
メアブッシュ市 散策マップ① 
 

メアブッシュ市は、大都会近郊にありながら、豊かな

自然や、名所・旧跡を楽しめるまちです。 

このマップをおともに、メアブッシュ市を散策してみ

ましょう♪ 

 

＜ビューダリヒ地区＞ 

  
1．ニーダードンク恩寵教会 
  

16 世紀初頭に建立されたこの教会は、

1677 年、ダイクホフの館長によって増築さ

れ、1907 年には前面に新たな一角が増築し

されました。戦争によって多大な損傷を受け

たこの教会は、教会の司教区（檀家）によっ

て修復と改築が進められました。 

教会内でとりわけ見ておきたいのは、17

世紀に描かれた聖母マリアの「奇跡をおこ

す寵愛の絵」と、1538 年に完成したオラン

ダの折りたたみ式祭壇画（三連祭壇画）、19

世紀初頭にルートヴィヒ・ハッホが描いた

聖母マリアの大きな油絵です。 
 

 

2．ドルフ通りにある市庁舎 
 
今日、メアブ

ッシュ市長が執

務を行っている

ドルフ通りにあ

る市庁舎は、かつ

てビューダリヒ

市長を務めてい

た ク レ ー メ ン

ス・ロスバッハ氏

の提案に基づき、

1902 年に建てら

れたものです。 

隣にあるマウ

リチウス小学校

の建設と合わせて、43,590 マルクが投じられました。市庁舎の

１階は通常業務用の執務室として、２階は市長執務室として使用

されました。 

この建物は 1908 年から 1910 年に渡り、16,500 マルクをかけ

て修復と増築工事が行われ、新たな部屋には警察の派出所が入っ

たり、犯罪者の監房が作られたりもしました。 

 

3．ビューダリッヒ地区にあるダイクホフ（ダイク館） 
 

1393 年に初めて古文書に登

場したダイクホフ（ダイク館）

は、水濠に囲まれた城塞です。 

この地域では唯一といえる

バロック風の冠型屋根の付い

た尖塔が、1666 年に増築され

ました。 

15世紀後半から 1699年まで

は、ノルプラート家の居城で、

1796 年以降、ヴェアハーン家

の所有になりました。 

1998 年には、館の中にホテ

ルとレストランがオープンし

ました。ダイク館をひと回りし

て次の辻を進むと、ニーダードンク恩寵教会にたどり着きます。 

 

4．テーホイスヒェン（茶室） 
 

ヒルデグンデ・フォン・メア伯

爵夫人によって、1166 年頃に建て

られたプレモンスストラーテン

会のメア修道院は、今日のメアブ

ッシュの宗教と経済、文化のゆり

かごと言われています。 

18 世紀初頭に勃発した革命戦

争の際に、修道女たちはフランス

軍によって追放され、1804 年、こ

の建物はフォン・デア・ライエン

家の手に渡りました。 

戦争によって大きく破損した

修道教会は、1807 年に取り壊され、

お城の本丸部分は 1943 年に連合

軍の空襲で跡形もなく破壊されました。 

今日まで良好な状態で残っているのは、かつてメア家が所有し

ていた農場と、1850 年から 1865 年の間に造られた「茶室」と呼

ばれるネオゴシック風の東屋、それに発掘によって見つかったロ

マネスク風の修道教会の遺跡だけになっています。 

 

5．メア家とヴァイエ公園 
 
メア家の公園は、1865 年にデュッセルドルフの造園家ヨハン・

クレメンス・ヴァイエが、かつての建物の納屋の土台、東屋（茶

室）、冷蔵地下室、保護塀、土台跡、それにメア修道院の丸天井

の地下室を組み合わせた包括的な記念碑になっています。 

現在では、「メア家を救おう」という市民団体が、定期的に週

末の散策イベントを開催しています。 

赤ブナや葉が銅色のヨーロッパブナ、トチノキ、イチイ、イチ

ョウ、カエデ、モミジといった樹齢の古い大木がたくさんありま

す。公園の南側にそびえ立つ最高樹齢と思われるプラタナスは圧

巻です。 

先ほどの市民団体が、現在、この公園を細心の注意を払いなが

ら改造中です。 

 

6．ナチスの暴力支配による犠牲者のための慰霊碑 

慰霊碑を作ったのは、彫刻家のペーター・リュープザム氏。水

晶の夜事件（※ユダヤ教徒排斥の暴動）からちょうど 50 年目に

あたる 1988 年 11 月 9 日に、ナチスの暴力支配の犠牲になった

人々を追悼するため、ビューダリヒ墓地の正面入口に建てられま

した。 

自然に寄りかかるように立てられた玄武岩の溶岩でできた７

本の柱はエルサレムの嘆きの壁を、六角形の石の土台はダビデの

星を連想させます。また７という数字は、エルサレムの教会で最

も聖なるものとされている７本のロウソクを立てる燭台（メノー

ラ）を思い起こさせます。 

 



7．古教会塔／ボイス慰霊碑 
 
かつてビューダリヒの教区教

会であった聖マウリチウス教会

のロマネスク様式のこの塔は、13

世紀初頭に建てられました。 

教会の身廊（※教会の入口から

主祭壇に向かう中央通路の一部）

部分は、老朽化が進んでいたため、

19 世紀に取り壊され、この教会

の司教区（檀家）によって 1837

年にレンガ造りの主回廊が再建

されましたが、1891 年の火災で

消失してしまいました。 

1959 年、この古教会塔は第二

次世界大戦の犠牲者を悼む慰霊

塔となりました。戦争の犠牲となったビューダリヒ市民の名前が

刻まれた樫の木でできた二枚開きの重厚な扉と、塔内に設置され

た復活のシンボル、そして高い塔のスリットが、１つのアンサン

ブルを形作っているのが印象的です。 

この慰霊塔は、美術館以外の公共の場で見ることができるヨゼ

フ・ボイスの唯一の作品でもあります。 

 

8．聖マウリチウス教会 
 

1891 年の激しい火災で教会が

消失した後、どこに新たに教会を

建てるのかという長きに渡る議

論ののち、デュッセルドルフ通り

がドルフ通りと交わる一角に、当

時の大司教管区の建築基準に基

づいて教会が建立されることに

なりました。 

聖マウリチウス教会の塔の高

さは 53ｍで、今日でも市街地で

最も高い建造物です。 

特筆に値するのは、80 年代か

ら祭壇部分に飾られ始めた聖人

像。聖マウリチウスと聖ゼバステ

ィアン、幸福をもたらすヒルデグ

ンデ・フォン・メアの像は、見逃

すことはできません。修道院を創

設した女性の聖遺物は、1974 年にゾニア・マタレー女史が設計

した教会の主祭壇に収められています。 

 

9．マタレーの泉 

エーヴァルト・マタレー教授（1887－1965）は、20 世紀を代

表するドイツの芸術家です。同氏は、画家・彫刻家として活躍し

ました。戦後は、

デュッセルドル

フ芸術アカデミ

ーで教鞭を執り、

この時期の美大

生に多大な影響

を与えました。 

マタレーの泉

は、マタレー生誕 100 周年にあたる 1987 年に、ランツクネヒト

（※地区の名前）に作られました。1930 年代にマタレーが創案

した未発表のデザインを形にしたものです。 

泉は、明るい色のコンクリートで縁どられ、瓢箪型の噴水が中

央に１つ、縁に４つ配置されていて、飾り気のない清楚な美しさ

が、静かな場所でしばしの休憩をという多くの人に憩いのひとと

きを提供しています。 

 

10．模型飛行機操作場アーペルターフェルト 
 

ライン川の右岸にあるライン・ルール空港では多彩な航空機が

離着陸していますが、ビューダリッヒにあるアーペルターフェル

トでも、たくさんの飛行機が離着陸を繰り返しています。 

ライン川堤防のすぐ手前にあるこの飛行場は、模型飛行機の離

着陸に格好の場として、メアブッシュと近郊から多くのファンが

やってきます。週末には、堤防の上に置かれた長椅子に座って、

模型飛行機のカプリオールや演技飛行を楽しむことができます。 

 

11．ハウス・シャックム（シャックム館） 

ハウス・シャックム（シャックム館）は、ビューダリヒ西部に

あります。かつてこの要塞全体を取り囲んでいた水濠の一部は、

現在でも見ることができます。もともとはカイザースヴェルトの

城塞に従属していたと考えられているこの要塞も、最終的には

1166 年にメア修道院の所有物となりました。 

15 世紀から 16 世紀にかけ、シャックム館には騎士のフォン・

ホンゼラーが居を構えましたが、やがてダイクホフ（ダイク館）

の所有者ギュンター・フォン・ノルプラートのものとなりました。 

その後、相続のたびにさまざまな貴族の手に渡り、18 世紀に

は遂に賃貸物件

となりました。

1821 年には「州議

会も開催するこ

とのできる騎士

領」となりました。 

度重なる増改

築を経て、シャッ

クム館の今日の

姿は、当時とは随

分違ったものと

なりました。 

 

12．青少年向け牧場「アーキノア」 
 

青少年向け牧場と言う人がいれば、ふれあい動物園と言う人も

います。どちらも、正しい呼び方と言えます。愛情を込めてつく

られた「アーキノア」の敷地には、動物小屋や動物が放し飼いに

されているフェンスや鳥小屋、それに橋や通路のある池、ポニー

ライド広場、さらにはブランコや滑り台、メリーゴーラウンドや

乗り物などがあります。 

ここには、現在ポニー・ロバ・ブタ・ヒツジ・ウサギ・モルモ

ット、それに何百羽という鳥類がいます。火木土日には、子供た

ちはポニーに乗ることができ、文字通り「馬の背中で幸福」を実

感することができます。 

 

 

 

 

 



＜ランク・ラートゥム地区＞ 

  
13．ハウス・ラートゥム（ラートゥム館） 
 

ハウス・ラートゥ

ム（ラートゥム館）は、

もともと水濠に囲ま

れた要塞でした。 

母屋は寄棟造りの

二階建てで、塔と３棟

の側翼として作業棟

があり、水濠に囲まれ

たその荘厳なたたず

まいは、支配者の居城

であったことを雄弁

に物語っています。 

トゥルフゼシッシュ戦争（1583／84）とヘッセン戦争（1642）、

また 30 年戦争による多大な戦災で、要塞の姿は大きく変わりま

した。18 世紀になると、ラートゥム館はガイヤー・ツー・シュ

ヴェッペンブルク家が所有し、後に農場として使用されました。 

 

14．テロイの風車小屋 
 

ランクのケンパーアレー通り

にあるテロイの風車小屋は、羽根

車が完全に再生された市内唯一

の風車小屋です。 

1981年から 82年にかけてメア

ブッシュ市が修復したこの文化

財は、今日では展示会場、また集

会場として利用されています。 

ランクでパン屋を営んでいた

アードルフ・フランゲン氏が、

1822 年に畑の前に果物の製粉所

と住居と納屋を建造しました。 

1863 年に、この建物の名前に

もなっているルートヴィヒ・テロ

イ氏が風車小屋を借り受けました。風車小屋で製粉機を動かして

いた最後の世代エドゥアルト・テロイ氏が亡くなった後、製粉機

の稼動は 1912 年で終わりました。その後しばらくの間、この風

車小屋は忘れられた存在になっていましたが、時代のニーズにマ

ッチした文化財保護の成功例として脚光を浴びています。 

 

15．ランクのマルクト広場 
 
歴史的建造物と多彩な飲食店が軒を連ねるランクのマルクト

広場は、サイクリング愛好家やインラインスケーターにとっては

絶対に外せない場所として、その名を知られています。 

「フローンホフ」というレストランは、かつてのカイザースヴ

ェルトの修道院の「フローンホフとヘレンホフ（※荘園制度にお

ける農民の保有地と領主の保有地）」を思い出させます。 

 斜め向かいにある 1850 年に開業した「アルテ・ヴァインシェ

ンケ」は、今はバルカンレストランになっていますが、かつては

とても長いワイン貯蔵室と瀟洒な大広間を誇る、この地域最大の

ワインハウスでした。 

その隣には、かつてのファン・ハーグス館が当時そのままのた

たずまいを見せています。アーチ型の門の石には、1765 という

数字が刻まれています。ランクの聖シュテファヌス教会にある鐘

が、1780 年に鋳込まれたのはこの建物でした。 

 

16．聖シュテファヌス教会 
 
聖シュテファヌス教会のロ

マネスク様式の鐘楼の土台部

分で最も古い石は、９世紀のも

のであることが分かっていま

す。2003 年に、塔と鐘が完全に

修復されました。 

レンガ造りの側翼３棟から

なる今日の教会は、クレフェル

トの都市設計家ヨハン・ハイン

リヒ・フライゼが 1841 年から

1844 年にかけてつくり上げた

ものです。 

この教会の建立を可能にし

たのは、ペシュ城に居を構えて

いたマティアス・フォン・ハル

ベルク帝国伯とその一家からの支援でした。 

教会内で特に目をひくのは、修復された格子天井と 1752 年か

ら使われている洗礼盤、それに 1845 年に取り壊された教会に飾

られていたオリジナルのバロック様式の聖シュテファヌスの像

です。祭壇の天蓋は、アーレンベルク侯爵から寄贈されたもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
四條畷市は、平成２２年１２月１３日にドイツ・

メアブッシュ市と、国際友好都市提携を結びました。 

メアブッシュ市は、ノルトラインヴェストファー

レン州の州都である大都市デュッセルドルフ市か

ら、車で約２０分のところにありながら、市の３分

の２が緑地に囲まれた自然豊かなまちです。周辺に

多くの日本企業があることから、市内には、約８０

０人の日本人が生活しています。 

 

名称：Meerbusch 

ドイツ連邦共和国 

ノルトライン＝ヴェストファーレン州 

メアブッシュ市 

人口：５万６０００人 

市制施行：197０年（四條畷市も１９７０年） 

国際友好都市 

ドイツ・メアブッシュ市 

Stadt Meerbusch 

メアブッシュ市 

散 策 マ ッ プ ① 
 



17．ランクの給水塔 
 

ライン通りにあったかつての西

ドイツ・セルロイド製造所の給水塔

は、聖シュテファヌス教会、テロイ

の風車小屋と並ぶランク・ラートゥ

ムのシンボルです。 

給水塔は 1912 年に建てられたも

ので、貯水容量は 110 ㎥です。かつ

てのセルロイド工場のオフィス棟と

守衛小屋は、ランク・ラートゥムの

工業の歴史を思い出させてくれます。

工場は 1985 年に閉鎖されました。 

 

 

18．ラートゥム湖 
 

 
ラートゥム西端に位置するラートゥム湖は、砂利の採掘によっ

てできたもので、1980 年代に市がこの地域を買い取り、自然保

護区域に指定し、市民の憩いの場となるよう再開発を行いました。 

湖ではスポーツフィッシングを、そして湖畔ではジョギングを

楽しむことができます。湖を取り囲む森と緑地帯には、さまざま

な植物や動物が生息しています。 

湖畔を散歩したり、木製の長椅子に座って水面を眺めたり、近

隣のヘレンブッシュまで足を伸ばしてみたりと、楽しみ方は実に

多彩です。 

 

19．ランク・ラートゥムのユダヤ人墓地 
 
ケルンのラビ（律法学者）が、この地方のユダヤ人墓地を「失

われた島」に例えたことがありました。それは、「死者に捧げる」

「絵のように美しい庭園」という意味です。墓地は、ドイツの地

におけるユダヤ人の過去を物語る最も初期の生き証人であると

いえます。 

ラートゥム湖のすぐ脇にも、1877 年ごろにランク・ラートゥ

ムのユダヤ人墓地がつくられました。そこにはｎ14 基の墓石が

残っていて、そのうちの 11 基にはラテン語、ヘブライ語または

ドイツ語で、ランクおよび

ラートゥムで暮らしていた

家族の名前が刻まれていま

す。これらの墓石は、故人

の暮らしぶりとユダヤの伝

統を今に伝えています。 

墓石は、概ね 19 世紀ない

しは 20 世紀に建てられた

ものですが、最古のものに

は 1837 年という命日が刻

まれています。 

 

 

20．聖ニコラウス教会と教会前広場 
 

凝灰岩でできた聖ニコラウ

ス教会の鐘楼は、12 世紀に作ら

れたものです。鐘楼から縦長方

向に伸びる祭壇を擁する主回

廊は、1855 年に完成しました。 

今の教会前広場部分に以前

建っていた回廊は取り壊され

ています。 

教会内でぜひ見ておきたい

のは、ロココ様式の懺悔聴聞室

と 1744 年に造られた講壇です。

市街地区画整理の際に、教会前

広場も改修されました。 

今日この教会は、農場（1810 年）とホテル（18 世紀）と蒸気

式製粉所（1883 年完成、現在は図書および美術品収蔵館）と一

体になっています。 

聖ニコラウス像のあるブロンズの泉は、メアブッシュの芸術家

ヴィルヘルム・ハープレ氏が創りあげたものです。 

 

21．旧駅舎 
 
オステラートの

駅舎がいつ造られ

たのかは、正確に

は分かっていませ

んが、1850 年前後

であると推定され

ます。 

駅は、クレフェ

ルトとケルンを結

ぶ幹線上にあり、オステラートの工業化に大きく貢献しました。 

今日レストランに生まれ変わったこの駅の外壁には、木製のパ

ネルが貼られているため「ウエスタンスタイル駅」という通称で

市民に親しまれています。 

 

22．聖母教会 

 
鐘楼に小さなアーチ形の窓がある、チャペル通りに位置するこ

の聖母教会は、オステラートの住民が、自らの手で 1847 年に完

成させた小さな教会です。 

地元住民は、最近修復が終わったこの教会に愛情を注ぎながら

しっかりと守り続けています。 

 

23．オステラートの風車小屋 
 
1883 年８月 15 日に、今日のヴィリヒ通りで初めて穀物の製粉

が行われました。動力は、最初は風力でしたが、のちに蒸気機関

が用いられるようになりました。 

現在の所有者は、メアブッシュの芸術家ヴィリー・ブリュル氏

で、同氏は 1960 年代にこの建物を修復し、庭に彫刻公園という

一角を作り、自作の鉄製オブジェを展示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜オッスム・ベージングホーヴェン地区＞ 

 

24．聖パンクラティウス教会のチャペル  

メアブッシュで最も小さな村オッスムには、市内で最古と推定

される建造物、少なくともその一部は間違いなく最古のものであ

る聖パンクラティウス教会があります。 

聖パンクラティウス教会の主回廊にあるチャペルは、11 世紀

に献堂されたものとみられ、ロマネスク様式教会の回廊としては、

この地域に現存する最後のオリジナルと言われています。この教

会を建立した施主がローマの建築資材を使用したことを裏付け

る痕跡が、いたるところに見られます。 

1868 年には、この小さな教会にネオロマネスク様式のクワイ

ヤ（祭壇前のホール）が建て増しされ、1911 年には西側に鐘楼

が建造されました。この教会の鐘は、350 年以上前に作られたも

のです。 

 

25．ペシュ城 
 

シュトゥルンプとベージングホーフェンの中間に位置するペ

シュ城が古文書に初めて登場したのは、14 世紀のことでした。

マティアス・フォン・ハルベルク伯爵は、1840 年頃に当時はペ

シュの館だった建造物を城に改築しました。ヨハン・フォン・ア

ーレンベルク王子は、1912 年から 1914 年にかけて当時のペシュ

城を今日の規模にまで拡張しましたが、完成にはいたりませんで

した。1970 年以降、城の所有者は目まぐるしく変わりました。 

現在では、１階部分では時折コンサートが開催されますが、こ

れまでのところ本館部分の住居や事務所は賃貸になっています。 

 

26．ハウス・グリプスヴァルト（グリプスヴァルト館） 
 

オッスム・ベージング

ホーフェンでペシュ城に

次ぐ著名な貴族の居城と

言えるのが、グリプスヴ

ァルト館です。ヘレンブ

ッシュに面したこの館は、

1422 年、封建領主に接収

され、国有化が実施され

るまでの間ずっと選帝侯

の所有地でした。 

この館で特に印象的な

のは母屋につながってい

る丸屋根の塔です。塔の

上階部は、ドルマーゲン

近郊にあるクネヒトシュテーデン修道院で使われる予定だった

二重柱を使って造られたものであり、今日も注目の的となってい

ます。それ以外の建築資材は、14 世紀から 15 世紀のものです。 

 

27．ヘレンブッシュ 
 

ヘレンブッシュは、ライン川岸に位置するノイス周辺を網羅す

る昔からある広大な森です。ブナやカシの木は、樹齢 200年を超

えるものが大半を占めています。ヘレンブッシュの大部分は市が

所有していますが、1974 年までは、この森はペシュ城の一部と

してアーレンベルク伯爵家が所有していました。主な樹木は、カ

シ、ブナ、アオダモ、アカシデ、ハリの木、カエデです。 

ヘレンブッシュの一角は、数か月間水に浸り川辺林になったか

と思うと、別の時期にはブナやカシの生い茂る乾燥林になるなど、

その姿をめまぐるしく替えます。ニーダーライン地方の広大な森

には、シカやイノシシなどの野生動物がたくさん生息していて、

とりわけシカの狩猟には適しています。 

森の中を自転車や徒歩で散策する際には、動物たちの安住の地

を侵さないために、散策ルートから外れないようにしましょう。 

 

28．メアホフ（メア館） 
 

シュトゥルンプのベルクフェルトにあるメアホフ（メア館）は、

かつてメア修道院の一部でしたが、1848年に居宅となりました。

中二階があり、屋根の先端が前方に突き出た蛇腹（コーニス）の

ある寄棟造りのこの館は、古典主義様式の優美なたたずまいを見

せています。長方形で縦長の窓は、このあたりの農家特有のもの

です。シュルケス館とメンク館と合わせて、レンガ造りの３件の

館は、19 世紀後半に繁栄期を迎えたこの地域の農家の歴史を物

語る生き証人です。 

 

29．イノシシの飼育場 
 

シュトゥルンプ

にあるイノシシの

飼育場「ツア・ア

ルテン・ブルク」

は、数十年前から

個人の所有物です

が、大人も子供も

ちょっとした森に

なっている広場の

柵の周りに集まり、

刷毛のような毛に

覆われたイノシシ

やウリボウを自然に近い姿で観察することができます。 

出産直後の時期には、可愛らしいウリボウを間近で見ることが

できます。 



＜ランクスト・キエスト地区＞ 

＜ニエスト地区＞ 

 

30．聖マルティヌス教会  
ランクスト地区の農家がライ

ン川沿いの堤防に沿って広がる

一方、キエスト地区の農家は、

今日もそうですが教会を取り囲

むように立地しています。 

町の高台に建てられた昔から

あるキエストの聖マルティヌス

教会は、周辺の畑の遠い所から

でも黄土色と白色で塗られた鐘

楼を見ることができます。 

この教会の起源は、12 世紀に

まで遡ります。教会の今の姿は、

デュッセルドルフの建築学教授

ヨゼフ・クレーザッテル氏の設

計に基づいて 1909年に改修され

たものですが、それ以前の遺留

品として聖教区の守護神である

木製の聖マルティン像と聖母マ

リア像が保管されています。 

 

31．ランクストとカイザースヴェルト間の渡し船 
 

メアブッシュのランクスト地区と、ライン川対岸のデュッセル

ドルフ市カイザースヴェルト地区の間を結ぶ、ロープ牽引式のフ

ェリー（空飛ぶ橋）は、おそらく中世後期からありました。フェ

リー航行権は、ランクストとカイザースヴェルト双方が所有して

いました。 

今日では、近代的なフェリー「ミヒャエラ号」がこの区間を往

復航行しています。 

 

32．ザイストホフ（ザイスト館） 
 
野原が広がる高台にあるザイストホフ（ザイスト館）は、ニエ

スト地区の原点とも言われています。メア修道院建立にちなみ、

半聖人ヒルデグンデが、1166 年に古文書にザイスト館の名前を

記述しました。修道院創設者がその資産目録に登録したほど、意

味のある建造物だったのです。 

当時は「ニーダーザイスト」と呼ばれていたニエストは、これ

を機に「独立司法権」を獲得し、メア修道院が裁判権と課税権を

行使しました。 

ザイスト館の今日の姿は、19世紀後半から 20 世紀初頭にかけ

て作られた作業棟と居宅を併せ持った佇まいです。最も古い部分

は、作業棟裏手の塀で、銃眼（※小銃射撃を行うために壁に開け

られた穴）も残っています。 

 

33．ヴェルトホフ（ヴェルト館） 
 

12 世紀に初めて古文書に登場したヴェルトホフ（ヴェルト館）

は、村の北端にあたるヴェルトアレー通りにあります。ザイスト

館と同様に、ニエスト地区最古の由緒ある建造物です。何度も改

築を重ねたこの館で最も古いとされる部分は醸造所部分（約 250

年）であると推定されています。現在の居住棟は改築されたもの

です。 

34．聖ツィリアークス教会 
 

シュトゥラートゥム通り

にあるこの教会は、左官職

人のアダム・ライナース氏

がデュッセルドルフの建築

家ヴィルヘルム・ズュルテ

ンフース氏の設計に基づい

て 1895年に建立したもので

す。 

回廊が１つだけのレンガ

造りのこの教会は、ロマネ

スク様式の姿を呈していま

す。 

多彩な彫刻を施した祭壇

は 1914年に完成しましたが、

1966 年から 1967 年にかけ

て施行された典礼改革によ

って撤去され、今日残っているのは聖ツィリアークスとラウレン

ティウスの像だけです。 

最後の修復工事によって教会内部の上塗りの壁が取り除かれ

て、レンガの壁が見えるようになり、何ともいえない厳かな雰囲

気を醸し出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ちょこっとドイツ語》 

(あいさつ) 

服屋さんやレストラン、スーパーのレジでも、あいさ

つは欠かせません。 

●Guten Tag!   ぐーてんたーく 「こんにちは」 

●Hallo!      は ろー    「こんにちは」 

●Tshüss!    ちゅーうす   「さようなら」 

●Danke schön!  だんけしぇーん 「ありがとう」 

●Bitte schön! びてしぇーん「どういたしまして」 

(公共施設で) 

●Rauchen Verboten! 「禁煙」 

●Blitz Verboten!    「フラッシュ撮影禁止」 

※教会内では、写真撮影が禁止のところ、事前にお金

を支払えば撮影が可能なところなどがあります。 

 



＜イルヴァリヒ地区＞ 

 
35．旧学校 

 
オーベレン通りにある旧学校は、1827 年に建てられたもので

すが、１本の通りに面した細長いイルヴァリヒ村にとっては、長

い間唯一の公共の建物でした。 

1968 年に廃校となったこの学校は、民間の手に渡り何年にも

わたってギャラリーとして使用されてきました。ギャラリーを運

営していたパウル家の重要顧客リストには、ヨゼフ・ボイスの名

前もありました。重要文化財に指定されたこの家は、現在住宅と

オフィスになっています。教室と先生の住居と小さな鐘楼といっ

た昔ながらの村の学校の姿は、今もそのままです。 

 

36．空港大橋 

2002 年６月に開通した、アウトバーン 44 号線が走るメアブッ

シュ・イルヴァリヒとデュッセルドルフ・ローハウゼンとを結ぶ

「空港大橋」は、ニーダーライン地域では一見の価値があります。

全長は 1,289ｍ、幅は 38ｍ、支柱と支柱の距離は 288ｍで、完成

まで４年かかっています。この橋が特に目を惹くのは、着陸航路

上にあるこの橋が障壁にならないよう考案された２本の Y 字型

の主塔です。どちらも（走行路線の端から図って）高さが 39ｍ

で、およそ４万トンの橋梁荷重を支えています。 

デュッセルドルフとメアブッシュと州開発局がこの橋の名前

を公募した結果、「ニーダーライン橋」に決まりました。しかし、

その後、時の連邦交通大臣だったクルト・ボーデヴィヒ氏が大勢

の市民の反対を押し切ってこの橋の正式名称を「空港大橋」に改

名しました。 

 

＜メアブッシュ市近郊：デュッセルドルフ市＞ 

 
38．カイザースヴェルト地区 

カイザー（皇帝）という言葉をその名に呈することを許された

ものには、特別な何かがあるはずです。デュッセルドルフ最古で

最も伝統のあるカイザースヴェルト地区には、事実見どころがた

くさんあります。まちの輪郭を見ると、今日でも防御に力を注い

でいた過去の姿が浮かび上がってきます。 

中世の時代、ここには最古のライン川の渡し場がありました。

蛇行するライン川が、中洲のようになったこの島（ヴェルト※古

いドイツ語で「中州」の意味）を取り囲んでいました。 

フランク族はこの地を軍事侵攻基地とし、イギリスの宣教師は

ライン川東岸への宣教活動の拠点としました。13 世紀に建てら

れた教会が、この事実を裏付けています。教会は、聖スイートベ

ルトゥスの遺骨を納骨した優美な教会（12～13 世紀）を擁して

いました。 

イギリスのベネディクト会修道士は、既に８世紀に「リンフー

ゼン」（※カイザースヴェルトの昔の呼び名。そのほか「スイー

トベルトゥス中州」と呼ばれた）で宣教活動を行い、最初の教会

と修道院を創設しました。 

輝かしい過去は、高さがほぼ 15ｍにも達する廃城カイザープ

ファルツ（※皇帝が旅の途中で宿泊をした城）が思い起こさせて

くれます。フリートリヒ・バルバロッサ皇帝は、12 世紀にこの

城を建立し、その後数世紀以上この地を統治しました。 

観光の目玉は、ニーダーライン地方の小都市特有の青空市場と

歴史的建造物です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際友好都市 

ドイツ・メアブッシュ市 

Stadt Meerbusch 

メ ア ブ ッ シ ュ 市 

散 策 マ ッ プ ② 
 

 
四條畷市は、平成２２年１２月１３日にドイツ・

メアブッシュ市と、国際友好都市提携を結びました。 

メアブッシュ市は、ノルトラインヴェストファー

レン州の州都である大都市デュッセルドルフ市か

ら、車で約２０分のところにありながら、市の３分

の２が緑地に囲まれた自然豊かなまちです。周辺に

多くの日本企業があることから、市内には、約８０

０人の日本人が生活しています。 

 
名称：Meerbusch 

ドイツ連邦共和国 

ノルトライン＝ヴェストファーレン州 

メアブッシュ市 

人口：５万６０００人 

市制施行：197０年（四條畷市も１９７０年） 


