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基本基本基本基本データデータデータデータ    

• 地域: 北ハンガリー大平原 

• 場所：ヤース・ナジクン・ソルノク県 (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 

• 人口：8585 人(2015.jan.1) 

• 面積：78.16 km2 

• ホームページ：http://www.jaszapati.hu 

• 市役所：5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. 



    

交通交通交通交通アクセスアクセスアクセスアクセス    

ヤースアパーディはブダペストから 105ｋｍのところにあります。ヤースアパーディ

は小さい町です。ブダペストから南東にあり、ソルノクから北にあります。 

 

電車でブダペスト東駅（Keleti pályaudvar）から 2 時間ぐらいでヤースアパーディ

に行けます。ブダペスト東駅でＳ60 番の電車に乗って、Újszász で降ります。そこ

で Vámosgyörk に行きの電車に乗って、30 分ぐらいヤースアパーディに着きます。 

バスはブダペストのプシュカーシュフェレンシシュタディオン駅（Puskás Ferenc 

Stadion）でヤースパーディー行きのバスに乗ります。そこから 2 時間ぐらいでヤー

スアパーディに行けます。 

車でいらっしゃりたい方は高速 3 号線で atvan まで行って、32 号線で Jászberény ま

で行きます。そして 31 号線に沿って進むと 1 時間 25 分ぐらいヤースアパーディに

着きます。 



名前名前名前名前のののの由来由来由来由来    

ヤースアパーディの名前はいつ、どこで生まれて、なんの意味があるかわかってい

ません。この話は本当かどうかはわかりませんが、昔この町の名前はアパーティサ

ーラーシ(Apátiszállás)でした。しかし、この村は破壊されてしまいました。後で

ヤースという乗数民族がここに定住しました。村の名前の中にアパーティ（Apáti）

という言葉があるのは、ここに修道院長（apát）の財産があったからだと言われて

います。 



歴史歴史歴史歴史    

ヤースアパーディはヤースシャーグ（Jászság）で二番目に大きな町です。15 世紀に

アパーディ村にたくさんの人が住んでいました。中世の繁盛のあとにオスマン帝国

がアパーディも攻め町はすたれましたが、後でアパーディはまた賑やかで豊かな村

になりました。1746 年にアパーディは町になりました。1876 年に一度町から村にな

ってしまいましたが、1989 年から再び町となりました。現在ヤースアパーディは農

業の町です。 

 



有名人有名人有名人有名人    

Rácz Aladár (1886 年 2 月 28 日―1958 年 3 月 28 日) 

ラーツアラダールは有名なツィンバロム奏者です。コシュート賞も受賞しました。

ラーツアラダールのお父さんとお母さんはロマ音楽家です。13 人の兄弟がありまし

た。3 歳の時にお父さんからツィンバロムを教えられました。24 歳の時にラーツア

ラダールのオーケストラはエジプト、フランスとスペインまで演奏しに行きました。

自分もたくさんの曲を作曲しました。1926 年ローザンヌで最初のソロツィンバロム

コンサートが行われました。1927 年から 1935 年まで奥さんと一緒にフランスに住ん

でいました。1938 年から死までブダペストのリスト・フェレンツ音楽大学で教えま

した。



名所名所名所名所    

Kisboldogasszony-templom 生神女誕生祭寺院 

中世に建てられたカトリックの重要文化財です。幾

度も改築されました。1833 年に今の形になりまし

た。 

住所: Litkey Máté tér 6. 

開館時間：いつでも自由に訪問できる 

無料 

 

 

Könyvtár 図書館 

1845 年から 1847 年にかけて建てられました。

もともとは市役所でした。1963 年に図書館にな

りました。 

住所: Dr. Szlovencsák Imre út 2. 

開館時間： 

火曜日～金曜日: 8 時～12 時、13 時～17 時 

土曜日:8 時～12 時 

 

 

 

Pájer Antal Művelődési Ház 

パーイェルアヌタル 公民館 

この建物は 1987 年にマコウェツイムレ

（Makovecz Imre）の設計で建てられました。 

住所: István király u. 6-10. 

開館時間： 

火曜日～金曜日: 8 時～12 時まで、13 時～17 時 

土曜日～日曜日:催しもの次第 



Tölgyes Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping トルギュエシ温泉と野営 

1960 年に建てられました。2002 年に温泉に格付けられました。夏に 6 面プール、冬

に 2 面屋内プールがあります。温泉のそばに 3 つ星場もあります。定員は 240 人で

す。そこでテニスコートとフットボール場もあります。このところは外国人の中に

有名です。 

住所:Gyöngyvirág u. 22. 

開館時間： 

5 月 1 日から 5 月 31 まで: 月曜日～日曜日：午前 8 時～午後 6 時 

6 月 1 日から 8 月 31 まで：月曜日～日曜日：午前 8 時～午後 7 時 

9 月 1 日から 5 月１まで：月曜日～日曜日：午前 10 時～午後 6 時 

料金：大人：1100 Ft 子供：400 Ft (3～6 歳) 

web サイト：http://www.tolgyesstrand.hu/beach1-5.html 



ホテルホテルホテルホテル    

アンドラーシサーマルホテル （Andrássy Thermál Hotel） 

ヤースアパーディは小さいな町ですから、１つしかホテルがありません。このホテ

ルはアンドラーシサーマルホテルです。ホテルはトルギュエシ温泉のそばにあるか

ら、たくさんの人がそこにとまります。ホテルの中にヤースアパーディの一番大き

なレストランもあります。ホテルで三種類の部屋があります：スイートルーム (ち

ょっと高いです)、スペリオル(高くも安くもないです)、クラッシク(安い)部屋です。

部屋の中にテレビ、インターネット、電話、ミニーバ、シャワー/お風呂、エアコン

(クラッシク部屋にありません)、ベッドなどがあります。ホテルのそばにテニスコ

ートがあるのでいつでもプレーできます。 

 

住所: 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 20-24. 

電話番後: 06-57/540-580 

メールアドレス:  thermal-jaszapati@vnet.hu 

ホームぺージ:  http://thermaljaszapati.hu 

スイートルームの価格：大人：25900Ft 子供：6950Ft （３歳～１２歳） 

スペリオルの価格  ：大人：19900Ft 子供：6450Ft （３歳～１２歳） 

クラッシクの価格  ：大人：17900Ft 子供：6450Ft （３歳～１２歳） 

 

ヤースアパーディにたくさん小さい民宿もあります。ホテルより安いですが、内装

はあまりよくないです。トルギュエシ温泉のそばにキャンプ場もあります。 



レストランレストランレストランレストラン    

ヤースアパーディの一番大きなレストランはアンドラーシサーマルホテルのレスト

ランです。ホテル中にあるから、名前がありません。そのレストランはトルギュエ

シ温泉レストランもかねています。外にも中にもテーブルがあります。それで夏に

たくさんの温泉のお客様はこのレストランで食べます。温泉のとなりにある方はセ

ルフサービスのレストランです。 

 

住所: 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 20-24. 

電話番後: 06-57/540-580 

メールアドレス:  thermal-jaszapati@vnet.hu 

ホームぺージ : http://thermaljaszapati.hu/etterem.html 

 http://thermaljaszapati.hu/etlap.html  

温泉のレストランは冬は休みです。 

開店時間：月曜日～日曜日：午前 11 時～午後 10 時 

 

ヤースアパーディで二つのピザ屋もあります。一つ目はサンマリのピザ屋(San 

Marino Pizzéria)、二つ目はアリババジャイロバーとピザ屋(Ali Baba Gyros bár 

és Pizzéria)です。テイクアウトも可能です。 

 



サンマリのピザ屋 (San Marino Pizzéria) 

住所：5130 Jászapáti István Király út 44. 

電話：06 - 57 / 44 - 07 – 14  

 06 - 20 / 52 - 32 - 758 

メール：info@sanmarinopizza.hu 

ウェブサイト：http://www.sanmarinopizza.hu 

開店時間：月曜日～木曜日、日曜日 

：午前 11 時～午後 10 時 

 金曜日～土曜日 ：午前 11 時～午後 11 時 

 

 

アリババジャイロバーとピザ屋(Ali Baba Gyros bár 

és Pizzéria) 

住所： 5130 Jászapáti Kossuth Lajos út 1. 

電話：06-30/64-58-972 

メール：- 

ウェブサイト： 

https://www.facebook.com/ALI-BABA-GYROS-BÁR-ÉS-PIZZÉRIA-142925332479034/  

開店時間：月曜日～日曜日：午前 11 時～午後 10 時 



歩歩歩歩きききき方方方方    

 
 

1. トルギュエシ温泉と野営 

2. パーイェルアヌタル 公民館 

3. 図書館と市役所 

4. 生神女誕生祭寺院 

5. アンドラーシサーマルホテル  

6. アリババジャイロバーとピザ屋 

7. サンマリのピザ屋 

8. 駅 

  


