
スイス１回目視察シリーズ ⑧

チューリヒからベルンまでの４教会堂

訪問日 1999 年５月２日～３日

A 聖アントニウス教区センター    B クラインデッティンゲンのカトリック教会

C ヴィルデッグの聖アントニウス教会       D 聖マルチン教会



チューリヒの街



A クラインデッティンゲンの聖アントニウス教区センター

St. Antonius Church in Kleindöttingen

(St.Antoniuskirche, Kleindöttingen/AG)

Designed by Justus Dahinden of Zürich. Built in 1969-1971. The floor in the nave 

is green colored. Besides 400 permanent seats 50 temporary seats (movable) can be 

added. In adjacent are a small chapel (50 seats) and the district-hall (200 seats) 

which can be used for multi-purposes. 

クラインデッティンゲンの聖アントニウス教会

設計はチューリッヒのユストウス・ダヒンデン、1969-1971 年の建築。

内部の床は 緑色。座席 400 と立席 50（部分的に移動可能）。

隣接して座席 50 の小礼拝室 や座席 200 の教区ホールがあり、

礼拝以外にも多目的に使用される。カトリック教会。

  



夕方戸締りに来た女性が親切に内部を案内してくれた。

床のグリーンと黒の個別イス、レンガの壁の落ち着いた礼拝堂

聖壇を取り囲む会衆席         天井から光が降りそそぐ



聖卓



B クラインデッティンゲンのカトリック教会

Catholic Church in Kleindöttingen 

(Katholische Kirche, Kleindöttingen/AG)

The tower is built off the church, being separated from the main building. 

クラインデッティンゲンのカトリック教会

四角い塔が教会そのものからきりはなされているのが特徴。







C ヴィルデッグの聖アントニウス教会

St. Antonius Church in Wildegg 

(St. Antonius Kirche, Wildegg/AG)

Catholic church designed by Justus Dahinden. The corner-stone was laid in 1968 

and the church was consecrated in 1969. According to Dahinden the building was 

so designed that it reminds us of the tabernacle of God (Behold the dwelling of 

God is with men, He will dwell with men - Rev. 21:3). The whole building represents 

the tabernacle of God and the light through the ceiling should reminds us of the 

universe - stars shining in the sky. The chairs are so arranged that they would 

remind us that “the church is open” as the theme of the 2nd Vatican Council. 

The natural wood and hand-made bricks, used as construction material, also 

contribute in making a special atmosphere. It is somewhat similar with St. 

Antonius Church in Kleindöttingen as both of them were designed by the same 

architect. 

ヴィルデッグのサン・アントニウス教会

カトリック教会。設計はユストウス・ダヒンデン。1968 年定礎、1969 年献堂。

設計者によると、ヨハネ黙示録 21:3「神の幕屋が人とともにあり」を具現しようとした。

建物全体が神の幕屋を象徴しており、天井からの光は天空に輝く星を思い起こさせる。

椅子の配列は第２ヴァチカン公会議の主題であった『開かれた教会』をあらわしている。

白木材と手造りのレンガの使用が独特の雰囲気をかもし出している。

クラインデッティンゲンの聖アントニウス教会と似たデザインであるのは同じ建築家

ダヒンデンによる設計のため。

幕 屋 を 表 す 円 型



入口、外壁は黒い銅板張り

   



幕屋の礼拝堂天井からの光





D オーバーエントフェルデンの聖マルチン教会

St. Martin Church in Oberentfelden 

(St.Martin-Kirche, Oberentfelden/AG)

Built in 1967-1971. Designed by Dolf Schnebli. It is rather a big church but with simple 

outside design. Among the inside decorations there are ceramic arts of human faces and 

other unique monuments.

1967～1971 建設、ドルフ・シュネーブリの設計。シンプルな外観の大きい教会。

内部には子供や人の顔などの陶板絵やユニークなモニュメントがある。

神父さんの説明によれば、3500 人の信徒、礼拝出席は 65～100 人くらい。シェルターに 250 の

ベッドを備えている。通常は神父のオフィスや青年の音楽の部屋として使用している。

スイスでは教会の建築ラッシュは 1975 年ごろに終わりとなった。建ててもあまり人が集まらな

い。計画だけで実際に建設されなかった教会もある。



説教台、聖卓、洗礼盤



虹色の壁に陶板絵

傘を広げたような天井



説教台、会衆席

  

美しいスイスの村 リンゴの木は花盛り


