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演奏会のリハーサル、本番以外のスケジュールは２都市の
半日観光だけであとは自由 

 

第第第第１１１１日目日目日目日目、、、、１０１０１０１０月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））    成田発成田発成田発成田発    
    
・第 1 ターミナル北ウィング 9:30 集合予定が、エアーフラン
スのダイヤが乱れで 15:40 発（14:00 集合)、の変更通知が
入る。お陰で当日中にプラハには入れずパリにて１泊とな
る。 
・VIPルームでNAO先生のご挨拶など。 成田空港で、遅発
お詫びの食事クーポン券が提供されるが、昼食を済まして
の集合で、額面\1,500 の消化に苦労する。 
・機体は A380 総２階、３クラス定員 525 名の階下、3-4-3。
各席に液晶ディスプレイ、Sudoku も OK、ただし日本語表示
がなくて、映画等の選択は難解。食事は日本食あり、一応
合格。 
・ＣＤＧ空港から専用バスで Ibis styles とやらのホテルに入
るが就寝は 24:00 近くとなる。 ホテルはいつぞやの英国航
空のロンドンの素泊まりホテルとは異なり、アメニティーは
そろっていた。 
・このホテル、イビス・スタイルズ・パリ・ロワシー・シャルル・
ド・ゴール、らしいが夜でよくわからない。 

？？？？  

  

 
第第第第２２２２日目日目日目日目、、、、１０１０１０１０月月月月１１１１９９９９日日日日（（（（金金金金））））    パリパリパリパリ→→→→プラハプラハプラハプラハ    
 
・ホテル発 5:15 朝食抜きにて空港に向かう。7:15 プラハに
向け離陸、機内のサービスは小さなケーキひとつ。 
・プラハのホテル着 hh:mm、シャワーなど、暫時休息。 

 

 

 

・11:15、楽譜をもってしゅうごう、予約昼食のレストラン
(Zalta Husa(Zalta Husa(Zalta Husa(Zalta Husa)に向かう。プラハ市内はバスが入れず徒歩で
の移動となる。献立はチキン。 
・リハーサルはオペラ座横のオケのリハーサル室。木製の
二人用譜面台など昔ながらの備品類。しかしティンパニー
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奏者を見ているとめちゃくちゃ上手そうで、バスチューバも
入った大編成。これは相当なオーケストラのようだ。 
・バスのソリストは圧倒的ヴォリュームで暗譜で歌っていて、
こちらも緊張、合同練習は盛り上がる。 

 

  

  

  

  

  

  

 

・そのあと、夕食はフリーだったので、事前に調べていたコ

ンサート会場市民会館市民会館市民会館市民会館の地下のビアホールまで歩いて二
人で乾杯、８カ国語併記のメニューあり、バンドも入って賑
やか。ビールは、Pilsner Urquell。500cc のジョッキー2 杯
で６．７ユーロ。 
・ホールプレイガイドで明日のコンサートのチラシなど入手、
入場料は 80 ユーロとか。あとは下調べ済みの地下鉄でホ
テルへ。Dejvicka で降りたが出口を間違え東往西往（？）。 
・チェコ語の人名、地名など、Dvorak,Vltava,Smetana、すべ
て母音が入っていない。ラテン系に比べて読みにくい。 

 

  

  

  

 

第第第第３３３３日目日目日目日目、、、、１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土））））    演奏会演奏会演奏会演奏会    （（（（プラハプラハプラハプラハ））））    
    
・今日は演奏会本番、予定では午前はフリーだったが、延
着のため前日の市内観光がこちらにずれこんだ。 
・10:30 集合までに時間があり近所のスーパーマーケット
BILLA を覗いて買い物 
・バスでプラハ城へ、入場後は全て徒歩観光、黄金のこみ
ちに抜ける。 
・ヴルタバ川のカレル橋をわたり旧市街へ 
・遅めの昼食は、なんと市民会館のビヤホールに、なんだ
ゆんべ訪ねたところよ！献立はサケ 
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・そのまま移動でホールにはいり、15:00 ゲネプロ開始 
・コーラスの席は舞台うえの２かいになっていて、背の低い
日本人には手すりが、目に入って邪魔。 

        

        

        

    

演奏会演奏会演奏会演奏会についてはについてはについてはについては、、、、別別別別のののの報告報告報告報告にににに譲譲譲譲るるるる。。。。    
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・（オプション\9,000 の）打ち上げパーティーは、地元のクラ
ブハウスで。指揮者とソリストとご家族とも、焼豚のメニュー
あり。ビールは Pilsner Urquell。終了は 23:30、駐車場まで
徒歩、待機のバスでホテルへ。。 

  

  
 
第第第第４４４４日目日目日目日目、、、、１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日））））    チェスキーチェスキーチェスキーチェスキー・・・・クルムコフクルムコフクルムコフクルムコフ    
    
・この日は全日フリーで L'attesa からいくつかのオプション
の提示があったが、独自手配での日帰り観光とした。参加
者は合唱団明饗の 7 名 

（（（（Alan1.nAlan1.nAlan1.nAlan1.netetetet））））フルボカーフルボカーフルボカーフルボカー城城城城とととと    

チェスキークルムロフチェスキークルムロフチェスキークルムロフチェスキークルムロフ欲張欲張欲張欲張りりりり 1111 日観光日観光日観光日観光ツアーツアーツアーツアー        
［［［［フルボカーフルボカーフルボカーフルボカー城城城城］］］］    現存
する最古の記録から
有力貴族のシュヴァ
ルツェンベルク家によ
り、19 世紀に今の美し
いイギリス風のチュー
ダーゴシック様式の外
観と豪華な内装を施さ
れた。城内見学でそ
のため息が出るような
豪華な装飾を見学い
たします。  
［［［［チェスキーチェスキーチェスキーチェスキー・・・・クルムロフクルムロフクルムロフクルムロフ］］］］ その町並みの美しさがが 1992 年
に世界遺産にも登録された街。世界で最も美しい街といわ
れており、16 世紀にルネサンス都市として最盛を迎えた姿
が今なお現存しています。 
（日本語ガイド／城内見学ツアー／ホテルホテルホテルホテル送迎送迎送迎送迎） 
 8: 00  ホテル出発  
10: 00  フルボカー城到着、城内見学ツアー参加  
12: 00  チェスキークルムロフ到着。昼食  
17: 30  チェスキークルムロフ出発  
20: 30  ホテル到着 
 

 
 

・ホテルに送迎は便利、117ユーロ/人とし安かったがマイク
ルバスに 9 人びっしりはきつかった。 
・フルボカ城綺麗で素晴らしいが、周囲は観光コースとして
は整備されていない。 
・なかなか覚えにくい、チェスキーチェスキーチェスキーチェスキー・・・・クルムロフクルムロフクルムロフクルムロフの散策観光 
 まずは昼食、小さなチェコ料理店でガイドさんも一緒に、ひ
とりあたり\1,000。地ビール Budweiser Budvar バドワイザ
ーはこの地が起源とか。 
 
・19:00 ホテルに戻り夕食だが、ガイドさんに教えてもらった、
ホテルの対岸の中華「美心酒家」、地元のひとのレストラン
だが綺麗で安価。なかなか通じない注文の会話を楽しん
だ。 
ビールは Budweiser、紹興酒なども入れて、満腹飲食して
約\1,000/1 人！    
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第第第第５５５５日目日目日目日目、、、、１０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（月月月月））））    プラハプラハプラハプラハ→→→→パリパリパリパリ    
    
・8:00 に、荷だし、9:00 ホテル出発。 
・今回の旅、4 泊＋２泊と２ホテルで、ゆっくりできた。 
・ドゴール空港について、ビルのなかのレストランで昼食。 
  

  

  
 
そのまま市内観光へ 
・エッフェル塔、凱旋門、コンコルド広場 
 

 
 

  

  

 

 

 
・ホテル入り、1 ８：１５ 
・ホテルはウイクリーマンション風、各部屋にキッチンはある
が、レストランに夕食はない。調べてみると値段はどうやら
１室￥１３，０００位らしく、パリの一般のホテルは安くても
￥１５，０００以上はするみたい（ちなみにプラハのホテルは
￥４，５００程度、物価が違うんだね）。ただ地下鉄の駅が
近いのが便利。 
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・7 名で待ち合わせて、近所で探したステーキ・レストラン
Hipopotamas（＝河馬？）で夕食、やや注文が過ぎたようだ
が、美味しくまんぞくした。。パリのビールも行ける。一男は
ワインは注文せずもっぱらビール。 

 

  

  

  

  
    
第第第第６６６６日目日目日目日目、、、、１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（火火火火））））    モンサンミシェルモンサンミシェルモンサンミシェルモンサンミシェル観光観光観光観光    
    
・この日も全日フリー、独自にモンサンミシェルモンサンミシェルモンサンミシェルモンサンミシェルの日帰り観
光を手配した。何種類かあったが、ミキツーリストの食事付
きを選んだ。    
（（（（みゅうみゅうみゅうみゅう））））専用専用専用専用デラックデラックデラックデラックスバススバススバススバス、、、、ゆったりゆったりゆったりゆったりバスバスバスバスでででで行行行行くくくく    
    プレミアムモンサンミッシェルプレミアムモンサンミッシェルプレミアムモンサンミッシェルプレミアムモンサンミッシェル    
昼・夕食付き! 田舎町へも! 圧倒的人気ツアー! 
集合場所集合場所集合場所集合場所：ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー・・・・ラファイエットラファイエットラファイエットラファイエット本館本館本館本館    角玄関前角玄関前角玄関前角玄関前    
08:30 出発 
13:00 レストランにて
昼食 
＊オムレツの前菜を
含む昼食をお楽しみ
ください 
14:15 モン・サン・ミッ
シェル到着、 
モン・サン・ミッシェル
修 道 院  入 場 見 学 
(約 1 時間) 
15:15 自由散策（約 1 時間） 
16:45 モン・サン・ミッシェル 出発 
18:45 美しい田舎村 にてノルマンディ料理の夕食 20:15 パリ
に向けて 出発 
22:30 オペラオペラオペラオペラ座付近座付近座付近座付近到着後、解散 
 
    

 

・こちらはホテルへの送迎ではないので、7:15 出発、地下鉄
Bibliotheke から集合場所に向かうのだが、自動販売機の
操作に難渋、通行人の助けを得てやっとチケットが購入で
きた。 
・そして、集合場所、ギャラリー・ラファイエットに至近の
Chauseé 駅にたどり着いた。有名なデパートらしいが、夜明け
前の暗闇で見ただけ。 
・そこには、我々７名以外に NAO コーラスから参加の３名がい
た。総勢３ 4 名でほぼ満席、もちろん全員日本人。 
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・途中のドライブインでトイレ休憩、このころ一面に霧で視野
は数 m。 トイレはもちろん有料５０せんと。 
・そして、いよいよモンサンミシェルモンサンミシェルモンサンミシェルモンサンミシェル到着、心配していた天気
は晴朗、ラッキー！ 
・時刻は昼時、プランどおりの、名物らしい、ふわふわオム
レツ。一男はトイレが心配でビールはぱす。 
・シャトルバスに乗車、入口近くまで。 
・一気に山頂まで（登山？）、これはきつい。 

        

        

        

        

        

        

 
・16:40 シャトルバス乗り場に集合、そして帰路につく 
・18:50、予約夕食は事前チョイスの魚か鴨 
・帰着はオペラ座近辺、少し歩いて Opera 駅からメトロに乗
車。ちょうど１０名なので団体切符を、今度は難なく買えた。 
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・今回、パリに 2泊しながら、見たのは半日観光の数箇所だ
けでした。    
    
第第第第７７７７日目日目日目日目、、、、１０１０１０１０月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水），），），），２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））    パリパリパリパリ→→→→成田成田成田成田    
    
（朝食風景のスナップがない） 
・ホテル窓からの風景を撮る。 
・9:30 バスでドゴール空港へ。 
・再びマシンで自動チェックイン、成田と手順が異なり、まご
つく。オーバーブッキングか、何名かは席なしのままゲート
へ。最終的には OK。 
・タバコ、KENT1mg １ケースを購入した。よく見ると 42 ユー
ロ、なに？成田では\2,300 だったぞ！ 
・ラウンジでの生ビールは 6.95 ユーロ、銘柄は HEINEKEN 
のようだ。    

        

        

    
END 

 


