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ご挨拶 
 

皆 様、こんちわ。 

 

この冬は4月末のイースター休暇まで

たっぷりの積雪に恵まれ、村まで滑

り降りることができました。そして

季節はめぐり、もうすぐ夏がやって

きます。ベルヴェデーレは、今年も

年間オープンの予定。皆さまからの

ご予約も、既に前年同期を上回って

います。 

 

この夏が猛暑だとしてももう大丈

夫。ホテル・ベルヴェデーレは全室

エアコン完備です。空調には冷水を

利用。エネルギーを大量に消費する

発電機の代わりに、環境に優しいシ

ステムが導入されています。 

 

ホテルのロビーは改装を終え、新

しくなりました。大きな窓から絶景

が広がり、お客様から高評価をいた

だいています。しかしここを「ロ

ビー」と呼ぶのは、あまりふさわし

くないのかもしれません。まるで自

宅でのんびりと寛ぐような雰囲気漂

う空間は、「リビングルーム」と言

えるでしょう。この「リビングルー

ム」には、私たちがアルプスで一番

美しいと自負するビリヤードルーム

とバーも隣接。気軽に立ち寄ること

が可能です。バーの改装は、2019年

11月までに延期となりました。私た

ちの「リビンルーム」は、ホテルの

新たな目玉。このニュースの中でさ

らに詳しく紹介していきます。 

 

Vケーブルの建設は順調に進んでい

ます。メンリッヒェンへのゴンドラ

は既に取り外され、今年12月には新

しい10人乗りのゴンドラに付け替え

られます。輸送能力は倍増。運行時

間も今までと比べて15分の短縮とな

り、メンリッヒェンまでスキーヤー

を20分で運び上げます。運行停止と

なるこの夏は、グリンデルワルトか

らメンリッヒェンまでバスが代替輸

送を行います。アイガーグレッ

チャーまで上がる28人乗りの新しい

ゴンドラの完成は、さらにその一年

後の予定です。アイガーグレッ

チャーまでわずか15分。スキーヤー

は一日何度も、長距離のダウンヒル

コースを楽しむことができます。イ

ンターラーケンから来る乗客は、新

しい駅でVケーブル乗り換えます。こ

れはスキーヤーだけでなく、夏の団

体客も同じ。ベルヴェデーレのお客

様にとっては、グリンデルワルト駅

での混雑が大幅に緩和される見込み

です。駅で慌てる必要もなくなるこ

とでしょう。 

 

我々ハウザー家3代目は、少しづつ

次の世代に多くの業務を引き継げて

いることに満足しています。IT化の

中、昨今の激変する時代の流れには

ただ驚くばかりです。パソコンのプ

ログラムの場合、定期点検とアップ

デートがあれば10年から20年のサイ

クルを維持できていたのは数年前の

話。今は2～3年おきに新しいプログ

ラムに差し替える必要があります。

PCによって合理化された管理業務

も、時代の流れとともに全て消えて

しまうでしょう。 

 

では人間同士の繋がりはどうなる

のでしょうか？ 何から何まで機械

化される流れはホテル業界にも押し

寄せています。必要な情報は全てス

マホから。予約や注文もスマホか

ら… そこには人間同士の触れ合い

はありません。チェックインや

チェックアウトの手続きも、既に多

くのホテルで機械化されています。

そう、空港でそうなっているよう

に！ 

 

ベルヴェデーレ家は、この機械化

の流れとは異なる道を目指します。

いつでもどこでも、できるだけお客

様と言葉を交わす。興が乘ればじっ

くりと話し込む。そんな人の繋がり

を大切にしたいと考えています。私

たちのような家族経営で決して大き

くないホテルにとって、最も大切に

したい部分なのです。 

 

この便りを目にしていただいてい

るのは、私たちにとって大切なお客

様ばかり。素敵な夏のシーズンとな

りますよう、世界で最も美しいアル

プスの村グリンデルワルトからご挨

拶させていただきます。 

 

 

ウルス・B・ハウザー、 

ハウザー家、スタッフ一同 
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伝統のクラシックコンサートがまたやってくる 

第6回アルパインクラシック：

2019年6月21～22日 
第一級のクラシックコンサート 
 
山とクラシックを愛するファンには絶好の機会がやってき

ます。6月、ハウザー家はジャック・リーベックとその仲間

たちを招き、クラシックコンサートを開催します。クラ

シックファンの期待を決して裏切ることはありません。 
 

世 界的に著名なバイオリン奏者、ジャック・リーベック

がまたベルヴェデーレにやってきます。リーベックと言え

ば、普段はオーケストラをバックに、あるいは映画のサウ

ンドトラックに活躍するアーティスト。ベルヴェデーレで

の演奏が他と違う点は、アーティストとの距離がひと際近

いことです。コンサート終了後は、直接言葉を交わす機会

もあるでしょう。 

 

詳細は下記ホテルのウェブサイトへ。例えばスタンダー

ドルーム2泊、2回の夕食とコンサート込みで、一人498スイ

スフランから。 
www.belvedere-grindelwald.ch/en/alpine-classic 

 

第6回アルパイン・クラシックのプログラム 

2019年6月21日（金） 

21時00分 ホテルでディナーの後、クラシックコンサート 

2019年6月22日（土） 

18時30分 ホテルのテラスまたは新しいリビングルーム 

 でアペリティフ 

19時15分 クラシックコンサート付きディナーの後、 

 アーティストとの歓談 

2週間の設定は例年の秋から春に 

第３回お得様感謝ウィークは 

5月下旬 
花が牧草一面に咲き誇り、訪れる人の目を楽しませ

てくれます 
 
これまでお得様感謝ウィークは10月に設定されていまし

た。既にお伝えしたように、今年は春、5月25日から6月1日

までとなります。運が良ければリンゴの木の花が咲き、牧

草一面には花が咲き誇る景観が広がります。 
 

5 月末のグリンデルワルト。緑の牧草の向こうには雪で覆

われた峰々が連なり、一年の中で最も美しい季節と言われ

ています。村の周りの牧草一面に花が咲き誇る景観には、

誰もが心奪われることでしょう。クライネ・シャイデック

付近はまだ雪に覆われていたとしても、例年フィルスト近

辺のハイキングコースでは残雪が消え、中間駅のボルト付

近では濃い青色のエンチアンが咲いています。 
 

雪解けの春は滝の見物にも絶好の時期です。ラウターブ

ルンネンの谷に流れ落ちる数々の滝。特にシュタウプバッ

ハ滝とトリュンメルバッハ滝は必見です。ブリエンツ湖畔

のホテル・ギースバッハ付近を流れる大きな滝も有名で

す。 
 

お得様感謝ウィークの内容は以下の通りです（変更にな

る場合があります）。 
 

• 5月25日 ウェルカムドリンクとお得様同士のディナー 

• 5月27日 夕食前のワインテイスティング 

• 5月28日 バーテンダー、ヘルミンド氏がシェイクする 

 夕食後のカクテル 

• 5月29日 お得様と一緒に皆でエクスカーション 

• 5月31日 タルタルステーキの夕べ 
 

2019年5月25日～6月1日のお得様感謝ウィーク：宿泊料金の

25％割引き。ハーフボード（3コースディナー）、ワインテ

イスティング、カクテル、タルタルステーキの夕べ、エク

スカーション（ハウザー家の誰かがご案内）を含む。 
 

最低2泊から。既に多くのお得意様からのご予約をいただい

てます。さあ、お気に入りの部屋を今すぐ予約！  
Tel: +41 33 888 99 99 

メール: hotel@belvedere-grindelwald.ch 

写
真

写
真

https://www.belvedere-grindelwald.ch/en/alpine-classic
mailto:hotel@belvedere-grindelwald.ch?subject=Registration%20for%203rd%20Regular%20guests’%20week
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優雅な雰囲気の中で至福のひと時を 

新しいホテルの目玉、 

«リビングルーム» 
特大のスモーキークオーツが彩る空間をお楽 

しみください 
 

 

新たに完成したホテルの「リビングルーム」を飾るのは、

花崗岩の台に乗った200キロを超える水晶。部屋に入る誰も

の目がすぐに奪われます。このサイズの水晶は、普通は博

物館でガラス越しにしか見ることができません。ここにあ

るのは、水晶の一種、スモーキークオーツ。フィンスター

アールホルンの背後、ガルミ地区の標高3'000メートルを越

える地点で発見されました。 
 

科 学者の分析によると、現在この地域で発見される水晶

は、1'500万年から2000万年前にできました。アルプスが形

成された時、地殻変動が岩の中にひびや空洞を作りまし

た。水分を多量に含む土に大きな圧力が加わり、300度から

400度まで熱せられた結果、水晶結晶が出現。これがとてつ

もなく長い時間を要する岩石結晶化の始まりでした。 

 

何百万年の期間に渡る地殻の隆起、その後のアルプスの

浸食と氷河の後退により、地中にできた空洞が少しずつ地

表面に出てきます。水晶は自然の力による破壊の段階に入

りました。経験を何年か積んだ地質学ファンが幸運にも水

晶を見つけることができたなら、自然に対する敬意を保

ち、水晶収集家としての礼儀をわきまえつつ、細心の注意

を払いながら保護してくれるでしょう。 

 

古代ギリシア人は、氷からスモーキークオーツが出来る

と信じていました。ローマ人は、悲しみを乗り越え、明日

に向かって生きる力を蓄える時にこの石を身につけまし

た。アラブの世界では、スモーキークオーツは忠誠と友情

の証と考えられていました。 

 

スモーキークオーツは活力を呼び覚まし、前向きに生き

る力を与えてくれると信じられています。宝石の原石も、 

 

大きなストレスにさらされた時、困難な状況に直面した時

などに、心に落ち着きと我慢をもたらしてくれると言われ

ています。何か新しことを始める時にも、チャンスとリス

クを冷静に把握しながら、心の中にみなぎる力を与えてく

れます。このように宝石の原石が持つ不思議な力は、古い

固定観念から人々を解放し、前に向かって人生を歩むため

の欠かせない存在となるでしょう。 

 

この素晴らしいスモーキークオーツは、ヴァレー州のメ

レル村に住むヴェルナー・シュミット氏によって発見され

ました。シュミット氏はアルプス山中の村、レッキンゲン

で育ち、少年時代に山と岩石に対する興味を存分に育んだ

のです。 

 

そしてわずか11歳にして水晶を発見。山に隠された宝物

にすっかり心を奪われます。これがきっかけとなり、ヴェ

ルナーは自分の限界に挑戦するべく、若くして登山を始め

ました。 

 

鉱石を求めて山を探索する時間が長くなるにつれ、日が

落ちて家に戻ることさえ忘れ、しばしば山で夜を明かしま

した。ヴェルナーにとって山にいる時間は神秘的でエキサ

イティングなものだったのです。彼は山を人生の師とし、

何年もの経験を重ねていきます。そして時は2007年。長期 
 

間の集中的な探索の末、ついに予想をはるかに越える規模

の水晶の裂け目を発見したのです。ホテルベルベデーレに

ある200キロのスモーキークオーツは、2012年にこの裂け目

から採掘されたものです。数週間に渡るシュミット氏の大

変な作業のおかげで、ついに日の目を見ることになりまし

た。 

 

この後もなお、ヴェルナーはさらに大きな発見の予感に

心をときめかせています。これまで彼が発見し、博物館に

展示されている石のひとつひとつにストーリーがありま

す。その中には、重さ800キロに及ぶ「世紀の発見」も。

ヴェルナーの山に対する敬愛と尊敬の念は、計り知れませ

ん。 

«リビングルーム» 

写
真
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チケット販売中； 

VIPチケットはベルヴェデーレで入手可 

グリンデルワルトの野外劇 

«山焼け» 
脚本／演出：ユルグ・マルクス・ファンクハウザー 
 
公演期間は2019年8月9日から9月7日までの計14回。グリン

デルワルトの今と昔を伝えるユニークな作品で、合計100人

以上を数える出演者の大半は地元のアマチュアです。 
 

脚 本と演出はビール市の市民劇場での20年を含め、演劇

の世界で計30年のキャリアを積んだユルグ・ファンクハウ

ザー。地元の著名なミュージシャン、ダニエル・カントバ

ウアーが音楽を担当します。ハウザー家のシルビアも、実

行委員会の副会長としてスポンサー獲得に奔走しつつ、自

身も劇の中で登場するなど深く関わっています。 

 

このプロジェクトは2019年の夏、一度限りのものです。5幕

に渡るこの劇を貫くテーマは、もうすぐ200年の節目を迎え

るグリンデルワルトの登山とツーリズムです。 

 

各幕の要約 

 

第１幕 

時は1830年代。山と氷河が見物客を魅了し、グリンデルワ

ルトの谷は人々に知れ渡ります。 

 

第2幕 

1892年。大火に見舞われたグリンデルワルトは、村の半分

が焼け落ちます。 

 

第3幕 

ドラマチックなアイガー北壁の初登頂 

 

第4幕 

マスツーリズム／スキーの発展 

 

第5幕 

加速する氷河の後退と次世代が担うグリンデルワルトの未

来 

 

VIPチケットはお一人様149スイスフランからベルヴェデー

レにて予約受付中。 

料金に含まれるもの： 

• 3コースディナー（ドリンク別途） 

• 劇場までの送迎 

• 開演前のドリンク 

• VIP用座席とプログラム 

• 記念品 

 

さらに劇当日の宿泊料金（朝食付き）が10％の割引きにな

ります。 

 

このようなプロジェクトの実現には、多くの時間と費用が

かかります。皆さま、特に演劇に興味をお持ちの方からの

幅広いご支援と寄付をお待ちしております。ご協力いただ

ける方、またはご協力いただけそうなご友人やお知り合い

のグループを紹介いただける方は、スポンサー担当のシル

ビア・ハウザーまでご連絡ください。 
shg@belvedere-grindelwald.ch 

 

演劇の詳細： www.jungfrautheater.ch 

グリンデルワルト «山焼け» 

写
真

mailto:shg@belvedere-grindelwald.ch
http://www.jungfrautheater.ch
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フランツィスカの復帰にソーニャは大喜び 

おかえりなさい、 

フランツィスカ・ベーム 
ベルヴェデーレのチームに復帰するのは若き母 
 
ハウザー家の一員でレストランの責任者、ソーニャは、フ

ランツィスカの3度目の復帰をとても喜んでいます。 

 

フ ランツィスカ・ベームがグリンデルワルトにやってき

たのは2007年の12月。ベルヴェデーレで3シーズン働きまし

た。その後、ティチーノ州に移り、夏のひとシーズンを過

ごします。 

 

そしてまたベルヴェデーレに戻り、さらに3シーズン活

躍。2011年には新たな挑戦としてグリンデルワルトのレス

トランでキャリアを積みました。 

 

 
9ヶ月半ほど前、パートナーのデイビッド・クチュケとの

間に女児が誕生。リーという可愛い名前を授けました。そ

して2019年2月、産休を終えたフランツィスカはベルベデー

レ内レストランの一員として復帰したのです。 
 

グリンデルワルトの新しいアトラクション 

プフィングシュテークのフラ

イ・ライン計画 
スイス初、世界でも珍しい乗り物 
 
この新しいアトラクションには誰も夢中になるはず。アル

プスの自然をフルに体感することができます。計画通りに

進めば、2019年8月にオープン予定。 
 

プ フィングシュテーク・ケーブルのサイトによると、新

しい観光の目玉として環境にも優しい「フライ・ライン」

を計画中とのこと。2年間に渡るプラニングと準備期間を経

て、いよいよ実現化の段階に入ってきました。フライ・ラ

インは、森の中の木々に設置された金属製のレールで、

ジップラインのシステムで人を運びます。利用客はハーネ 

 

スを付け、時速8～12キロの空中散歩を楽しむことができま

す。思う存分森林浴を楽しみながら、身も心もリフレッ

シュしてください。 

 

今のところ、世界にあるフライ・ラインは8カ所。しかし

プフィングシュテークはロープウェイを使ってスタート地

点まで戻れるという点で世界で唯一、スイスでも初めての

システムです。 

 

スタート地点はロープウェイ駅付近。フライ・ライン

は、出発するとすぐに森の中に消えていきます。コースは

地上350メートルの高さで、森の中を縫うように降りていき

ます。ゴール地点から、専用のリフトがスタート地点まで

また運び上げてくれます。森の中に設置されたフライ・ラ

インは、グリンデルワルトの村からは見えません。 
www.pfingstegg.ch 

写
真

プフィングシュテーク 

フライ・ライン 

写
真

http://pfingstegg.ch/index.php/en/
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春から夏のイベント一覧 

2019年夏のイベントカレンダー 
きっと面白いものが見つかるはず 
 
グリンデルワルトをはじめ、ユングフラウ地方では今年の

夏もスポーツ／カルチャー関連のイベントが満載です。詳

細は下記リンクまで。 
www.grindelwald.ch. 
 

2 019年夏のイベント抜粋 

5月 

• お得様感謝ウィーク：2019年5月25日～6月1日 
 

6月 

• アルパインクラシック：ジャック・リーベックによるク

ラシックコンサート。2019年6月21～22日、ホテル・ベル

ヴェデーレにて。 

• 民族衣装の祭典。2019年6月30日、メンリッヒェン山頂に

て。 
 

7月 

• アイガーロック＆フォークフェスティバル：2019年7月5

～6日。 

• グリンデルワルトヨーデルクラブによるアルプスの礼

拝：2019年7月6日、プフィングシュテークにて。 

• ヨーデルフェスト：2019年7月7日、バッハレーガーに

て。 

• アイガーウルトラトレイル：2019年7月19～21日 

• 民族衣装の祭典。2019年7月28日、メンリッヒェン山頂に

て。 
 

8月 

• スイス建国記念日：2019年8月1日 

• 野外劇「山焼け」：2019年8月9日～9月7日 

• アイガーバイクチャレンジ：2019年8月11日 

• インフェルノトライアスロン：2019年8月17日 
 

9月 

• 農民の休日：2019年8月28日 

• 野外劇「山焼け」の最終公演 

• ユングフラウマラソン：2019年9月7日 

• チーズ分配祭り：2019年9月14日、グロッセ・シャイデッ

クにて。 
 

10月 

• カントリーナイト：2019年10月5日 

• グリンデルワルトマーケット：2019年10月7日 チーズ分配祭り、グロッセ・シャイデックにて 
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来シーズンの冬も必ずやってくる 

2019/20年冬のプレビュー 
特別オファーとイベント 
 
来シーズンの冬と言われてもまだ先と思うかもしれませ

ん。しかし既にスキー場などでは、さまざまな準備が始

まっています。最大のニュースは、メンリッヒェンへのゴ

ンドラが新しく付け替えられること。10人乗りの新型ゴン

ドラは、輸送能力も倍増。これまでの1時間900人から1800

人をメンリッヒェンまで運び上げます。 
 

こ こではユングフラウ地方の人気イベントやホテル・ベ

ルヴェデーレのスキーパス付き宿泊プランをいくつかご紹

介します。 
 

無料のスキーパス 

日曜から金曜までの間、ホテル・ベルヴェデーレに3泊以上

するお客様にはグリンデルワルトとヴェンゲン地区のス

キーパス2日券を差し上げます。詳細は近日公開予定。下記

ウェブにてチェック！ 
www.belvedere-grindelwald.ch/en/winter-holiday 
 

ラウバーホルン・スキーワールドカップ 

90回目を迎えるラウバーホルン・スキーワールドカップ

は、2020年1月17～19日に開催予定。その週に行われる出場

選手のトレーニングも必見です。 
www.lauberhorn.ch 
 

ワールドスノーフェスティバル 

グリンデルワルトを舞台に38回目を迎えるワールドスノー

フェスティバルの開催は2020年1月20～25日。氷の彫刻芸術

の祭典です。 
www.worldsnowfestival.com 
 

スノーペンエアー 

次で23回目を迎えるクライネ・シャイデックでの音楽の祭

典。残念ながらこれで最後となります。開催予定は2020年4

月4～5日。 
www.snowpenair.ch 

2019/20年、大晦日の晩餐会 

テーマは 

«狂騒の20年代» 
今年度の締めくくりに、ベルベデーレは100年前にタ

イムスリップ 

 

 

1920年代と言えば、経済が飛躍的に発展し、これが永遠に

続くと固く信じていた時代です。経済だけでなく、芸術や

科学など、生活のあらゆる分野で革新が起きた時代でし

た。輝く未来への確信は、人々のファッションやライフス

タイルにも大きな影響を与えていました。 
 

こ のダイナミックな時代が、本年大晦日の晩餐会にやっ

てきます。生演奏、そして1920年代の衣装とともに、夕食

をお楽しみください。1920年代の衣装を身にまとってのご

来場を、ホテルスタッフ一同期待してお待ちしています。 

 

スタンダードダブルルーム3泊のパッケージで、一人872

スイスフランから。含まれるものは、朝食、メニューを選

べる4コースの夕食、シャンパンの乾杯に続く大晦日の晩餐

会（生演奏付）。 

 

 

気に入った部屋を今すぐ予約！ 

 

Tel：+41 33 888 99 99 

メール：hotel@belvedere-grindelwald.ch 

ウェブ: www.belvedere-grindelwald.ch/en/booking 
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