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クリスマス in ドイツ7 日 12 月 4 日～10 日
【南ドイツのクリスマス市を訪ねて】

1. 天使が舞うルートヴッヒスブルクのバロックのクリスマス市や
ドイツで最も規模の大きいシュツットガルト・ニュルンベルクのクリスマス市

2. 世界一の塔のある大聖堂や建物の壁全面を壁画が覆いつくす市庁舎ウルムの街とクリスマス市

3. 童話から抜け出てきたようにな中世の城郭都市
ロマンチック街道のディンケンスビュール・ローテンベルクの街並とクリスマス市

4. 世界遺産ヴュルツブルクの世界遺産レジデンツの見学







1. 天使が舞うルートヴィヒスブルグのバロッククリスマス市 2007.12.4.& 12.5.

丘陵地が広がるドイツ南部のシュツットガルドに隣接する古いバロックの町並みが残る小都市「ルートヴィヒスブルグ」

18 世紀初頭、ルートヴィヒ公爵のバロック様式のドイツ最大の宮殿ルートヴィヒスブルグ宮殿の周辺に小さな居住地ができました。

その後、丘陵地の下のシュツットガルドに王城の中心が移るが、今なお当時のバロック様式の建築物・町並みが残る静かな小都市。

この街の中心バロック様式の教会 市庁舎の建物を前にした広場で天使が舞うイルミネーションで飾られた小さなバロッククリスマス市が開かれる。



ルートヴィヒスブルグのバロッククリスマス市 2007.12.4.& 12.5.



ドイツ名物 グリューワインと焼きソーセージ・ワッフルにご満悦

ルートヴィヒスブルグのバロッククリスマス市で
2007.12.4.& 12.5.



ルートヴィヒスブルグのバロッククリスマス市で 2007. 12.5.



ルートヴィヒスブルグの古い町並み 2007.12.5.



ドイツ最大のバロック様式のルートヴィヒスブルグ宮殿 2007.12.5.



ドイツ最大のバロック様式のルートヴィヒスブルグ宮殿の森て゜ 2007.12.5.



ルートヴィヒスブルグ宮殿の静かな森の高台にある古い砦 2007.12.5.



ドイツ最大のバロック様式のルートヴィヒスブルグ宮殿の森を walk 2007.12.5.



ドイツ最大のバロック様式のルートヴィヒスブルグ宮殿の森を walk 2007.12.5.



ルートヴィヒスブルグのホテル「ネストール」と街の中心街のモールのスーパーで 2007.12.5.



2.ドイツで一番華やかな｢シュトゥットガルト｣のクリスマス市 2007.12.5.

ベンツ本社などがあるドイツ南部の丘陵地の中核産業都市 シュトゥットガルトの中心部では中世・バロックから現代までの町並み

が残り、過去のロマンと現在が耕作する大都市。 そんな街の中心古い新宮殿・旧宮殿からマルクト広場にかけて、ドイツで一番

規模が大きく華やかでにぎわうクリスマス市が催されている。 出店の屋根を華やかなクリスマス人形が飾り、 クリスマスの買

い物とグリューワインとソーセージを楽しむ人であふれかえっている。



シュトゥットガルトのクリスマス市 2007.12.5.



シュトゥットガルトのクリスマス市で 2007.12.5.

屋台の屋根に数々のクリスマス人形の飾りが取り付けられている



シュトゥットガルトのクリスマス市で 2007.12.5.



シュトゥットガルトのクリスマス市で 2007.12.5.



シュトゥットガルトのクリスマス市で 2007.12.5.



シュトゥットガルトのクリスマス市で 2007.12.5.



シュトゥットガルトのクリスマス市で 2007.12.5.



シュトゥットガルトのクリスマス市で 2007.12.5.



シュトゥットガルトのクリスマス市で 2007.12.5.



シュトゥットガルトのクリスマス市で 2007.12.5.



シュトゥットガルトのクリスマス市で 2007.12.5.



シュトゥットガルト 新宮殿前広場 2007.12.5.

ここにもクリスマス市の店や特設スケート場・回転木馬など
が建ち並んでいる



シュトゥッガルトの中心市街地 ケーニッヒ通り周辺 2007.12.5.



中心

周囲を丘陵地に立つ住宅街で取り囲まれたシュトゥッガルトの市街地

朝晩は交通渋滞がひどい 2007.12.5.



シュトゥッガルトの街を走る市街電車・地下鉄・特急列車珍しい三条軌道を走る区間をみられました 2007.12.5.

シュトゥットガルトの街は丘陵地にあるため、

街に入る狭い峠部では広軌の地下鉄と狭

軌の路 面電車が軌道を共有して三条軌道

を走る。

そして、平行してドイツ国鉄の国際列車が

走る。 珍しい光景だった。

三条軌道は聞いたことありますが、実際に

電 車が走るのを見るのは初めてでした。



3.世界一高い尖塔を誇る大聖堂とアインシュタイン出生の街
｢ウルム｣のクリスマス市 2007.12.6.

シュトゥットガルトからアウトバーンを南東へバスで約 45 分 広大なドイツ平原の向うに町並みから飛びぬけて高い塔がみえると

ウルムの街。尖塔を眺めながらループして鉄道を渡り、雨上がりの市街地に入る。 ゴシックの巨大な塔を身をそらせて仰ぎ見る。

その前の広場ではクリスマス市。 またすぐ近くの市庁舎の壁一面に は美しいルネッサンス調の壁画が描かれている。

戦争で破壊された交通の要衝であるが美しい街が復活している

。

南東へのハイウエィ 広がるドイツ平原の丘陵の上には点々と風力発電の風車が回る

高速道路から見るウルムの街のシンボル ウルム大聖堂の尖塔

ウルムの市街地



アウトバーンからも飛びぬけてそびえて見える塔 ドナウ川のほとり 世界一の塔が立つウルム大聖堂

この広場でクリスマス市が開かれていました



ウルム大聖堂前のクリスマス市 2007.12.6.



ウルム大聖堂前のクリスマス市 2007.12.6.



ウルム大聖堂 尖塔を含めた高さ１６１．５３m. 大聖堂は長さ１２３m. 幅４９メートル

プロテスタント教会世界一の規模 2007.12.6



プロテスタント教会世界一の規模 ウルム大聖堂の内部 2007.12.6



ウルム大聖堂の内部 2007.12.6.



壁面全体にルネッサンス調の壁画がある旧ウルム市庁舎 2007.12.6.



壁面全体にルネッサンス調の壁画がある旧ウルム市庁舎 2007.12.6.



壁面全体にルネッサンス調の壁画がある旧ウルム市庁舎 2007.12.6.



ウルム大聖堂の横のウルムの中心街 2007.12.6.



4. ウルムから古い町並みを訪ねてロマンティック街道を北へ 2007.12.6.

中世の街並みが残る城郭都市｢ディンケルスビュール｣・｢ローテンブルク｣そして世界遺産｢ヴュルツブルク｣
のレジデスへ

.ウルムから高速道路をさらに東へ少し行って、アウグスブルグの手前で高速道路を降りて ロマンティク街道を
まっすぐ北へ ディンケンスビュールを目指す。 何処までも小さな丘が続く田園地帯 ぽつぽつと集落を潜り抜
けて走る田舎道。街道のところどころにロマンチック街道の標識も見える。

絵から抜けてきたような風景に食い入るように見つめる。多くの人が語るおとぎのような古い街

どんな街ガ現れるのか 霧雨がますます景色をロマンチックにする。

城壁の中に木組みの古い家並みが続くディンケンスビュール 中世の町並みがそっくり残るローテンブルクについた時はもう真っ暗



5. 木組みの家々が残る中世の町並み
ロマンチック街道 ｢ディンケルスビュール｣ 2007.12.6

霧雨の中 ウルムを出発してアウグスブ

ルグ周 辺から高速道路を降りて ロマン

ティク街道に入る。 視界いっぱいに丘陵

地が続く田園地帯の一本道を走って約１

時間。赤い屋根が雑木林 の中から見え隠

れし始めるとディンケンスビュ ール。

街は城壁の向こう側で、絵のような古い

町並みが静かに顔を覗かせる。

門をくぐって 城壁の中に入ると 戦禍 を免れた中世の町並みがそっくりそのまま 残っている。これがドイツ伝統の木組みの家

並みか・・と。南ドイツの穀倉地帯の中心にあって 中世東西と南北を結ぶ交易路が交わる場所に発達した市場町。

その十字路に南ドイツで一番美しいといわれるゴシック様式の聖ゲオルグ教会を中心に木組みの美しい町並みガ続く。街の北端

ローテンブルク門の近くの広場でここでもクリスマス市が開かれていた。

中世の町並み 木組みの家々が残るロマンチック街道ディンケルスビュール 2007.12.6.



木組みの家々が残る中世の町並みディンケルスビュール 城壁周辺 2007.12.6.



木組みの家々が残る中世の町並みディンケルスビュール ドイチェハウス 2007.12.6.



木組みの家々が残る中世の町並み ディンケルスビュール 十字路周辺 2007.12.6.



木組みの家々が残る中世の町並み ディンケルスビュール 十字路周辺 2007.12.6.



木組みの家々が残る 中世の町並み ディンケルスビュール 北のローテンブルク門周辺 2007.12.6.



木組みの家々が残る中世の町並み ディンケルスビュール

北のローテンブルク門からの南北道路で 2007.12.6.



ディンケルスビュール 北のローテンブルク門周辺 クリスマス市 2007.12.6.



木組みの家々が残る 中世の町並み ディンケルスビュール



｢ローテンブルク｣ の情緒あふれるクリスマス市

デインケンスビュールからさらに北へロマンティク街道を 約１時間 霧雨がふる夕暮れ。
ローテンブルクの城壁の門をくぐったときは もう真っ 暗。街の中全体が、石畳が敷きつめられた中世の街がぎっ しりと詰まっ
ている。大型車が城壁の中に入れないので、
ゆっくりと町並みを楽しめる。

まるで ヨーロッパの絵本に出てくるおとぎの国
城壁と城門にかこまれ、 狭い石畳の道の両側
に木組みの嫌など ふるいの家並みが建ち並び、その中心の広場にどっしりと 教会 市庁舎が建っている。
ロマンティック街道を代表する中世の町。
13世紀 商業 で発展した自由都市であるが、
その後忘れ去られたのか、 そっくりそのまま中
世の町並みが残っている観光都市である。
また、この中心広場のクリスマスマーケットは町
の雰囲気にマッチした情緒あふれるクリスマス市
でにぎわうという。

街の鍛治屋が作った鉄の飾り看板が街並みを一層引き立てています 2007.12.6.&12.7.

6.中世の町並みがそっくり残る城壁都市 ロマンチック街道の宝石｢ローテンブルク」



ローテンブルク で最も美しいポイントといわれる場所 ﾌﾟﾚｰﾝﾗｲﾝ 昼と夜 2007.12.7.



ローテンブルク 市庁舎とクリスマス市が開かれているマルクト広場 2007.12.7.



マルクト広場からブルク門への東西の大通り町並み 周辺 2007.12.7.



ホテル「リーメンシュナイダー」周辺の町並み ヴァイザー塔が背後に またホテルの直ぐ裏の通りの角に古い井戸があった 2007.12.7.



マルクト広場 市議宴会館のからくり時計 上日時計 中 日付盤 下からくり時計

攻め落とされた街を救うため、時の市長が一気にジョッキー

一杯のワインを一気飲み飲み。この街を救ったとの説話の人

形が動く。11 時 窓が開きワインを飲む人形が動き出した



鍛治職人の手になる美しいホテルの看板背景に 聖ヤコブ教会の塔 2007.12.7



ローテンブルクブルク門・ブルク広場で 2007.12.7.



ローテンブルク ブルク門・ブルク広場で 2007.12.7.



ローテンブルク ブルク広場で 城壁 2007.12.7.



ローテンブルクブルク門・ブルク広場より、城壁の外側 2007.12.7.



ローテンブルク ブルク門から城壁沿いに東へ 2007.12.7.



ローテンブルク ブルク門から城壁沿いに東へ 2007.12.7.



ブルク門から城壁に沿って中世犯罪博物館の横ヘ 囚人を入れて吊るしたカゴがみえる 2007.12.7.

ローテンブルク プレーンライン周辺 南へシュピタール門への道



ローテンブルク 南へシュピタール門周辺から 城壁を歩く 2007.12.7.



ローテンブルク シュピタール門周辺からレーダ-門へ 城壁からローテンブルクの町並み 2007.12.7.



ローテンブルク レーダ-門周辺で 城壁からローテンブルクの町並み 2007.12.7

.



ローテンブルク レーダ-門周辺で 城壁からローテンブルクの町並み 2007.12.7.

ローテンブルク レーダ-門周辺で城壁を降りる 旧鍛治屋敷周辺 2007.12.7.



ローテンブルク レーダー門 2007.12.7.



ローテンブルク レーダー門 2007.12.7.



ローテンブルクの看板 と 鍛治屋
ローテンブルクの中世の町並みを一層引き立てているのが、店の軒先に掲げ
られた鉄看板。形はさま ざまですが、透かし彫りで統一されている。昔、文字
の読めない人でも何の店か一目でわかる看板を

作ったのが始まりだそうで、今でも看板の伝統を守っています。ローテンブル

クでは、レーダー門近くにある古い鍛 冶屋の製造で看板作りが行われたた

めに結果的に統一したイメージになったという。

お店の看板が美しい鍛治屋通周辺



中世の街が残るロマンチック街道の宝石 ローテンブルクの町並みを演出する鉄鍛治の看板

鉄の故郷 ローテンブルクの鍛治屋敷 2007.12.7.



お店の看板が美しい夜の鍛治屋どおり周辺の看板 2007.12.7



レーダー門近くの 旧鍛治屋敷(ゲルラッハ鍛冶屋)と鍛治工房の店を訪れて
2007.12.7.
レーダー門界隈 急勾配の屋根と木組みが美しい屋敷軒先には鍛冶屋を示す看板が、

また周辺には鍛治屋の倉庫街が今も残る

ローテンブルク

旧鍛治屋(ゲルラッハ鍛冶屋)とレーダー門

2007.12.7.



ローテンブルグの町並みを鉄看板で演出した鍛治屋敷と鍛治屋小路 2007.12.7.



ローテンブルグ 鍛治屋小路でであった鍛治職人の店で 2007.12.7.



ローテンブルク マルクト広場クリスマス市と街のクリスマス界隈 2007.12.6.

ローテンブルク マルクト広場のクリスマス市 2007.12.6.夜



ローテンブルク マルクト広場のクリスマス市 2007.12.6.夜



ローテンブルク マルクト広場のクリスマス市 2007.12.6.夜



一年中クリスマスの有名なクリスマス専門店ゲーテ・ヴォールファールト2007.12.6.夜



一年中クリスマスの有名なクリスマス専門店のクリスマス飾り

ゲーテ・ヴォールファールト2007.12.6.夜



一年中クリスマスの有名なクリスマス専門店 店内の飾り ゲーテ・ヴォールファールト 2007.12.6.夜



夜更けのローテンブルクの中心街 鍛治屋通り 2007.12.6.夜



夜更けのローテンブルクの中心街 鍛治屋通りのクリスマス飾り 2007.12.6.夜



夜更けのローテンブルクの中心街 鍛治屋通り 2007.12.6.夜



ローテンブルク 鍛治屋通りのクリスマス飾り 2007.12.6.夜



ローテンブルク 宿泊ホテル リーメンシュナイダー 2007.6.



ローテンブルク クリスマス市のクリブ と 街のショウィンドウのクリスマス飾り



聖ヤコブ教会の外観 城壁からみた聖ヤコブの塔 右はマルクス塔 2007.12.7.

中央の主聖壇・12 使徒聖段 後方にパイプオルガン オルガンの後の聖血の祭壇 聖ヤコブ教会の入口

ローテンブルク 聖ヤコブ教会 リーメンシュナイダーの聖血祭壇(1505、西側2階)がある 2007.12

マルクト広場にある市庁舎の直ぐ隣、宴会館の後方には二つの高い棟がそびえる聖ヤコブ教会。南側の城壁の上からも ローテ
ンブルクの赤い屋根越しに二つの 塔が望める。 ローテンブルクの主教会で、ゴシック様式の建物は 1311～1490 年頃の創建。
教会内のティルマン・リーメンシュナイダーの聖血祭壇(1505、 西側 2階)とフリードリヒ・ヘルリンの１２使徒祭壇(1466、1階正面)`、
及び東側にある高さ17mのステンドグラス(14世紀)など世界的に有名。これらを間近いで見ることができました。

早朝にも周囲を一周した記憶があるのですが、外壁部が修復中で、ごった返していて、外観写真が撮れていませんでした。



中央の主祭壇は 1466 年にネルトリンゲンの名匠達によって作られた。

十字架のキリストを囲むように４体の天使が彫られ、その下には聖母マリアと聖ヨハネが十字架を見上げるように彫られている。

マリアの向かって左隣にいるのが、この教会の守護聖人、聖ヤコブで、彼の印である貝が一緒に彫られている。祭壇の扉は観音

開きになっており、聖母マリアの 生涯と、聖ヤコブの生涯が描かれている。祭壇の台座には、キリストを中心に 12 使徒が描か

れており、そこからこの祭壇は 12 使徒の祭壇と呼ばれる。後ろのステンドグラスは 14 世紀に作られたオリジナルである。

ローテンブルク 聖ヤコブ教会 主聖壇 １２使徒の祭壇 (Zwolfbotenaltar)



1501-1505 年にかけて、ドイツ後期ゴシッ ク最大の彫刻家といわれる、リーメンシュ ナイダーの 40 代の頃の作品で、菩提樹の木

に彫られている。上部の金箔の十字架の中にキリストの聖血 が 3 滴入った水晶がはめこまれていると信 じられている為、聖血の

祭壇と呼ばれる。

開きになっている彫刻は、向かって左側は ロバの背に

乗ってエルサレムに入場するキ リスト、右側にはゲッセ

マニの園で血の汗 を流し祈るキリストなどが描かれて

いる。 中央の彫刻は最後の晩餐の場面。中央で斜め後

ろ向きに立つのがユダで、イエス・キ リストから差し出さ

れた一口のパンを受け 取ろうとしている。キリストの膝

には、一 人師を信頼し身をゆだねる、ヨハネが描かれ

ている。

「汝らの内の一人が私を裏切るであろう」 というキリス

トの言葉に対する使徒たちの 驚きと戸惑いの表情。

リーメンシュナイダ ーの卓越した技術が緊張感あふれ

る場面を 作っている。

聖血の祭壇の向かいにあるパイプオルガン は 5500

本のパイプを持つ。1968 年に設置 されたもので、夏に

は毎週２回オルガンコ ンサートが催される。

ローテンブルク 聖ヤコブ教会 聖血の祭壇 (Heiligblutaltar)



ローテンブルク 聖ヤコブ教会 聖血の祭壇 (Heiligblutaltar)



7.ロマンティック街道の終着点 カソリック司教領主の古城 ｢ヴュルツブルク｣

. 世界遺産 大司教の宮殿 レジデンツ 2007.12 午後

ニュルンベルクの 115 キロ北西とフランクフルト・アム・マインの 120 キロ南東に位置し、いず
れの都市からもドイツ鉄道の高速列車でほぼ 1 時間の所要時間である。アイルランドから渡
来しフランケン地方をキリスト教化した聖キリアンの殉教地と して中世より司教領として栄え
た。現在は、観光ルートのロマンティック街道の起点として、またフランケン・ワインの集積 地と
して有名である。

山の上に聳え立つ町のシンボル、中世のマリーエンブルク要塞を始めとする さまざまな時代

の建築の傑作が 歴史ある古い町 としてのイメージを形作っています。

ドイツのバロック建築で最も美しいともいわれるレジデンツ宮殿。領主大司教の居城として 18

世紀に当時の天才建築 家バルタザール・ノイマンによって建てられ、世界遺産に登録されて

いる。見どころは「階段の間」。大階段の天井画は世界最大でベネチアのフレスコ画家ティエ

ポロによるもの。白の間の漆喰や 皇帝の間の大理石の柱なども素晴らしい。

ヴュルツブルクの街レジデンツの教会 ホーフ教会

アルティ・マイン橋よりマリエンベルク要塞

大司教の宮殿 レジデンツ 2007.12.7.



ヴュルツブルク アルティ・マイン橋 周辺 2007.12.7.



クリスマスの装いをしたヴュルツブルクの市街 2007.12.7.



ヴュルツブルク マルクト広場のクリスマス市 2007
．



ヴュルツブルク マルクト広場のクリスマス市 2007．12.7．午
後



ヴュルツブルク マリエンガペレ(マリア礼拝堂) 2007．12.7．午
後

入口にあるリーメンシュナイダーのアダムとイブの彫像(1493 年)



大司教の宮殿 レジデンツの広場で 2007.12.7. 夕



レジデンスの南端にあるレジデンス宮殿付属の総大理石と贅をつくした装飾が素晴らしい ホーフ教会
2007．12.7．夕



レジデンス宮殿付属ホーフ教会 2007．12.7．
夕



レジデンス宮殿付属ホーフ教会 2007．12.7．夕



レジデンス内部 階段の間と皇帝の間

訪問したとき 皇帝の間は修復中でその華麗なすがたを見られなかった また、レジデンスの内部は写真禁止で写真なし

インターネットから 2 枚 内部写真を拝借



クリスマスの装いをしたヴュルツブルクの市街 2007.12.7.



ヴュルツブルク マルクト広場のクリスマス市 2007．12.7．午後



8．ニュルンベルクのクリスマス市
2007.12.8.交通の要衝であるニュルンベルクは、 人口 50 万を越えるバ

イエルン州の中 核都市で、中世からアウグスブルクと ともに

イタリアと北ヨーロッパを結 ぶ 2 大貿易都市として栄えて来

た。11

世紀に神聖ローマ皇帝ハインリヒ3 世 が建設した城塞に始ま

り、1219 年にフ リードリヒ2 世から特許状を得て帝国 自由

都市となった。皇帝の居城が置か れ、帝国議会が開催される

など、16

世紀中頃まで神聖ローマ帝国の重要都市とされた。

第二次世界大戦の戦災によって街の大部分を消失したが、 戦

後復興され、城壁に囲まれた旧市街は中世の面影を残す美 し

い町並が復元。旧市街地区は、中世期の輝ける時代へと戻 っ

たかのように感じる街並みがつづく。カイザーブルク城、 ゴ

シック様式のアルトシュタット教会、市民の家、そして長 さ

5 キロメートルの町の城壁が「中世の世界都市」を誇った 繁

栄を思い出させます。また、第二次世界大戦後にナチの政 治

責任を問うニュルンベルク裁判が行われた街でもあります。

世界的にも有名なニュルンベルクのクリスマス市はドイツ で

もっとも古いクリスマス・マーケットのひとつで、旧市街 の

中央広場を中心に近くの商店街の街並の中にも広がる非常 に

大規模なクリスマス市で、クリスマス市へ向かう通りの上 に

は天使のイルミネーションが点々と輝き、雑踏の中に名物 の

甘いアーモント菓子｢レープクーヘン｣や焼きソーセージ、 グ

リューワインなどの香りが広がっています。また、古くか ら

ヨーロッパで知られた手工業の町おもちゃの街でもあり、 ク

リス数々の大きな人形の装飾が屋台の屋根に輝き、数々の 乗

り物がしつらえられた子供クリスマス市も開催され、家族 一

緒に楽しむことが出来るクリスマス市となっている。



ニュールンベルクの市街地 【1】 ニュールンベルク裁判の行われた裁判所など城壁の外側界隈 2007.12.8.

第二次世界大戦 戦後のニュールンベルク軍事裁判が行われた裁判所・監獄 2007.12.8.



バスの中から眺めたﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸ 花が飾られた美しい墓地・城壁・博物館・ニュルンベルク中央駅 2007.12.8.



ニュールンベルクの市街地【2】カイザーブルク城、 2007.12.8.

ニュールンベルクの北の端 一番高い高台に街を見下ろしてそびえるカイザーブルク城、

カイザーブルク城テラスからのニュルンベルク遠望 2007.12.8.



カイザーブルク城のテラスから見たニュルンベルク、 2007.12.8.



カイザーブルク城のテラスから見たニュルンベルク、 2007.12.8.



カイザーブルク城の中で 2007.12.8.



カイザーブルク城の中で 第二次世界大戦にもそのまま残った塔 手前の子屋は深い深い井戸子屋 2007.12.8.



カイザーブルク城の中で ニュルンベルグの街が一望 2007.12.8.



カイザーブルク城の中からのニュルンベルグの街 2007.12.8.



塔の横の城の建物の中には二重の礼拝堂や壁に絵がかけられた広間 その窓からはニュールンベルクの街が一望

カイザーブルク城の内部 木造の建物の前の小屋には この城の水をまかなう深い深い井戸がありました

バケツに入った入った水を井戸の中へ投げ入れると しばらく無音が続いた後、ザバーっと水の音。本当に深い井戸でし
た

ニュルンベルク カイザーブルク城の中で 2007.12.8.



ニュールンベルクの市街地【3】カイザーブルク城の
南

坂の下に広がる旧市街地カイザーブルク城からマルクト広場 クリスマス市へ 2007.12.8.

カイザーブルク城から旧市庁舎へ続く石畳の美しいブルク通り 2007.12.8.



カイザーブルク城から旧市庁舎へ続く石畳の美しいブルク通り2007.12.8.



旧市庁舎前の広場に建つ聖セバルトゥス教会 2007.12.8.



クリスマス市のマルクト広場への人並み ブルク通り 2007.12.8.



ニュルンベルク マルクト広場のクリスマス市 2007.12.8.



マルクト広場 12 時 からくり時計から人形が現れた 2007.12.8.



マルクト広場のすぐ南 ニュルンベルグの市街中央を東西に流れるベグニッツム川にかかるゼウム橋界隈で昼食



ゼウム橋界隈 おもちゃの人形が屋台の上に取り付けられたニュルンベルクのこどもクリスマス市 2007.12.8.



夜のニュルンベルグ と クリスマス市【1】

夜クリスマス市ににぎわう旧市街をwalk

2007.12.7. & 12.8.

ニュルンベルク中央駅 2007.12.8.



ニュルンベルク中央駅 2007.12.8.



ケ-ニヒス門・職人広場か
ら

ケーニヒ大通り界隈からマルクト広場
へ

ケ-ニヒス門 小さな木組みの家の職人街が再現 職人広場 2007.12.8.

ニュルンベルクの名物クッキー｢レープクーヘン｣を老舗のシュミットで買いました



ケ-ニヒス門 小さな木組みの家の職人街が再現 職人広場で 2007.12.8.



ケーニヒ大通りから聖ロレンツ教会の広場へ 2007.12.8.



ケーニヒ大通りから聖ロレンツ教会の広場へ 2007.12.8.



聖ロレンツ教会の広場 2007.12.8.



聖ロレンツ教会の広場から ムゼウム橋 界隈 2007.12.8.



マルクト広場のすぐ近く 別の広場で子どものクリスマス市 メリーゴーランドや観覧車がすえつけられ、屋台の人形が楽しい 2007.12.8. 

マルクト広場は人で身動き取れないので こちらで、ソーセージとグリューワインを楽しむ



カイサーブルク城の城壁の直ぐ下 美しい木組みの館 デューラーハウス 2007.12.8.



カイサーブルク城の城壁の直ぐ下 美しい木組みの館 デューラーハウス 界隈 2007.12.8.



カイサーブルク城の城壁の直ぐ下 美しい木組みの館 デューラーハウス 界隈で 2007.12.8.



ニュルンベルク クリスマス市 美わしの泉で 2007.12.8.



夜のニュルンベルグ と クリスマス市【2】

夜クリスマス市ににぎわうマルクト広場界隈

2007.12.7. & 12.8.



夜クリスマス市ににぎわうマルクト広場界隈



夜クリスマス市ににぎわうマルクト広場界隈



夜クリスマス市ににぎわうマルクト広場界隈



夜クリスマス市ににぎわうマルクト広場界隈



夜クリスマス市ににぎわうマルクト広場界隈



夜クリスマス市ににぎわうニュールンベルク市街 2007.12.8.



夜クリスマス市ににぎわうムゼウム橋



ケーニヒ大通りから聖ロレンツ教会の広場へ 2007.12.8.



9. 南ドイツのクリスマス市 クリブ と クリスマス飾り 2007.12.4．～ 12.10.

.

ニュルンベルクのクリスマス市で見たクリブ



ニュルンベルクはおもちゃの街 おもちゃの人形のショウウインドウを沢山みかけました



一年中クリスマスの有名なクリスマス専門店 ゲーテ・ヴォールファールト 2007.12.6.夜

夜更けのローテンブルクの中心街 鍛治屋通り 2007.12.6.夜



ローテンブルク クリスマス市のクリブと街のショウインドウのクリスマス飾り



ローテンブルク 街のショウインドウのクリスマス飾り



ローテンブルク 街のショウインドウのクリスマス飾り



ディンケンスビュールの店で

ウルムの街でみかけた人形



ウルム大聖堂内のクリブ ルードヴヒスブルグ宮殿のクリフ

ルードヴヒスブルグのクリスマス市屋台で クリスマス用品



ルードヴヒスブルグのクリスマス市屋台で グリューワインと焼きソーセージ



10.ドイツ クリスマス市 ツアーのみやげと 食べ物 2007.12.4 & 12.10.

クリスマス市や街で ドイツ クリスマス市の思い出

クリブ・ローソク・人形・クッキー・チョコレート・コースタ・ペーパーナフキ
ン・鉄鍛治の壁掛けなど 色々手にいれました



ニュルンベルグの名物 ナッツの入った焼き菓子 レーベンクーヘン 老舗のシュミットで買いました

値段の安いものから高いものまで、ナッツの量が違っておいしさも シュミットのレーベンクーヘンが文
句なくおいしい

ハッチェスのチョコレート シュトレン レーズンやレモンピール、ナッツなどがたっぷり入った、重くしっとりとした甘いパン

クリスマス市の屋台で グリューワイン・焼きソーセージ・ワッフル



ドイツの食事・食べ物

多種のパン・ソーセージ・豚肉ビールとグリューワイン

レストラン・クリスマス市で色々食べました

ドイツの食事はシンプルで素朴 多くの品が盛り沢山の料理ではなく、ソーセージとビールがあれば････とあまり期待していませんでしたが、いつも完食。

ニシン・キャベツの酢漬けに焼きソーセージ・グリューワインそして生ビールも楽しんできました。 マクドやアメリカ風サンドウィッチも売っていました。
でも パンはいまいち。



中世の街が残るロマンチック街道の宝石 ローテンブルクの町並みを演出する鉄鍛治の看板

鉄の故郷 ローテンブルクの鍛治屋敷 2007.12.7.

ローテンブルクの旧鍛治屋敷



ローテンブルクの看板と鍛治屋

ローテンブルクの中世の町並みを一層引き立てているのが、店の軒先に掲げられた鉄看板。形はさまざまですが、透

か し彫りで統一されている。昔、文字の読めない人でも何の店か一目でわかる看板を作ったのが始まりだそうで、今

で も看板の伝統を守っています。ローテンブルクでは、レーダー門近くにある古い鍛冶屋の製造で看板作りが行われ

た ために結果的に統一したイメージになったという。

お店の看板が美しい鍛治屋通周辺 2007.12.7.



お店の看板が美しい夜の鍛治屋どおり周辺の看板 2007.12.7.



ローテンブルクの美しい町並みを演出 レーダー門近くの旧鍛治屋敷 レーダー門界隈

急勾配の屋根と木組みが美しい屋敷 軒先には鍛冶屋を示す看板また周辺には鍛治屋の倉庫街が今も残る

2007.12.7.

ローテンブルク 旧鍛治屋(ゲルラッハ鍛冶屋)とレーダー門 2007.12.7.



ローテンブルグの町並みを鉄看板で演出した鍛治屋敷と鍛治屋小路 2007.12.7.



ローテンブルグ 鍛治屋小路でであった鍛治職人の店で 2007.12.7.



ローテンブルク で最も美しいポイントといわれる場所 ﾌﾟﾚｰﾝﾗｲﾝ 昼と夜 2007.12.7.



鍛治職人の手になる美しいホテルの看板 背景に 聖ヤコブ教会の塔 2007.12.7.



ブルク門から城壁に沿って中世犯罪博物館の横ヘ 囚人を入れて吊るしたカゴがみえる 2007.12.7.

ローテンブルク プレーンライン周辺 南へシュピタール門への道



ローテンブルク 南へシュピタール門周辺から 城壁を歩く 2007.12.7.



ローテンブルク シュピタール門周辺からレーダ-門へ 城壁からローテンブルクの町並み 2007.12.7.



ローテンブルク レーダー門 2007.12.7.



ローテンブルク マルクト広場のクリスマス市 2007.12.6.夜



夜更けのローテンブルクの中心街 鍛治屋通り 2007.12.6.夜



夜更けのローテンブルクの中心街 鍛治屋通り 2007.12.6.夜



夜更けのローテンブルクの中心街 鍛治屋通り 2007.12.6.夜







クリスマス in ド イツ 7 日間【南ドイツのクリスマス市を訪ねて】

2007 年 12 月 4 日～10 日 by Mutsu Nakanishi

長々とありがとうございました もう昔の思い出ですが、
クリスマスが近づくと記憶をたどりつつ 楽しんでいます。 2020.12.11.


