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基本情報: 
 

• 人口:1 万 3200 人 （2015年現在） 

• 人口密度 : 455.27 人/ｋｍ²  

• ホームページ: http://www.torokbalint.hu  

 

交通 
 
トロクバーリントはブダペストから 15km離れた場所にある町です。こ

こに来るためには、 

• 車の場合、M1,M7 番の高速道路を約 15 分、 

• 電車の場合南駅から Gyır 行き電車で 16 分、 

• バスの場合、Kelenföldから 172 番と 173 番のバスで 15 分、272

番のバスで 10 分、88番のバスで 30 分、そして Széll Kálmán tér
から 140 番で 20 分かかります。  

 

バス情報: http://futar.bkk.hu/?map=13/47.501/19.053&layers=GSVB 

電車情報:https://www.mavcsoport.hu/ 

 
 

 
トロクバーリントは昔、森の新鮮な空気で有名でしたが、今は３つの高速

道路が町を通っています。  



 

市の名前の由来 
 
16 世紀に住んでいた貴族、Török Bálint の名

前にちなんで付けられました。Török Bálint は、

この場所を買って、城を建てました。Egri 
csillagok という本は Török Bálint の生活につい

て日本語で書かれた本です。これはハンガリ

ーの有名な作家、Gárdonyi Géza が書きました。 

 
 
 
 

歴史 
 
トロクバーリントの外れで原始時代や中世の遺跡がたくさん見つけられました。 
この遺跡は今、国立博物館とトロクバーリントの博物館に陳列されています。 
 
15 世紀～16 世紀にトロクバーリントにバロック様式の教会が建てられました。 
 
1690 年頃、多くのスラブ人がトロクバーリントにきました。 
1701 年にはトロクバーリントはイエズス会の所有物になりました。  
イエズス会の 神父はドイツからカトリック 系の ドイツ人をトロクバーリントに 
呼びました。  
当時、トロクバーリントにはかなり多くのプロテスタントが住んでいましたので、

もっとカトリック系の人を増やそうと 思いました。 
これで合わせて 70 家族がトロクバーリントに住むようになりました。  
そのあとハンガリーはオーストリア・ハンガリー二重帝国 になりました。  
それで、さらにたくさんのドイツ人家族が ハンガリーに引っ越しました。  
第二次世界大戦の後、ドイツ人は無理やりトロクバーリントから追い出されまし

た。家族は、別々にされました 。 
この出来事を忘れないように記念碑が建立されています。  
 

 
 

Törökbálinti kitelepítettek emlékmőve 

 

住所 :2045, Törökbálint, Sváb tér 

トロクバーリントで見つ

かったローマ時代の墓石 



 

有名人  
 
フェレキ・カミッル 
(Feleki Kamill)  
 
1908 年 8 月 21 日にトロクバーリントで生まれました。彼はハンガリーの有名な

俳優と映画俳優でした。Állami Áruház という社会主義時代の前の典型的な映画

に出演しました。 Kossuth 賞ももらいました。1993 年 10 月 18 日になくなりま

した 。 
 

 
ヲールフ・ジョールジュ 
(Volf György) 
 
ヲールフ・ジョールジュは 1843 年 9 月 13 日にトロクバーリントで生まれまし

た。彼はハンガリーの有名な言語学者で、ハンガリー科学アカデミーの一員で

した。昔のハンガリー語を研究しました。トロクバーリントの図書館も Volf 
Györgyの名前がつけられています。1897年 9 月 13 日になくなりました。 
 
 
 
 
 
イガリ・ディアナ 

(Igaly Diána) 
 
イガリ・ディアナは現在トロクバーリントで住んでいる射撃競技のオリンピ

ック選手です。1965 年 1 月 31 日にブダペストで生まれました。2000 年のオ

リンピックで銅メダル、2004 年のオリンピックで金メダルを獲得しました。

トロクバーリントはイガリ・ディアナを誇りに思います。 
 
 

名所 
 

Tüdıgyógyintézet 

保養所 
住所: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. 

ホームページ: http://torokbalintkorhaz.hu/ 
ブダペストから来る時、Kelenföld （ケレンフルド）から

172 番、173 番、272 番、88 番のバスの Munkácsy Mihály 
utca, hısi emlékmő バス停まで、Széll Kálmán tér から来る

時 140 番と 142 番のバスで来ることができます。 
Tüdıgyógyintézet の建物は 1700 年に建てられました。は

じめは宮殿で、Majláth（マイラート）と Festetics（フェ

ステトェチ）という有名な家族の邸宅でした。このため、

バロックのスタイルが見られます。1926 年に病院になり

ました。サナトリウムは庭がとてもきれいです。誰でも

訪れることができます。 



Falumúzeum 

郷土史博物館 
住所: 2045 Törökbálint, Baross u. 17. 
ホームページ: http://torokbalint-
konyvtar.hu/lapok/muzeum.html 
郷土史博物館は 1996 年にオープンしました。ここで、

昔、トロクバーリントや近くの村に住んでいた人たち

の家具や日用品、家具つきの部屋や当時の写真などが

展示されています。最近は、トロクバーリントで活動

しているアーティストの展示会もたくさんあります。 
開いている時間 
金曜日、土曜日、日曜日 13 時から 16 時まで開いて

います 
入場料はありません。 
 

Anna-hegyi kilátó 
アンナ山の展望台 
展望台からブダペストやブダオールス、Budai-hegység という山脈などが見えます。展望台からの景色

もすばらしいですし、森でのハイキングも楽しいです。 
行きかた: 
 
 

 
  



バスなら : トロクバーリントの「 Munkácsy Mihály utca, hısi 
emlékmő」というバス停まで 88 番、88B 番、140 番、142B 番、142
番、172 番、172B 番、173 番、272 番、972 番、972B 番のバスで行

ってください。そして赤い線のハイキングサインを頼りに歩いてい

くと展望台まで行けます。やく 20 分かかります。 
 
入場料はありません。 
 

 

A törökbálinti Walla villa 

トロクバーリントのワッラ城 
住所: 2045 Törökbálint, Kastély utca 
 
1902 年にトロクバーリントに住んでいたワッラ・ヨージェフに

よって建てられました。中世の城みたいなエクレクティクスタイ

ルの建物は展望台でした。昔、ここでストーブの展示会がありま

したが、ざんねんながら閉鎖していました。今は国定記念物にな

っています。トロクバーリントの紋章になりました。 
 
 

Kálvária 
ゴルゴダの丘 
住所: 2045 Törökbálint, Kálvária köz 
 
カルバリの丘はキリスト教でイエス・キリストが十

字架に磔にされたことを象徴する場所です。トロク

バーリントで 1764 年に人工的な丘に建てられました。

一度、崩壊しましたが、1992 年に改装しました。丘

の上からの景色がとてもきれいで、となりの町だけ

でなくブダペストも見えます。 
 
 
 

 

Munkácsy Mihály Mővelıdési Ház 
カルチャーセンター 
住所: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83 
ホームページ: http://www.mmmh.hu/ 
営業時間: 毎日８時から２２時まで 
 
私の住んでいる町に 2007 年に新しいカルチャーセ

ンターが建てられました。カルチャーセンターの建

築面積は 4000 ㎡、一番大きなホールは 500 人が入

る広さです。建物は 4 階建てで、そばに図書館が建

てられました。カルチャーセンターでは色々な講習

が開かれたり、活動が行われています。例えばヒッ

プホッダンス、バレー、劇団と幼稚園児のプログラムなどです。この町で活動している合唱団もここで練

習します。カルチャーセンターにカフェもあります。値段が安くて、雰囲気もいいと思います。夏にアイ

ス、冬にケーキを食べることもできます。 

 



町の歩き方 

 
 

トロクバーリントの「Munkácsy Mihály utca, hősi emlékmű」というバス停まで 88番、88B 番、140 番、

142B 番、142 番、172 番、172B 番、173 番、272 番、972 番、972B 番のバスで行くことができます。 

１． 第一次世界大戦に戦う軍人の記念碑 （Hősi emlékmű) 

２． カルチャーセンター （Munkácsy Mihály Művelődési Ház ） 

３． カソリックの教会 

４． 保養所 

５． ゴルゴダの丘 

６． 郷土史博物館 

７． 引っ越したドイツ人の記念碑（Törökbálinti kitelepítettek emlékműve） 

８． トロクバーリントのワッラ城 

 

  

 

 

 

 



レストラン、ホテル 
 
Szt. László Lovagkirály Étterem és Szálloda 

住所: 2045 Törökbálint, 2045 Törökbálint, Határ u. 26. 

電話番号: +36 30 68 00 705, +36 30 318 08 49 

ホームページ: www.lovagkiraly.hu 

 

レストランレストランレストランレストランでは中世のお城のような内装と、その当時の料

理があります。お勧めの料理は丸パンに入れた玉ねぎのス

ープとじゃこうそう（ハンガリー語で kakukkfű）味付けす

る鳥肉にベイクドポテトにヨーグルトサラダ。デザートに

マロンピューレをお勧めします。でも、主菜として鳥肉、

豚肉、牛肉、魚、獣肉の色々な料理もあります。 

レストランの前に駐車場があります、駐車は無料です。席

の予約もできます。グループで行くこともできます。お持ち

帰りも可能なレストランです。 

レストランの開店時間は月曜日から金曜日まで 16 時から 22

時まで、土曜日と日曜日に 12 時から 22時までです。でも、

12 月 24 日から 26 日まで、そして 12月 31 日から 1 月 1日

まで閉まっています。 
 

ホテルホテルホテルホテルでは二･三人部屋がありますが、追加ベッドもありま

す。シャワー室、テレビ、無料インターネット接続もありま

す。ホテルのお客様に朝御飯と昼御飯あるいは晩御飯は提供

されています。現金しか受けない。犬と猫を持っていくこと

ができます （5000 フォリント/一晩）。ハンガリー語を除

いて英語、ドイツ語、ルーマニア語、イタリア語を話せます。

朝食無しで二人で泊まると一晩は 15000 フォリントです。 

ホテルの開店時間は月曜日から日曜日まで 8 時から 23 時ま

で、通年営業しています。 

 

 

 

 

 

 

 



その他の宿泊施設 
 

Szt. László Lovagkirály étterem és szálloda 

住所: 2045 Törökbálint, Határ u. 26. 
電話番号: +36 30 68 00 705, +36 30 318 08 49 
ホームページ: www.lovagkiraly.hu 
https://www.youtube.com/watch?v=FPQU8ldfEhk 
 

Drive Inn Hotel Törökbálint 

住所: 2045 Törökbálint, Tó u. 1. 
電話番号: +3623 337 736, +3670 67 47 553 
ホームページ: http://www.driveinnhotel.com/ 
 

István panzió 

住所: 2045 Törökbálint, Határ u. 2. 
電話番号: +36 23 335 750 
ホームページ: http://web.t-online.hu/arany960/index.htm 
 

Piri panzió 

住所: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 6. 
電話番号: +36 23 336 504, +36 30 395 60 88 
ホームページ: http://piripanzio.hu/ 
 

Éva panzió 

住所: 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 79. 
電話番号: +36 20 586 1545 
ホームページ:- 
 

Fekete Póni Vendégház 

住所: 2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 30. 
電話番号: - 
ホームページ:- 
 

Villamaxx Suites & Apartments 

住所: 2045 Törökbálint, Rácz zug 6/79 
電話番号: +36 30 407 6606 
ホームページ: http://villamax.hu/ 
 

A.E.I.O.U. Oekotel 

住所: 2045 Törökbálint,Tóperk u. 2. 
電話番号: +36 23 500 515 
ホームページ: http://www.oekotel.com/hu/szalloda/budapest 
 
 


