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バヤバヤバヤバヤののののニックネームニックネームニックネームニックネーム: 

「ハラスレー（魚スープ）の首都」 

モットーモットーモットーモットー: 

ドナウの岸で地中海のライフスタイル(Mediterrán életérzés a Duna mentén) 

人口人口人口人口:  

35 718 人 （2015 年 1 月 1 日現在） 

面積面積面積面積:  

117,61 km2 

 

バヤ（Baja） は、ハンガリー南部のバーチ・キシュクン県にある町です。県内で

ケチケメート（Kecskemét）についで 2 番目に大きな町です。ドナウ川(Duna)の左

の岸にあります。バヤはドナウの港と交通の分岐点です。 

最初の領主はバヤという貴族でした。リポート一世(I. Lipót)皇帝は 1696 年 12 月

24 日にバヤを町にしました。バヤの名前の由来はトルコ語です。意味は牡牛です。 

ドナウ川から流れるシュゴビチャという(Sugovica)小さな川の中にペトーフィ

(Petıfi)という島があります。昔、シュゴ(Sugo)という泥棒が憲兵から逃げて橋から

川に飛び込んで死にました。そして、ビチャ(Vica)という恋人も同じことをして彼女

も死亡しました。その後、二人の名前を１つにしてシュゴビチャという川の名前を

作りました。シュゴビチャには川水浴場あって、カヤックやカヌーすることができ

ます。そして、ペトーフィの島で例えば、テニス、サッカー、ジョギングやボート

などたくさんのスポーツができます。 

 



名所名所名所名所 

 

ゲメンツゲメンツゲメンツゲメンツ(Gemenc) 

バヤにはたくさんの美しい場所があります。例えば、バヤの素晴らしくてきれい

な森はゲメンツ(Gemenc)です。これは自然保護地域です。無数の珍しい天然記念物、

動物や植物がいます。ゲメンツの森はミニ電車で行くことができます。この電車は

ポロボイ(Pörböly)という駅から出発し、500m 後に森に入ります。電車を降りて森で

散歩することもできます。 

 

 

セントハーロムシャグセントハーロムシャグセントハーロムシャグセントハーロムシャグのののの広場広場広場広場「三位一体の広場」(Szenthátomság tér) 

バヤの中央広場はセントハーロムシャグ(Szenthátomság)という広場です。この広

場のニックネームはベーケ(Béke)の広場です。ここで市庁舎と三位一体の像があり

ます。市庁舎はルネサンス特徴で建てられました。 



 

セントハーロムシャグの広場で魚スープ料理フェスティバルが開催されています。

毎年の７月第２木曜日にこのフェスティバルが始まります。食べることや飲むこと

や料理コンテストや小さなバザーがあります。零時に大きな花火が上がります。と

てもきれいです。バヤはハラスレーの首都なのでバヤの魚スープは最高です。そし

て、クリスマスにここでクリスマスバザーもあります。 

 

 

シナゴーグシナゴーグシナゴーグシナゴーグ(Zsinagóga) 

これはバヤのシナゴーグですけど、今は図書館です。これはバヤで一番きれいな

の重要文化財の１つです。この建物の片側にユダヤの学校がありました。シナゴー

グの後ろに礼拝堂があります。 

住所：6500 Baja, Munkácsy Mihály u. 9. 

電話：79/ 322 741 

 

 



 

トゥッルトゥッルトゥッルトゥッル・・・・イシュトバイシュトバイシュトバイシュトバーーーーンンンンのののの博物館博物館博物館博物館(Türr István Múzeum) 

これはバヤのトゥッル・イシュトバーン(Türr István)の博物館です。博物館は

1941 年に開館しました。最初は個人コレクションが展示されていました。今はバヤ

の遺跡があります。ここで無数の面白い物と書類があります。 

住所：6500 Baja, Deák Ferenc utca 1. 

電話：79/324-173 

メール：bajaimuzeum@gmail.com 

ウェブサイト：http://www.bajaimuzeum.hu 

開館時間：月:-火-土: 10:00–16:00 日:- 

 

 

 

ナジナジナジナジ・・・・イシュトバイシュトバイシュトバイシュトバーーーーンンンンのののの画廊画廊画廊画廊(Nagy István Képtár) 

これはバヤのナジ・イシュトバーン(Nagy István)の画廊です。ここでは季節や祝

日などによって陳列される絵が替わります。毎年地元の同時代の絵画が見られます。

画廊の後ろに大きな公園があります。無数の子供向きのイベントも行われます。 

住所：6500 Baja, Arany J. u. 1. 

電話：79/325-649 

メール：bajaimuzeum@gmail.com 

ウェブサイト：http://www.bajaimuzeum.hu/hu/nagy-istvan-keptar 



開館時間：月:-火-土: 10:00–16:00 日:- 

 

 

トゥッルトゥッルトゥッルトゥッル・・・・イシュトバイシュトバイシュトバイシュトバーーーーンンンンのののの展望台展望台展望台展望台(Türr István kilátó) 

バヤでトゥッル・イシュトバンの展望台があります。これはドナウ川のとなりに

あるので美しくてきれいな景観がここから見えます。自転車に乗ったり、遊び場で

遊んだり散歩したりできる大きな公園があります。 

 

バーチカイクルトゥールパロタバーチカイクルトゥールパロタバーチカイクルトゥールパロタバーチカイクルトゥールパロタ「バーチカの文化的な宮殿」(Bácskai Kultúrpalota) 

これはバヤの一番新しい芸術の中心です。ここで劇場、画廊とコンサートホール

もあります。ここで無数の良い催しが行われます。例えば、コンサートと写真展が

あります。 

住所：6500 Baja, Szentháromság tér 3. 

電話： 79/321 341 

メール：info@bacskaikulturpalota.hu 

ウェブサイト：http://www.bacskaikulturpalota.hu/ 

 

 

 

 



有名人有名人有名人有名人 

Hosszú Katinka 

ホッスー・カティンカは 1989 年５月３日に

バヤで生まれました。彼女は五度の世界チャ

ンピオンとクロールのオリンピック選手です。

2013 年世界水泳選手権バルセロナでは 200m

個人メドレーと 400m 個人メドレーで金メダ

ルを獲得しました。今はアメリカに住んでいます。 

 

Türr István 

トゥッル・イシュトバーンは 1825 年にバヤで生

まれました。イタリアの中将でした。ニックネーム

は「気丈なハンガリー人」でした。若いときに粉屋

見習いをしていました。1842 年ボランティアで兵

士になりました。82 歳で亡くなりました。 

 

 

バヤバヤバヤバヤののののレストランレストランレストランレストランややややホテルホテルホテルホテルやややや喫茶店喫茶店喫茶店喫茶店 

 

ドナウドナウドナウドナウエエエエルネスホテルルネスホテルルネスホテルルネスホテル(Duna Wellness Hotel) 



ドナウエルネスホテルはセントハーロムシャグの広場にあります。赤外サウナ、

フィンランドのサウナ、フィットネスホール、マッサージ、美容院と温泉がありま

す。 

 

住所：6500 Baja, Szentháromság tér 6. 

電話：+36 (30) 544 7550 

メール：recepcio@hotelduna.hu 

 hotel-duna@baja.hu 

 info@hotelduna.hu 

ウェブサイト：http://www.hotelduna.hu 

 

 

マロムレストランマロムレストランマロムレストランマロムレストランとととと喫茶店喫茶店喫茶店喫茶店(Malom Étterem és Kávézó) 

マロムレストランと喫茶店はバヤとバヤの周辺で一番大きな娯楽施設です。そし

て、ボーリングとスカッシュもあります。ここでペンションもあります。マロムの

ピッザをぜひためしてみてください。 

住所：6500 Baja, Szegedi út 19 

電話：+36 (30) 616 4306 

メール：jungildiko@fibermail.hu 

ウェブサイト：http://malomclubbaja.hu 

 

 



リバーリバーリバーリバーサイドサイドサイドサイドののののパブパブパブパブととととピザピザピザピザ屋屋屋屋(The Riverside Pub &Pizzeria) 

住所：6500 Baja, Halászpart "C" épület 

電話：+36 (30) 399 6655 

ウェブサイト：https://www.facebook.com/theriversidepub 

 

 

 

エトヴェシュエトヴェシュエトヴェシュエトヴェシュのののの喫茶店喫茶店喫茶店喫茶店とととと菓子屋菓子屋菓子屋菓子屋(Eötvös kávézó és cukrászda) 

住所：6500 Baja, Eötvös József utca 7. 

電話：+36 (70) 334 8678 

ウェブサイト：https://www.facebook.com/E%C3%B6tv%C3%B6s-K%C3%A1v%C3%A9z%C3%B3-

Cukr%C3%A1szda-133835463352929/ 

 

 

ガレーリアガレーリアガレーリアガレーリアのののの菓子屋菓子屋菓子屋菓子屋(Galéria cukrászda) 

住所：6500 Baja, Eötvös József utca 4. 

電話：+36 (70) 241 2767 

ウェブサイト：https://www.facebook.com/galeriacukraszdabaja/?rf=129531023848707 

 

 



歩歩歩歩きききき方方方方 

車車車車ととととバスバスバスバス 

ブダペストから行く場合、バヤまで国道 51 号で行くのが一番早いです。 

電車電車電車電車 

ブダペストの南駅（Déli pályaudvar）から、バヤ駅まで行けます。 

バヤバヤバヤバヤでででで 

バヤ駅の出口から Állomás tér まで行きます。そこで右に曲がります、そして Jelky 

András の銅像までまっすぐ行きます。左に曲がって Déri Frigyes sétány まで行って

また左に曲がって Deák Ferenc 通りの終わりまで行きます。ここでセントハーロム

シャグの広場が探せます。 

セントハーロムシャグの広場から Deák Ferenc 通りに戻って行くとトゥッル・イシ

ュトバンの博物館があります。その後、Jelky András の銅像まで戻るとナジ・イシ

ュトバンの画廊を探せます。 



地図地図地図地図 

1. セントハーロムシャグの広場 

2. シナゴーグ 

3. トゥッル・イシュトバンの博物館 

4. ナジ・イシュトバンの画廊 

5. トゥッル・イシュトバンの展望台 

6. バーチカイクルトゥールパロタ 

7. ドナウベルネスホテル 

8. マロムレストランと喫茶店 

9. リバーサイドのパブとピザ屋 

10. エトヴェシュの喫茶店と菓子屋 

11. ガレーリアの菓子屋 

12. ゲメンツ 


