
リマソムバト 

 

(Rimaszombat,Rimavská Sobota) 

 

 

 

リマソムバトの基本データ  

 

人口: 24610人 (2011年) スロバキア人：13301人、ハンガリー人：7298人 (2011年) 

地域: 南スロバキア 

県: バンスカービストリツァ (Banská Bystrica) 

リマソムバト（ハンガリー語）またはリマヴスカーソボタ（スロバキア語）は南ス

ロバキアの町である。ハンガリーとの国境から 30ｋｍである。ブダペストのシュタ

ディオノク(Stadionok)駅からシャルゴータルヤーン(Salgótarján)までバスで行き、そ

こから電車に乗り換える。ブダペストからリマソムバトに着くまで 3 時間ぐらいか

かる。 

 

 

 

 

 

 



リマソムバトの歴史 

町について最初の記録は 1268 年

である。その記録によると町で

市はいつも土曜日（ハンガリー

語で szombat）にあり、そして

町の中心をリマ川が流れている

ので、町はリマソムバトと名付

けられたそうだ。15 世紀にお城

と城壁も建てられたが、トルコ

人に破壊された。また、1506 年

に火災があり、町の大部分が全

滅した。リマソムバトは 1786 年にハンガリー王国のキシュホント（Kishont）県の県都にな

った。第一次世界大戦の後、1919 年 7 月 5 日から 1938 年 11 月までチェコスロバキアの町

になり、1938 年 11 月から 1944 年 12 月までハンガリーの町になった。1944 年 12 月 21 日に

ロシア人に解放されて第二次世界大戦が終わってからまたチェコスロバキアの町になった。 

現代は、1993 年 1 月 1 日にチェコスロバキアから分離独立したスロバキアのリマソムバト

郡の群都である。 

 

リマソムバトに生まれた有名人について 

 

 

ブラハ・ルイザ(1850 年 9 月 8 日-1926 年 1 月 18 日)はハンガリー国立劇

場の女優である。Móricz Zsigmond-Sári bíró の出演で有名になったという。

1901 年に国立劇場の永久会員に選ばれた。 

 

 

 

 

フェレンツィ・イシュトヴァーン(1792 年 2 月 24 日-1856 年 7 月 4

日)はハンガリーの彫刻家であり、ハンガリー科学アカデミーの会員

でもある。有名な銅像： 

Kölcsey Ferenc の胸像 (ハンガリー国立美術館、ブダペスト) 

Kazinczy Ferenc の胸像 (ハンガリー国立美術館、ブダペスト) 

Euridiké （帝政様式の教会、リマソムバト） 



トムパ・ミハーイ（1817 年 9 月 18 日-1868 年 7 月 30 日）はハンガ

リーの詩人であり、ハンガリー科学アカデミーの会員でもある。

1848 年のハンガリー革命後、他の詩人と違ってハンガリーを去らず

に負けてしまったハンガリー人を慰めるために詩を書くことを続け

たという。 

有名な作品： 

A madár fiaihoz （鳥の息子たちへ） 

A gólyához （コウノトリへ） 

 

 

パーストリ・ディッタ（1903 年 1 月 31 日-1982 年 11 月

21 日） ハンガリーのピアニストであり、バルトーク・

ベーラの妻でもある。バルトーク・ベーラはピアノ協奏

曲第 3 番をパーストリ・ディッタのために作曲したとい

う。 

 

リマソムバトの名所について 

 

リマソムバトのすぐ近くに大きな湖がある。湖の名前はクリンツ(Kurinc)、またはスロバキア

語でクリネツ(Kurinec)である。湖の水の色はちょと緑なので、緑の水とも呼ばれているそう

だ。 

 

 



湖は町から 4ｋｍぐらいなのでバスでも行けるし、徒歩でも遠くない。湖の周りに森もある

のでとてもきれいな所であり、観光客にも人気がある。現代湖の隣にプールが 3 つもあるの

で、もし湖で泳ぐことがちょっといやなら、プールでも泳げる。他にはテニスやゴルフもで

きる。もちろんホテルやレストランも沢山あるのでもしお腹がすいたらいろんな食べ物も食

べられる。特にアイスはおいしいそうだ。 

 

時間、料金など： 

プールやお店は６月から９月の間、午前９時から午後９時まで週末を含めて毎日開いている。

ゴルフとテニスもこの期間にだけできる。 

料金： 

プール：2€ （ユーロ） 

テニスフィールド：3.50€（1 時間）テニスラケットなどのレンタル：1.70€ 

ゴルフ：1.70€（1 時間） 

ボート：3€ （1 時間） 

パドルボート 3€ （1 時間） 

ハイキングについて： 

プールの隣に駐車場があり、その駐車場の側に森が見える。道を進むと森に入ることができ

る。森の中では木に描かれた青い記号に従って歩いてください。 



 

リマソムバトの一番有名な建物は Zathureczky のお城である。お城は 19 世紀の前半に建てら

れたが、現在は Molnár 家の自宅となっている。残念ながら今は公共財産ではないので、訪

ねることができない。が、外からもとてもきれいな古典主義のお城である。 

 

  

 

 

 

博物館 

リマソムバトの Gemersko-Malohontské Múzeum はスロバキアで最も古い博物館の１つである。

1882 年に建てられた。おすすめの展示品はスロバキアで展示されている 5 つの古代エジプ

トのミイラの一つである。スロバキ

ア民衆蜂起の展示会もおもしろい。 

住所：Námestie M. Tompu 5 

   979 01 Rimavská Sobota 

電話番号： + 421 - 47 - 56 32 741 

 

時間：1 月～3 月: 月～金 8.00 – 16.00 

   4 月～9 月: 月～金 8.00 – 16.00, 

土～日 9.00 – 16.00 

   10 月～12 月: 月～金 8.00 – 

16.00 

料金：2€ 

 

 

 



天体観測所 

 

          天体観測所で大きな天体望遠鏡があるので、太陽を見ることができ、

夜は星空が見られる。隕石も展示されている。 

住所： Tomášovská 63,  979 01 Rimavská Sobota 

電話番号：+421 47-5624709 

時間：月～目 8：00～15：30 

     金 8：00～22：00（夏は 23：00） 

料金：1€ 

 

教会について： 

リマソムバトの Főtér 広場に二つの教会がある。黄色のカトリックの教会は 18 世紀に建てら

れ、中にある祭壇の上の天使壁画で有名なバロックの教会である。もう１つの教会は、紫色

の帝政様式の教会である。このカルヴァン主義の教会も 18 世紀に建てられた。教会の塔の

高さは 36ｍである。 

 

 

 



三番目の Cukrovarská 通りのルーテル教会も 18 世紀に建てられたバロック教会である。リマ

ソムバトの教会は全部ミサのとき以外は閉まっている。 

 

他の名所： 

ペテーフィ・シャーンドルの家： 

ペテーフィ・シャーンドルはトムパ・ミハーイの友人だったので、訪ねたたびこの家に住ん

でたという。住所：Tomášikova 21,  9701 Rimavská Sobota 

 



 

 

銅像： 

 

        ブラハ・ルイザ                            トムパ・ミハーイ       ペテーフィ・シャーンドル 

  （Főtér 広場）        （トムパ・ミハーイ広場）    （トムパ・ミハーイ広場） 

 
フェレンツィ・イシュトヴァーン 

（Főtér 広場） 

 

 

 

 

 

 



第一次世界大戦に亡くなった人の記念碑 

          （Főtér 広場） 

                       

                                                                                                             図書館 （Főtér 広場） 

お祭り： 

町の日（5 月の最終の週末）は町の成立を祝うお祭りである。市で沢山お土産などを買って、

朝から夜までコンサートやおもしろいプログラムが山ほどある。 

 

 

 



ATRIUM  ART 音楽と演劇の祭り（7 月の後半） 

ATRIUM ART は音楽と演劇の祭りで、1 週間ぐらいコンサートと上演を割引の安いチケットで

見られる。劇は劇場の中で、コンサートは外（雨だったら劇場の中）であり、劇はスロバキ

ア語である。 

 

ホテルとレストランの情報 

Hotel Zlaty Byk ホテルズラティビーク 

3 つ星 ホテルなので、結構高い。一人部屋（7

室）は 38€、二人部屋（29 室）は 50€、アパー

ト（2 つ）は 70－110€である。レストランと喫

茶店もある。Wi-Fi も駐車場もある。駅は近い。 

住所：Nám. Š. M. Daxnera  413, 9701 Rimavská 

Sobota 

電話番号：+421 47/563 20 32  

          ウエッブサイト：http://www.hotelzlatybyk.sk/（ハンガリー語でもある） 

http://www.hotelzlatybyk.sk/


 

 

         Hotel Carrera 

       結構高い。一人部屋は 35€（1 室）、二人部屋 45€（15 室）     

  である。Wi-Fi も駐車場もある。駅は近い。 

    住所：Cintorínska 2,  979 01 Rimavská Sobota 

     電話番号：+421 905 509 012 

  ウエッブサイト：http://www.hotel-carrera.sk/  

 

 

Tompa Mihály 寮 

ハンガリー語でも話せる。 

一人部屋：8€ 

住所：Daxnerova 35-37, 979 01, Rimavská Sobota 

電話番号：+421 47/56 21 511 

 

 

レストランの情報： 

Sultan スルタン 

町の中心にあり、とても有名なレストラン。スロバキ

ア料理とハンガリー料理（例えばパラチンタ）も食べ

られる。少し高い。 

住所：Hlavné námestie 5/2 

   979 01 Rimavská Sobota 

電話番号：+421 47/563 17 52 

 

 

 

Pizza Zapad 

町の中心から少し離れている所にあるけれど、とても安くてお

いしいレストランである。ピザ以外サラード、スープ、ハルシ

ュカ（スロバキアの伝統的な食べ物）も食べられる。ウエート

レスとハンガリー語でも話せる。 

住所：Dr. V. Clementisa 8, 97901 Rimavská Sobota 

電話番号：+421 910 944 822 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-carrera.sk/


レストラン U Lenky 

スロバキア料理のレストランである。安くて人

気がある。 

住所：B.Bartóka 2, 979 01 Rimavská Sobota 

電話番号：+421910566696 

 

 

 

 

 

喫茶店 Tri ruze-3 rózsa 

町の中心にあり、有名な喫茶店。安いし、おいしいケーキも

食べられます。ハンガリー語のメニューもあり、店員さんも

ハンガリー語を話せる。 

住所：Hlavné námestie 20, 979 01 Rimavská Sobota 

 

 

 

町の歩き方 

 

リマソムバトは小さな町なので、駅から歩いて 10 分で町の中心に着く。もちろん、

バスに乗ることもできる。バスと電車の駅は隣同士なので、とても便利である。駅

からまっすぐ道 (Železničná-Vasút 通り）を歩いたら、すぐ町の中心に着けるので、

迷うことがない。 

町の地図： 

 



名所の地図： 

 

 
 

A-博物館 

B-ルーテル教会 

C-カトリックの教会、カルヴァン主義の教会、第一次世界大戦に亡くなった人の記

念碑、図書館、銅像 

D-天体観測所 

E-ペテーフィ・シャーンドルの家 

F- Zathureczky のお城 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ホテルの地図： 

 

 
 

A- Hotel Zlaty Byk ホテルズラティビーク 

B- Hotel Carrera 

C- Tompa Mihály 寮 

 


