
OrosházaOrosházaOrosházaOrosháza----GyopárosfürdőGyopárosfürdőGyopárosfürdőGyopárosfürdő    

オロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザ・・・・ジョパーロシュフュジョパーロシュフュジョパーロシュフュジョパーロシュフュルルルルデーデーデーデーのののの基本基本基本基本データデータデータデータ    
 

国:   ハンガリー (Magyarország) 

地方:  南大平原地方 (Dél-Alföld régió) 

県:   ベーケーシュ県 (Békés megye) 

市町村:  市 

郵便番号: ５９００ 

市外局番: ６８ 

市長:      ダンチョー・ヨージェフ(Dancsó József) 

面積:   ２０２，２２ km² 

タイムゾーン: グリニッジ＋１ 

人口:   ２９３４２人 （２０１１年） 

人口密度:  １４６，５２人／km² 

 

    

オロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザのののの位置位置位置位置    
    

    
 

オロシュハーザはハンガリーのベーケーシュ県の南西にある、ジョパーロシュフュルデーの

町と呼ばれることの多い町です。ジョパーロシュフュルデー（ジョパーロシュ温泉）は町から

約３ｋｍのところにある有名な温泉です。ブダペストから電車やバスで行っても約３時間半

がかかります。電車で西駅（Nyugati pályaudvar）や東駅(Keleti pályaudvar)から一回乗り換えると

オロシュハーザの紋章 



行けます。乗り換え駅は西駅から行くとセゲド（Szeged）で、東駅から行くとベーケーシュチャバ

（Békéscsaba）です。バスでネープリゲト駅（Népliget buszpályaudvar）からオロシュハーザまで乗り

換えず行けます。ブダペストから車で行く場合、高速 M5 号線でキシュクンフェールエジハー

(Kiskunfélegyháza）まで行けます。そこから道路 451 号線でセンテシュ（Szentes）までです。センテシ

ュからデレクエジハーズ（Derekegyház）やナジマーゴチ（Nagymágocs）を通ってオロスハーザに着き

ます。 

オロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザ・・・・ジョパーロシュフュルジョパーロシュフュルジョパーロシュフュルジョパーロシュフュルデーデーデーデーのののの歴史歴史歴史歴史    

 

 町の歴史は新石器時代までたどることができます。町の周辺で見つかった出土品がそれ

を証明しています。町の「オロシュハーザ」という名前は１４６６年最初に記録されました。も

ともとザラーンド県の一部でしたが、その県が１５世紀になくなった後にベーケーシュ県に属

するようになりました。トルコ統治が原因で町は一度滅びましたが、その後再入植が行われ

町が再建されました。これは町の歴史にとっても大事な出来事です。そのときゾムバ町から

来た人たちがオロシュハーザが再建しました。現在ゾンバ市がオロシュハーザ市の姉妹都

市となっています。オロシュハーザは元々農業の町でしたが、１８世紀から他の産業も広ま

り始めました。そして、二つの世界大戦の間には「ハンガリーの一番大きな村」と呼ばれる

ほど大きくなりました。１９３６年には人口が２万５千人になりました。そして１９４６年に都市

になりました。 

１８６９年に行われた調査の結果、町の近にあるジョパーロシュ湖(Gyopáros-tó)の水は健

康に良いみずだということがわかりました。アルカリ性鉱泉のため、１８６９年以来、各種の

炎症患者、リューマチ患者の治療に使われてきました。 

    



オロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザのののの有名人有名人有名人有名人    

Gróf Gróf Gróf Gróf Apponyi Albert Apponyi Albert Apponyi Albert Apponyi Albert 「「「「アポニアポニアポニアポニ・・・・アルベルトアルベルトアルベルトアルベルト伯爵伯爵伯爵伯爵」」」」（（（（１８４６１８４６１８４６１８４６年年年年－－－－１９３３１９３３１９３３１９３３年年年年））））    

オロシュハーザ名誉市民、政治家、議員、ハンガリー科学アカデミー(MTA)

会員、1920 年の第一次世界大戦後のパリ講和会議でハンガリー代表団長

でした。 

    

    

Thék Endre Thék Endre Thék Endre Thék Endre 「「「「テークテークテークテーク・・・・エンドレエンドレエンドレエンドレ」」」」    （（（（１８４２１８４２１８４２１８４２年年年年－－－－１９１９１９１９１９１９１９１９年年年年））））    

オロシュハーザ出身、家具製造者、ハンガリー家具大量生産の創始者でし

た。 

 

    

    

Petrik József Petrik József Petrik József Petrik József 「「「「ペトリクペトリクペトリクペトリク・・・・ヨージェフヨージェフヨージェフヨージェフ」」」」 ( ( ( (１９３０１９３０１９３０１９３０年年年年－－－－１９９５１９９５１９９５１９９５年年年年))))        

オロシュハーザ出身、俳優、舞台監督、声優、"Pom pom 

meséi" 『ポム・ポム物語』のポムポムの声優、”A Szabó 

család”（サボー家）というハンガリー人なら誰でも知って

いるラジオドラマキャストの一人でした。        

CsákiCsákiCsákiCsáki----Maronyák József Maronyák József Maronyák József Maronyák József 「「「「チャーキチャーキチャーキチャーキ・・・・マロニャークマロニャークマロニャークマロニャーク・・・・ヨウージェフヨウージェフヨウージェフヨウージェフ」」」」    

（（（（１９１０１９１０１９１０１９１０年年年年－－－－２００２２００２２００２２００２年年年年））））オロシュハーザ出身の銅版画工、風俗画、風景

画、静物画、肖像画家でした。    



オロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザのののの見所見所見所見所    

ジョパーロシュフュルデージョパーロシュフュルデージョパーロシュフュルデージョパーロシュフュルデー（（（（温泉温泉温泉温泉））））GyopárosfürdőGyopárosfürdőGyopárosfürdőGyopárosfürdő    （（（（2222））））        

「ハンガリー大平原の真珠・Az Alföld gyöngye」    

ジョパーロシュフュルデーは、都心から３km のところにあります。４７℃のアルカリ性鉱泉が

湧き出る療養温泉は、1869 年以来、各種の炎症

患者、リューマチ患者の治療に使われてきました。

現在のジョパーロシュフュルデーは、プール・療養

温泉・ウォーターパー

クとして知られている

Orosháza の辺りに一

番人気があるところで

す。Gyopáros 湖では、

ボート遊びや水上自転

車遊びもできます。一

年中様々なエベントの

舞台にもある場所です。 

所在所在所在所在地地地地::::    5904 Gyopárosfürdő, Fasor utca 3.    

    

Történelmi EmlékparkTörténelmi EmlékparkTörténelmi EmlékparkTörténelmi Emlékpark    「「「「歴史歴史歴史歴史メモリアルパークメモリアルパークメモリアルパークメモリアルパーク」」」」    （（（（AAAA））））    

トルコ統治で滅びた町の再入植や再建２５０を記念してつくられたメ

モリアルパーク。ハンガリーの歴史の先人の様々な苦労を私達が

忘れないようにと立てられた石には希望への道を表す「1991 年」が

金文字で彫られています。1991 年はハンガリーでのソビエト連邦占

領が終わった後の新しいスタートを意味しています。Táncsics 

Mihály Gimnázium「ターンチチュ・ミハーユ・ギムナジウム」の前にあ

る公園は現在、オロシュハーザの独特な景色の一部です。 

所在所在所在所在地地地地: : : : 5900 Orosháza, Táncsics Mihály tér 1.    

Orosházi templomok Orosházi templomok Orosházi templomok Orosházi templomok 「「「「オロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザのののの教会教会教会教会」」」」    

    

Evangélikus templomEvangélikus templomEvangélikus templomEvangélikus templom    （（（（BBBB））））    



１７７７年に建立が始まり、現在の形に１８３０年完成したバロック様式のルター派の教会は、

町の歴史的文化財です。  

所在地所在地所在地所在地: : : : 5900 Orosháza  Thék Endre utca 2    

 

Katolikus templomKatolikus templomKatolikus templomKatolikus templom    （（（（CCCC））））    

１９２０年に完成したカソリック教会は町の大通りの近くにあります。 

 

所在地所在地所在地所在地: : : : 5900 Orosháza, Széchenyi tér 1.    

 

Református templomReformátus templomReformátus templomReformátus templom    （（（（DDDD））））    

カルバン派の教会は第一世界大戦の頃、１９１４年と１９１７年の間に建てら

れたネオ・ゴシック様式の教会です。 

所在地所在地所在地所在地: : : : 5900 Orosháza, Könd u. 5. 

    

Zsinagóga / Művészetek házaZsinagóga / Művészetek házaZsinagóga / Művészetek házaZsinagóga / Művészetek háza    （（（（EEEE））））    

元々シナゴーグであったこの建物は、現在色々な文化イベント、コン

サートや美術展の現場として使われています。 

所在地所在地所在地所在地::::    Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.    

Szántó Kovács János Szántó Kovács János Szántó Kovács János Szántó Kovács János MúzeumMúzeumMúzeumMúzeum    「「「「サーントーサーントーサーントーサーントー・・・・コヴァーチコヴァーチコヴァーチコヴァーチ・・・・ヤーノシュヤーノシュヤーノシュヤーノシュ博物館博物館博物館博物館」」」」    （（（（FFFF））））    

博物館の出品は主として民俗学資料で、町や郊外、地域の

日常に関する展示が行われています。民俗学の他に考古

学や美術資料も展示されています。現在にも色々な常設展

示や特別展があります。 

    

所在所在所在所在地地地地: : : : 5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.    

KútmúzeumKútmúzeumKútmúzeumKútmúzeum    「「「「井戸博物館井戸博物館井戸博物館井戸博物館」」」」    （（（（GGGG））））        



サーントー・コヴァーチ・ヤーノシュ博物館保有の井戸博物館は、

ハンガリーに一つしかない博物館です。井戸から給水塔まで、全

種類の給水施設を紹介しています。 

    

所在所在所在所在地地地地: : : : 5900 Orosháza, Könd utca 1. 

Városi KéptárVárosi KéptárVárosi KéptárVárosi Képtár    「「「「市立市立市立市立ギャラリギャラリギャラリギャラリーーーー」」」」    （（（（HHHH））））    

町の中心にある市立ギャラリーは広さは５８３㎡の広さで、常設

展示７つがあります。一階で Nicolás Muller (Müller Miklós) 「ニ

コラス・ムッラル/ムッラル・ミクローシュ」写真家、 Bolmányi 

Ferenc 「ボルマーニ・フェレンツ」画家と Feldmann Tibor「フェル

ドマン・ティボル」画家の作品、また二階では、３人画家 Pap 

Gyula「パプ・ジュラ」、 Boldizsár István「ボルディジャル・イスト

ヴァーン」、Csáki-Maronyák József「チャーキ・マロニャーク・ヨ

ージェフ」と Emil Vitroel「エミル・ヴィトロエル」彫刻家の作品が

展示されています。オロシュハーザ関係者の常設展示以外に

様々な特別展を始め文学や音楽リサイタル、美術や美術史の

発表会も行られています。 

所在所在所在所在地地地地::::    5900 Orosháza Thék Endre utca 1. 



オロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザ・・・・ジョパーロシュフュルデージョパーロシュフュルデージョパーロシュフュルデージョパーロシュフュルデーののののホテルホテルホテルホテル    

 

ジョパーロシュフュレデーは町のメインスポットでホテルやレストランも大体にこの辺りにあります。 

ホテルのレストランでも独特なハンガリー料理が食べられます。 

 

Hotel NapsugárHotel NapsugárHotel NapsugárHotel Napsugár    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆（（（（ホテルホテルホテルホテル・・・・ナプシュガールナプシュガールナプシュガールナプシュガール））））（（（（IIII））））    

ジョパーロシュ温泉やジョパーロシュ湖のすぐ近くにある昔から続

いてきた人気があるホテルです。お客様がホテルからの直接な

廊下でジョパーロシュ温泉まで行けます。 

所在所在所在所在地地地地:::: 5904 Gyopárosfürdő, Hűvös u. 2-4. 

• 電話 +36 68 412-361  

• 電子メール recepcio@napsugar-hotel.hu 

• napsugar-hotel.hu 

• 47 号室 

• 温泉からの距離 460 m 

• 都心からの距離 2.830 m 

 

Fehér Hattyú Panzió és Étterem Fehér Hattyú Panzió és Étterem Fehér Hattyú Panzió és Étterem Fehér Hattyú Panzió és Étterem ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆（（（（フェヘールフェヘールフェヘールフェヘール・・・・ハッチューハッチューハッチューハッチュー・・・・パンジオーパンジオーパンジオーパンジオー・・・・レストランレストランレストランレストラン））））（（（（JJJJ））））    

 

この居心地のよい小さな宿屋が温泉入り口のすぐ

近くにあります。Fehér Hattyú のレストランが宿客

以外にも人気があります。 

 

所在所在所在所在地地地地:::: 5904 Gyopárosfürdő, Fasor u. 13.  

 

• 電話 +36 68 510-330 

• 電子メール pansio@feherhattyu.hu  

• www.feherhattyu.hu  

• 10 号室 

• 温泉からの距離 120 m 

• 都心からの距離 2.590 m  

 



Hotel Corvus AquaHotel Corvus AquaHotel Corvus AquaHotel Corvus Aqua    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    （（（（ホテルホテルホテルホテル・・・・コルヴスコルヴスコルヴスコルヴス・・・・アクアアクアアクアアクア））））（（（（KKKK））））    

 

この新しいホテルはジョパーロシュ湖畔にあり、きれいな景

色に囲まれています。ホテルからジョパーロシュ湖や温泉も

楽しめます。 

  

 

所在所在所在所在地地地地:::: 5904 Gyopárosfürdő, Hűvös u. 1. 

• 電話 +36 68 413-810 

• 電子メール info@hotelcorvus.hu 

• www.hotelcorvus.hu 

• 36 号室 

• 温泉から距離 270 m 

• 都心からの距離 2.750 m 

  



オロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザオロシュハーザ・・・・ジョパーロシュフュレデージョパーロシュフュレデージョパーロシュフュレデージョパーロシュフュレデーのののの    

レストランレストランレストランレストラン・・・・喫茶店喫茶店喫茶店喫茶店    

Aranypatkó csárdaAranypatkó csárdaAranypatkó csárdaAranypatkó csárda    （（（（アラニパトコーアラニパトコーアラニパトコーアラニパトコー・・・・チャールダチャールダチャールダチャールダ））））（（（（LLLL））））    

ジョパーロシュ温泉の辺りにあるレストランです。家庭料理に近い味、一般的

な美味しいハンガリー料理があるレストランです。 

 

 

所在所在所在所在地地地地:::: 5900 Orosháza, Szentesi út 62/a. 

• 電話 68/411-621 

• 電子メール aranypatko@gmail.com 

• www.aranypatkocsarda.hu 

• 温泉からの距離 820 m 

• 都心からの距離 2.400 m 

 

Rétesbolt és KávézóRétesbolt és KávézóRétesbolt és KávézóRétesbolt és Kávézó    （（（（レーテシュレーテシュレーテシュレーテシュ屋屋屋屋・・・・喫茶店喫茶店喫茶店喫茶店））））（（（（MMMM））））    

オロシュはーザ人が愛してやまない伝統的なケーキ屋さんです。

レーテシュ（ドイツ語：シュトゥルーデル）がメインでまた他の色々

な甘いやしょっぱい菓子があります。 

所在所在所在所在地地地地:::: 5900 Orosháza, 

Dózsa Gy. u. 15. 

• 電話 68/412-749 、 30/370-1354 

• 電子メール evageleg@gmail.com 

• 温泉からの距離 3.640 m 

• 都心からの距離 1.140 m 

 

 

Diófa CsárdaDiófa CsárdaDiófa CsárdaDiófa Csárda    （（（（ディオーファディオーファディオーファディオーファ・・・・チャールダチャールダチャールダチャールダ））））（（（（NNNN））））    

オロシュハーザとジョパーロシュフュルデーの間にあるハンガリー

料理のレストランです。 

 



所在所在所在所在地地地地:::: 5900 Orosháza, Szentesi út 30. 

• 電話 68/412-382 、30/535-5097 

• 電子メール adidas@orosnet.hu 

• diofacsarda.atw.hu 

• 温泉からの距離 1.570 m  

• 都心からの距離 1.210 m 

Amadeus KávéházAmadeus KávéházAmadeus KávéházAmadeus Kávéház    （（（（アマデウスアマデウスアマデウスアマデウス喫茶店喫茶店喫茶店喫茶店））））（（（（OOOO））））    

都心の喧騒から離れて休みたい場合にお勧めの店です。 

 

 

所在所在所在所在地地地地:::: 5900 Orosháza, Győri Vilmos tér 2. 

• 電話 30/578-4671 

• 電子メール info@amadeuskavehaz.hu  

• www.amadeuskavehaz.hu  

• 温泉からの距離 3.130 m 

• 都心からの距離 640 m 

または、オロシュハーザの名物と言われてる「Orosházi tányéros スープ」や「フォアグラ」です。 

Orosházi tányéros スープとは、牛肉、色々な野菜（人参、パセリ、トマト、ピーマ

ン、じゃが芋）、ゆで卵、調味料（ローリエ、マージョラム、タイム、塩、胡椒）でで

きたスープです。 

オロシュハーザのフォアグラはハンガリーの中で有名です毎年オロシュハーザ

で「フォアグラ・フェス」が行われています。  

    

    

    

    

    



町町町町のののの歩歩歩歩きききき方方方方    

    

町を歩くとき、「Orosháza」（1）と「Gyopáros」（2）に分けた方がいいと思います。のんびりした

い場合には、一日中 Gyopáros に泊まって、プール・温泉やジョパーロシュ湖の景色を楽し

んだり、周りにある林での散歩が楽しめます。多くのホテルやレストランもこの辺りにあるの

で、ゆっくりしたり美味しいハンガリー料理を食べたりことができます。オロシュハーザ自体

は大きな町ではないので、短い時間で歩き回ることができます。おすすめなのはカルバン

派の教会(D)からスタートすることです。まず井戸博物館(G)の方へ行きます。すると博物館

や歴史メモリアルパーク(A)や市立ギャラリ(H)へ進めます。近くにアマデウス喫茶店(O)もあ

りますから、ここに立ち寄るのも良いかもしれません。次に近くにある２つの教会、カソリック

派の教会(C)、ルター派の教会(B)とシナゴーグ(E)を見てみましょう。サーントー・コヴァー

チ・ヤーノシュ博物館(F)もこの辺りにあります。最後に美味しいレーテシュを食べれる喫茶

店（Rétesbolt）(M) に行ってみましょう。名所はすべて町の中心やその近くにあるのでいろ

いろ他の歩き方でも可能です。オロシュハーザでの滞在、楽しんでみてください。 

詳しくは、オロシュハーザのホームページをご覧ください。 

http://gyoparosfurdo-oroshaza.hu/en/ 



 

 


