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理学療法士の新しい生き方 nurse-zen.com

膣の形の悩みなら湘南美容外科 www.s-b-c.net

大阪でお勧めの食べ放題店舗 hitosara.com

< ４日目午前（フランクルの生家・プラター… ５日目（鉄路ウィーンからプラハへ） >

４日目午後（フランクルセンター・ポリクリニック・ホイリゲの夕べ）
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都内駅近！勤務形態も選べる社内研修も充実

全国37院。全国各院で婦人科形成モニター募集中！

焼肉・パスタ・スイーツなど、食べ放題やバイキングの店舗情報が満載／ヒトサラ
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最新の記事一覧

-  ７日目（最終日・研修旅行の振り返り）

-  ６日目夕方（自由行動・ビヤホール）

-  ６日午後（テレジン記念館・ゲットー博物館）

-  ６日目午前（テレジン小要塞）

-  ５日目（空路ウイーンからプラハへ、プラハ

自由行動）

すべて表示

過去の記事一覧

-  2008年9月 (20)

最新のコメント

-  このツアーの言い出しっぺのIです。Stif...

すべて表示
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  今日 全体

訪問者 1 1161

ブログリンク 0 0

コメント 0 1

トラックバック 0 0

開設日: 2008/9/11(木)

記事検索

[ロゴセラピーゼミナール] ウィーン・プラハ研修旅行
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Yahoo!ブログアクセス解析はマイページから

ブログを書いてTポイントを山分け！
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写真：上から、フランクルセンターのマーチンさん、フランクルセンター展示品２枚、集合写真、ポリクリニック、ホ

イリゲ３枚

【フランクルセンター】

ウイーン大学構内にあるテラスで遅い昼食をとった後、私たちはいよいよフランクルセンターに向かいました。そ

れは、マリアーネンガッセ１（Mariannengasse1）にあり、全てを失ったフランクルが戦後1945年から、その生涯を閉

じた1997年まで実際に住んでいた家です。さまざまな意味で非常に意義深い場所であることを改めて感じまし

た。今は、こうしてフランクルセンターとなり、多くの人々に開放されています。学校の生徒のためのワークショッ

プや、時には小さなコンサートを開くこともあり、ここは出会いの場となり、予防と言う意味でも大切な役割を果た

しているそうです。

ここを訪れた私たちをまず迎えてくださった女性は、マーティンさんという方で、私たちのために休暇を2日も早め

てウイーンに帰って来てくださったそうです。あいにく館長さんにお会いすることはできませんでしたが、彼女の暖

かい歓迎の言葉と、冷たい飲み物用意して下さったご親切に感激いたしました。

　センターの入り口を入って奥の、窓に面した明るい部屋の壁には、ロゴセラピーの理論と、それを基盤とし

た、人間学・医学・精神療法・哲学と信仰・教育学・経済と題された6枚のパネル（フランクル生誕１００周年でつく

られた）が貼ってあり、次の間には、フランクルの年表が飾ってありました。そのさらに奥の部屋の棚には、フラン

クル、そしてルーカス女史の著作がたくさん並んでおりました。また、世界中で刊行されたロゴセラピーに関する

書籍が蔵書として並べられ（中国語やハングル文字のものもありました）、われらが赤坂さんが訳された「人生が

あなたを待っている」も備えられていました。さらに今回、K.K.先生の「ロゴセラピー入門シリーズ　１．２．３巻」も

届けられました。

　

フランクルの眼鏡や口述筆記用のレコーダー、メモのぎっしり書かれた本や家族の写真なども展示されてい

て、フランクルという人を身近に感じさせてもくれるのですが、その存在感は圧倒的でした。

かつてはフランクル自身がここに住み、苦悩を乗り越え偉大な業績を残していった、まぎれもないその場所にこう

して立っている感動を、言葉にすることは難しく、ただ私は、この部屋の窓を見、壁を見、そして床を踏みしめてみ

るだけでした。

まるで講演を聴いているようだったと、Ｈさんが仰っていましたが、その後、私たちはフランクルのビデオフィルム
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を見せていただき、フランクルの姿、声を本当に目近に体験したのでした。

　

ここでは、フランクルの講演ＤＶＤや文献・パンフレット等が購入でき、それぞれが自身の勉強のため、日本で待

つ学ぶ仲間や学生さん達のために資料を購入して持ち帰りました。これら資料が、また新たな学びを助けてくれ

ることが楽しみです。

【ポリクリニック】

１時間半程の見学予定を終えフランクルセンターを辞した後、歩いて２～３分の所にあるポリクリニック（究極

の“職住接近”！！）に寄りました。現在は使用されておらず外観だけの見学でしたが、フランクルの通った同じ

道を歩き、多くの患者さんと出会う臨床の場であった病院前に立つことができ、身の引き締まる思いでした。

レモンイエローの美しいその建物は、夕日に照らされ凛と輝いていました。

【ホイリゲでの夕べ】

夕食は、一度ホテルへ戻り、迎えのバスでグリンツイングのホイリゲへ。

「ウィーンへ行くなら絶対ホイリゲへ！」とどなたかからリクエストがあったとか…。

ホイリゲはその年にできた新酒の地ワインを飲ませる居酒屋。新酒ワインが０．５Ｌジョッキで饗されるのですか

ら、ワイン好きにはたまりません。

ブドウ棚の下の中庭のテーブルで、心地よい風・バイオリンとアコーディオンの楽団の軽やかな音楽（日本の曲も

サービスしてくれました）・大皿に盛られたローストポークやザワークラウトといった素朴な料理…そしてなによ

り、フルーティーでさわやかな新酒ワインを存分に楽しみました。

おかわりのジョッキワインがいくつも追加で運ばれたテーブルがあったのはご愛敬…。２時間弱の夕食を楽し

み、さすがにとっぷりと日が暮れて、灯りのともり始めたグリンツイングの街を後にしたのでした。

（Y.N. & M.M.記)
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７日目（最終日・研修旅行の振り返り）
写真：プラハ空港、ウィーン空港のミーティング３枚 最終日の8月31日は5時…

６日目夕方（自由行動・ビヤホール）
写真：プラハ市内のビヤホールで 記念館を見た後、バスでプラハの街に戻…

６日午後（テレジン記念館・ゲットー博物館）
写真：上から、テレジン記念館、ゲットー博物館、子供たちの絵４枚 【TEREZ…
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