
 

 

Szolnok 

(ソルノク) 

基本情報とアクセス: 

 

ソルノクはヤース・ナジュ・クン・ソルノク県の中心にある都市である。ここはハンガリー

の 2番目に大きい川、ティサ川にザジュヴァ川が流れ込む場所でもあるため、水の町と呼ば

れている。町のシンボルは伽藍鳥（がらん）である。しかし、最近出来た、歩行者専用(ト

ンボ橋) も注目を集めており、新しいシンボルとなっている。文化活動の広い町として有名。

人口は 74341 人（2012のデータにより）、人口密度は 397、03人/平方。 

ブダペストからちょうど 100kmの距離にあり、電車で 1時間かかる。終点がソルノクではな

い場合は、Nyugati 駅から Debrecen-Záhony 駅までの線や、Keleti 駅からトランシルバニア

に行くインターシティに乗ることをお勧めします。 

GPS 情報:47,17467、 20,19649。 

ホームページ: www.szolnok.hu   

 

ソルノクの歴史: 

ソルノクの歴史は 1000年前に遡ると言

われている。町の名前の由来は最初の執

行吏の名前から来ていると言われている。

アールパード家がハンガリーを治めてい

た時代には、農業都市であり、同時に、

二つの川にも恵まれて、運送にも都合の

いい場所であった。昔の名所はソルノク

の城であった。ティサ川とザジュヴァ川

が繋がるところに建てられた城は土で出来ていて、戦略的に重要な意味を持っていた。タタ

ール（モンゴル）がハンガリーを攻め込んで来た時、ソルノクは町を守る為に壁を作ったが、

結局城は乗っ取られ、1552 年から 1685年までタタールのものになった。ティサ川の最初の

橋もその間に完成された。しかし、タタール襲来の後、ソルノクは無人になって、長い間地

図にも村としてしか存在しなかった。城自体は再建されていたが、1697年を初め何度も燃

やされた挙句、城壁の石もすべて取り除かれた。しかし、その後、ティサ川の整備や汽船、

汽車などの開通に伴い再び発展を始めた。 

ソルノクの有名な人物: 

 

Verseghy Ferenc - ヴェルシェギ・フェレンツ 

18 世紀の詩人や言語学者として有名。ソルノク出身。フランスの国歌

を最初にハンガリー語に翻訳した人。ヴェルシェギ公園や高校の名前

にもなっている。 

 

 

 

 

 

http://www.szolnok.hu/


 

 

Balázs Péter  - バラージュ・ペーテル 

芸歴の長い俳優、映画監督、演劇監督として有名。2007 年からソルノ

ク市の劇団の団長。 

 

 

 

 

 

 

Farkas Bertalan - ファルカシュ・ベルタラン 

ソルノクの航空機大学を卒業し、ハンガリー最初で現在まで唯一の宇宙

飛行士である。現在、宇宙研究者として活動している。 

 

 

 

 

 

Marsi Anikó - マルシ・アニコー 

1997 年から RTL Klubの Fókusz という番組のアンカーマンを担当して

いる。 

 

 

 

 

 

井崎正浩 

ハンガリーと日本を往復しながら演奏活動を行っているソルノク交響楽

団の指揮者。福岡出身。 

2007 年からソルノク市の音楽総監督でもある。 

 

 

ソルノクの名所: 

 

 

Szolnoki Repülőmúzeum ソルノク飛行機博物館 

住所: Kilián György út 1 

ホームページ: http://www.repulomuzeum.hu 

43 機の飛行機やヘリを所有する戸外の博物館であ

る。飛行機はそれぞれ別の国で作られて 

おり、中には第二次世界大戦の時の再構築された

モデルもある。 

博物館は戸外にあるため、訪ねるのは 4月 1日か

ら 10月 31日まで可能である。月曜日は休業。開

館時間はこの通りになっている:  

火曜日-木曜日: 9 時-午後 3時まで 

金曜日: 9 時-午後 1時まで 

土曜日-日曜日: 10 時-午後 4時まで 

見学は無料、写真や映像撮るのも可能である。 

http://www.repulomuzeum.hu/


 

 

Szigligeti Színház シグリゲティ劇場 

住所: Tisza park 1 

ホームページ: http://www.szigligetiszinhaz.hu 

1912 年に幕を開けた劇団である。演目は毎日 19時から

始まる。作品のジャンルは幅広いため、子供用の作品

を含め、皆、自分の好みに合うものを見つけられるだ

ろう。ホームページはハンガリー語なので、プログラ

ムについては次のメールアドレスに英語で連絡するの

をお奨めします: jegyiroda@chello.hu  

 

 

Aba-Novák Kulturális Központ アバ・ノヴァーク

文化センター 

 

住所: Hild János tér 1 

ホームページ: http://www.ankk.hu 

1978 年に建てられた文化センター。カンフーの同

好会を初め、民踊、 絵画館、音楽イベントなどの

会場である。中にも一番有名なのは国際アコース

ティックギターフェスティバル (日は毎年違っているので、こちらのページでスケジュール

をチェックするのをお奨めします: http://www.acoustic-guitar.hu/htmlek/hu_main.html)

とジャズの日である。ソルノク交響楽団も毎週練習している。定期チケットは 4種類に分け

ており、その中でアバ・ノヴァークチケットのコンサートは必ずここに行なわれている。一

回だけのチケットは 2.500 Ft。スケジュールと詳しい情報はこちらのホームページでご覧

下さい: 

http://www.szolnokiszimfonikusok.hu/evad.html 

 

Tiszavirág híd トンボ橋 

住所: Tiszai hajósok tere 

ホームページ: http://szolnokigyalogoshid.hu 

2011 年 1月 21日に出来た、ヨーロッパ最大の歩

行者専用の橋。名前通り、橋を使えるのは歩行者

とサイクリストのみ。ゆえにティサ川をゆっくり、

近くで見下ろすには絶好の場所である。 

 

ソルノクのイベント: 

 

ソルノクで一番人気があるプログラムは Szolnoki 

Szimfonikus Nyár - "parti-túra" =ソルノクの交

響夏 - 祭りツアーと言うイベントである。このイ

ベントは 2012年から続いている、ソルノク交響楽

団によるコンサートシリーズである。このイベント

の基本的な目的はクラシックコンサートの楽しさを

若者から年配の方まで広く浸透（しんとう）させる

ことである。スケジュールには映像付きの映画音楽、

ラテン音楽、ミュージカル、炎奇術師などが含まれ

ている。イベントは毎年トンボ橋の前の Tiszai 

http://www.szigligetiszinhaz.hu/
mailto:jegyiroda@chello.hu
http://www.acoustic-guitar.hu/htmlek/hu_main.html
http://www.szolnokiszimfonikusok.hu/evad.html
http://szolnokigyalogoshid.hu/


 

 

Hajósokという広場で、8月の土曜日の夜、5回連続して開かれる。楽団自体は非営利協会

の為、この戸外のコンサートは無料である。 

写真集はこちらのページでご覧下さい: 

http://www.szolnokiszimfonikusok.hu/partitura2013.html 

 

ホテル: 

 

名前:Hotel Tisza Szálló és Gyógyfürdő 

住所:5000 Szolnok, Verseghy park 2. 

番号: 56/510-850 

ホームページ: http://hoteltisza.hu 

宿泊料金: 部屋の種類によって 13.000-33.000 Ft まで 

ティサ川の川辺にある温泉付きのホテル。部屋は 33室あって、3種類に分けられている。

全部屋のアレンジはネオバロック風。温泉はサウナを含めて、ホテルの宿泊客は営業時間以

外でも利用することが可能。レストランはハンガリーの伝統的な料理や国際的な料理を提供

している。ネットの利用は料金に含まれている。 

 

名前: Garden Hotel 

住所: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 

番号: 56/520-530 

ホームページ: http://www.gardenhotel.hu 

料金: 9.000-30.000 Ftまで 

約 60 の近代的な部屋を用意しているホテル。テレビとエアコンは全部屋に付いていて、駐

車場もある。料金にはビュッフェ形式の朝食（７～10 時まで）、サウナ、プール、マッサ

ージと子供用の遊び場なども含まれている。ホテル内ではネットも無料。4-10歳の子供に

は 50%の割引がある。週末に泊まると料金は半額になる。４歳未満の子供はエキストラベッ

ドを利用しない場合、無料となる。レストランは 11時 30 分から 23 時まで開いている。 

 

レストラン: 

 

名前: Galéria Étterem 

住所: 5000 Szolnok, Szapáry út 1. 

番号: 56/513-053 

ホームページ: http://www.galeriaetterem.hu 

営業時間: 毎日: 11 時~23 時まで 

料金: 450-1500ft 

 

１階はレストラン、2階は喫茶店と 160人も入れるパーティー用の広いホールがある。春の

終わりから夏の終わりにかけては庭の利用も可能。ハンガリーの伝統的な料理と国際料理を

提供している。ハーフサイズの注文も可能。この場合は本来の 70%を払います。 

 

名前: Zagyva Cukrászda 

住所: 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gyula út 2. 

番号: 56/410-402 

ホームページ: 無い 

営業時間:  

月曜日-火曜日: 休日 

水曜日-日曜日: 10 時-18 時 

http://www.szolnokiszimfonikusok.hu/partitura2013.html
http://hoteltisza.hu/
http://www.gardenhotel.hu/
Szolnok%20Guidebook.docx


 

 

料金: 200-1500ft 

 

ソルノクで一番人気がある喫茶店。町のコンビニは、すべてのこの店からケーキを仕入れて

いる。従って、月曜日は喫茶店は休みだが、スーパーなどでこの喫茶店の焼きたてのケーキ

が手に入れられる。喫茶店の店内はあまり広くないので、持って帰るのをお勧めします。 

 

ソルノクの歩き方: 

1. 電車で来た場合は、駅から出て Baross Gábor 通りを真っ直ぐ進むと町の中心に辿り着け

ます。24と 24A番のバスの終点も同じ場所です。 

 

2. トイレの場所は２つあります。１つはバスターミナル「Pelikán Autóbusz állomás」で

す。建物に入って階段で地下に降ります。そこにはトイレ室しかないので、迷うことはない

です。100Ft をロックに入れると入れます。もう一つは Szolnok Plázaの 2 階にあります。

映画館の前に立つと左にあります。中はきれいで、無料で使えます。 

 

3. バスターミナルの前を右に進んで、最初の交差点をまた右に曲がると Tourinform の事務

所があります。 

 

4. さらに進んで最初の交差点を左に曲がると Kossuth 広場に着きます。噴水とベンチがあ

るので、休憩するには便利な所です。 

 

5. Kossuth 広場から戻って Szapáry通りを抜けると Tiszaparti遊歩道に着きます。川辺で

川を眺めながらゆっくり歩けます。トンボ橋もここから通れます。Verseghy 公園まで行っ

てみても悪くないかもしれません。 

是非、ソルノクにいらっしゃって下さい! 


