくようにおただくようにおただくようにおただくようにお願願願願いしましたいしましたいしましたいしました。。。。        楽楽楽楽しいしいしいしい旅行旅行旅行旅行をををを支支支支えてえてえてえて

いただいたいただいたいただいたいただいた美枝子美枝子美枝子美枝子さんにさんにさんにさんに感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちをこめてちをこめてちをこめてちをこめて    「「「「Muss I Muss I Muss I Muss I 
DeDeDeDennnnnnnn」」」」    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。。。。 

    

    ↑↑↑↑感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちをこめてちをこめてちをこめてちをこめて Muss I DennMuss I DennMuss I DennMuss I Denn をををを歌歌歌歌うううう 

             免税店免税店免税店免税店でのでのでのでの買買買買いいいい物物物物などなどなどなど、、、、海外海外海外海外ならではのひとならではのひとならではのひとならではのひと時時時時
をををを過過過過ごしたごしたごしたごした後後後後、、、、空港内空港内空港内空港内ののののバーバーバーバーＧｏｅｔｈｅＧｏｅｔｈｅＧｏｅｔｈｅＧｏｅｔｈｅ    ＢａｒＢａｒＢａｒＢａｒにににに入入入入りましたりましたりましたりました。。。。                        
サラダサラダサラダサラダややややスパゲッティスパゲッティスパゲッティスパゲッティののののボリュームボリュームボリュームボリュームにににに驚驚驚驚きながらきながらきながらきながら、、、、一人一人一人一人ではではではでは
食食食食べきれないべきれないべきれないべきれない昼食昼食昼食昼食をををを済済済済ませましたませましたませましたませました。。。。 

        
↑↑↑↑やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり最後最後最後最後ににににｗｅｉｗｅｉｗｅｉｗｅｉ ßßßß ビールビールビールビールをををを飲飲飲飲みたかったみたかったみたかったみたかった 

    

    ↑↑↑↑おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした。。。。無事帰国無事帰国無事帰国無事帰国しますしますしますします                                                                        

    

    ↑↑↑↑最後最後最後最後までまでまでまで気気気気をををを抜抜抜抜かないでかないでかないでかないで行行行行きましょうきましょうきましょうきましょう                                

    

↑↑↑↑ＧｏｅｔｈｅＧｏｅｔｈｅＧｏｅｔｈｅＧｏｅｔｈｅ    ＢａｒＢａｒＢａｒＢａｒでくつろぐでくつろぐでくつろぐでくつろぐ 

                帰帰帰帰りはりはりはりはルフトハンザルフトハンザルフトハンザルフトハンザ LH710LH710LH710LH710 便便便便でででで、、、、定刻定刻定刻定刻のののの 13131313
時時時時 55555555 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をををを飛飛飛飛びびびび立立立立ちましたちましたちましたちました。。。。そしてそしてそしてそして 10101010
時間半後時間半後時間半後時間半後のののの朝朝朝朝 7777 時時時時 45454545 分分分分にににに成田空港成田空港成田空港成田空港にににに無事到着無事到着無事到着無事到着しましたしましたしましたしました。。。。    

↑↑↑↑ルフトハンザルフトハンザルフトハンザルフトハンザ LH710LH710LH710LH710 便便便便    ↑↑↑↑帰帰帰帰りのりのりのりの機内機内機内機内でででで    

                             

成田空港成田空港成田空港成田空港ではではではでは、、、、折折折折からのからのからのからの新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザのののの検検検検
疫疫疫疫のためののためののためののためのアンケートアンケートアンケートアンケートをををを提出提出提出提出。。。。全員無事集合全員無事集合全員無事集合全員無事集合しししし、、、、

挨拶挨拶挨拶挨拶をしてをしてをしてをして解散解散解散解散しましたしましたしましたしました。。。。    今回今回今回今回のののの旅旅旅旅ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール
やややや現地現地現地現地とのとのとのとの連絡調整連絡調整連絡調整連絡調整などなどなどなど、、、、二宮氏二宮氏二宮氏二宮氏にににに細部細部細部細部までまでまでまで詰詰詰詰めためためためたプランプランプランプラン
をををを立立立立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。。。。楽楽楽楽しいしいしいしい有意義有意義有意義有意義なななな親善演奏旅行親善演奏旅行親善演奏旅行親善演奏旅行がががが
出来出来出来出来たことをたことをたことをたことを感謝致感謝致感謝致感謝致しますしますしますします。。。。    

 

 

ＥｎｄｅＥｎｄｅＥｎｄｅＥｎｄｅ    

 

(飯村さんＨＰの初版を Word 上に copy 編集：二宮） 


