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高速道路アウトバーン

- ICE（高速鉄道）が1時間毎に次の区間で運行

- アウトバーン3号、4号、5号、9号、14号、66号、
71号、73号、661号線が乗り入れている。
- A4号はフランクフルトからドレスデンまでゲー

（フランクフルト空港駅フランクフルト中央駅
フルダアイゼナッハエアフルトワイマー
ルライプツィヒドレスデン）
- ICE（高速鉄道）2時間毎に次の区間で運行
（ミュンヘンイエナライプツィヒベルリン
ハンブルク）
- その他多数の区間からアクセス可能
- 詳細：www.bahn.de
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ライプツィヒ

テ街道沿いの都市を結んでいる。

- 詳細：www.germany.travel
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Goethe-Straße

* Frankfurt

フランクフルト

ゲーテ街道
ワイマール：ゲーテとシラーの像

アルテ・オペラ

フランクフルト観光局

Tourismus+Congress GmbH
Frankfurt am Main
住所:
Kaiserstrasse 56
D-60329 Frankfurt am Main
+49 69-21235515
Fon:
Mail: biener@infofrankfurt.de
www.frankfurt-tourismus.de

対比が鮮やかなフランクフルト
1200年の歴史を誇る大都市フランクフ
ルトをじっくりお楽しみください。
その起源はカール大帝の治世にまで遡
ります。この町生まれの人物としてもっ
とも有名なのがゲーテです（1749年）｡
今日のフランクフルトは国際金融と見
本市で知られ、エキサイティングな文
化催事が多いこともその魅力となって
います。

パン フ レ ッ ト や そ の 他 の 詳 細 情報
に関 す る お 問 い 合 わ せ 先 ：
マーケティングプール「ゲーテ街道」

Marketingpool „Goethestrasse“
c/o weimar GmbH
UNESCO-Platz 1
D-99423 Weimar
Fon: +49 3643 745311
Fax: +49 3643 745888
info@goethestraße.info
www.goethestrasse.info
ドイツ政府観光局

German National Tourist Office
〒107-0052
東京都港区赤坂7-5-56
Fon: +81 3 3586 0705-0380
Fax: +81 3 3586 5079
office-japan@germany.travel
www.germany.travel

ゲーテ街道をたどる旅へようこそ！
ドイツの観光ルートとして人気の高
い「ゲーテ街道」はドイツ中央に位
置し、ヨハン・ヴォルフガング・フ
ォン・ゲーテ、ヨハン・セバスチャ
ン・バッハ、マーティン・ルター、
リヒャルト・ヴァーグナーといった
著名人に深く関わるきわめて興味深
い 8 つの都市を結んでいます。
ゲーテ街道の町はその他にも、建築
物やユネスコ世界遺産、文化財や城
・宮殿とともに、息づく伝統で知ら
れています。多くの文化イベントや
民俗祭りには毎年数十万人の観光客
が訪れます。真新しいショッピング
センターやこの地方ならではの店で
様々なショッピングをお楽しみくだ
さい。
ゲーテ街道は優れた立地にあり交通
アクセスもよいため多様なドイツ旅
行のルートに最適です。

ライプツィヒ：
メードラー・パッサージュ街でお買い物

Frankfurter Goethe-Haus
und Goethe-Museum

フランクフルト・ゲーテハウス
とゲーテ博物館

www.goethehaus-frankfurt.de
文豪ゲーテが生まれ、
青年期を過ごした場所。

Alte Oper

アルテ・オペラ

www.alteoper.de
1880年に民間の財団によって建てられ

Städel Museum

シュテーデル美術館

www.staedelmuseum.de

フェルメールやレンブラントなどの絵
画コレクションが有名。

Palmengarten Frankfurt

フランクフルト・パルメンガルテン

www.palmengarten.frankfurt.de

バラ庭園、石とシャクナゲの庭園、
熱帯館、亜南極館。

たコンサートホール。

Zoologischer Garten Frankfurt

Römer

www.zoo-frankfurt.de

旧市庁舎レーマー
皇帝の間とバルコニーのある
歴史的な市庁舎。

フランクフルト動物園

ヨーロッパ有数の動物園。
外来動物館と夜行性動物館は必見。

Paulskirche

パウル教会
1848年に第1回国民会議が開かれた。

Kaiserdom

大聖堂
14世紀から16世紀にかけ神聖ローマ帝
国皇帝の公選挙が行われた。

シュテーデル美術館

* Fulda
フルダ

フルダ観光局

Tourismus und Kongressmanagement Fulda
住所:
Bonifatiusplatz 1
Palais Buttlar
D-36037 Fulda
+49 661-102-1814
Fon:
Mail: tourismus@fulda.de

* Eisenach

アイゼナッハ

アイゼナッハ観光局

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
住所:
Markt 24
D-99817 Eisenach
Fon:
+49 3691-79230
Mail: info@eisenach.info
www.eisenach.info

大聖堂と城庭園

www.tourismus-fulda.de

バッハハウス

ゲーテが愛した
フルダのバロック建築

ヴァルトブルク城と音楽の街
ここアイゼナッハには世界に名立たる文
化と歴史があります。ヨハン・セバスチ
ャン・バッハが生まれたのも、マルティ
ン・ルターが学校に通うために3年間暮
らしたのもこのアイゼナッハでした。

ゲーテがワイマールとフランクフルト
への旅の途中に好んで滞在したのがこ
のフルダです。ゲーテは今も変わらず
に残るバロック時代の町並みを愛し、
当地の料理を友人と心ゆくまで味わい
ました。西東詩集の作品の多くを執筆
したのもフルダです。ゲーテの軌跡を
たどり、フルダの心温まるおもてなし
をお楽しみください。

Historische Räume des
Stadtschlosses

市宮殿の歴史的な部屋
18世紀にフルダ領主司教の居館として
建てられたバロック様式の宮殿。
バロック時代の生活を垣間見ることが
できる。

Dom

大聖堂
フルダのシンボルであるとともに、バ
ロック様式の教会としてヘッセン州で
最も重要な建築物。

Barocke Adelspalais und Barockviertel
バロック様式
の貴族の邸宅やバロック地区
建築物で知られるバロック地区は18
世紀における建築の集大成といえる。

バロック地区には、大聖堂や大聖堂首
席司祭の公邸、城と庭園、パウル門、
中央衛兵所ならびにその付近のフリー
ドリッヒ通りにある市民邸宅などが含
まれる。
城を取り囲むバロック様式の貴族の邸
宅は宮廷官公使の私邸だった。

ゲーテもアイゼナッハを幾度となく訪れ、
公務や詩歌やデッサンにいそしむととも
に、地質学にも関心を寄せています。

Bachhaus

バッハハウス
所在地：Frauenplan 21

www.bachhaus.de

ヨハン・セバスチャン・バッハに捧げ
られた世界最大の博物館。

ロイター・ヴァーグナー博物館
所在地：Reuterweg 2
世界で2番目に大きなヴァーグナーコ
レクションのある作家フリッツ・ロイ
ターの邸宅。

Lutherhaus

Stadtschloss

ルターハウス
所在地：Lutherplatz 8

www.lutherhaus-eisenach.de

アイゼナッハで現存する最古の木組家
屋。現在はルター記念館になっており
牧師館資料室と聖書カフェを併設して
いる。

Vonderau Museum

フォンデラウ博物館
フランクフルトとカッセルの間におけ
る最大の博物館。
大きく3つのテーマで展示している。

ヘッセン家の広範な美術コレクショ
ンがあり、貴族の生活文化が見学で
きる。

市城
所在地：Markt 24
ゲーテは公務のたびにいくどとなくこ
こに宿泊した。
現在この建物には歴史ある薬局および
歴史的な磁器コレクションと特別展、
ならびに観光案内所が入っている。

Georgenkirche

市庁舎

ゲオルク教会
所在地：マルクト広場
ヨハン・セバスチャン・バッハが洗礼
を受けた市の主教会。
オルガンコンサートが行われている。

Museum Schloss Fasanerie

ファザネリー城博物館
フルダ領主司教の夏の離宮で現在は
ヘッセン方伯が所有している。

Reuter – Wagner – Museum

Museum Automobile Welt Eisenach

アイゼナッハ「自動車の世界」博物館
所在地：Friedrich-Naumann-Str. 10
旧工場の門の後ろに建つかつての自動
車製造所。ディクシーやBMW、オペ
ルやヴァルトブルクあるいは伝説のレ
ーシングカーが、百年以上続くアイゼ
ナッハの自動車産業の歴史を今に伝え
ている。

ルターハウス

* Wartburg

ヴァルトブルク城
UNESCO-Welterbe

ユネスコ世界遺産
ヴァルトブルク城

Kunstschätze der Wartburg

ヴァルトブルク城の美術品や宝物
ヨハン・ヴォルフガング・フォン・
ゲーテはいくどとなくヴァルトブル
ク城を訪れ、 1815年に博物館の設立
を薦めた。

800年もの歳月をかけてヴァルトブル

ク城に集められたルーカス・クラナッ
ハの絵画をはじめとする素晴らしい芸
術品を見ることができる。

Martin Luther auf der Wartburg

ヴァルトブルク城のマルティン・ルター
ヴァルトブルク城で最も有名なものは
ルターが実際に生活したルターの小部
屋だろう。
宗教改革者ルターはヴァルトブルク城
で聖書をドイツ語に翻訳し、これによ
って統一ドイツ語の礎が築かれた。

Freundliche Gastlichkeit
心温まるおもてなし

www.wartburghotel.de
5つ星ホテル「ロマンチックホテル・

アウフ・デア・ヴァルトブルク」
(全35室）で、夢のようなひとときを
過ごしたい。

ヴァルトブルク城協会

Wartburg-Stiftung
住所:
Auf der Wartburg 1
D-99817 Eisenach
+49 3691-2500
Fon:
Mail: info@wartburg.de
www.wartburg.de
www.wartburghotel.de

* Erfurt

エアフルト

聖マリア大聖堂とセヴェリ教会

エアフルト観光局 / 観光案内所

Erfurt Tourist Office /
Erfurt Tourist Information
住所:
Benediktsplatz 1
D-99084 Erfurt
+49 361-6640240
Fon:
Mail: pr@erfurt-tourismus.de
www.erfurt-tourismus.de

ドイツの歴史と文化

中世の面影を残す商業都市

中世と吟遊詩人、マルティン・ルターの
滞在、リヒャルト・ヴァーグナーのロマ
ンティックなオペラ「タンホイザー」。
これらすべてがヴァルトブルク城のまた
とない魅力をつくりあげています。
ヴァルトブルク城はドイツ屈指の城であ
るとともにドイツの歴史と文化の証であ
り、1999年以降ユネスコ世界遺産に指
定されています。

建都1270年のエアフルトはテューリン
ゲン州の州都です。丁寧に修復された木
組みの家々が並ぶ中心街は中世の町の面
影をとてもよく残していることで知られ
ています。エアフルトを好んで訪れたゲ
ーテはこの町を「テューリンゲンのロー
マ」と称しました。テューリンゲン地方
における経済と学術と文化の中心地、エ
アフルト。ルターやバッハやシラーもこ
の町に惹かれてやってきました。

Einzigartige Kulisse

Denkmalgeschützter Altstadtkern

Citadelle Petersberg

祝宴の大広間で繰り広げられる「タン
ホイザー」の公演やクラシックコンサ
ート、サマーシアターは忘れられない
思い出になることだろう。

Dom St. Marien und Severikirche

Kaisersaal Erfurt

Krämerbrücke

Staatskanzlei

素晴らしく個性的なスポット
貴重な展示品を誇る博物館にくわえ、
ヴァルトブルク城では多彩なイベント
が開催されている。

クリスマスシーズンには歴史的なクリ
スマスマーケットを目当てに多くの観
光客が訪れる。

文化財保存指定の旧市街
エアフルトの旧市街は、文化財保存指
定されている旧市街としてはドイツ最
大級で、卓越したみどころを誇る。
聖マリア大聖堂とセヴェリ教会
所在地：Domplatz
ドームベルク（大聖堂の丘）
の聳えたつ素晴らしい教会建築のア
ンサンブル。
クレーマー橋
橋の上に隙間なく建物が建てられてい
る橋としてはヨーロッパ最長。

ペータースベルク城郭
中央ヨーロッパで現存する唯一の包括
的なバロック様式の市の要塞 エアフル
トを臨むパノラマの景色がみどころ。
エアフルト・カイザーザール(皇帝の広間)
所在地：Futterstraße
ゲーテが率いるワイマール宮廷劇団は
5シーズンに渡ってここで公演を行っ
た。
州内閣官房
所在地：Regierungsstraße
中央官庁であり1808年にナポレオン
とゲーテが会見した場所。

Alte Synagoge Erfurt

Lutherstube
ルターの小部屋

エアフルト旧シナゴーグ
所在地：Waagegasse
中央ヨーロッパ最古のユダヤ人の寺院
（11世紀）でエアフルトの財宝（14世紀）
がみどころ。

Augustinerkloster

アウグスティノ会修道院
所在地：Augustinerstraße 10
偉大な宗教改革者マルティン・ルター
の活動地（1505 –1511年）。

州内閣官房

* Weimar
ワイマール
UNESCO-Welterbe

ユネスコ世界遺産

ワイマール観光局

Weimar Tourist Board
住所:
Markt 10
D-99423 Weimar
Fon:
+49 3643-7450
Mail: tourist-info@weimar.de

* Jena

イエナ

ゲーテ記念館

古典主義からモダニズムまで16ものユネスコ世界文化遺産を
誇る町

イエナ
歩き進むごとに表情を変える町、イエ
ナ。ここには豊かな歴史、革新的な研
究、国際的なビジネス、モダンなライ
フスタイル、風光明媚な景色がほどよ
く混じりあい、活気が溢れています。

ワイマールといえば、ゲーテ、シラー、
バッハやリストが有名です。しかしそれ
だけではありません。ルネッサンス様
式、アールヌーヴォー、古典主義、バウ
ハウスに代表される歴史的建築物に加え､
ベルヴェデーレやティーフルトをはじめと
する城や庭園、20以上の博物館、ホスピ
タリティ溢れるレストランやホテルを心
ゆくまでお楽しみください。

ゲーテの家
所在地：Frauenplan 1
1709年にバロック様式で建てられ、
ゲーテが1782年から1832年に亡くな
るまで住んだ家。

Goethes Gartenhaus

ゲーテのガーデンハウス
所在地：イルム公園内
1782年まで暮らした家で、後に心の安
らぎを求めた場所。

Goethe- und Schiller-Denkmal
Schloss und Park Belvedere

ベルヴェデーレ城と庭園
1724年に建てられたバロック様式の
邸宅で、狩猟用別邸として使われた。
城内展示と左右対称に造られた庭園、
オランジェリーがみどころ。

Herzogin Anna Amalia Bibliothek

大公妃アンナ・アマーリア図書館
所在地：Platz der Demokratie
アンナ・アマーリア大公妃のもと
｢緑の城」は、図書館や美術品、建築
からなる個性豊かなアンサンブルに改
築された。ロココ様式のホールは世界
的に有名。

Bauhaus-Museum

バウハウス博物館
所在地：Theaterplatz
500点を超える作品が展示され、国立
バウハウス（グロピウス、イッテン、
ファイニンガー、カンディンスキー、
クレーなどによる建築とデザイン）
の発展を概観できる。

Jena Tourist-Information
住所:
Markt 16
D-07743 Jena
Fon:
+49 3641-498050
Mail: tourist-info@jena.de
www.jena.de

www.weimar.de

ゲーテのガーデンハウス

Goethes Wohnhaus

イエナ観光局

ゲーテとシラーの像
所在地：Theaterplatz

Stadtkirche St. Peter und Paul

聖ペトロ・パウロ教会（市教会）
所在地：Herderplatz
三側廊からなる後期ゴシック様式の
ホール式教会。 1776 年から 1803 年
までヘルダーが活動した教会。
ルーカス・クラナッハによる両開き
式の祭壇画とマルティン・ルターの
祭壇画がみどころ。
大公妃アンナ・アマーリア図書館

この豊かな多様性が、やや小さめの賑
やかな大都市イエナに独特の魅力を与
えているのです。

Marktplatz

マルクト広場
イエナ大学創設者ハンフリートの像
があり、旧市街の歴史的な雰囲気が
残る。

Stadtkirche St. Michael

聖ミヒャエル教会（市教会）
所在地：Hinter der Kirche 1
マルティン・ルターの墓標盤がある。
教会の塔に登ることができる。
祭壇下の地下道はイエナ七不思議のひ
とつとなっている。

Collegium Jenense

コレギウム・イェネンゼ
所在地：Kollegiengasse 10
かつて修道院があった大学発祥の地。

Kunstsammlung und Stadtmuseum
der Stadt Jena

市立博物館と美術コレクション
所在地：Markt 7
イエナ市史やイエナの七不思議に関す
る展示。
貴重な美術品を見ることができる。

Schillers Gartenhaus

シラーのガーデンハウス
所在地：Schillergässchen 2
詩人シラーの住まいだったもので、
友人だった詩人ゲーテがしばしば滞
在した。

Goethe-Gedenkstätte
am Botanischen Garten

植物園のゲーテ記念館
所在地：Fürstengraben 26
ゲーテのイエナにおける学術活動が偲
ばれる。植物園はこの種ではドイツで
2番目に古い。
敷地内に今もそびえたつの銀杏の木は
ゲーテの依頼で植えられたもの。

Zeiss-Planetarium Jena

イエナ・ツァイス・プラネタリウム
所在地：Am Planetarium 5
現在稼動しているプラネタリウムで
は世界最古でありながら、最新式の
レーザー・フルドーム投影機を備え
ている。

シラーのガーデンハウス

* Leipzig

ライプツィヒ

ナッシュマルクト広場のゲーテ像

ライプツィヒ観光局

Leipzig Tourist Office
住所:
Katharinenstraße 8
D-04109 Leipzig
Fon:
+49 341-7104265
Mail: info@ltm-leipzig.de
www.leipzig.travel
www.leipzig.de

* Dresden
ドレスデン

ラファエロの「システィーナの聖母」
© Staatliche Kunstsammlungen Dresden

ゲーテはライプツィヒ大学に在籍中、地
下酒場アウアーバッハス・ケラーに足繁
く通いました。彼はその大作『ファウス
ト』の舞台としてもこのレストランを登
場させています。そして『ファウスト』
日本語訳を完成させた森鷗外もライプツ
ィヒに学びました。トーマス教会音楽監
督を27年間務めたバッハはこの地で数々
の傑作を創造し、彼の墓は現在トーマス
教会内陣に置かれています。

トーマス教会
所在地：Thomaskirchhof 18

www.thomaskirche.org
1212年創建。ヨハン・セバスチャン・
バッハの活動場所として有名。
世界的に知られるトーマス教会少年合
唱団のモテット・カンタータ公演が定
期的に行われている。

バッハ博物館
所在地：Thomaskirchhof 15/16

www.bach-leipzig.de

体験参加型のマルチメディア展示で、
バッハとその一族、生涯や活動につ
いて知ることができる。

ゲーテ像
所在地：Am Naschmarkt
ライプツィヒで学生時代を過ごしたゲ
ーテを記念するもの。
左足は大学に向いているが、右足はア
ウアーバッハス・ケラーへと進もうと
している。

瀧廉太郎記念碑
所在地：Ferdinand-Rhode-Straße/

ゲーテはいくどとなくドレスデンを訪れ
ました。今日も数千人もの訪問者を魅了
している比類ない芸術品や優れた建築物､
エルベ川沿いの素晴らしいこの立地に彼
は強く心を動かされたのです。2012年か
ら2013年にかけ500周年を迎えるラファ
エロの「システィーナの聖母」について､
ゲーテは「この絵はそれだけでひとつの
世界である」と記し、それによりこの絵
は世界的に有名になりました。

Semperoper

Residenzschloss

www.semperoper.de

www.skd.museum

ゼンパーオペラ座
世界有数の美しさを誇るオペラ座にゲ
ーテの像が飾られている。ここでリヒャ
ルト・ヴァーグナーやリヒャルト・シ
ュトラウスが活躍した。
現在はドレスデン国立歌劇場管弦楽団
(ドレスデン・シュターツカペレ）の本
拠地である｡

Ecke Mozartstraße 6

日本人初の男性音楽家としてヨーロ
ッパへ留学しライプツィヒ音楽院で
学んだ瀧廉太郎を偲ぶもの。
記念碑は瀧廉太郎の住まいがあった
場所に建てられている。

Mendelssohn-Haus

メンデルスゾーン旧宅
所在地：Goldschmidtstraße 12

バッハ像前でのコンサート

Zwinger

ツヴィンガー宮殿

www.skd.museum

アウグスト強王が自ら指揮し、1718年
から建造された複合建造物。
磁器コレクション、アルテマイスター
絵画館､数学・物理学サロンは世界的に
有名。

www.mendelssohn-stiftung.de

世界で唯一現存する作曲家メンデルス
ゾーンの住まい。メンデルスゾーンは
ゲーテの友人だった。

Altes Rathaus

旧市庁舎
所在地：Markt 1

www.stadtgeschichtlichesmuseum-leipzig.de

ドイツ有数の美しいルネッサンス建築
物。バッハの肖像画を所蔵する市歴史
博物館が入っている。

info@dresden.travel (一般)
info@marketing.dresden.de (プレス／法人)

Goethe-Denkmal

Taki-Rentaro-Denkmal
Bach-Museum

Dresden Marketing GmbH
住所:
Messering 7
D-01067 Dresden
Fon:
+49 351-50160160
Web: www.dresden.de

ゲーテとラファエロの聖母

アウアーバッハス・ケラーと
「ファウスト」

Thomaskirche

ドレスデン観光局

Schloss und Park Pillnitz
ピルニッツ宮殿／庭園

www.schloesser-dresden.de

ザクセン王家の夏の離宮で、歴史ある
外輪船で訪れることができる。
カール・マリア・フォン・ヴェーバー
とリヒャルト・ヴァーグナーの夏用別
邸もこの近くにある。

レジデンツ宮殿

復元されたルネッサンス様式の建
物に、世界で最も貴重な宝物館で
ある「緑の丸天井」をはじめとし
た複数の博物館が入っている。

Frauenkirche

フラウエン教会

www.frauenkirche-dresden.de
バロック様式の聖母教会は1736年に
建造され、1945年に破壊されたもの
の2005年に再建された。

街の復興のシンボルであり、音楽活動
が盛んに行われている。

エルベ川とアウグスト橋を臨むドレスデンのパノラマ風景

*
フランクフルト

オペラ広場祭り
時期：6月/ 7月
アップルワイン祭り
時期：8月中旬
フランクフルトの名物アップルワイン
にちなんだフェスティバル。
美術館通り祭り
時期：8月末
アーティストブース、世界各国の料理
や多くの博物館・美術館が気軽な価格
で楽しめる。
ラインガウワイン祭り
時期：8月下旬/ 9月上旬

フルダ

ファザネリー城 侯 爵 家 ガーデン祭り
時期：5月
この4日間に渡る園芸展覧会でのみフ
ァザネリー城の公園／庭園は一般公開
される。
伝統 的 な ワイン祭り
時期：8月最終金曜〜9月第1日曜
大聖 堂 のパイプオルガンコンサート
5・6・9・10月およびクリスマスシー
ズンは毎週土曜にオルガンのマチネー
があり、夏季7・8月は毎週日曜にオル
ガンサマーが開催される。

アイゼナッハ

春迎えの祭りゾンマーゲヴィン
時期：土曜日、復活祭の3週間前
会場：中心街
大規模なパレードで知られるテュー
リンゲン最大の春祭り
マルクト広場コンサート
30分のオルガン演奏
時期：7月9月：月曜から土曜
会場：ゲオルク教会
ルター祭
演劇やパレードで知られる中世の町祭り
時期：8月第3週末
会場：中心街
名高い「祝宴の大広間」における
各種コンサート
時期：4月〜10月およびクリスマスシ
ーズン中
会場：ヴァルトブルク城

エアフルト

クレーマー橋祭り
時期：6月第3週末
中世の市で知られるテューリンゲン最
大の旧市街祭り
大聖堂野外音楽祭
時期：8月/ 9月
壮大なマリア大聖堂とセヴェリ教会が
みごとに調和した大聖堂広場は、毎年
夏になると世界有数の美しい舞台に変
わる。
エアフルト教会音楽祭
時期：9月
エアフルトの教会での各種コンサート
大聖堂での各種国際コンサート
時期：5月〜7月
聖マリア大聖堂で毎週土曜に行われる
教会音楽コンサート各種

ワイマール

ワイン祭り「ゲーテと一杯 」
時期／会場：ゲーテの誕生日にゲー
テの家の前で行われる。
エッタースベルク城聖霊降臨祭り
時期：聖霊降臨祭
演劇、朗読、古楽、クラシック音楽、
声楽、ポピュラー、ジャズ、ソウル、
ポップ、実験音楽
ワイマール芸術祭
8月中旬から9月中旬にかけて行われ、
音楽、演劇、展覧会からなる。
ワイマールたまねぎ市
テューリンゲン最大かつ最古の市民祭
りで毎年10月第2週末に行われる。

ライプツィヒ

ライプツィヒ・バッハ音楽祭
時期：6月中旬
会場：各所
メンデルスゾーン音楽祭
時期：8月下旬/ 9月上旬
会場：ゲヴァントハウスをはじめとす
る様々な会場
パッサージュ街フェスティバル
時期：9月
会場：中心街のアーケード街路
トーマス教会少年合唱団の公演
時間：金曜18:00／土曜15:00
(学校休暇やツアー期間中を除く）
会場：トーマス教会

ドレスデン

国際ディキシーランド祭
時期：5月

www.dixieland.de
ドレスデン音楽祭
時期：5月/ 6月

www.musikfestspiele.com

ドレスデン・シティフェスティバル
時期：8月第3週末

www.dresden.de/stadtfest

劇場広場での年越しイベント
時期：12月31日

www.silvesterstadt.de
ライプツィヒのクリスマスマーケット

テューリンゲン州

テューリンゲン・バッハ音楽祭
3月から5月の間の3週間
アイゼナッハ、エアフルト、ワイマー
ル、アルンシュタットとミュールハウ
ゼン、オールドルーフをはじめとする
都市のバッハが実際に活動した場所で
コンサートが行われる｡

クリスマスマーケット

ゲーテ街道沿いのクリスマスマーケッ
トは豊かな個性が魅力です。フランク
フルトでは印象的なレーマーベルクを
背景に開催されます。アイゼナッハ／
ヴァルトブルク城は歴史的なクリスマ
スマーケットで有名です。エアフルト
では大聖堂のたもとに広がる伝統的な
クリスマスマーケットに多くの人が訪
れます。ライプツィヒには世界最大の
屋外アドヴェントカレンダーがあり、
ドレスデンのクリスマスマーケットは
ドイツ最古の起源をもつものです。
フルダ、ワイマール、イエナで行われ
るクリスマスマーケットは、小規模な
がらその町ならではの雰囲気を醸し出
しています。バッハの『クリスマス・
オラトリオ』の公演、塔から吹き鳴ら
される管楽隊の演奏、あるいは有名な
トーマス教会少年合唱団や聖十字架合
唱団の歌声がクリスマス気分をいっそ
う高めることでしょう。

イエナ

イエナ春の市
時期：5月
会場：マルクト広場
イエナ・カルチャーアリーナ ワールドミュージックフェスティバル
時期：7月/ 8月
会場：劇場広場
旧市街祭り ‒ 市民祭り
時期：9月
会場：マルクト広場

発行元：マーケティング協力「ゲーテ街道」
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