
スイス１回目視察シリーズ ⑥

ルッツェルンからビューラーまで６教会堂

訪問日 1999 年 4 月 30 日～5 月 1 日

Ａ ルッツェルンの聖カール教会      Ｂ オーバーヴィルのカトリック教会

Ｃ ヴァットヴィルの聖フェリックス・レグラ教会 Ｄ リヒテンシュタイクのカトリック教会

Ｅ ザンクト・ペーターツェルのプロテスタント教会 Ｆ ビューラーのカトリック教会





Ａ ルッツェルンの聖カール教会

St. Karl Church in Luzern (St. Karlkirche, Luzern/LZ)

Designed by Metzger and built in 1934 along the River Reuss. The porch is surmounted by 

the statues of 4 evangelists. Its ground plan is in a shape of an oval. The nave has a 

flat ceiling supported by tall columns. It is decorated with frescoes and is lighted by 

yellow and purple lights through the stained glass windows. During the 2nd world war it 

was used as a hospital for some time. There are some remains in the basement from the

war time.

1934 年に建築家メッツガーによってロイス川沿いに建てられた卵型の教会。

ポーチに４福音書記者の彫像がある。

地下にはナチス時代の跡があり、第２次大戦の時は病院として使用されたこともあったという。

身廊はフレスコ画でかざられ、黄色と紫色のステンドグラスからの光がさし込んでいる。
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聖 壇



Ｂ オーバーヴィルのカトリック教会

Catholic Church in Oberwil (Katholische Kirche, Oberwil/ZG

The window-grids are pretty and impressive.

格子状の窓が美しい教会。

   

礼拝堂正面



Ｃ ヴァットヴィルの聖フェリックス・レグラ教会

St. Felix and Regula Church in Wattwil 

(Die Kirche St. Felix und Regula, Wattwil/SG)

Designed by Hermann Baur of Basel. The corner stone was laid in 1967 and the church was 

dedicated in 1968. The nave, various meeting rooms/halls and the parsonage are all 

included as one unit

バーゼルのヘルマン・バウル設計、1967 年定礎、1968 年献堂。

礼拝堂、諸集会室、牧師館などがすべてひとつの建物になっている。

ヴァットヴィル

川と十字架塔



正面エントランス
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礼拝堂内部



Ｄ リヒテンシュタイクのカトリック教会

Catholic Church in Lichtensteig 

(Katholische Kirche, Lichtensteig/SG))

It looks like a compilation of large concrete blocks. Designed by W. Förderer who 

designed St.Nicolas Church in Hérémence and naturally the interior is similar.

コンクリートの積み木を重ねたようなゴツゴツした外観。

エレマンスのサン・ニコラ教会と同じ W.フェルデラーの設計で内部も似ている。

リヒテンシュタイク
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Ｅ ザンクト・ペーターツェルのプロテスタント教会

Protestant Church in St.Peterzell 

(Evangelische Kirche in St.Peterzell/SG)

Designed by Paul Trüdinger. A square tower is seen from far on the hill surrounded by 

peaceful meadows. On the tower one can see a cock in stead of a cross. The cock reminds 

us of St. Peter who denied Jesus on the night before his crucifixion

のどかな草原の丘に立つ四角な塔を持つ教会。

塔の上には十字架のかわりに使徒ペトロにちなんだ鶏がついている。

パウル・トルューディンガーの設計。

正面エントランス

正面玄関と塔



礼拝堂正面外部

礼拝堂正面

聖 壇



Ｆ ビューラーのカトリック教会

Catholic Church in Bühler (Katholische Kirche, Bühler/AR)

The tower is impressive because of its unique shape.

独特の形の塔を持つ教会。

正面エントランス

十字架塔と側面



アッペンツェルの街並み
切妻屋根の、カラフルな「古き良きスイスの街並み」の木造建物群が並んでいます。


