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ルーマニア

• 東ヨーロッパ、バルカ
ン半島東部に位置する
共和制国家。

• 首都はブカレスト。

• 南西にセルビア、北西
にはハンガリー、北が
ウクライナ、北東をモ
ルドバ、南にブルガリ
アと国境を接し、東は
黒海に面している。
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ルーマニアは、多種多様な民族によって形成された国家

• 住民は、紀元前からこの地方に住んでいたトラキア系のダキア人と、2世

紀頃にこの地方を征服した古代ローマ人、7世紀から8世紀頃に侵入したス

ラブ人、9世紀から10世紀に侵入したマジャール人、その他にトルコ人、

ゲルマン人などの混血や同化によって形成された複合民族 。

• 言語的には公用語がラテン語起源のルーマニア語で、宗教的には東方教会

系のルーマニア正教会が多数派である。

• それに対し、ポーランドのほうは同じ「東欧」と言っても、言語的にはス

ラヴ語派に属するポーランド語が主に話されており、宗教的には西方教会

のカトリック教会が支配的である。

3



4



国内総生産（GDP)

• ルーマニアの2013年の国内総生産（GDP）は約1,889億ドルである。

• 2016年の1人あたりの名目GDPは1万1,859ドルで、世界平均より少し高い程度だ

が、バルカン半島の旧社会主義国ではクロアチアに次いで高い。

• ルーマニアは伝統的に農業国であり、第一次産業人口が人口の42.3%を占める

（2001年）。

• 一方で、社会主義時代に計画経済のもと工業化が進められた結果、2014年現在

では鉄鋼やアルミニウム、繊維産業といった業種も主要産業となっている。

• そのほか、17世紀から続くモレニ油田が知られるように、ルーマニアは産油国で

あるが、今日ではその規模は限られている。
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ルーマニアの観光スポット

1．ブラン城／ブラン

2．国民の館／ブカレスト

3．ペレシュ城／シナイア

4．シギショアラ

5．五つの修道院／ブコヴィナ地方

6．トゥンパ山／ブラショフ

7．シビウ

8．バルサナ修道院／マラムレシュ地方

9．ビガーの滝／バナット地方
6

ルーマニアのおすすめ観光スポット9選 世界遺産やあの伝
説の舞台も | トラベルjp 旅行ガイド (travel.co.jp)

https://www.travel.co.jp/guide/matome/2853/
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ブラン - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%82%A2+%E3%80%92507025+%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3/@45.5170681,25.4684389,10.5z/data=!4m5!3m4!1s0x40b347e54ce55873:0xb2a3745ffef5cc10!8m2!3d45.5191918!4d25.3696831
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ブラン城／ブラン
ルーマニア南部のトラ
ンシルバニア地方にあ
る「ブラン城」は、吸
血鬼ドラキュラの居城
のモデルとなった場所
です。
また、ルーマニア国王
だったフェルディナン
ト1世の寝室も残され
ています。
城は1377年にドイツ商
人によりごつごつとし
た岩場の上に建てられ、
堂々としたたたずまい。
城からの眺めは格別で、
まるで中世にタイムス
リップしたよう。



• ブラム城には、「ドラキュラ公」ことヴラド・ツェペシュ（ヴラド3
世）がいたと伝えられており、彼こそがブラム・ストーカーの小説
「ドラキュラ」のモデルと言われています。

• もともとルーマニアにあったワラキア公国はオスマン帝国の属国と
してその地位を守っていましたが、その地位をないがしろにされた
ことがありました。そのことに激怒したヴラド3世は、オスマン帝国
からやってきた使徒たちを串刺しにしたのです。

• もちろん属国の叛逆と取ったオスマン帝国はヴラドの元に兵を向け

ますが、ヴラドはその串刺し死体を放置して見世物にします。

• おぞましい光景を見た兵たちは逃げ出し、この件がきっかけとなり

ヴラド3世は「串ざし公」と呼ばれるようになりました。この史実が

国を守っただけでなく「ドラキュラ」というおぞましい怪物の誕生

へとつながっていきます。
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ドラキュラ
• 1462年ルーマニア・トランシルヴァニア城の城主であるドラクルはトルコ軍と

の戦争に出征するが、そこで戦死したという虚偽の情報を真に受けた最愛の妻で
ある妃エリザベータは、投身自殺する。帰ってきたドラクルは悲しみの最中、司
祭から自殺した霊魂は神に救われないという言葉を聞かされる。絶望の末、ドラ
クルは神への復讐を誓い、血を糧に生き長らえる吸血鬼と化す。

• 数世紀にわたって人里離れた邸に住み、人間の生き血をすすって生きている吸血
鬼と伝えられるドラキュラ伯爵（クリストファー・リー）の正体を探るために、
その邸内に司書として住みこんだジョナサン・ハーカー（ジョン・ヴァン・アイ
セン）・・・・・

• ドラキュラは次にミナを狙う。城に連れ去られた彼女を、生きているうちに救う
ため後を追ったヘルシングとアーサーは、ドラキュラを朝の神聖な陽光にさらし、
燭台で作った十字架をかざして追い詰めた。数百年の間生き血を吸いつづけてき
た吸血鬼は、太陽の光のもとにみるみる一塊の灰と化した。ミナは死の寸前に救
われた。
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ブラン城 - Google マップブラン城 - Google マップ

吸血鬼ドラキュラ居城のモデル「ブラン城」ルーマニア
中世の城を満喫 | ルーマニア | トラベルjp 旅行ガイド
(travel.co.jp)

https://www.google.com/maps/@45.5151515,25.3671348,2a,75y,116.71h,86.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1smZXgF75oaZgAAAQfCY75CQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@45.5150226,25.3671786,2a,75y,6.72h,94.84t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLrCu75eBOhQAAAQfCY75YA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DLrCu75eBOhQAAAQfCY75YA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D292.52246%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.travel.co.jp/guide/article/32453/
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ブラン城 - Google マップ ブラン城 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@45.5148709,25.3671522,3a,90y,324.54h,89.74t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM7oM_uHZllFHZ8YiuJ2x4BOCbzzQTuDePTCVIK!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM7oM_uHZllFHZ8YiuJ2x4BOCbzzQTuDePTCVIK%3Dw203-h100-k-no-pi-0.84892255-ya324.8446-ro1.6960346-fo100!7i7776!8i3888
https://www.google.com/maps/@45.5148186,25.367313,3a,75y,358.12h,83.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNn2uaTGRZsDZlN_kGxCIQZnyxeQMpZQJ-InUQ6!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNn2uaTGRZsDZlN_kGxCIQZnyxeQMpZQJ-InUQ6%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya44.726353-ro-0-fo100!7i5376!8i2688
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Bran Village Museum - Google マップ ブラン城 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@45.5153617,25.36937,3a,75y,174.23h,83.85t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN-tP98b63OAmkxcLrcr_cUQXS6q2J8qROg8bs!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN-tP98b63OAmkxcLrcr_cUQXS6q2J8qROg8bs%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya270.1258-ro-0-fo100!7i6080!8i3040
https://www.google.com/maps/@45.515472,25.3683912,3a,75y,273.34h,89.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1seUGwAd3oa8jnxyEScSspQQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DeUGwAd3oa8jnxyEScSspQQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D306.97345%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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Restaurant Bran Parc - Google マップ

ブラン城 - Google マップ

ブラン城 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@45.5170453,25.3677728,3a,75y,295.29h,87.36t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMJ5nTBfamulm4HVJh5Rb3CjuY6eZrrHZOghyhI!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMJ5nTBfamulm4HVJh5Rb3CjuY6eZrrHZOghyhI%3Dw203-h100-k-no-pi-0.70827234-ya86.96498-ro-0.13944829-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.com/maps/@45.5154913,25.3692267,3a,75y,346.84h,83.54t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN5xFMwu3An3uOhdLEiBI9fPjAsYxzhBorBQo2i!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN5xFMwu3An3uOhdLEiBI9fPjAsYxzhBorBQo2i%3Dw203-h100-k-no-pi1.0888871-ya260.2725-ro-2.991068-fo100!7i7200!8i3600
https://www.google.com/maps/@45.5152817,25.3685284,3a,86y,194.98h,91.23t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP5bY5wyM2MjR5p72SU5qtUXOk1GYS1RB7m8fcc!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP5bY5wyM2MjR5p72SU5qtUXOk1GYS1RB7m8fcc%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya98.49092-ro-0-fo100!7i5376!8i2688


ブカレスト
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Google マップ

ブカレストの街は、
見所たくさん。

整然としたきれいな
街

レストランなども、
驚くほどきれい

市民の住居地区もき
れい

https://www.google.com/maps/@44.4278458,26.0857513,15z
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default - Google マップブカレストの中心地

https://www.google.com/maps/@44.4238586,26.082098,3a,75y,359.6h,81.38t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN1J1pn_PLEl-0D2oIavOMVbGVuukoyb6023BOg!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN1J1pn_PLEl-0D2oIavOMVbGVuukoyb6023BOg%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya345.51996-ro-0-fo100!7i10000!8i5000


国民の館

• ブカレスト市内に圧倒的な存在感を持って聳える国民の館。

• かつての独裁者チャウシェスク大統領が日本円にして約１５００億
円もの巨費を投じて建設を命じた巨大な宮殿です。

• 地上１０階地下４階、世界２位の広さを誇る国民の館には３０００
を超える部屋があり、現在ではルーマニア議会の議事堂や政党のオ
フィス、美術館などが入っていて、一部が見学できるようになって
います。

18



19

国民の館 首都ブカレストにある
「国民の館」は世界で2番
目に広い建築物です。

延床面積はなんと33万平
方メートル！しかしなが
ら現在も完成しておらず、
一部で工事が続けられて
います。カメラに収まり
きらない広さです。

共産主義時代の独裁者、
チャウシェスク大統領の
遺産として知られており、
現在は国会議事堂や政党
の事務所、美術館などが
入っています。
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国民の館／ブカレスト

議事堂宮殿 - Google マップ 国立現代美術館 - Google マップ

宮殿の中はきれい。
会議室もきれい。

https://www.google.com/maps/place/%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E5%A0%82%E5%AE%AE%E6%AE%BF/@44.4284511,26.0868547,987m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40b1ff427bee28c1:0x2b1089f802abaddc!8m2!3d44.4275035!4d26.0873506
https://www.google.com/maps/@44.4272561,26.0879132,2a,75y,7.49h,94.3t/data=!3m7!1e1!3m5!1s9voyJu7xY1XK2yOWSLdTdg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D9voyJu7xY1XK2yOWSLdTdg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D150.04562%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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セプテンブリエ通り

73 13 セプテンブリエ通り - Google マップ

ウニリイ通り

12 ウニリイ通り - Google マップ

ブカレストの街

https://www.google.com/maps/@44.4249951,26.0812226,3a,64.5y,44.9h,96.07t/data=!3m7!1e1!3m5!1sM2fv9DKX4GUucHHNCz81tg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DM2fv9DKX4GUucHHNCz81tg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D88.88809%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@44.4270315,26.0962768,3a,75y,273.02h,93.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssomzESOyR1CZEBh4UwluGA!2e0!7i16384!8i8192
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Tiberiu Dobre - Google マップ Google マップ 救世大聖堂

救世大聖堂横の喫茶店

https://www.google.com/maps/@44.425325,26.0814513,3a,75y,236.88h,81.95t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPoR_6mDyaSmKvNufgsMzlDLhF3U9WhH_65cGXg!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPoR_6mDyaSmKvNufgsMzlDLhF3U9WhH_65cGXg%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya341.8526-ro-0-fo100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@44.425846,26.0819502,285m/data=!3m1!1e3
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Tiberiu Dobre - Google マップ

Tiberiu Dobre - Google マップ

レストランの中

https://www.google.com/maps/@44.425253,26.081461,3a,55.5y,279.92h,94.1t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMqKjfv7OQmpl4YFGtV4_g7n_E2e7k9ebcHffn0!2e10!3e11!7i11800!8i5900
https://www.google.com/maps/@44.4251843,26.08134,3a,75y,223.39h,88.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMLEZ-kOOFhC_PqEZs3Rh1xF-4e8rO2iQ3n0zYR!2e10!3e11!7i11844!8i5922
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TRAPHOUSE - Google マップ

ブカレスト

https://www.google.com/maps/@44.4226401,26.1100072,3a,75y,357.79h,64.29t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOb5FmaDMAjRACYcSE8EluNQ6HgrrEusCQE8GCU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOb5FmaDMAjRACYcSE8EluNQ6HgrrEusCQE8GCU%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya356.08258-ro-0-fo100!7i4096!8i2048
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Cimitirul Bellu - Google マップ 墓地

Roata Panoramică - Google マップ

遊園地
ブカレスト

https://www.google.com/maps/@44.4025959,26.100561,3a,75y,1.39h,98.02t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNMPOnjUO41p9Pb8JyZBNMOoujvwh-8hkbVO8r2!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNMPOnjUO41p9Pb8JyZBNMOoujvwh-8hkbVO8r2%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya353.66647-ro-0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.com/maps/@44.4018076,26.1099771,3a,75y,147.76h,93.85t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPrVJzUsyoyqhLvg7lI9pqKe5eL9UM4_IV8syAf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPrVJzUsyoyqhLvg7lI9pqKe5eL9UM4_IV8syAf%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya23.03758-ro-0-fo100!7i7680!8i3840
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Băneasa Shopping City - Google マップ

ショッピングセンター

National Geology Museum - Google マップ

自然史博物館

ブカレスト

https://www.google.com/maps/@44.5070964,26.0891891,3a,75y,192.02h,89.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMQhzVojtcH_OCXZJGeTPu7SuYvQhlxEOBN9Riq!2e10!3e11!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@44.4548383,26.0851668,3a,72.2y,167.31h,85.67t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMRYgOS3pM_5ZCfQa8FGUmD-7bDl9drFucFYGh5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMRYgOS3pM_5ZCfQa8FGUmD-7bDl9drFucFYGh5%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya167.99457-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
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ラドウ・ヴォダ修道院 - Google マップ

ブカレスト

川岸の堂々とした3本の柱に囲まれたドームには、人目を引く十字架が掛けられており、建物の外
壁もほぼ同じ色で統一されており、驚くほどの調和がとれています。非常に目立つ王室の描写も
あり、漆はルーマニアの首都にある多くの教会の1つになっています

https://www.google.com/maps/@44.4236248,26.1075697,3a,75y,269.46h,91.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNaENTsmFNQfI1jG0ylcGRbcApgYZfxdPnyJIwU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNaENTsmFNQfI1jG0ylcGRbcApgYZfxdPnyJIwU%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya272.4155-ro0-fo100!7i9960!8i4980
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ルーマニアのアテナエウム - Google マップ Silver Church - Google マップ

カルチャーセンター

ブカレスト

https://www.google.com/maps/@44.4413366,26.0974217,3a,75y,77.41h,96.04t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNEhgfyPc0ue5ih2UGciCFuRPoCjP-nDqMP_y9a!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNEhgfyPc0ue5ih2UGciCFuRPoCjP-nDqMP_y9a%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya20.164446-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@44.4370359,26.0792225,3a,75y,283.22h,91.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO-ZUse-tpjkjeWi9XFPsBxWvDxBBhBbvpEuWw6!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO-ZUse-tpjkjeWi9XFPsBxWvDxBBhBbvpEuWw6%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya125.43824-ro-0-fo100!7i11000!8i5500
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ルーマニア国立美術館 - Google マップ

Parcul Grădina Icoanei - Google マップ

ブカレスト

https://www.google.com/maps/@44.4399701,26.0960421,3a,78.6y,49.77h,97.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMgJzm9wR3E0T6CsBdmOhGiVCIMGCY3j0X4T1o5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMgJzm9wR3E0T6CsBdmOhGiVCIMGCY3j0X4T1o5%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya59.1623-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@44.4430576,26.1038472,3a,49.9y,1.49h,94.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMLMjuXLJWgiUjuB-qa6X1SwMSsQsZ8PSI8kRE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMLMjuXLJWgiUjuB-qa6X1SwMSsQsZ8PSI8kRE%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya76.460045-ro-0-fo100!7i5472!8i2736


シナイア

• シナイヤは、プラホヴァ川渓谷の山中にある。標高は767mか
ら860mの間である。

• シナイヤはハイキングとウィンタースポーツ、特にダウンヒル
でのスキーで人気のある観光地である。

• その他にもペレシュ城、シナヤ修道院、ペリショル城、シナ
ヤ・カジノ、シナヤ駅、フランツ・ヨーゼフの絶壁、聖アナの
絶壁など重要な観光地がある。

• シナヤは偉大なルーマニア人作曲家ジョルジェ・エネスクの夏
の別荘もあった。
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Florian Dima - Google マップペレシュ城

https://www.google.com/maps/@45.3625754,25.5411855,3a,75y,353.05h,76.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNWgu_Vq-13wlQlW_SxZvyRigSyR0Dcq2xkIAQw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNWgu_Vq-13wlQlW_SxZvyRigSyR0Dcq2xkIAQw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya5.870714-ro-0-fo100!7i4096!8i2048


ペレシュ城

• ルーマニア中央部のシナイアにあるお城です。1875年から着工
され、8年もの歳月を経て建てられました。

• カルロ1世の夏の住居として建てられたドイツ・ルネサンス様
式の宮殿で、現在は博物館としてカルロ1世が集めた彫刻品や
絵画、家具、武器、金銀などが展示されています。

• 部屋は160室もあると言われていて、大変広いのも特徴です。
内装は木材が使われるなど時代を感じさせる雰囲気ですが、豪
華な装飾や絨毯などが使われ、きらびやかとなっています。

• 庭園には噴水が設置されていて、庭からもシナイアの渓谷が一
望できるところも魅力です。
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Peleș Castle - Google マップ ペレシュ城／シナイア

シナイア渓谷に建つ「ペレシュ
城」は、周囲の大自然と見事に
調和した壮麗な建築物。

城の前の見事な庭園には数多く
の彫刻が並び、その一つ一つが
個性ある姿で見とれてしまうこ
とでしょう。

城のそばにある広場には、かわ
いらしい建物のレストランやカ
フェが集まります。

周囲の景観を楽しみながら一息
つくのにうってつけの場所です。

https://www.google.com/maps/@45.3597183,25.5422667,3a,75y,15.19h,106.28t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMWKsGt1trBeg-CACsyG7OLDnUmVlgIbrqDAEHp!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMWKsGt1trBeg-CACsyG7OLDnUmVlgIbrqDAEHp%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya311.5253-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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Peleș Castle - Google マップ

Peleș Castle - Google マップ

Peleș Castle - Google マップ

ペレシュ城の内部

https://www.google.com/maps/@45.3598597,25.5424424,3a,75y,250.06h,88.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPitRi_df1RSQun7fNNZx3G3F8S-_QylEa0qWIO!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPitRi_df1RSQun7fNNZx3G3F8S-_QylEa0qWIO%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya60.647804-ro-0-fo100!7i6080!8i3040
https://www.google.com/maps/@45.3599216,25.5430714,3a,75y,104.83h,82.24t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPTXIbe0qMQPsyBlKKOjgWE3LcrKxIKIL0OjhCt!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPTXIbe0qMQPsyBlKKOjgWE3LcrKxIKIL0OjhCt%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya126.30228-ro-0-fo100!7i6080!8i3040
https://www.google.com/maps/@45.3598938,25.5423565,3a,75y,323.07h,90.59t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOJflhgPuNcEBBN477iiWYX6jxiXGcgZ_VwtOq7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOJflhgPuNcEBBN477iiWYX6jxiXGcgZ_VwtOq7%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya88.325516-ro-0-fo100!7i6080!8i3040
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Peleș Castle - Google マップ

場外の彫刻

Peleș Castle - Google マップ

ペレシュ城

https://www.google.com/maps/@45.3595722,25.5426732,3a,75y,343.41h,92.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPUFVW3G1_T5D0nBH76Zq7Vcftm-95gCYUI66ti!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPUFVW3G1_T5D0nBH76Zq7Vcftm-95gCYUI66ti%3Dw203-h100-k-no-pi-4.315154-ya264.62097-ro-5.789662-fo100!7i7200!8i3600
https://www.google.com/maps/@45.3595428,25.5423145,3a,75y,283.56h,91.22t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPrL4f2dLNKMVomkxh5Ae1xEnfKQESdMm71-m91!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPrL4f2dLNKMVomkxh5Ae1xEnfKQESdMm71-m91%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya279.17715-ro-0-fo100!7i6080!8i3040
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Telecabina Cota 2000 - Google マップペルシュ城の背後の山岳地帯

https://www.google.com/maps/@45.3636112,25.4875178,3a,75y,273.54h,90.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPp0BghKhyISCr-IxPTdBSnYjUmQrC9vUm4U5PZ!2e10!7i5376!8i2688
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シギショアラ - Google マップシギショアラ
「シギショアラ」は
ルーマニアの宝石と称
えられることもある世
界遺産の街。石畳の道
が続く旧市街にあるの
は中世から変わらない
風景。かつてこの地に
住んでいたドイツ系の
ザクセン人によって繁
栄した街です。

また、旧市街には吸血
鬼ドラキュラのモデル
となったウラド3世の生
家が残っています。現
在はレストランとして
利用されており、食事
をとることもできます。
ブラン城とあわせて訪
れておきたい街です。

https://www.google.com/maps/@46.2197025,24.7963878,3a,75y,359.29h,79.49t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPJdgSO5kU7sQ5jq4FMUwDC0WCCDsoUJw3nOZYP!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPJdgSO5kU7sQ5jq4FMUwDC0WCCDsoUJw3nOZYP%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya264.38095-ro0-fo100!7i4096!8i2048
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2 シュコリイ通り - Google マップ

丘の上に広がる町並みですの
で、町中には石畳の坂や階段
が巡らされています。他の町
に比べると観光地化されてい
ない素朴な町並みが魅力で、
ルーマニア人が必ずというほ
ど観光客にお薦めするのが、
このシギショアラなのです。

シギショアラ

https://www.google.com/maps/@46.2199068,24.7923356,3a,52y,26.49h,86.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPM_9qnLcso-D61VIQI0l_g!2e0!7i13312!8i6656


• ルーマニアの世界遺産

「シギショアラの歴史地区」
• ルーマニア中央に位置するトラン

シルヴァニア地方は、カルパティ
ア山脈とトランシルヴァニア・ア
ルプス山脈に囲まれ「森の彼方の
国」という意味合いを持っている
地域。

• その中心となるのが、周囲には鬱
蒼とした森が広がる中にひっそり
と佇む町「シギショアラ」です。

• １９９９年、「シギショアラ歴史
地区」として世界遺産に登録され
ました。

39

ルーマニアの世界遺産「シギショアラの歴史地区」で中
世にタイムスリップ | ルーマニア | トラベルjp 旅行ガイ
ド (travel.co.jp)

城塞都市の名残り！
現存する９つの塔

https://www.travel.co.jp/guide/article/32646/
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シギショアラ, ムレシュ - Google マップ

これは、靴職人の塔。
１４塔の塔のうち、現存
するのは９塔のみ。
「鍛冶屋の塔」「仕立屋
の塔」「肉屋の塔」「皮
革加工職人の塔」「縄職
人の塔」等があって、そ
れぞれギルド（職人組
合）の名前が付いていま
す。

https://www.google.com/maps/@46.2210303,24.7926568,3a,45.3y,310.26h,90.83t/data=!3m7!1e1!3m5!1sGTAVmY2gPj0QCh8VOQtk9Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DGTAVmY2gPj0QCh8VOQtk9Q%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D277.9419%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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時計塔 - Google マップ

城塞都市としての名残は、防
衛機能を担った防壁と見張り
塔にもしっかり残されていま
す。
見張り塔として造られた当時
は１４の塔がありました。
その代表的なものが「時計
塔」で、シギショアラのシン
ボル的存在です。自治権を獲
得して自治都市となったこと
を記念し、１４世紀半ばに建
造されました。
高さ６４メートルの塔の屋根
に備わっている４つの小塔は、
裁判の自治権を象徴するもの。
時計の横には、毎正時になる
と動き出す人形たちの窓も設
置されています。
屋根の色鮮やかなタイルは、
１９世紀になってから貼られ
ました。

シギショアラ

https://www.google.com/maps/@46.2192889,24.7932025,3a,75y,99.27h,81.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOvaz7bFEZS5HHg5RtlHf-9Gbz_4U5u8X5FFoJo!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOvaz7bFEZS5HHg5RtlHf-9Gbz_4U5u8X5FFoJo%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya77.70768-ro-0-fo100!7i15000!8i7500
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17 DJ106 - Google マップ

シギショアラの街中

https://www.google.com/maps/@46.2187339,24.7957158,3a,75y,207.49h,85.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSCtiNbf_TlnrQiIbQe5BcA!2e0!7i16384!8i8192
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五つの修道院／ブコヴィナ地方 ルーマニア北東部、ブコヴィ
ナ地方に点在する「五つの修
道院」。
修道院の外壁は美しいフレス
コ画で覆われ、思わず目を奪
われます。
その美しさと中世からの歴史
が評価され、世界遺産にも登
録されました。
なかでもひときわ美しいとい
われるモルドヴィッツァ修道
院は1532年に建てられ、建物
の一角に戦闘場面が描かれて
います。
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スチェヴィツァ修道院
スチェヴィツァ修道院 - Google マップ

この修道院は、
1582-84の間に建造
されており、彩画
を持った北モルド
ヴァの修道院のな
かでもっとも新し
いが、最も優れて
いるといわれてい
る。
修道院の四方には
重厚な城壁、頑丈
な家屋、見張り塔
などが増築された。

https://www.google.com/maps/@47.7781392,25.711138,3a,49.9y,57.48h,103.99t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOiU4rlxhS9AgPB9Sns3emaGEQw9EtM3b2SB6gX!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOiU4rlxhS9AgPB9Sns3emaGEQw9EtM3b2SB6gX%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya224.48003-ro0-fo100!7i5656!8i2828
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教会堂の壁の内外
を飾る壁画は
1595～96年に製
作されたものと見
られている。
モルドヴァの他の
教会堂と比べると
異例なほど外壁の
絵画の保存状態が
良好である

スチェヴィツァ修道院 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.7779614,25.7112554,3a,26.6y,334.27h,105.82t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPhOzsSUy0RyHWiOALRpczVhyD7ot1RkjtPzwR8!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPhOzsSUy0RyHWiOALRpczVhyD7ot1RkjtPzwR8%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya241.16925-ro0-fo100!7i7680!8i3840
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【ルーマニア】完璧な中世の街並みが残るブラショフ観
光。絶景だらけの旧市街へ。 | Ça voir! －さぼわーる－
(ca-voir.com)

ブラショフ市は首都ブカレストに次
ぐ観光都市です。中世の街並みを残
す町で、ドイツ人、ルーマニア人、
ハンガリー人の３つの民族によって
発展してきました。古いサクソン建
築と城跡が特徴的です。 またブラ
ショフは東京都武蔵野市と姉妹都市
でもあり、市内にある「日本武蔵野
センター」では、日本語教室や日本
文化を紹介するイベントが開かれて
います。

The Council Square - Google マップ

https://ca-voir.com/brasov-tourism-jp/
https://www.google.com/maps/@45.6419441,25.5892395,3a,50.3y,155.67h,97.07t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMKHFkjZk-NKIZjl_r7p19bKHOE15IXJc7YGU1o!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMKHFkjZk-NKIZjl_r7p19bKHOE15IXJc7YGU1o%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya63.193893-ro-0-fo100!7i11264!8i5632
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Schei (シュケイ)地区：ブラ
ショフがドイツ移民によって
建設された際、街に住むこと
を禁止され移住を余儀なくさ
れた先住ルーマニア人たちが
移り住んだ地域です。街中と
スケイ地区を隔てとなってい
たスケイ門とエカテリーナ門
は現在でも残っています。ま
た、聖ニコラエ教会とルーマ
ニア最古の学校があります。

旧市街
聖ニコラエ教会 - Google マップ

https://www.google.com/maps/search/%E8%81%96%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%82%A8%E6%95%99%E4%BC%9A/@45.641808,25.5894204,275m/data=!3m1!1e3
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聖ニコラエ教会（St. Nicholas Church） ブラショフ砦（Brasov Fortress）

ブラショフの町はずれのスケイ地区
に建つルーマニア正教の教会です。
スケイ地区は、かつてドイツの移民
に追われた先住のルーマニア人が、
スケイ門を境に居住地としていた地
区で、１４世紀建立当初は木造の教
会でした。のち、１６-１８世紀にか
けて再建が進められ、現在のバロッ
ク様式になりました。

教会内部には壁画家ミシュ・ポプに
よって描かれたフレスコ画や数多く
のルーマニアの古美術品が収蔵され
ています。
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Juan Diego López - Google マップ

https://www.google.com/maps/@45.6417107,25.5889891,3a,75y,340.57h,96.38t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOYBmODbgpNJpgNmBVbLqaDnV-dTDzc56pWaXLy!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOYBmODbgpNJpgNmBVbLqaDnV-dTDzc56pWaXLy%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya196.58452-ro0-fo100!7i10240!8i5120
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１４世紀から１５世紀にか
けて、約80年かけて建てら
れたゴシック様式の教会で
す。
16世紀にトルコ軍、17世紀
にハプスブルク軍が街に押
し寄せた際に攻撃を受け、
外壁が黒く焦げたことから
黒の教会と呼ばれるように
なったと言われています。

黒教会（Black Church）
The Black Church - Google マップ

https://www.google.com/maps/@45.6408366,25.588271,3a,86.2y,350.48h,118.84t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMxhYimc9BajCJ4_bN7dHdVKgZ5a3r2J7wtBMpI!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMxhYimc9BajCJ4_bN7dHdVKgZ5a3r2J7wtBMpI%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya26.983294-ro-0-fo100!7i6080!8i3040


51

教会内には４０００
本のパイプと4つの
鍵盤を持つルーマニ
ア最大のパイプオル
ガンがあります



シビウ

• ルーマニア中部にある
この街は、12世紀にド
イツ人により築かれた
トランシルバニア地方
屈指の古都です。

• 絵に描いたような可愛
らしい街並みが残るシ
ビウは観光客に大人気
の町と言えます。
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ルーマニアの古都「シビウ」はトランシル
バニア地方屈指の可愛い町 | ルーマニア | 
トラベルjp 旅行ガイド (travel.co.jp)

https://www.travel.co.jp/guide/article/27460/
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シビウ旧市街は、アッパー
タウンとロウアータウンと
いう２つのエリアがある。

美しい建物に囲まれた大広
場と小広場があるのは、
アッパータウン。

広場から続く道沿いには、
レストランやカフェがずら
りと並び、観光客で賑わっ
ています。

治安も良いので、夜遅くま
で旧市街散策を楽しむこと
ができます。

シビウの可愛い街並み
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数多くの建物の屋根には、ユニークな
形の窓が付いています。部屋の換気の
ための窓ですが、赤茶色の瓦屋根につ
いたこの窓は、まるで「人の目」のよ
うに見えます。

旧市街の見張りの塔は、12世紀に築かれ、
「ギルド」と呼ばれる職人組合が町の統
治していました。見張りの塔には、「大
工の塔」「陶器職人の塔」といった各ギ
ルドの名前がつけられています。
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シビウのランドマーク的な存在となっ
ているのが、14世紀に建てられた「ル
ター派」の大聖堂です。
シビウの町を築いたドイツ人の大半は、
宗教改革を経てルター派（プロテスタ
ント）の信徒となりました。

ルーマニア人は、「ルーマニア正教」を
信じていました。12世紀以降、ドイツか
らの入植者が力を握っていた地方ですが、
シビウにおいては、18世紀～19世紀頃か
らルーマニア人の人口が増え始め、20世
紀初めには、シビウの旧市街にルーマニ
ア正教の大聖堂が建てられました。
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同じキリスト教とはい
え、東方教会に属する
ルーマニア正教の教会
内部は、カトリックや
プロテスタントの教会
とは趣が全く異なりま
す。
日本や西欧では、なか
なか東方教会にお目に
かかる機会はありませ
んので、シビウのルー
マニア正教の大聖堂は、
見ものです。
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嘘つき橋

町中を散歩していると、
鉄製のなんとも趣きのあ
る橋が目に留まりました。
橋の名は、「嘘つき橋」。

「この橋の上で恋の約束
をし、嘘をつくと橋が壊
れる」という言い伝えが
あるのだそうです。

National Crama - Google マップ

https://www.google.com/maps/@45.7984874,24.1508192,3a,72.1y,354.33h,91.45t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPzBlYeZEXZLXPi6vQI_1-M_Cq4wH3zvqdRv5XS!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPzBlYeZEXZLXPi6vQI_1-M_Cq4wH3zvqdRv5XS%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya62.872555-ro-0-fo100!7i10000!8i5000
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うそつき橋 - Google マップ

また、うその大きさ
によって、橋がきし
んだり、果ては、崩
れ落ちるとも言われ
ているそうです。

なので、この上で愛
を告白するカップル
が多いとか。

さらに、市長が重大
事項を発表する場に
も使われているそう
です。

https://www.google.com/maps/place/%E3%81%86%E3%81%9D%E3%81%A4%E3%81%8D%E6%A9%8B/@45.7982509,24.1508889,208m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x474c6796b7790725:0x681fde1391ec49a9!8m2!3d45.7983007!4d24.1507912
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Bianca Florea - Google マップシビウ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@45.7982779,24.1513305,3a,75y,202.02h,88.65t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNgBlUM2ixdcGVHa7_1m3HFTEx3xue6Mt-afyIM!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNgBlUM2ixdcGVHa7_1m3HFTEx3xue6Mt-afyIM%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya54.017544-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@45.7976482,24.1515718,3a,75y,70.27h,95.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1slR4gQO6-wVaPnnQ-opdAPg!2e0!7i13312!8i6656
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Amir Mordel - Google マップ

シビウ大聖堂の前 シビウ大聖堂の内部

シビウ大聖堂 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@45.7977371,24.1507835,3a,75y,308.07h,82.66t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM8f54TVSwMW3TCecvXIUXPGnNySLv1Yn69BSBV!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM8f54TVSwMW3TCecvXIUXPGnNySLv1Yn69BSBV%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya246.6031-ro0-fo100!7i6080!8i3040
https://www.google.com/maps/@45.7977281,24.1502531,3a,75y,2.55h,101.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNrcRFga_yNk8k9qrR80onqi9gB8IB-RmhFPZns!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNrcRFga_yNk8k9qrR80onqi9gB8IB-RmhFPZns%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya288.70032-ro0-fo100!7i10000!8i5000
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furios4you news&fun - Google マップ

大きい広場

Claudiu Rusu Costea - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/Pensiunea+Daniel/@45.7966693,24.1516388,3a,75y,247.5h,100.37t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNWRClVZhTv3qxYBNnop2MIn2xvuGL1kdugdxhZ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNWRClVZhTv3qxYBNnop2MIn2xvuGL1kdugdxhZ%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya270.68073-ro-0-fo100!7i8704!8i4352!4m8!3m7!1s0x474c6793c50741ed:0x4708b13c0c09452c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.7969377!4d24.1466584
https://www.google.com/maps/@45.7965469,24.1519469,3a,75y,147.33h,88.75t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPtIVsIVxtYCVTGEbkGa3v2ikytrb-LLaRiw4Y!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPtIVsIVxtYCVTGEbkGa3v2ikytrb-LLaRiw4Y%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya146.73248-ro0-fo100!7i9728!8i4860
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Holy Trinity Cathedral - Google マップ

ホリートリニティ教会

ブルケンタール国立博物館 - Google マップ

ブルケンタール国立博物館

https://www.google.com/maps/place/Pensiunea+Daniel/@45.7944362,24.1482826,3a,75y,132.26h,88.8t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPgSV83XnEyEis665TFn7aWtJoooVUNxDLdRcw4!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPgSV83XnEyEis665TFn7aWtJoooVUNxDLdRcw4%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya65.29293-ro-0-fo100!7i8000!8i4000!4m8!3m7!1s0x474c6793c50741ed:0x4708b13c0c09452c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.7969377!4d24.1466584
https://www.google.com/maps/place/Pensiunea+Daniel/@45.7963054,24.1504983,2a,45.4y,48.17h,85.53t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_9Br-LXg0QgXGFYKVIB2Yw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D_9Br-LXg0QgXGFYKVIB2Yw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D38.022682%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m8!3m7!1s0x474c6793c50741ed:0x4708b13c0c09452c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.7969377!4d24.1466584


64

Bârsana Monastery - Google マップ

バルサナ修道院
伝統的な家屋で昔ながらの
生活が続くマラムレシュ地
方。この地方に点在する木
造聖堂群のうち、代表的な
8つの聖堂が世界遺産に登
録されています。

バルサナ村にある「バルサ
ナ修道院」の建物はすべて
モミの木でできており、基
盤の石や金属の釘は使われ
ていません。周囲の美しい
自然ともマッチしており、
心おだやかになる風景です。

Bârsana Monastery - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.7932339,24.0918024,3a,75y,126.05h,100.42t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPDgsGyY32KPbYWxhOqYdkErPTzSofl1xDxXAnS!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPDgsGyY32KPbYWxhOqYdkErPTzSofl1xDxXAnS%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya273.62494-ro0-fo100!7i7168!8i3584
https://www.google.com/maps/@47.7932339,24.0918024,3a,75y,201.03h,91.4t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMdSGsjqEFzTlAkKaSvOz9soyvDGtaWky1M4t9h!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMdSGsjqEFzTlAkKaSvOz9soyvDGtaWky1M4t9h%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya36.289326-ro-0-fo100!7i5660!8i2830


中世時代のロマンを体験！クルジュ＝ナポカ観光
でルーマニアの歴史探索の旅
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ルーマニア北西部トラ
ンシルヴァニア地方の
中心的な都市で、ブカ
レスト、ヤシに続いて
国内第3位の人口を擁
しています。街の起源
はこの地方ではもっと
も古く、ローマ帝国時
代には大規模な植民地
として存在し、中世に
は街道が交差する物流
の要衝として繁栄しま
した。

ルーマニア第３の都市
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岩塩を採掘していたトゥルダ岩塩
坑は、クルージュ＝ナポカ南の近
郊にあります。1932年に閉山し
ましたが、現在では観光名所と
なっています。

坑内の空気は塩分が多く、殺菌消
毒が自然に行われています。坑内
の気温は季節に関わらず常に12度
前後です。
ルドルフ坑道やテレジア坑道など
は、空間の広大さに驚くことで
しょう。その広さを利用して、岩
塩坑とは思えない鮮やかな照明に
よる演出が見どころの1つです。
まるで、坑道がひとつの芸術空間
のように感じられますよ。

トゥルダ岩塩坑
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サリーナ・トゥルダ - Google マップ サリーナ・トゥルダ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@46.5876923,23.787241,3a,75y,147.29h,89.86t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMKIfR2PQdiBQg3d5ld-lRTJ-0HiXiGkXBVjGbb!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMKIfR2PQdiBQg3d5ld-lRTJ-0HiXiGkXBVjGbb%3Dw203-h100-k-no-pi-2.7812169-ya245.39383-ro6.758721-fo100!7i5376!8i2688
https://www.google.com/maps/@46.5879445,23.7875073,3a,75y,240.62h,92.76t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMF8iJYESNUeLnNJnr327jEqnnhJxJKf_cIV6fE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMF8iJYESNUeLnNJnr327jEqnnhJxJKf_cIV6fE%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya97.62526-ro-0-fo100!7i6144!8i3072
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サリーナ・トゥルダ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@46.5876052,23.786239,2a,75y,240.49h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOme8o2NKfS4AAAQfDWQ56g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DOme8o2NKfS4AAAQfDWQ56g%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D253.75516%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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ルーマニアのヤシ観光!!特に見所がない街の方が居心地が
良いのです[ヤシの安宿情報有] | 旅やねん。 (ason-de-
kurasu.com)

ヤシの大虐殺は、
ルーマニアのヤシで
1941年6月29日から7
月6日にかけて行われ
たポグロムである。
イオン・アントネス
ク元帥の指揮する
ルーマニア政府軍が
行った虐殺で、ユダ
ヤ人人口の3分の1に
あたる13,266人以上
が殺害されたほか、
多数が国外に追放さ
れた。

ルーマニア第２の都市 ヤシ

https://ason-de-kurasu.com/romania-lasi-20160701


ルーマニア

終わり

吉岡 芳夫

インターネット世界旅行
２０２２/８/２４（水）
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