
ジュールのバーチャ(Győr – Bácsa) 

 

 

 
 

 

ジュールのバーチャ区 

地域：ハンガリーの北西 

県：ジュール・モション・ショプロン (Győr-Moson-Sopron) 

町：ジュール 

人口：35000 人 ごろ 

面積：15km2 ごろ 

 

ハンガリー北西部のジュール・モション・ショプロン県にあるジュールには７つの区がある。ジュー

ルの７区はバーチャという。 
バーチャはナジュバーチャ(Nagybácsa)とキシュバーチャ(Kisbácsa)とシャーラーシュプスタ

(Sáráspuszta)という地区に分かれている。 

ナジュバーチャは古い漁村であったが、今はジュールの人気がある住宅地である。 

キシュバーチャは１９５０年ごろハンガリーの一番の大きな労働地であった。 

シャーラーシュプスタは新しくて、ジュールの中で有名なリゾート地である。 

 

歴史 

ナジュバーチャ(Nagybácsa) 

 

昔、バーチャはドナウ川の漁村だった。村を囲む城

壁があり、城壁の外には墓地や教会があった。18 世

紀にはカトリックの墓地の他にルター派の墓地もあ

ったことから、多くのルター派の人が住んでいたこ

とがわかる。バーチャの大地主はもともとオロッシ

ュ(Oross)とチェスネキ(Cseszneky)家だった。石器

時代から人が住んでいたとされているが、記録に残

っているのはオスマントルコ支配時代からである。

ナジュバーチャは独立した村であったが、1966 年に



ジュールに加わった。現在はジュールの１つの区となっている。 

 

キシュバーチャ(Kisbácsa) 

 

キシュバーチャは第一次世界大戦の後労働街として建てられた。第二次大戦の後キリスト教も建てら

れた。1952年にジュールにに編入された。 

 

シャーラーシュ(Sárás) 

 

シャーラーシュはジュールの端にあるリゾート街である。今は住宅地になっている。現在、80の世帯

がシャーラーシュにシャーラーシュに住んでいる。 

  

 

 

 

 

有名人 
 

Dr. Éllő Lajos エーッル・ライオシュ (1903-1981) 
エーッル・ライオシュはジュールに生まれた医者だった。大学の後で

バーチャの一般開業医となった。バーチャのいちばんの開業医だった。 

 

 

 

 

 

 

Borkai Zsolt ボルカイ・ゾールト (1965-) 
ボルカイ・ゾールトは現在の市長である。ジュールに生まれて、今バーチャに住

んでいる。１９８８年に鞍馬でオリンピックチャンピオンだったが、２００６年

からジュールの市長である。２０１０年からハンガリーのオリンピック委員会の

委員長である。 

 

 

 

 

 

 

 

エーッル・ライオシュのプラーク 

ボルカイ・ゾールト 



名所 

 

[Szent István 教会] 

 

 ジュールのナジュバーチャ(Nagybácsa)の教会である。教会

の守護聖人は聖イシュトバーン(Szent> István)であるので、

教会の祭りは８月２０日に行われる。ミサは３月３０日から

１０月２５日まで毎日午後７時に、10月 26日から３月 29 日

までは毎日午後６時に行われるが、日曜日は１年間毎週午前

８時 30分に行われる。ミサがないときには教会は閉まって

いる。 

住場：9030 Győr, Heltai u. 3. 

 

 

  

 

 

 

 

[Bácsa történeti emlékszobor 歴史記念碑] 

 

 聖イシュトバーン教会の前に建てられた記念像である。材料は石灰

岩である。２００６年に建てられた。記念碑にバーチャの歴史の基本

的なデータや有名人や古い建物の絵が彫刻されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nagyboldogasszony 教会] 

 

 キシュバーチャ(Kisbácsa)の教会である。バーチャの

最初の教会は１８世紀にバーチャに建てられたが、バー

チャの人口は増加したから、この教会は小さくなった。

新しい Nagyboldogasszony の教会は１９５８年に建てら

れた。教会ではミサと聖書授業がおこなわれる。ミサは

水曜日と土曜日に午後４時半、日曜日に午前８時半に行

われる。ミサがないときには教会は閉まっている。 

 

住場：9029Győr, Boglárka utca 2. 

 

 

 

 

 



[スィターシュの丘の植物公園 (Szitásdomb)] 

 

中州の端に流砂が広がっているところであり、石灰質の土壌に草

原が広がっている。多くの保護植物や保護動物がいる。ムラサキ

科ノミノツヅリ属「Onosma arenaria」や イネ科 ナガホハネガ

ヤ「Stipa pennata」やナデシコ科「Dianthusserotinus」や ナ

デシコ科 シュッコンカスミソウ「Gypsophila paniculata」など

の植物やヤガ科の Euxoa hastifera やヒトリガ科の Arctia 

festiva などの動物がいる。 

 

住場：９０２９、Győr Szitásdomb utca 

 

 

 

[Szent Vid のネイチャートレイル] 

モショニドナウ川の古い氾濫原につくられたネイチャートレイルである。 

 

 

1.  Hősi emlékmű 英雄の記念像 

バーチャの戦争で死んだ英雄のモニュメントである。もともと１８４８年

のハンガリー革命と第一次世界大戦で死んだ人々の名前が彫刻されたが、

後で第二次大戦と１９５６年の動乱の英雄の名前も彫刻された。 

小さな公園の中にある。「1914-1918祖国のために死んだ、永遠に生き

る.1941-1945;1848-1849;1956」という意味の文字が彫られている。 

 

 

 

 2. Bácsai-holtág  バーチャの川のよどみ 

モショニドナウ川のよどみである。多様な在来魚種類で有名である。よどみは在来森に囲まれている。

この森に古い柳とクマゲラ「Dryocopus 

martius」ヨーロッパコマドリ「Erithacus rubecula」といった鳥が生息している。 

 

 

3. Szent Vid emlékhely 聖ウィド追悼の場 

ここに古代に Szent Vid という村があった。１９８８年に発掘が行われた際、古代の村の教会の基礎

が見つかった。 

２００５年に基礎に砂岩の列を建てた。この砂岩の列は教会の聖域を象徴している。追悼の場は、イ

ンフォメーションセンターや休憩所も兼ねている。 

 

 

4. Külsõ rétek 外部の牧草地 

外部の牧草地に三つの大きな牧草地もある。Ezüstfa-rét「グミ木牧草の地」には、かつて古い時に

ドナウ川のよどみの一つがあった。 

今は外国起源の植物が繁栄している。 Szilos-rét「スイロシュ牧草地」は初夏にはきれいだが、８



月にはオオアワダチソウ「Solidago 

gigantea」が大きく成長し景色が単調になる。 

 

 

5. Bányatavak 地雷湖 

Arrabona-horgásztó と Hosszú-tó 

は地雷湖であったが、20世紀から魚の養殖が行われており、現在も魚の管理が行われている。また保

護鳥が巣を作っているのでも有名である。バーチャの釣り協会の養魚池であるため釣り協会の会員だ

けが釣りをすることができる。 

 

               Szent Vid のネイチャートレイルの地図 

 

[村の日] 

バーチャの村の日は０５月０１日に行われます。 

コンサートやサッカーの試合などのプログラムがないが、残念ながら日本人におすすめできるような

プログラムはない。 

 

 



ホテルとレストラン 

 

 

Hotel Senator 

 

このホテルは部屋が３０ある。レストランとパブもある。

家庭的な雰囲気である。ホテルは４月１５日から１０月１

５日まで開いている。ペットも連れて行ける。 

インターネットとテレビもあるが、テレビのチャンネルは

全部ハンガリー語である。 

住所：9026 Győr, Bácsai út 44. 

ホームページ：http://www.hotelsenator.hupont.hu/ 

 

部屋の値段： 

１人部屋 ８０００Ft /泊 

２人部屋 １００００Ft/泊 

３人部屋 １２０００Ft/泊 

 

 

 

 

 

 

Csülök sarok（トロッター・コーナー） 

バーチャの中心から近くにあるのレストランである。レストランだがパブとピザ屋も兼ねている。 

住所：9026 Győr, Bácsai út 37. 

電話：06/30 854-7540 

メール： csuloksarok@gmail.com 

ウェブサイト：http://www.csuloksarok.hu/ 

営業時間：日ー木 11:３０-22:00 

               金ー土 11:３０-2３:00 

おすすめ：  Rántott szelet｛ロースト・トロッター｝ 2790 Ft 

          Gyerekmenü (Rántott csirke, Rántott sajt) 

            キッズメニュー｛てんぷらの鶏、てんぷらのチーズ｝ 1390 Ft 

 

 

 

 

http://www.hotelsenator.hupont.hu/
mailto:csuloksarok@gmail.com
http://www.csuloksarok.hu/


Vidra csárda（川獺の宿屋） 

 

バーチャの外れにある釣り小屋である。レストラ

ンもある。釣りのチケットは 1200 Ft/日。 

 

住所はなく地図を頼りにレストランに行きます。 

電話：+36 30 9161 666 

ウェブサイト：

http://www.vidracsarda.hu/index.html 

営業時間：月ー日 11:00-22:00 (冬には月曜日に

閉めている) 

 

おすすめ：Halászlé ｛魚スープ｝  1050 Ft 

   Halszeletek｛魚の切り身｝1650 Ft - 2000 Ft 

   Családi bőségtál｛家族食皿｝ 4000 Ft – 6000 Ft 

     Rántott sajt tartármártással｛タルタルソースのてんぷらのチーズ｝キッズメニュー1250 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidra Csárdaへの地図 

tel:%2B36%2030%209161%20666
http://www.vidracsarda.hu/index.html


歩き方 

 
 

バーチャへはジュールのセンターから１１番のバスに乗っていくことができる。 

 

ジュールのセンターの１１番のバス停は「Aradi vértanúk útja, szökőkút」にある。そして１０分

から１５分ぐらい乗り、１０つ目の「Kisbácsa, templom」のバス停で下車する。 

 

ジュールのセンターから車で行く場合、Új Bácsai út を行くと、「Kisbácsa, templom」のバス停ま

で５分で行ける。 

 

 
 

 



次にお勧めの散策コースを紹介する。 

 

まず、「Kisbácsa, templom」のバス停の前にある Nagyboldogasszony 教会(１)を見る 

 

教会を見た後は、教会の前の道（Szabadság 通り）を左へ行く。１０分ほどまっすぐあるいて、つき

あたりを右に曲がる。そして最初の角を右に（Szitásdomb utca に）はいる。道の反対側にはバーチ

ャの小学校が見える。すると右がわにスィターシュの丘の植物公園(２)がある。 

 

植物公園を見た後、Szitásdomb utca で左に曲がると、１５分ほどまっすぐ歩く。道の左側にサッカ

ー場、右側に小さな森は配置している。すると、Szent István 教会(３)の Heltai utca に入る。教会

のとなりに歴史記念碑(４)がある。 

  

記念碑の前の Heltai utca を左に行く。２分を歩いて István király útja を左に曲がって、Szent 

Vidのネイチャートレイルの出発点の英雄の記念像(５)まで歩く。ネイチャートレイルをした後、記

念像のとなりの Bácsa, posta バス停で 11番に乗れて、ジュールのセンターに帰れる。 

 


