
ケチケメート 
Kecskemét 

 

 

 

国内第 8 位の都市 

ハンガリー大平原にある 

ブダペシュトから電車で約１時間２０分 

バーチ・キシュクン県の県都 （１９５０年から） 

１３６８年に町となった 

人口: １１万２０７１人（２０１４年現在） 

人口密度: ３万５４１１人/km2 

郵便番号: ６０００ 

市外局番: ７６ 

表象: 山羊（ハンガリー語では「kecske」） 



ケチケメートは国内第 8 位の都市であり、バーチ・キシュクン県の県都である。ハンガリー

大平原にあって自然美は多くないが、素敵で住みやすい町である。夏には沢山のお祭りが開

かれるので、観光したいと思っている人にとっては夏のケチケメートが一番お勧めである。

しかし、他の季節に旅をしても、ケチケメートの奇麗な建物は絶対に気に入ることだろう。

ケチケメートの一番面白いところは、町の中心に７宗教の７教会が見られることである。 

 

歴史 

ケチケメートの住人は最初、５０００年前に定住した。１３世紀初頭、教会を中心とした人

口２００人から３００人の７つの村が合併しケチケメートという名前の１つの町になった。

重要な通商路上にあったことから、特に税関や市場の場所として大切な町だった。ハンガリ

ー王ラヨシュ 1 世によって特権が与えられ、１３６８年に町となった。オスマン帝国の侵攻

時代、隣の町村から住民たちは壁に守られたケチケメートへ逃れた。これもケチケメートの

人口増加に繋がった。ケチケメートの町は、ブダにいるオスマン帝国のパシャに直接税金を

払っていたので、守られた。１８世紀最後の１０年間、ワイン用ブドウの病気が地域の丘陵

地帯にある全てのブドウ畑に発生した。そのため、１９世紀にはこの被害を免れたケチケメ

ートが重要なワイン生産地となった。しかし、現在ケチケメートで生産されている一番有名

なお酒はアプリコットで作ったパーリンカである。第二次世界大戦後ケチケメート地方は再

編され、歴史的に町の一部となってきた広大な土地を失った。新たな村々は今もケチケメー

トとの密接な関係を保っている。 

 

有名人 

Katona József （カトナ・ヨージェフ） 

（１７９１年１１月１１日– １８３０年４月１６日） 

 ケチケメートで生まれて、３８歳でケチケメートで死亡したハンガリーの最も有名な劇作

家。カトナの一番著名な作品は Bánk bán（バンクバン）という舞台ドラマである。現在、ケ

チケメートのシアターや図書館や高校などにはカトナ・ヨージェフの名前がつけられている。 

 

Kodály Zoltán （コダーイ・ゾルターン） 

（１８８２年１２月１６日- １９６７年３月６日） 

 ケチケメートで生まれた世界中に知られている作曲家、民族音楽学者。「コダーイ・メソ

ッド」という手法を作り、音楽教育に重大な影響を与えた。ケチケメートにあるコダーイ・

ゾルターン音楽大学で勉強をするために、日本の方々もよくケチケメートに来てくれる。 

 



名所 

市役所 

  住所: Kossuth tér 1. 

    電話: +36 76 483 683 

１８９２～１８９６年の間、アール・ヌーヴォーのスタイルで建てられた。特に週末、観光

に訪れると結婚式を見る機会が多い。１８９７年から１９９６年まで図書館もあった。 

 

大教会 

  住所: Kossuth tér 2. 

    電話: +36 76 487 501 

市役所のすぐ隣にケチケメートで一番大きな教会が立っている。バロックのスタイルで建て

られたカトリック教会である。高さは７２メートルで、階段を登ったら上からケチケメート

の全体が見渡せる。毎年サンタクロースの日である１２月６日周辺に、教会の上からサンタ

クロースが降りてきて、教会の前に集まっている子供たちに小さいお菓子などを渡す。毎時、

教会の梵鐘によってケチケメートについての「Kecskemét is kiállítja」という伝統的なハンガ

リーの歌の音色が流れる。 

 

 

 



フランシスコ会の教会 

  住所: Kossuth tér 5. 

    電話: +36 76 497 025 

市役所の向かいにケチケメートで最も古い建物であるフランシスコ会の教会を見ることがで

きる。フランシスコ会とは、カトリック教会の修道会の総称である。教会の庭木戸を通ると、

古い壁に囲まれている小さくて素敵な庭の景色が見え、必ず人の心を打つだろう。 

 

カトナ・ヨージェフ・シアター 

  住所: Katona József tér 5. 

    電話: +36 76 501 177 

 メール:  info@kecskemetikatona.hu 

 サイト:  http://www.kecskemetikatona.hu/hu/english/about.html（英語） 
 

１８９６年に折衷主義のスタイルで建てられ、見た目はブダペシュト首都のコメディー・シ

アター(Vígszínház)によく似ているが、そんなに大きくはない。シアターの向かいに、１７４

０年のペスト感染も記念として建たれた三位一体の塑像が見られる。 
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ツィフラ宮殿（Cifrapalota） 

  住所: Rákóczi út 1. 

    電話: +36 76 480 776 

 メール: cifrapalota.kecskemet@gmail.com 

 サイト:  http://muzeum.kecskemet.hu/cifra（ハンガリー語） 

 営業: 火曜日～日曜日、午前１０時～午後７時 

    入場料金: ７００Ft/大人、３５０Ft/子供（１４歳まで）あるいは隠居 

世に知られている宮殿とは異なり、昔、建物の中にはアパートや店やカジノなどがあった。

現在はギャラリーとして営業し、ムンカーチ・ミハーイ（Munkácsy Mihály）、リップル・ロ

ーナイ・ヨージェフ（Rippl-Rónai József）、ヴァサリ・ヤーノシュ（ Vaszary János）などのハ

ンガリーで大変有名な画家の絵の見ることができる。建物は１９０２年にアール・ヌーヴォ

ーのスタイルで建てられ、特にハンガリーの伝統的な模様が強調されている。 

 

科学と技術の家（Tudomány és Technika Háza） 

  住所: Rákóczi út 2. 

    電話: +36 30 207 1143 (コンサート), +36 76 487 611（美術館） 

 メール:  info@technikakavezo.hu 

 サイト:  http://technikakavezo.hu（ハンガリー語） 

 営業: 月曜日～金曜日、午前８時～午後４時（美術館） 

昔はユダヤ教のシナゴーグ（教会）として建てられたが、第二世界大戦でケチケメートのユ

ダヤ人の人口は激減したので、現在は文化ホールとして営業している。建物の二階でイタリ

アの有名な彫刻家であるミケランジェロの１５彫刻のコピーを見ることができる。一階では、

金曜日と土曜日に色々なロックやポップなどのバンドや歌手のコンサートが行われているの

で、ケチケメートの若者にもとても人気がある。 

 

 

その他 

Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark（アクアパーク） 

  住所: Csabay Géza körút 2. 

    電話: +36-76/417-407, +36 76 500 320 

 メール: info@csuszdapark.hu 

 サイト:  http://www.csuszdapark.hu（ハンガリー語） 

 営業: ６月～８月、毎日午前９時～午後８時 

    入場料金: １６００Ft/大人、１２００Ft/子供（１４歳まで）あるいは老人 

滑り台が６つあり、３つのプールと１つの温泉プールがある。入場料は１７時から安くなる

（１１５０Ft/大人、８５０Ft/子供（１４歳まで）あるいは隠居）。スライダーの使い放題

はプラス１６００Ft となっている。 

mailto:cifrapalota.kecskemet@gmail.com
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Kecskeméti Fürdő （プール・温泉） 

  住所: Csabay Géza körút 5. 

    電話: +36 76 500-320 

 メール: info@kecskemetifurdo.hu 

 サイト:  http://kecskemetifurdo.hu/en （英語） 

 営業: 一年中、毎日午前６時～午後９時 

    入場料金: ２６００Ft/大人、２１００Ft/子供（１４歳まで）あるいは年金受給者 
 

水滑り台は２つ、プールは９つ、温泉プールは２つがある。全部から３つは外気である。ウ

ェルネスサービスがご利用頂ける。 
 
 

Benkó Zoltán Szabadidő Központ（楽園） 

  住所: Nyíri út 

    電話: +36 20 282 1128 

 メール: info@kecskemetifurdo.hu 

 営業:  一年中、毎日午前７時～午後５時 

    入場料金: １００Ft/人 

 

自然が好きな人にお勧めである。大きな森、人工湖と小山がある。運動場がたくさんあり、

サッカなどスポーツもできる。外気のジムも利用できる。遊び場もあるので、お子様と一緒

に行っても楽しい。 

mailto:info@kecskemetifurdo.hu
http://kecskemetifurdo.hu/en
mailto:info@kecskemetifurdo.hu


ホテル 

Aranyhomok Business és Wellness Hotel ★★★★☆ 

  住所: Kossuth tér 3. 

    電話: +36 76 503 731 

 メール: sales@hotelaranyhomok.hu 

 サイト:  http://hotelaranyhomok.hu/en/home（英語） 

    値段: 約１万７５０Ft/人 / 夜（朝食付き） 

 wi-fi: 無料 

町の中心にあり、ケチケメートで最も人気のあるホテル。アクアパークまでの距離は約３ｋ

ｍ。駐車場があり（1 500 Ft/車/日）ホテルのスタッフはハンガリー語はもとより、英語とド

イツ語も話せる。ウェルネスサービスがご利用頂ける。 

 

Granada Konferencia Wellness és Sport Hotel Kecskemét ★★★★☆ 

  住所: Harmónia utca 12. 

    電話: +36 76 503 130 

 メール: info@granadahotel.hu 

 サイト:  http://www.granadahotel.hu/en（英語） 

    値段: 約９９００Ft/人 / 夜（朝食、夕食付き） 

 wi-fi: 無料 

町の中心まで約７ｋｍ、アクアパークまで約３ｋｍの位置にある。駐車場は無料。ホテルの

スタッフはハンガリー語はもとより、英語とドイツ語も話せる。ウェルネスサービスがご利

用頂ける。 

 

Hotel Három Gúnár Kecskemét ★★★★☆ 

  住所: Batthyány utca utca 1-7. 

    電話: +36 76 483 611 

 メール: info@haromgunar.hu 

 サイト:  http://www.hotelharomgunar.hu/en（英語） 

    値段: 約８４００Ft/人 / 夜（朝食付き） 

 wi-fi: 無料 

町の中心あり、アクアパークまでの距離は約３ｋｍ。駐車場は無料。ホテルのスタッフはハ

ンガリー語はもとより、英語とドイツ語も話せる。ウェルネスサービスがご利用頂ける。 
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レストラン 
 

Kecskeméti Village Inn (Kecskeméti Csárda) 

  住所: Kölcsey utca 7.  

    電話: +36 76 488 686 

 メール: kecskemeticsarda@citromail.hu 

 サイト:  http://www.kecskemeticsarda.hu/index_en.php（英語） 

 営業時間: 月～土１２～２２時、日１２～１６時 

伝統的なハンガリー料理の店。量が多い。数多くのハンガリーの美味しいワインを飲むこと

ができる。お子様用のイスもある。 

お勧めのワイン: Tokaji Aszú（甘） 

 

Saloon Pizzeria 

  住所: Akadémia krt. 69. 

    電話: +36 76 495 437 

 メール: kecskemeticsarda@citromail.hu 

 サイト:  http://www.saloonpizzeria.hu（ハンガリー語） 

 営業時間: 月～土１０～２４時、日１０～２３時 

建物は、西部劇時代に存在したような、カーボーイ様式の木造作りである。店内は、ろうそ

くのオレンジライトにより暖かい雰囲気に包まれている。ピザの専門店だが、それ以外にも

たくさんの美味しい料理を食べることができる。お子様用のイスもある。 

お勧めの料理: Magyaros pizza（ハンガリー風のピザ） 

mailto:kecskemeticsarda@citromail.hu
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町の歩き方 

ブダペシュトから来る観光客へ 

電車で西駅（Nyugati Pályaudvar）から行ける。ケチケメート行きの電車は１２番線から、毎

時５３分に出発する。ケチケメートは第６番の駅で、そこまで約１時間１５分を要する。 

自由席: 大人: 2375 Ft、子供 / 学生 / 老人: 1275 Ft 

指定席:  大人: 3225 Ft、子供 / 学生 / 老人: 2125 Ft 

外国人は母国での学生証も使用できる。 

バスで Népliget バスターミナールから行ける。ケチケメートまで他の駅に止まらなくて、約

１時間１０分を要する。 

切符: 大人: 約 1600 Ft、子供 / 老人: 約 800 Ft（母国での学生証は使用できない。） 

ケチケメートの駅とバスターミナール両方は Katona József 公園（地図の１０）の隣にある。

公園を渡って、Rákóczi 通りへまがる。そして Rákóczi 通りを真っ直ぐ歩けば、ツィフラ宮殿

（地図の５）と科学と技術の家（地図の６）の間に着く。Rákóczi 通りは２０１２年に工事

できれいになりとても素敵。天気がいい時、Rákóczi 通りに並んでいるたくさんのカフェと

レストランの一つで、外のテーブルに座ってコーヒーでも飲みながら通りの雰囲気を楽しむ

ことができる。 

もう少し真っ直ぐ歩き続けると、市役所（地図の１）と大教会（地図の２）がある Kossuth

広場に着く。市役所の向かいにフランシスコ会の教会（地図の３）を見ることができる。フ

ランシスコ会の教会を出て、左に向かって３分くらい歩けばカトナ・ヨージェフ・シアター

（地図の４）に着く。 

 

 



名所が中心に集まっているため、ケチケメートの観光はわずか一日でも十分に可能である。

長期旅行者であるならば、アクアパークや楽園などもお勧めの場所である。 

アクアパークとプール・温泉（地図の７）は、Aranyhomok Business és Wellness Hotel の後ろ

にある市内バスターミナール（地図の９）で２２番のバスに乗れば行ける。切符はバスター

ミナールで買うと 350 Ft で、バスで買うと 400 Ft。両方とも「Strand」という駅にある。 

楽園（地図の８）は同じ２２番のバスの「Benkó Z. Szabadidő központ」という駅にある。 

もちろん、タクシーも利用できる。値段は、約 290 Ft/kmで、最低限 420～430 Ft。 

Hírös Taxi: +36 30 948 4848 

Zebra Taxi: +36 76 444 444 

555 Taxi: +36 76 555 555 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zugor Valentina、カーロリ大学、２０１４ 
 
 
 

写真© 
 

１． 紋章: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-kecskemet.shtml 

２． 市役所と大教会: http://en.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t 

３．カトナ・ヨージェフ・シアター: http://hotelkecskemet.hu/kecskemet/ 

４．アクアパーク: http://kecskemet.varosom.hu/latnivalok/furdok/Kecskemeti-

Elmenyfurdo-es-Csuszdapark.html 

５．Kecskeméti Village Inn: http://www.kecskemeticsarda.hu/fotoalbum.php?id=5 

６．地図: http://www.radaymuzeum.hu/hu/nyitvatartas-jegyarak-elerhetoseg 
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