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魅力的なオポーレ地方

オポーレ市は長年、国内最大の音楽祭「オポーレ全国歌の祭典」の街として知
られていたが、現在は、それ以外にも多くの名所やイベントで魅了する。
オポーレ県の首都、オポーレ市はポーランド最古の都市の一つ。ポーランド唯
一の「ポーランド歌の博物館」（Muzeum Polskiej Piosenki）や大きな動物園で
特に知られている。中世期の城の一部ピャスト塔（Wieża Piastowska）はこの街
の長い歴史を物語る遺跡だ。 オポーレ地方には２００を超える古城や宮殿が
あるといわれており、歴史街道沿いに特に多く点在する。美しい古城建築の他
にも、様々なイベントを楽しむことができ、モシュナ城（Moszna）の「ツツジ音楽
祭」（Festiwal Kwitnących Azalii)は特におすすめだ。 味覚も魅了するオポーレ
県。ビーフロール（rolada wołowa）や紫キャベの煮込み（modra kapusta）、デザ
ートにはシレジア風クラムケーキ（コラチ・シロンスキ、kołocz śląski）などオポー
レ地方の伝統料理をぜひ召し上がれ。
オポーレ県のニサ市、プルドニク市、グウホワジ市、パチュクフ市、グウォグベク
市は散策にもおすすめ。 穏やかで美しい谷が広がるオパフスキエ山脈（Góry 
Opawskie）は、家族連れにおすすめのハイキング・トレイルが多い。 オポー
レ県は、家族連れが喜ぶアトラクションの多さでも知られている。恐竜のモデ
ルが200以上も展示されている「クラシェユフ・ジュラシックパーク」（JuraPark 
Krasiejów）は特に多くの子供たちで賑わう。 美しい水辺と水遊びが楽しめる
場所として、オーデル川（Odra）やトゥラフスキエ湖（Turawskie）、ニスキエ湖

（Nyskie）オトムホフスキエ湖（Otmuchowskie）などが知られている。 グラ・シ
ュフィエンテイ・アンニ（聖アンナの山、Góra Świętej Anny）は、自然の魅力にあ
ふれた休火山のジオパーク。巡礼者の聖地としても知られた名所だ。 この地域
には、美しい木造教会も多く、フェスティバルなどの行事も一年中楽しむことが
でき、オポーレ県を楽しむ要素は尽きない。ポーランドで一番小さな県である
ことから移動も簡単。見どころがたくさんのオポーレ県にぜひ足を運んでみよ
う。

グラ・シュフィエンテイ・アンニ

オポーレ市
オポーレ地方の市町村
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オポーレといって、すぐに思い浮かぶのは「歌」。1963年から毎年オポーレ市で
開催されている「オポーレ全国歌の祭典」（Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki）
はポーランドの歌手にとって最も重要なイベントの一つ。客席3655人を収容す
る野外劇場は、ポーランドの歌手にとって登竜門として知られている。オポーレ
市役所の近くには、スターの名前を刻んだ星形のプレートが埋め込まれた通り
もある。野外劇場では、インタラクティブな展示で知られる「ポーランド歌の博
物館」（Muzeum Polskiej Piosenki）やオポーレ市の街並みが一望できる展望デ
ッキも楽しめる。

オポーレ市は、ポーランド最古の街の一つである。古代スラブ人の居留地であ
ったオポーレが最初に文献に登場するのは9世紀半ば。当時のオポーレは20の
集落を管轄した首都であり、ヨーロッパの貿易ルートにおける交差点であった
ことから、千年以上にもわたって優位な地理条件にあった。また、バルト海を出
発する「琥珀の道」の通過点でもあった。16世紀までオポーレはシロンスク・ピ
ャスト家の支配下にあり、その後、ハプスブルク帝国、プロイセン、ドイツが支配
し、1945年に再びポーランドの地となった。

オポーレ市の野外劇場

旧市街広場



1 3 ～ 1 4 世 紀 に 建 てら れ た オ
ポーレ市のピャスト塔（Wieża 
Piastowska）は、ポーランドに
残る防衛建造物の中で最古の
一 つ。1 6 3 段 の 階 段を登ると、
オ ポ ーレ 市 を 一 望 することが
でき、塔内にある展示物も魅力
的 だ 。オ ポ ーレ 地 方 の 昔 の 生
活様式を学ぶ場所として、オポ
ーレ 村 野 外 博 物 館（M u z e u m 
Wsi Opolskiej）やオポーレ・シ
レジア博物館（Muzeum Śląska 
Opolskiego）付属のテナントハウ
ス（Kamienica Czynszowa）もお
すすめである。

大聖堂にそびえる塔は、オポー
レ市で一番高い建造物として知
られる。他にも、「トリニティ教会」

（kościół pw. św. Trójcy）やオポ
ーレ市最古の「悲しみの聖母・
聖アダルベルト教会」（kościół 
Matka Boskiej Bolesnej i św. 
Wojciecha）は「丘上教会」として
も知られており、見応えがある。
伝説によると、聖アダルベルトが
熱心に説教をして足跡が残った
場所に教会が建てられたと言わ
れる。フィレンツェのパラッツォ・
ヴェッキオに基づいて建てられ
た市庁舎や旧市街広場も必見
だ。

緑あふれるボルコ島（Wyspa_Bolko）やミウニョフカ運河（Młynówka）とオ
ーデル川の遊歩道は散策におすすめ。「オポーレのヴェネツィア」（Opolska 
Wenecja）として知られる運河沿いには水辺に面した美しい建物が並ぶ。小さ
な歩行者橋「小金橋」（Most Groszowy）は「恋人の橋」としても知られている。街
の中心にある標高１６５ｍの大学坂（Wzgórze Uniwersyteckie）からはきれい
な眺望が楽しめる。ポーランドの著名歌手の像も建つ。
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ピャスト塔 ミウニョフカ運河の遊歩道

「オポーレのヴェネツィア」
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グウホワジ市 (Głuchołazy)
この地域では以前、3トンもの金が採掘さ
れていた。今では、金山ルートと呼ばれ、金
山を観光として楽しめる。1ミリ程の金を発
見できることもある。城壁の塔や、塩水の塔

（Gradierwerk）、温泉公園（Park Zdrojowy）
もまた見応えがある。

www.glucholazy.pl

ケンジェジン＝コジレ市 (Kędzierzyn-Koźle)
かつて要塞都市として栄え、コジレ要塞の戦
いが毎年再現される。コジレ市の閘門やポ
ーランドでも珍しい川の立体交差点もおも
しろい。スワビエンチツェ公園のインタラク
ティブな教育参道の散歩もおすすめ。

www.kedzierzynkozle.plグウォグベク市 (Głogówek)
17世紀のスウェーデン大洪水の際にポーランド・リトアニア共和国の国王ヤン
2世カジミェシュが滞在し、公式ではないが「ポーランドの首都」とも当時呼ばれ
ていた。最も貴重な文化遺産として、ゴシック様式の「聖バルトロメオ教会」や木
造の「聖十字架教会」が挙げられる。グウォグベク城を訪れるのもいい（現在、改
装中）。

www.glogowek.pl

要塞から宮殿、歴史的工業建築物、そして地元にまつわる伝説など、オポーレ県
は魅力的な街や村であふれている。川や湖が身近にあることから、アクティブな
人から風景をゆっくり楽しみたい人まで、様々なスタイルで魅了する。

コロノフスキエ市 (Kolonowskie)
以前はコロノフスキエの製鋼所へ木材を
運んでいた製鋼運河は、シレジア地域でも
最も古い運河として知られる。製鋼所記念館

（Izba Tradycji）も見応えがある。この地域
は、オポーレ県で一番緑の多い地区として
知られ、75％以上を森林が占める。マウアパ
ネフ川（Mała Panew）ではカヤック体験が楽
しめる。

                                 www.kolonowskie.pl

グウォグベク市のパノラマ

グウホワジ市の温泉公園

コジレ要塞の戦い

マウアパネフ川でのカヤック
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ニサ市 (Nysa)
かつて巨大な要塞があった街。17世紀に拡
大された要塞（堡塁、水堀）は、現存する場所
を見学することもできる（例：聖ヤドヴィガ堡
塁）。また、シレジア地方で3番目に大きい旧
市街広場や、ゴシック様式の「聖ヤコブと聖
アグネス教会」、聖ヤコブギャラリーやニス
キエ湖もおすすめ。                     

www.nysa.eu

クラプコヴィツェ市 (Krapkowice)
中世期から街を守り続けてきた城壁を中心
とする街。城壁の展望デッキから街の景色
を眺めたり、クラプコヴィツェ防塔の紙博物
館では製紙の歴史を学んだり、紙作り体験
もできる。ヨットハーバーでは、ボートのレン
タルもできる。

www.krapkowice.pl

レシニツァ市 (Leśnica)
シレジア地域最古の街の一つとして知ら
れ、2017年には市制800年を迎えた。古い
建物が並ぶ旧市街広場を中心としたこぢん
まりとした町。製粉工場跡にはアートギャラ
リーもあり、トリニティ教会（Kościół Trójcy 
Świętej）もおすすめ。

www.lesnica.pl

オレスノ市 (Olesno)
16世紀に建てられた木造の聖アンナ教会
が特に知られている。バラの花の形状を
した珍しい建築で、オレスノ市の紋章にも
なっている。聖ミカエル教会や地域博物館

（Muzeum Regionalne）も見応えがある。
www.olesno.pl

ナミスウフ市 (Namysłów)
ビール製造の伝統700年を誇り、ナミスウ
フ・ビール醸造所は国内文化遺産にも登録
されている。他にも見どころは、展望台もあ
るクラコフスカ門（Brama Krakowska）やゴ
シック様式の市庁舎と旧市街広場、製粉技
術記念館のある製粉工場。

www.namyslow.pl

パチュクフ市 (Paczków)
大きな要塞があることから、パチュクフ市は

「ポーランドのカルカソンヌ」とも呼ばれて
いる。要塞の上の散歩コース、聖福音記者ヨ
ハネ教会、ガス博物館、自動車博物館などが
特におすすめ。ホプレ・ワイナリー（Winnica 
Hople）ではワインを楽しむことができる。か
つての死刑執行人の家は観光案内所にもな
っている。

www.paczkow.pl
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クラプコヴィツェ市街

レシニツァ市のトリニティ教会

ナミスウフ市の要塞

ニサ市の聖ヤドヴィガ堡塁

オレスノ市の聖アンナ教会

パチュクフ市の死刑執行人の家
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プルドニク市 (Prudnik)
8世紀から続く古い街。ローマ帝国の硬貨が
発見されたことから、かつてローマ帝国と貿
易が行われていたと言われる。プルドニク地
方博物館、織物文化会館、13世紀のウォカ塔

（Wieży Woka）にある展望台もおすすめ。    
www.prudnik.pl

トゥオビツェ市 (Tułowice)
この地域では1945年まで高品質磁器が生
産され、世界中に輸出されていた。18～20
世紀にかけて作られた公園は特に知られて
おり、宮殿（現在は森林科学の専門学校）、
水車小屋、厩舎などがある。

www.tulowice.pl

ザバヅキエ市 (Zawadzkie)
ガラス製造工場の町として発展したことか
ら、現存する96メートルの高さを誇る煙突
が特徴的である。町を流れるマウア・パネフ
川（Mała Panew）は「オポーレ県のアマゾン
川」とも呼ばれ、カヤックに人気がある。町
の周辺には65kmにおよぶ自転車道路が整
備されている。森林自然記念館もおすすめ。                   

www.zawadzkie.pl

オポーレ県の村

美しい森に囲まれたオポーレ県の村は、サイクリング、乗馬、ウォーキングに最
適。歴史好きな人にもいろいろな発見が待っている。伝統、建築、文化などあら
ゆる面で魅了する。オポーレ県の人々は経済的で、きれい好きとも言われてい
る。
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オポーレ村野外博物館空から見たプルドニク市

トゥオビツェ市の宮殿

ザバヅキエ市の森林自然記念館
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スヒ・ブル (Suchy Bór)
長さ50メートルの屋外プールで知られる。
夏の水遊びの他にも、サイクリングルートが
整備されていることから、サイクリングにも
おすすめ。

www.chrzastowice.pl

ドンブロバ (Dąbrowa)
ニエモドリンスキエ森の端にある村。1615
年に建てられた公園のある宮殿は見所が多
い。その他にも、13世紀から文献が残る聖ラ
ウレンチオ教会や聖エリサベト修道院もお
すすめ。

www.gminadabrowa.pl

ポクイ (Pokój)
18世紀半ばから続く村には、かつてカール1
世 (ヴュルテンベルク王)の夏の屋敷があっ
た。ドイツのカールスルーエ市を真似た放
射状形式の町の面影が残る。かつて宮殿が
あった場所には、ポーランドでは2か所にし
か残っていない8武装の星形をした交差点
がある。歴史的な公園も残されている。

www.gminapokoj.pl
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カルウォビツェ (Karłowice)
1350年頃に建てられた城は、最初は騎士の
ため、その後は狩猟者用のロッジとして利
用されていた。城の周りには、水堀、公園、穀
倉や水車小屋もある。城やチャペルは現在
私有物となっている。蜂の単為生殖を発見
した研究者でもあるヤン・ジエルジョン神父

（Jan Dzierżon）の家も残っている。                                 
www.popielow.pl

トゥラバ (Turawa)
トゥラフスキエ湖で知られる村。オーデル川
の水量調整のために30年代に作られた人
工の湖は、面積が20km2以上もある。現在、
隣接する2つの湖も含めて、ウォータースポ
ーツや釣りに人気のレジャーエリアとなって
いる。

www.turawa.pl

ザグビジジェ (Zagwiździe)
ストブラフスキ自然公園の中心部にあり、製
鉄産業で発展した村。かつての製鉄所は記
念館となっている。ブドコビチャンカ川のカ
ヤックも人気。植物園や町の見所を通る散
歩ルートもおすすめ。        

www.zagwizdzie.pl

ドンブロバ村の宮殿

カルウォビツェ村のお城

ポクイ村の公園

スヒ・ブル村の屋外プール

トゥラフスキエ湖

ザグビジジェ村記念館
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ヤクボビツェ宮殿（ヤクブス宮殿）（Pałac Jakubus w Jakubowicach）

ホテルやレストラン、スパが入った邸宅は、新古典主義様式で1882年に建てら
れた。周辺には、美しい古木で覆われた公園や砂浜を備えた池もある。乗馬クラ
ブ「Osadkowski」では乗馬を楽しめる。                        

 www.jakubus.pl

カミエン・シロンスキ宮殿
（Pałac w Kamieniu Śląskim）

城の跡地に建てられた17世紀の宮殿。第
二次世界大戦後に火事の被害を受けた
が、再建された。現在は、聖ヤツェック教
会や水治療法療養施設を備える。
カミエン・シロンスキはドミニコ会で16
世紀に聖人となった聖ヤツェック（Jacek 
Odrowąż）が生まれた街でもある。

www.kamien.biz.pl

パブウォビツェ宮殿
（Pałac w Pawłowicach）

ネオルネッサンスとバロック様式の特
徴を折衷した宮殿。八角形の塔が特徴
的。1864年に建てられ、20世紀に入って
からも改修を繰り返す。2010年の大改修
後は、ホテル、スパ、レストランを備えた
施設に生まれ変わった。2018年からはワ
イナリーも開業。小さな公園で散歩も楽
しめる。

www.palacpawlowice.pl

古城と宮殿は、オポーレ地方の象徴。その数は200以上とも言われており、博物
館やホテルの機能を備えているものもある。オポーレ市中心部にあるピャスト
塔もかつての城の面影を残す。城や宮殿では年中様々な文化イベントが行われ
ている。

14 15
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スリスワフ宮殿
（Pałac Sulisław）

宮殿の歴史には、テンプル騎士団やフリ
ードリヒ・ヴィルヘルム3世 (プロイセン
王)など様々な英雄が刻まれている。長い
間改修が行われていなかったが、大改修
後は5つ星ホテルに生まれ変わった。ソフ
ィア・ローレンが所有していたシャンデリ
アやミック・ジャガーの城で使用されてい
たテーブルなども名物。

www.palacsulislaw.pl

ドンブロバ城
（Zamek w Dąbrowie）

シレジア地方を代表する貴族Joachim 
von Mettich-Tschetschauによって17世
紀に建てられた城。ゴシック・リヴァイヴァ
ル様式の城は、ヨーロッパでも珍しいス
パイラル煙突が特徴的。城は古い公園に
囲まれている。現在は、オポーレ大学が所
有する。     

www.dabrowskieskarby.pl

ビエンクシツェ宮殿
（Pałac Większyce）

 
19世紀に建てられたゴシック・リヴァイヴ
ァル様式の宮殿。公園に囲まれ、レストラ
ンは、ポーランドTOP100レストランに選
ばれている。レストラン内の7つの部屋（
騎士、ルビー、エメラルド、クリスタル、ヒ
ラルデック、ライラック）はどれも美しく、
居心地が良い。建築、芸術、料理を一度に
楽しめる特別な空間。

www.palacwiekszyce.pl

ニエモドリン城
（Zamek Książęcy Niemodlin）

この城が文献に登場するのは、かつてニ
モドリンがバルト海とローマを繋げる「琥
珀の道」の通過点であった時代。要塞に
囲まれた石造りの城は、1313年にボルス
ヴォワ王子によって建てられた。これまで
様々な国の王様が訪問している。映画の
ロケ地ともなっている。

www.zamekniemodlin.pl
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モシュナ城
（Zamek Moszna）

1866年から1945年にかけて長い改修工
事が行われた。メルヘンチックな建築が
特徴的。財閥Tiele-Winckler家の本家で
あった城には、365室の部屋と99の塔、温
室も備えられている。古い庭園は、数百
年前のオークやリンデン、ツツジが見どこ
ろ。1984年から毎年、クラシック音楽と花
をテーマとした「ツツジ音楽祭」が開催さ
れている。

www.moszna-zamek.pl

ブジェグ城
（Zamek Piastów Śląskich w Brzegu）

16世紀にイタリアの建築家が設計。クラ
クフのヴァヴェル城をモデルとしたポー
ランドで最も重要な城の一つ。正門の彫
刻は、ポーランド王やピャスト家王子の
彫刻。現在は、シロンスク・ピャスト家博物
館も備え、様々なイベントが開催されてい
る。

www.zamek.brzeg.pl

オトムフフ城
（Zamek w Otmuchowie）

ヴロツワフ司教がかつて住居としていた
神秘的な城。城塔からは美しい景色が一
望できる。ドイツの博物学者、探検家、地
理学者でもあるアレクサンダー・フォン・
フンボルトが設立した公園が特徴的。ホ
テルやレストランもある。

www.zamek.otmuchow.pl

ログフ・オポルスキ城
（Zamek w Rogowie Opolskim）

ルネサンス・古典主義様式の城。現在は、
オポーレ県立図書館の古書資料室の他、
ホテルと会議室としても利用されている。
イギリス様式の庭園も見応えがある。

www.rogow.wbp.opole.pl 
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オポーレ県には、様々な建築スタイルの宗教建造物が点在する。「Góra św. 
Anny」のバロック様式の聖アンナ修道院（Sanktuarium św. Anny）は巡礼地とし
ても知られている。オポーレ大聖堂（Katedra Opolska）はオポーレ聖母マリアの
教会であり、奉納品の中にはポーランド王ヤン3世ソビェスキが奉納した銀製
のドレスもある。
グウォグベク市の「ロレートの聖母のサントゥナリオ」は、サンタ・カーザの「ロレ
ートの聖母像」で知られている。
カミエン・シロンスキの聖ヤツェック教会とイェミェルニツァのシトー会修道院
は、巡礼地として知られている。
プルドニク市の聖ヨセフ教会は、ポーランド・カトリック教会のステファン・ヴィ
シンスキー枢機卿が共産主義時代に1年以上投獄されたところでもある。
かつてヴロツワフ司教公国の首都であったニサ市は、「シレジアのローマ」とも
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美しい形状と技術が施された木造教会はオポーレ地方を代表する文化遺産。
この地方の歴史や伝統を物語る。17～18世紀に地元の職人によって建てられ、
長年にわたって地域社会の中心の場でもあった。信仰が深いことでも知られ
るオポーレ地方の職人が、能力や経験を積み重ねて完成させた。最も古い木
造教会として、1517年に建てられたウシツェ（Uszyce）教会や1518年のオレスノ

（Olesno）教会が知られている。

呼ばれる。ニサ市で生まれ、病人や貧しい人々の介護に尽くした聖エリザベス
修道会創立者マリア・ルイザ・メルケルトを記念する「福者マリア・ルイザ・メル
ケルトのルート」はニサ市を通過することで知られている。
オポーレ地方を通るサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路は、観光と神秘
的な体験を楽しめるルート。

20 21

ニサ市の聖ヤコブと聖アグネス教会

イェミェルニツァのシトー会修道院



オ ポ ーレ 市 からオレスノ市 に
至る「木 造 教 会 ル ート」（S z l a k 
Drewnianego Budownictwa 
Sakralnego）には、現存する木
造 教 会 の 7 0 程 大 半 が 点 在 す
る。12市町村をつなぐ「木造教
会ルート」の長さは80kmで、ど
の教会も特徴的である。オポー
レ村野外博物館（Muzeum Wsi 
Opolskiej）を出発し、ツァルノボ
ンシ（Czarnowąsy）,ドブジェン・
ビエルキ（Dobrzen Wielki）,コ
ラノビツェ（Kolanowice）, ビエ
ルザニ（Bierdzany）,ラスコビツェ

（Laskowice）,ラソビツェ・ビエ
ルキエ（Laskowice Wielkie）,ラソ
ビツェ・マウェ（Laskowice Małe）,
ホチャノビツェ（Chocianowice）,
スタレ・オレスノ（Stare Olesno）
やオレスノ（Olesno）では、特に
見応えのある木造教会を訪問す
ることができる。移動は、自動車
かサイクリングが便利。

グラ・シュフィエンテイ・アンニ（Góra świętej Anny）

グラ・シュフィエンテイ・アンニ（Góra świętej Anny）休火山に位置する同名の村
Góra świętej Annyはオポーレ地方の信仰の中心地と言える。山頂の聖アンナ教
会、フランシスコ会修道院、ルルド洞窟を真似た聖マリア洞窟の見学や18世紀
に作られた礼拝所の巡礼道を散策することができる。その他にも、ヨーロッパ
最大の野外ステージの一つで、3万人を収容するアンフィシアター（amfiteatr）
やシレジア蜂起の記念像（Pomnik Czynu Powstańczego）、シレジア蜂起博物
館（Muzeum Czynu Powstańczego）、グラ・シュフィエンテイ・アンニ公園（Park 
Krajobrazowy Góra św. Anny）の展望台など見所が多い。
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グラ・シュフィエンテイ・アンニ

聖天使ミカエル教会

グラ・
シュフィエンテイ・
アンニの聖母チャペル
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毎年オポーレ市で開催される国内最大の音楽祭「オポーレ全国歌の祭典」の他
にも、クラシック演奏会、演劇フェスティバル、野外パフォーマンスなど、楽しい
イベントが目白押しだ。

オポーレ伝統芝居演劇コンクール
（Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka żywa”）

40年以上続くポーランド伝統芝居のコンクール。オポーレ市のヤン・コハノフ
スキ劇場Teatr im. Jana Kochanowskiego で開催され、ワルシャワ演劇研究所

（Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego）が共催。全国の劇場が出演
する。

4月 | www.teatropole.pl 

8

オポーレ全国歌の祭典（Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu）

1963年から6月に毎年オポーレ市で開催されている音楽祭は、ポーランドで最
も知られている野外フェスティバル。数日間にわたって国内の歌手やグループ
が演奏を披露する。初演やデビューの場として話題になることが多い。

6月 | www.festiwalopole.com

ニサ要塞フェスティバル（Dni Twierdzy Nysa）

毎年7～8月にニサ要塞で開催されるフェスティバル。要塞の一部が歴史的な
軍事基地となり、数か国の兵隊が参加して、1807年のニサ要塞の戦いを再現す
る。観兵式も行われ、屋台も楽しめる。                       

7月 | www.nysa.eu
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オポーレ市の野外劇場 ニサ要塞の戦いの再現

オポーレ市の「ヤン・コハノススキ」劇場
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オポーレ映画祭
（Festiwal Filmowy Opolskie Lamy）

オポーレ市で開催される映画祭。ポーラン
ドや海外の映画上映の他、映画監督や俳優
のトークショー、ワークショップ、展示会やコ
ンサートが行われる。子供向けのイベントも
楽しめる。

10月 | www.opolskielamy.pl

オポーレ国際観光フェア
（Międzynarodowe Targi Turystyczne 

W STRONĘ SŁOŃCA）

国内外の観光地やホテル、旅行会社、観光
協会を紹介する国際観光フェア。毎年3日間
にわたって、旅行家による発表会や地方料
理の試食会、アーティストによるパフォーマ
ンス、コンクールなどが行われる。

5月 | www.mtt.opole.pl

国際パーカッション・フェスティバル
（オポーレ市）
（Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny 

DRUM FEST）

1988年からオポーレ市で開催されている打
楽器の音楽祭。１ヶ月間にわたり、パーカッ
ションのコンサート、ワークショップ、セミナ
ー、コンクールや展示会が行われる。様々な
ジャンルから国内外のアーティストが参加。

10月 | www.drumfest.pl

国際騎士大会（ビスクピツェ村）
（Międzynarodowy Turniej Rycerski, 

Biskupice）

毎年5月にビチナ市近郊の騎士の村で開催
されるイベント。騎士団がアーチェリー、ナイ
フ投げ、斧投げ、槍投げなどを大会で披露す
る。騎士団の戦いから攻城戦、騎士ショー、
職人ワークショップや踊りのワークショップ
まで人気の催しが多い。 

5月 | www.grod.pl.tl

全国人形劇フェスティバル（オポーレ市）
（Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek）

1965年から2年おきに開催されるオポーレ
人形俳優劇場（Opolski Teatr Lalki i Aktora）
を会場とする人形劇フェスティバル。子供向
けの芝居やコンサート、講演会、展示会、プ
レゼンテーションなどが連日行われる。俳
優、音楽、監督、舞台美術の各分野で最優秀
賞が選ばれる。

5月 | www.teatrlalki.opole.pl

ブック・フェスティバル（オポーレ市）
（Festiwal Książki）

毎 年 6 月 に オ ポ ーレ 市 の 自 由 広 場（ p l . 
Wolności）で開催されるブック・フェスティバ
ル。人気作家やジャーナリストの講演から新
作やベストセラーの販売まで、多くの催しで
賑わう。ポーランド語のディクテーション・コ
ンクールなどサイドイベントも行われる。

6月 | www.festiwalksiazki.pl
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国際きこり大会（ボブロバ村）
（Międzynarodowe Zawody Drwali, 

Bobrowa）

毎年、2日間にわたってヨーロッパのきこり
が集まり技術を披露する大会。正確に木を
倒す技、丸太を切る技、素早く切り抜く技等
さまざまな競争が行われる。コンサートやダ
ンスなども楽しめる。

7月 | www.kultura.rudniki.pl

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン・フェス
ティバル（グウォグベク市）

（Śląski Festiwal im. Ludwiga van 
Beethovena, Głogówek）

かつて数か月間グウォグベク市に滞在した
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンを記念
する音楽祭。25年以上前から毎年開催され
ている。国内外の演奏家やオーケストラによ
るクラシック音楽のコンサートやリサイタル
が楽しめる。

9月 | www.muzeum.glogowek.pl

「トラムプスカ・フドバ」チェコ共和国観光の
歌フェスティバル（グウホワジ市）

（Trampska Hudba, Głuchołazy）

毎年、「KROPKA」国際観光の歌フェスティバ
ルに合わせて開催されるフェスティバル。チ
ェコの歌手が観光の歌を披露する。

7月 | www.kropka.glucholazy.pl

「シレジア・エクエストリアン」国際馬術大会
（ヤクボビツェ村）
（Silesia Equestrian, Jakubowice）

乗馬クラブ「Osadkowski」で開催される障害
飛越競技の国際大会。賞金は100万PLN以
上。2m以上の障害競走もある。世界中から
300頭以上の馬が参加する。

5月 | www.silesiaequestrian.pl

シトー会フェア（イェミェルニツァ村）
（Jarmark Cysterski, Jemielnica）

イェミェルニツァ村の農業や貿易に貢献し
たシトー会修道士を記念する行事。騎士の
パフォーマンス、職人ワークショップや踊り
のワークショップ、旧シトー会修道院の見学
などが楽しめる。

5月 | www.jemielnica.pl

ツツジ音楽祭（モシュナ村）
（Muzyczne Święto Kwitnących Azalii, Moszna）

オポーレ地方で30年以上の歴史を誇るクラ
シック音楽祭。ツツジが咲く季節に合わせて
国内外の音楽家がモシュナ城でクラシック
音楽を演奏する。

4～5月 | www.moszna-zamek.pl
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オポーレ県鯉の祭り（ニエモドリン市）
（Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego, Niemodlin）

2011年から続く鯉の祭り。鯉の漁師体験、鯉料理の試
食、料理教室や釣り大会が楽しめる。

10月 | www.lgropolszczyzna.pl 

水と火のフェスティバル（ニサ市）
（Festiwal Ognia i Wody, Nysa）

毎年夏にニスキエ湖の湖岸で行われる花火大会。花火
師による3つのチームが競い合うショー。コンサートや
子供向けのアトラクションもある。

7月 | www.nysa.eu

花の夏フェスティバル（オトムホフ市）
（Lato Kwiatów, Otmuchów）

1973年から、毎年7月最後の週末に開催される花のフェ
スティバル。100以上の花の展示会の他にも、花市やガ
ーデニングの道具市なども行われる。市が主催するイベ
ントとしてコンサートや展示会、花火大会、イベントなど
も同時に開催される。

7月 | www.otmuchow.pl 

ポーランド気球選手権大会（パチュクフ市）
（Aeropiknik i Balonowe Mistrzostwa Polski, Paczków）

毎年7月にパチコフスキ湖（Zalew Paczkowski）で開催
されるポーランド気球選手権大会。空中のターゲットを
目指す競技や地上のターゲットにマーカーを投げる競
技など様々な競技が行われる。ナイト気球ショー、気球
体験も楽しめる。

7月 | www.paczkow.eu

モリッツ・ブロシグ・オルガン・室内楽フェスティバル（パチ
ュクフ市）（Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. 
Moritza Brosiga "Muzyka ponad granicami", Paczków）
パチュクフ市に近いリシツェ・ビエルキエ村で生まれた
オルガニスト・作曲家・音楽理論家のモリッツ・ブロシグ
を記念する音楽祭。15年前から開催され、室内管弦楽
団やソリストの演奏会が行われる。

日付未定 | www.paczkow.pl

カール・マリア・フォン・ウェーバー・フェスティバル（ポク
イ村）（Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów 
im. Carla Marii von Webera, Pokój）
カール・マリア・フォン・ウェーバーの滞在を記念した音
楽祭で、聖体節の祝日期間に毎年開催される。カール・
マリア・フォン・ウェーバーやその他の作曲家による曲
が3日間にわたって演奏される。

5～6月 | www.gminapokoj.pl

ショパン＆エルスネル音楽祭（スリスワフ村）
（Festiwal Chopin-Elsner, Sulisław）
ショパンとスリスワフ村近郊で生まれたショパンの師ユ
ゼフ・エルスネルを記念した音楽祭。毎年11月にスリス
ワフ宮殿で開催される。料理フェアやジャズ・フェスティ
バルも同時に行われる。

        11月 | www.palacsulislaw.pl

レバダ・アート・カップ馬術大会（ザクシュフ村）
(Lewada Art Cup in Zakrzów)
乗馬クラブ「Lewada」を会場とする著名アーティストの
ための馬術選手権大会。1998年から毎年8月最後の週
末に開催。馬場馬術、ドレッサージュ、障害飛越競技、レ
イニングなどの競技や、コンサート、馬術ショーも行わ
れる。   

8月 | www.artcup.pl
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グラ・シュフィエンテイ・アンニ景観公園（Park Krajobrazowy Góra św. Anny）

シレジア高地で最も高いグラ・シュフィエンテイ・アンニ（Góra św. Anny、標高
404 m）は休火山でもある。この地域としては、気温が低く、降水量が多いことか
ら、森林面積は比較的少ない（森林面積21％）。公園内の森林保護地域として
Lesisko, Boże Oko, Grafikや Biesiecが挙げられる。
公園の半分以上は、「グラ・シュフィエンテイ・アンニ・ジオパーク」として登録さ
れている。10㎞のトレイル中11ヶ所に火山学の説明が掲示されている。トレイ
ルの完走には6～7時間必要とされる。大きな野外ステージ（3万人収容）も見ど
ころである。
公園にはハイキング用のトレイルが整備されている：4㎞の「Szlak_ im. 
Xawerego Dunikowskiego」トレイル、15㎞の「Szlak Flory i Fauny」トレイル（自
然トレイル）、23㎞の「Szlak III Powstania Śląskiego」トレイル、34㎞の「Szlak im. 
Roberta Oszka」トレイルや98㎞の「Szlak Powstańców Śląskich」トレイルなど。

リプノ村の樹木園（Arboretum – ogród dendrologiczny w Lipnie）

18世紀、ニエモドリの地主によって森林保護公園の一部として作られたポーラ
ンドで最も古い樹木園。オポーレ地方で最も温暖な地域で、植物や樹木の生育
に適している。
最も貴重な種として、ガンダワンツツジ、韓国のヤシ、カナダのマツ、ツツジ、カ
ロライナツガ、ベイマツ、カツラ、柊南天、クサボケ、トウヒ、ニオイニンドウ、ユリ
ノキが挙げられる。

オポーレ地方は、自然豊かな地域である。美しい丘、川、湖、公園、砂丘など風光
明媚な景色やリラックスできるスポットが豊富。ハイキングやサイクリング、カヤ
ックのおすすめルートも多い。

32 33

リプノ村のツツジ

グラ・シュフィエンテイ・アンニの野外ステージ
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オパフスキエ山脈景観公園（Park Krajobrazowy Góry Opawskie）

オパフスキエ山脈景観公園（Park Krajobrazowy Góry Opawskie）は、オポーレ
県唯一の山脈に位置する。穏やかで美しい谷が広がるオパフスキエ山脈の最
高峰はビスクピア・コパ山（Biskupia Kopa、標高889m）。Biała Głuchołaska川と
Złoty Potok川が山脈を流れる。公園の大部分を森林が占め、三つの保護地域
Cicha Dolina、 Las Bukowy、 Olszakに分かれている。
公園には128㎞のハイキング用のトレイルや30㎞の自然・教育トレイルをはじ
め、乗馬やサイクリング、クロスカントリースキーが楽しめるトレイルも整備さ
れ、宿泊場所やレストランも多い。
見どころ：ビスクピア・コパ山（Biskupia Kopa）の展望塔、「Nad Białką」保護区域、

「Piekiełko」と「Gwarkowa Perć」の採石場、銀山跡の「Żabie Oczko池」、プルヅ
ニック森の「Zamkowa Góra山」や「Okopowa山」の遺跡、「Klasztorna Góra」の
修道院、「Góra Parkowa山」のチャペル、「Przednia Kopa山」の聖アンナチャペ
ル、Złoty Potokのダムなど。 ストブラフスキ景観公園（Stobrawski Park Krajobrazowy）

オポーレ地方最大で、最も新しい景観公園。面積の大部分は森で覆われてい
る。特に、オーデル川沿いの「中オーデル川の谷」と呼ばれる水鳥の保護地域
は、絶滅危惧種を守る貴重な区域として知られている。カワウソやビーバー、
鵜、オジロワシやヨーロッパ最大のトンボも生息する。
高さ20ｍの砂丘も公園の名所の一つ。青いトレイル上のドンブルフカ・ウブ
ニャンスカ村（Dąbrówka Łubniańska）と黄色のトレイル上のカルウォビツェ村

（Karłowice）周辺に位置する。
ストブラフスキ景観公園には、ハイキングやサイクリング、カヤックのトレイ
ルが整備されている。ブドコビチャンカ川（Budkowiczanka）、ブリニツァ川

（Brynica）、ニサ・クウォツカ川（Nysa Kłodzka）、オーデル川（Odra）、スモルタバ
川（Smortawa）、ストブラバ川（Stobrawa）の6つの川ではカヤックが楽しめる。
見どころ：ポクイ村（Pokój）、ラドミエロビツェ教会（Radomierowice）、スタロ
シチン宮殿（Starościn）、ブロヌフ宮殿（Wronów）、ミコリン屋敷（Mikolin）、
カルウォビツェ城（Karłowice）、ザグビジジェ記念館・教会（Zagwiździe）、ス
コロゴシュチ給水塔（Skorogoszcz）、ニサ・クウォツカ川ダム（„Ujścia Nysy 
Kłodzkiej”）、ムルフ古墳（Murów）、クシバ・グラやタルノビエツ古墳跡（Krzywa 
Góra、Tarnowiec）など。
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ストブラフスキ景観公園

オパフスキエ山脈景観公園
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オーデル川（ODRA）

ポーランドでは2番目、オポーレ県では最長の川。オーデル川から分かれる支川
は、ニサ・クウォツカ川（Nysa Kłodzka）、マウア・パネフ川（Mała Panew）、ストブ
ラバ川（Stobrawa）。オーデル川沿いにはオポーレ市、ブジェグ市、ケンジェジン
＝コジレ市、クラプコヴィツェ市、ズジェショビツェ市（Zdzieszowice）やズトブラ
フスキ景観公園（Stobrawski Park Krajobrazowy）がある。
オーデル川では遊覧船のクルーズも楽しめる。オポーレ市とケンジェジン＝コ
ジレ市に遊覧船乗り場がある。

美しい水辺と水遊び、ウォータースポーツが楽しめる場所として、自然富か
なトゥラフスキエ湖（Turawskie）、ニスキエ湖（Nyskie）、オトムホフスキエ湖

（Otmuchowskie）が知られる。宿泊所やレストランも多く、レジャーに最適
の場所である。カヤックの愛好家には、マウア・パネフ川の谷（Dolina Małej 
Panwi）がおすすめ。

グリヴィツキ運河（Kanał Gliwicki）

オーデル川とシレジア工業地区をつなぐ41㎞の水路。ケンジェジン＝コジレ市
からグリヴィツェ市までの運河の水位が43m異なることから、6つの閘門が整備
されている。運航期間は3月15日から12月15日まで。遊覧船はケンジェジン＝コ
ジレ市を出発し、遊覧時間は1,5～5時間。

36 37
グリヴィツキ運河

オポーレ市近郊を流れるオーデル川
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ニサ・クウォツカ川、ニスキエ湖、オトムホ
フスキエ湖

（NYSA KŁODZKA, JEZIORO NYSKIE 
I OTMUCHOWSKIE）

ニサ・クウォツカ川は、オポーレ県とドル
ヌィ・シロンスク県の県境に位置する。上
流の滝と下流の度重なる洪水によってニ
スキエ湖（jezioro Nyskie）とオトムホフス
キエ湖（jezioro Otmuchowskie）が作られ
た。どちらも「オトムホフスキ・ミスキ保護
地域」の一部である。

オトムホフスキエ湖
（Jezioro Otmuchowskie）

1928～1933年にかけて、ニサ・クウォツカ
川の溜池としてオトムホフ市近郊に作ら
れた。水力発電所もある。
宿泊施設やウォータースポーツのレンタ
ルショップも充実したレジャーにおすす
めの場所。湖の近くには、ポーランドで唯
一のアオサギの生息地がある。パイクパ
ーチが多く生息していることから、釣りに
も人気。地元のレストランでは、パイクパ
ーチ料理が楽しめる。

ニスキエ湖は、高さ20m、全長5㎞のダムの建設によって、1971年に作られた人
工の湖。水力発電所もある。北東の湖岸には広い砂浜と宿泊施設、マリーナが
整備されている。
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ニスキエ湖   

オトムホフスキエ湖



トゥラフスキエ湖（Jeziora Turawskie）

オポーレ市から20㎞離れた３つの湖の
総称。オーデル川の水量調整のために
30年代に作られたトゥラフスキエ・ヅジェ
湖（jezioro Turawskie Duże）は一番大き
く、20km2以上ある。レジャーにも最適で、
北と南の湖岸には松林に囲まれた砂浜も
ある。ウォータースポーツや釣りにも人気
のリゾートで、オポーレ・ヨット・クラブの
ヨットレースも行われる。

「Lasy Stobrawsko-Turawskie」保護区域
に属するトゥラフスキエ・ヅジェ湖は渡り
鳥のパラダイスとしても知られる。
砂採取場だったトゥラフスキエ・ヅジェ湖
に隣接する二つの小さな湖には砂浜もあ
り、水遊びやウォータースポーツも楽しめ
る。

スレブルネ湖（Jezioro Srebrne）

湖 水 が 緑 色 で あ ることか ら 、緑 の 湖
（Jezioro Zielone）とも呼ばれている。トゥ
ラフスキエ・ヅジェ湖から2㎞の距離にあ
る森に囲まれた湖。水泳場、キャンプ場、
レストランがある。

マウア・パネフ川の谷（Dolina Małej Panwi）

132㎞の長さがあるマウア・パネフ川（Mała Panew）はオーデル川の支川。カー
ブが多いことから「オポーレ県のアマゾン川」とも呼ばれる。砂丘や旧流路、蛇
行が多い川。平地でも、山地の川のように流れが荒い。カヤックに人気で、魚や
水生動物も多く生息する。
マウア・パネフ川の谷に位置するオジメック市（Ozimek）では、ポーランド最古
の製鋼所やヨーロッパ大陸最古の鋳鉄吊り橋が見られる。

マウアパネフ川でのカヤック

トゥラフスキエ湖

シュレドニェ湖の遊歩道
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ハイキングとサイクリング

地形に富み、観光ルートが多いオポーレ県では、ハイキングやサイクリングが
様々な場所で楽しめる。特におすすめは、文化トレイル：「オポーレ城・宮殿トレ
イル」 （Opolski Szlak Zamków i Pałaców）、「木造教会トレイル」（Drewnianego 
Budownictwa Sakralnego）、「ポーランド・チェコ県境魔女トレイル」（Szlak 
Czarownic po Polsko-Czeskim Pograniczu）や「ブジェグ壁絵トレイル」（Szlak 
Polichromii Brzeskich）など。自然散策トレイルでは、マウア・パネフ川の谷トレ
イル、オトムホフスキエ湖、ニスキエ湖、トゥラフスキエ湖の周遊トレイル、オパ
フスキエ山脈トレイル、ズトブラフスキ景観公園トレイルやグラ・シュフィエンテ
イ・アンニ景観公園トレイルが知られる。歴史トレイルでは、ニサ地区の要塞・
城・宮殿トレイルやニサのサンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路など。自転車
のレンタルも可能なオポーレ市、ケンジェジン＝コジレ市やプルドニク市では
サイクリングも楽しめる。

カヤック

カヤックを楽しむ場所として、広いオーデル川（Odra）、蛇行が特徴的なマウ
ア・パネフ川（Mała Panew）、山地のような急流のニサ・クウォツカ川（Nysa 
Kłodzka）が挙げられる。
オポーレ市中心部の「ボルコ島」（Wyspa Bolko）にはオポーレ・カヤック協会

（Opolskie Towarzystwo Kajakowe）の本部があり、カヤック、ペダル・ボート
やドラゴン・ボートのレンタルが可能。オーデル川（Odra）や運河をカヤック
で楽しめる。ケンジェジン＝コジレ市（Kędzierzyn Koźle）、クラプコヴィツェ市

（Krapkowice）、ブジェグ市（Brzeg）やズジェショビツェ市（Zdzieszowice）にも
オーデル川沿いのカヤック係留地がある。
ズトブラフスキ景観公園でのおすすめのカヤックトレイルは、ブドコビチャン
カ川（Budkowiczanka）の25㎞&32㎞コース、ブリニツァ川（Brynica）の8㎞コー
ス、ニサ・クウォツカ川（Nysa Kłodzka）の62㎞&20㎞コース、 オーデル川（Odra）
の12㎞コース、 スモルタバ川（Smortawa）の8㎞&14㎞コース、ストブラバ川

（Stobrawa）の9㎞&21㎞コース。
マウア・パネフ川の谷（Dolina Małej Panwi）もカヤックに人気が高く、ファミリー
や中級者、上級者で賑わう。「オポーレ県のアマゾン川」とも呼ばれ、4つのコー
スが整備されている（10㎞、18㎞、22㎞や35㎞）。

www.kajakiwiking.pl
www.partykajaki.pl

www.stobrawa-kajaki.pl
www.agro-ranczo.pl
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マウアパネフ川でのカヤック



乗馬クラブ「Lewada」（Klub Jeździecki Lewada）

馬場馬術（ドレッサージュ）で知られる乗馬クラブ。ポーランド馬術協会（Polski 
Związek Jeździecki）会員。馬術イベントやコンサート、展示会、発表会などが開
催される。
毎年8月最後の週末にポーランドの人気アーティストが参加する「全国アーティ
スト馬術選手権」（Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd - ART CUP）が行われる。
乗馬クラブ「Lewada」の本部はザクシュフ村（Zakrzów）の宮殿内にある。         

www.kjlewada.pl

乗馬クラブ「Osadkowski」
（Klub Jeździecki Osadkowski）

2011年に創業した「ヤクブス宮
殿」ホテルの乗馬クラブは、国際
大会の開催が可能な設備（馬者
2棟、パルクール、馬術大会場）を
所有する。毎年7月、世界中から
300頭の馬が参加する障害飛越
競技の国際大会「シレジア・エク
エストリアン」が開催される。

www.kj-osadkowski.pl

モシュナ厩舎
（Stadnina Koni Moszna）

ポーランドや海外でも有名な厩
舎の一つ。70年以上前からサラ
ブレッドや半アングロアラブ種の
繁殖が行われている。毎年5・6・8
月に障害飛越競技大会が行われ
る。夏の乗馬ツアー体験に限ら
ず、一年中乗馬レッスンや馬車に
乗ることができる。厩舎の隣には
モシュナ城がある。

www.moszna.pl

乗馬

オポーレ県では乗馬も楽しめる。オポーレ県有数の乗馬クラブや地方の宿泊施
設では乗馬レッスンや馬術大会が行われる。
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レバダ・アート・カップ馬術大会

モシュナ城

ヤクボビツェ宮殿（ヤクブス宮殿）
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「クラシェユフ・ジュラシックパーク」（Park Nauki i Rozrywki, Krasiejów）

200以上の恐竜モデル、タイムトンネルの旅、先史時代水族館などが楽しめる
科学パーク。ヨーロッパでも最大規模で、発掘調査エリア内に作られた世界で
も珍しい恐竜のテーマパークである。「科学・人類の進化エリア」（Park Nauki 
i Ewolucji Człowieka）では、タイムスリップして、人類の始まりから進化を学ぶこ
とができる。

www.juraparkkrasiejow.pl 

恐竜からロボット、動物まで、オポーレ地方は子連れが楽しめる場所が多い。重
力式スライダーやフィールドアスレチック、展望台、水遊びなど楽しみ方も様々。

「ポーランド歌の博物館」（Muzeum Polskiej Piosenki）の子供向けプログラム
もおすすめ。

騎士の町、ビスクピツェ村（Gród Rycerski, Biskupice）

ポーランドで初めて作られた木造の騎士の町。中世騎士の生活体験などができ
（アーチェリー、馬車、スチームバス等）、宿泊施設もある。

www.grod.pl.tl | www.grod.byczyna.pl
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オポーレ動物園（ZOO, Opole）

オポーレ市の「ボルコ島」（Wyspa Bolko）
に位置する1912年創業の動物園。動物園
で飼われている300種の動物の中でも特
にマーモセット科、キツネザル科や有蹄
類が特徴的。カリフォルニア・アシカやゴ
リラの餌付けが子供にも人気。子供向け
の遊び場、ピクニック広場やフィールドア
スレチックも楽しめる。

www.zoo.opole.pl

ポーランド歌の博物館、オポーレ市
（Muzeum Polskiej Piosenki, Opole）

ステージ衣装、録音ブース、着替えのため
の電子鏡、タブレット展示、タッチディスプ
レイ展示、紙製レコードや電子ドラムな
ど、子供も楽しめるマルチメディア型博物
館。展示会や音楽のレッスン、ワークショ
ップも行われる。

www.muzeumpiosenki.pl 

ロボット工房、ウォンチュニク村
（Fabryka Robotów, Łącznik）

自動車のスクラップで作られたロボット
の工房で、ヨーロッパでも珍しい。SF映画
やアニメーション映画に基づいて作られ
たロボットが展示されている。最大の展
示品の重量は1トン以上、高さは3,5m。最
小の展示品は13㎝。製作者と会うことも
できる。

www.fabryka-robotow.business.site 

オポーレ村野外博物館
（Muzeum Wsi Opolskiej, Opole）

昔の農家やチャペル、酒場など50棟近い
歴史的建造物が展示されている野外博
物館。

www.muzeumwsiopolskiej.pl 
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教会ミニチュア・パーク、オルショバ村
（Park Miniatur Sakralnych, Olszowa）

ポーランドや海外のカトリック教会のミ
ニチュアが集まったテーマパーク。ヴェネ
ツィアのサン・マルコ寺院、フィレンツェ
のサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖
堂、グダンスクの聖母マリア教会やクラク
フのヴァヴェル大聖堂などが1/500の縮
尺で再現されている。

www.miniaturyolszowa.pl

フィールドアスレチック「KanYon」、オポー
レ市（Park linowy KanYon, Opole）

オポーレ市の中心にある屋外施設。ロー
プでつながれた4つのルートが整備さ
れ、初心者から上級者までアクティブに楽
しめる。   

www.kanyon.pl 

プール「Wodna Nuta」、オポーレ市
（Basen Wodna Nuta, Opole）

悪天候でも、屋内で水泳や水遊びが楽し
める。水泳プール、流れるプール、ジェット
バスまで充実した施設でリラックスでき
る。

www.mosir.opole.pl
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重力式スライダー、Góra św. Anny 村
（Zjeżdżalnia grawitacyjna, Góra św. Anny）

 
長さ600mの「Alpin Coaster」式のリュージ
ュ乗りスライダー。年中オープンし、景色
も楽しめる。

www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl  

ガス博物館、パチュコフ市
(Muzeum Gazownictwa, Paczków)

パチュコフの旧ガスプラントは1世紀以上
の歴史を持つ。地方におけるガス精製設
備が保存されたポーランド唯一の施設。
ガス産業の歴史、ガス家電製品とヨーロ
ッパ最大の家庭用ガスメーターのコレク
ションの展示などを楽しむことができる。

www.muzeumgazownictwa.pl 

ホテル・リゾート「バユカ」の「ザトカパーク」
（Zatoka - Hotel & Resort Bajka, Grodziec）

砂浜、水遊び場、トランポリン、木造船、ミ
ニ動物園、スポーツフィールドなど子供
が楽しめるレジャー施設。レストランやホ
テル、キャンプ場もある。          

www.hotelbajka.com  
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オポーレ地方の料理は、ポーランドやシレジア、東ポーランド国境、ドイツ、チェ
コの影響を受けて発展した料理。この地方の料理が満喫できるグルメルート「
オポルスキ・ビフィユ」（Opolski Bifyj）も紹介されている。「Bifyj」とはシレジア地
方の各家庭で重要な役割を果たした台所食器棚のこと。「Bifyj」には花模様に
色付けされたオポーレ磁器が飾られ、ハチミツや伝統料理のレシピ、惣菜が置
かれていた。オポーレ地方を代表する料理と言えば、ソーセージや鯉料理、ビー
フロール（rolada wołowa）、紫キャベの煮込み（modra kapusta）など。この地方
独特の伝統料理をぜひ召し上がれ。

88

コラチ・シロンスキ（Kołocz śląski）

オポーレ地方を代表するデザート。EUの
原産地保護リストにも登録されており、昔
のレシピのままを味わえるシレジア風ク
ラムケーキ。イースト生地にケシの実や
リンゴ、カッテージチーズが入ったものか
らプレーンまで、様々なバージョンが楽し
める。

ウォジョンカ
（Wodzionka na gęsim smalcu）

昔から庶民に親しまれていたシンプルで
栄養たっぷりのガチョウの肉汁入りスー
プ。ガチョウの独特の風味がおいしい

クルプニオキ・シロンスキエ
（Krupnioki śląskie）

オポーレ地方を代表するシレジア風ブラ
ッドソーセージ。主な材料は、肉85％、穀
物15％、玉ねぎ、塩、黒コショウ、マジョラ
ムやニンニク。18世紀から人気の料理で、
昔は豚の屠殺直後に食べられ、その後は
炭鉱労働者に好まれる料理となった。EU
の原産地保護リストにも登録されている。
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シュミエタヌフカ・オレスカ
（Śmietankówka Oleska）

昔から結婚式や特別な行事でふるまわ
れてきたクリーム入りのお酒。原材料は
クリーム（30％）とスピリッツ、バニラな
ど。現在、製造許可があるのはオレスノ市
の乳製品工場（Spółdzielnia Mleczarska 
z Olesna）のみ。コーヒーやアイスクリー
ムと一緒に飲むのもおすすめ。ココア味
やコーヒー味など、プレゼントにもぴった
り。

ニエモドリン風鯉煮込み
（Karp po Niemodlińsku）

鯉の繁殖が盛んなオポーレ地方（全国で
4番目の生産地）の魚料理。鯉と野菜を煮
込んだ料理で、癖もなくとても食べやす
い。

ビーフロール（rolada wołowa）、クルスキ・
シロンスキエ（kluski śląskie）紫キャベの煮
込み（modro kapusta）

この地方の伝統料理で、昔から家族が集
まる日曜日に食べられてきた。柔らかい
牛肉とじゃが芋のダンプリング、煮込み野
菜の組み合わせがおいしい。オポーレ地
方の多くのレストランで食べられる。

シロンスキ・ジュル
（Śląski żur na maślance）

発酵したライ麦のサワードウで作られた
酸味のあるスープ。オポーレ地方のジュ
ルはバターミルクやホースラディッシュと
マジョラムで調味し、マッシュポテトやゆ
で卵を添えて食べられる。

パニチュクラウト
（Pańczkraut z żeberkami lub golonką）

油で炒めたザワークラウト、ベーコンや玉
ねぎと茹でたじゃが芋を組み合わせた料
理。茹でた豚足かスペアリブの煮込みと
一緒に食べられることが多い。

シロンスキエ・ニエボ（Śląskie niebo）

豚肉の燻製をドライフルーツと一緒に茹
でた料理。「Buchty śląskie」というイース
ト生地を蒸したダンプリングと一緒に食
べる。
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オポーレ地方の伝統料理が味わえるレストランが登録されたグルメルート「オ
ポルスキ・ビフィユ」（Opolski Bifyj）。各レストランでは前菜、スープ、メインディ
ッシュとデザートの伝統的なコース料理が楽しめる。

Hotel Hugo w Kędzierzynie-Koźlu
（ケンジェジン＝コジレ市）
シロンスキ・ジュル、ビーフロールやパニチュクラウト等
が味わえる地方料理のホテル・レストラン。

www.hotelhugo.pl

Restauracja Kamieniec w Kamieniu Śląskim
（カミエン・シロンスキ村）

茹でた豚足や肉と穀物入りピエロギ（ポーランド風ダン
プリング）が名物のレストラン。

www.restauracjakamieniec.pl

Zamek w Mosznej（モシュナ村）
ジビエ料理が味わえるレストラン。モシュナ城の中のレ
ストランはインテリアも楽しめる。

www.moszna-zamek.pl

Restauracja Nad Stawem w Bogacicy（ボガチツァ村）
南ドイツのバイエルン州やオポーレ地方の料理を専
門とするレストラン。ポテトサラダ、鴨の胸肉、ダンプリ
ング、紫キャベの煮込みやコラチ・シロンスキがおすす
め。

www.nadstawem.feldman-restaurants.pl

Restauracja Nad Stawkiem w Opolu（オポーレ市）
オポーレ市中心部に位置し、池のほとりにあるポーラン
ド家庭料理と地ビールのレストラン。

www.facebook.com/NadStawkiemOpole

オポーレ地方のグルメルート「オポルスキ・ビフィユ」
（Opolski Bifyj）に登録されているレストラン:

Restauracja Antek w Źlinicach（ジリニツェ村）
1911年から地方料理を提供する家庭的なレストラン。

www.restauracja-antek.pl

Hotel Bajka w Grodźcu（グロジェツ村）
ヨーロッパ料理や地方料理のホテル・レストラン。

www.hotelbajka.com

Hotel Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej（ポクシブナ村）
シレジア風鰊、コラチ・シロンスキ、ウォジョンカ、シロン
スキエ・ニエボ等が味わえる地方料理のホテル・レスト
ラン。

                                 www.debowewzgorze.eu
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Restauracja Na Wyspie w Niemodlinie（ニエモドリン市）
ニエモドリン風鯉の煮込みが名物のレストラン。ヌード
ル入りのブイヨンスープ（rosół z nudlami）やパニチュク
ラウト、スペアリブ、ドライフルーツやナッツ入りケシの
実ペースト（makówka opolska）などの地方料理もおす
すめ。                 

www.facebook.com/RestauracjanaWyspie

Pałac w Pawłowicach（パブウォビツェ村）
宮殿内にあるレストランのおすすめ料理はオーブン焼
き豚足。デザートとしてコラチ・シロンスキやハチミツ洋
梨のオーブン焼きもおすすめ。

 www.palacpawlowice.pl

Restauracja Salomon w Opolu（オポーレ市）
オポーレ市にある大きな地方料理レストラン。うさぎの
太腿肉、ロースト鴨、ガチョウのローストやオポーレ風鰊

（śledzik po opolsku）などが名物。
www.restauracja-salomon.pl

Hotel Salve w Głogówku（グウォグベク市）
狩猟肉の料理を得意とするレストラン。ポルチーニ入
り猪ロールとじゃが芋のダンプリング、サワークラウト

（roladki z dzika nadziewane borowikami）のセットが
おすすめ。

www.hotelsalve.pl

Hotel Spałka w Kluczborku（クルチボルク市）
オポーレ地方料理の専門レストラン。野菜、蕎麦と大
麦の実、リンゴジュースが入った具沢山のチキンスープ

（クロプニョク、Krupniok śląski z chlebem mlecznym 
praszkowskim i sokiem z jabłek köningen）やチーズケ
ーキ（セルニック、sernik na miodowym spodzie）がおす
すめ。                                                            www.hotelspalka.pl

Hotel Szara Willa w Opolu（オポーレ市）
オポーレ市中心部にあるレストラン。スモークベー
コンと発酵ピクルス入りポテトサラダ（szałot śląski 
– ziemniaczana sałatka z wędzonym boczkiem 
i kiszonym ogórkiem）、ウォジョンカ、鴨のクランベリー
添え（kaczka z żurawiną）などがおすすめ。

www.szarawilla.pl

Restauracja Śtantin w Starych Siołkowicach
（スタレ・ショウコビツェ村）

四代続く家庭料理のレストラン。おすすめのメニュ
ーは、パ ニチュクラウトとスペアリブ（p a n c z k r a u t 
z żeberkami）、ベーコンと卵入りのじゃが芋ダンプリン
グ（kluski przetarte z boczkiem i jajkiem）、シレジア風
ローストポークチョップ（schab po śląsku）、キノコス
ープ（grzybionka）やパン入りのブイヨンスープ（zupa 
Snelka）。                                                             www.stantin.eu

Restauracja Ratuszowa w Strzelcach Opolskich
（ストシェルツェ・オポレスキエ市）

肉料理を専門とした地方料理のレストラン。レストラン
の窓からは美しい市庁舎が眺められる。

www.restauracjaratuszowa.com

Restauracja i Hotel „Regius” w Opolu（オポーレ市）
オポーレ市の伝統料理レストラン。ピエロギ（pierogi）
やポテトパンケーキ（placki kartoflane）、自家製ブラッド
ソーセージや鴨のロースト（Kaczki Hrabiego）などがお
すすめ。                                                       www.regius.com.pl

Restauracja Zapiecek w Mirowszczyźnie
（ミロフシュチズナ村）

昔から続く料理を提供する木造の田舎風レストラン。ポ
ルチーニソースのポテト・パンケーキ（placki z blachy）
がおすすめ。                                              www.zlotakaczka.eu
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ヨーロッパ最古の鋳鉄吊り、オジメック市（Ozimek）
オジメック市（Ozimek）を通るマウア・パネフ川の橋は、
ヨーロッパ大陸最古の鋳鉄吊り橋として知られる。1827
年に完成後、20世紀に入って70年代まで利用された。現
在は、人道橋として使われている。オジメック市の紋章
にも描かれ、2017年には歴史記念碑リストに登録され
た。

南ポーランド最大の塩水の塔（Gradierwerk）、
グウホワジ市（Głuchołazy）
カラマツを重ねて建てられた高さ15mの塩水の塔は、
療養やリラクゼーションを目的とした設備。冬以外の利
用が可能。天井には展望デッキもあり、街並みや景色が
楽しめる。

アナグマ、ムルフ村（Murów）
ストブラフスキエ森（Bory Stobrawskie）の中に位置す
るムルフ村は「アナグマの国」と呼ばれている。道路沿
いには「スピード落とせ。アナグマに注意。」（„Proszę 
zwolnij. Borsuk”）というサインも設置されている。
オポーレ県クロスカントリー大会「アナグマ・カップ」

（Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka）も毎
年開催される。

オポーレ磁器
国外でも有名な磁器ブランド。磁器の模様は、イースタ
ー・エッグの伝統民族模様に基づいたもの。以前は白い
模様が一般的であったが、現在はとてもカラフルできめ
細かい模様が特徴的。昔から続くハンドメイド手法にこ
だわる。

www.cepeliaopolska.pl

石灰窯、ゴゴリン市（Gogolin）
童謡「森へ行きましょう」が生まれた街として知られる
ゴゴリンは、かつて酸化カルシウム産業で賑わった。19
世紀末に建てられた47棟の石灰窯のうち数棟が今で
も残っている。20世紀末までは石灰岩を燃やしてい
た。ゴゴリン市中心部にある「ドンブロフスキ」石灰窯

（Wapienniki Dombrovskyego）など見どころが多い。
 

ピラミッド、ロジヌフ村（Rożnów）
ベルリンの有名なブランデンブルク門を設計した古典
主義建築家カール・ゴットハルト・ラングハンスの作品。
エジプトのピラミッドに基づいて17世紀に建てられた
お墓。高さ8.5mのピラミッド型のお墓には、フォン・エベ
ン家（von Eben）28人が埋葬されている。ピラミッドは
宝目当ての強盗被害にもあった。
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オポーレ県観光案内所 ***
3 Żeromskiego St., 45-053 Opole
info@ocit.pl
www.visitopolskie.pl
phone +48 77 44 12 522

ニサ市「カミノ・ニサ」観光案内所 * 
18 Bracka St., 48-300 Nysa
biuroddf@gmail.com
phone +48 77 448 46 70, +48 537 222 209

グラ・シュフィエンテイ・アンニ観光案内所 *
10 Leśnicka St., 47-150 Góra św. Anny
turystyka@lesnica.pl
www.lesnica.pl
phone +48 77 402 65 58

イェミエルニツァ観光案内所 ***
63 Wiejska St., 47-133 Jemielnica
turystyka@jemielnica.pl
phone +48 77 556 10 86 , +48 510 522 149

ニサ市観光案内所 ****
19 Piastowska St., 48-300 Nysa
bastion@twierdzanysa.com 
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
phone +48 77 433 49 71,  +48 602 654 128

ポクイ観光案内所 **
26 1 Maja St., 46-034 Pokój
www.goksirpokoj.szkolnastrona.pl
domkulturypokoj@wp.pl
phone +48 77 469 30 32

オポーレ市観光案内所 ****
23 Rynek, 45-015 Opole
mit@mosir.opole.pl
www.mosir.opole.pl
phone +48 77 451 19 87

オレスノ市観光案内所 *
7 Jaronia St., 46-300 Oleśno
oleskiemuzeum@op.pl
www.oleskiemuzeum.pl
phone +48 34 358 24 38

カミエン・シロンスキ観光案内所 **
5 Myśliwca Sq., 47-325 Kamień Śląski
cit@kamienslaski.pl
www.gogolin.pl
phone +48 510 522 149

パチュクフ市観光案内所 ***
23 Wojska Polskiego St., 48-370 Paczków
cit@paczkow.pl
www.paczkow.pl
phone +48 77 541 86 61 

ブジェグ観光案内所 *
Rynek – Ratusz, 49-300 Brzeg
pitbrzeg@gmail.com   
www.pit.brzeg.pl
phone +48 77 416 00 40

グウホワジ市観光案内所 * 
4A Basztowy Sq., 48-340 Głuchołazy
cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl
phone + 48 77 439 14 53, +48  77 439 43 60

プルドニク市観光案内所 ****
26 Dąbrowskiego St., 48-200 Prudnik
schronisko@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl 
phone +48 77 88 70 200

オジメック市観光案内所 **
18 Słowackiego St., 46-040 Ozimek
cent.inf.turyst.krainadinozaurow@onet.pl
turystyka.krainadino@onet.pl, krainadino@onet.eu
www.krainadinozaurow.pl
phone +48 603 556 320,  +48 77 465 12 13

ザバヅキエ市観光案内所 ***
23 Opolska St., 47-120 Zawadzkie
turystyka@gosit.zawadzkie.pl
cit@gosit.zawadzkie.pl
www.gosit.zawadzkie.pl/pl
phone +48 77 461 65 21

トゥラバ観光案内所 **
33 Opolska St., 46-045 Turawa
gbpturawa@o2.pl
www.turawa.pl
phone +48 77 42 12 044 

ビエシチナ観光案内所 **
3 Wieszczyna, 48-200 Prudnik
schronisko-wieszczyna@prudnik.pl 
www.schroniskoprudnik.pl
phone +48 77 88 70 204

ホテル・リスト
RESTAURANT AND HOTEL ANTEK – JAGLO CONFECTIONARY in Źlinice, www.hotelantek.pl

ASPEN HOTEL *** IN PODLESIE, www.hotelaspen.pl

BAJKA HOTEL *** IN GRODZIEC, www.hotelbajka.com

COURT HOTEL *** IN KĘDZIERZYN-KOŹLE, www.court.pl

DESILVA HOTEL **** PREMIUM IN OPOLE, www.desilva.pl

DĘBOWE WZGÓRZE HOTEL *** IN POKRZYWNA, www.debowewzgorze.eu

HUGO BUSINESS&SPA HOTEL *** IN KĘDZIERZYN-KOŹLE, www.hotelhugo.pl

JAKUBUS HOTEL IN JAKUBOWICE, www.jakubus.pl

REGIUS HOTEL *** IN OPOLE,  www.regius.pl

SALVE HOTEL *** IN GŁOGÓWEK, www.hotelsalve.pl

SPAŁKA HOTEL **** IN KLUCZBORK, www.hotelspałka.pl

SZARA WILLA HOTEL *** IN OPOLE, www.szarawilla.pl

WENEDA HOTEL *** IN OPOLE, www.hotel-weneda.pl

ZACISZE HOTEL *** IN TURAWA, www.zaciszeturawa.pl

SULISŁAW PALACE ***** IN SULISŁAW, www.palacsulislaw.pl

PAWŁOWICE PALACE *** IN PAWŁOWICE, www.palacpawlowice.pl

OTMUCHÓW CASTLE, www.zamek.otmuchow.pl

MOSZNA CASTLE, www.moszna-zamek.pl

REHA VITA ALICJA TOMA IN STARE SIOŁKOWICE, www.rehavitasiolkowice.pl

HUBERTUS MANOR HOUSE IN BRYNICA, www.dwor-hubertus.pl

民家の宿泊所リスト
AGROTOURISM FARM AGRO-RANCZO IN SCHODNIA, www.agro-ranczo.pl

AGROTOURISM FARM AGRORELAKS IN BRYNICA, phone +48 77 421 56 48, +48 600 336 437

AGROTOURISM FARM MUSZKIET IN ZIMNA WÓDKA, www.zimnawodka.eu

AGROTOURISM FARM UROKI LASU IN RADOMIEROWICE, phone +48 667 810 770

観光案内所
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