コソヴォ

KOSOVO
ペヤのd

西に進んで行くと、川沿いの殉教者広場Sheshi i Dëshmorëve

いわれる。数あるセルビア正教の

◆Tourist Information Office
Peja

に到着する。町の中心はこのあたりで、周りには町で最高級のホ

修道院のなかでも最大の規模を

殉教者広場
Map P.443-B1

テル・ドゥカジニやdが建つ。広場から川沿いに東に進むと、ペ

誇り、オスマン朝の時代にも大き

ヤ地方博物館があり、その斜め向かいから始まる歩道は古い町

な略奪を免れたため、保存状態

並みが残るバザール。歩道を抜けると、1471年創建のバイラクリ
・
ジャミーアBajrakli Xhamiaがそびえ、周りには露店が並んでい

も非常によい。建築はビザンツ建
築、ロマネスク、初期ゴシックの

sSheshi i Dëshmorëve

e8:00〜16:00 f土・日
上記営業時間でも実際は閉
まっていることが多い。

sLekë Dukagjini nn
t044-252247
（携帯 国番号377）
e8:00〜19:30 f無休
自 転 車 のレン タル は1時 間
e1、1日e6。
◆ペヤ地方博物館
sSheshi Haxhi Zeka
t
（039）
431976
e8:00〜12:00、
13:00〜16:00
f土・日 ge1

る。このあたりはオスマン朝時代の雰囲気が漂う旧市街になって
おり、モスクの南にはトルコ式公衆浴場Hamami i Haxhi Beut
がある。
ペヤにはdがふたつあり、もうひとつは殉教者広場から川沿い
に西に2km進んだ所。ここでは自転車のレンタルができ、西に広
がるルゴヴァ渓谷Gryka e Rugovësへのサイクリングを楽しめ
る。スタッフは英語が堪能で、近郊の情報に精通している。dか
らさらに200mほど西には世界遺産にも登録されているペヤ（ペ
ーチ）
総主教修道院がある。

Regional Museum Peja

民俗学の展示を行っている
◆ペヤ（ペーチ）総主教修道院
sLekë Dukagjini nn
e11:00〜16:00
f無休 g無料
※入場にはパスポートの提
示が必要
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ヴィソキ・デチャニ
修道院への行き方
pペ ヤ か ら ギ ャ コ ヴ ァ
Gjakova方面へ向かうバスが
頻発。所要約30分、e1。デチ
ャニDeçaniで途中下車し、町
の中心のロータリーから西に
延びるサリ・チェク通りをSali
Çekuを約200m進 み、突き
あたりの三叉路を右折。その
まま道なりに進んだ1.5kmほ
ど先にある。
◆ヴィソキ・デチャニ修道院
t049-776254
（携帯 国番号386）
e月〜土 10:30〜14:00、
15:30〜17:30
日
10:30〜17:30
f無休 g無料
※入場にはパスポートの提
示が必要
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折 衷で、ストゥデニツァ修 道院

（→P.352）
と同様に、東方正教の教会としては例外的に彫刻によ
る装飾が見られる。内部を飾るフレスコ画は1000点を超え、中世
に描かれたフレスコ画として最大を誇っている。
イコノスタスの近くにある赤い布で覆われた棺は創立者のウロ
シュ3世のもの。彼の遺骸は病気を治す力があると伝えられてい
る。毎週木曜の19:00からは棺の蓋を開ける儀式が行われ、多く
の信者が集まる。

MapP.443 - B2

18世紀末に建てられた邸宅を利用している博物館。この地方
の民族衣装や装身具、楽器、日用品といった民俗学に関する展
示を行っている。1階部分はローマ時代の墓石など、考古学関連
の品を展示しているが、点数は少ない。

ドゥカジニ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ペヤからのエクスカーション◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ヴィソキ・デチャニ修道院 Manastir Visoki De¿ani

ペヤの南約15kmの所にあるセルビア正教の修道院。中世セル
ビア王国の王ステファン・ウロシュ3世デチャンスキー（1285-1331）
によって1327年に建設が始まり、8年の歳月をかけて建てられ、
内部のフレスコ画は建物の完成からさらに15年かけて描かれたと

界
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në Kosovë 2004年登録

室数：67

Dukag jini Hotel

Map P.443-B2
●町の中心、殉教者広場に面し
たペヤで最高級のホテル。客室
は3つのカテゴリーに分かれてお
り、デラックスの部屋はほとんど
がバルコニー付き。フィットネス
センターやレストランを併設。

MapP.443 -A1外

町の西端、ルゴヴァ渓谷への入
口にひっそりとたたずむセルビア
正教会の修道院。修道院の創立
年代は不明だが、13世紀の中頃
にそれまで大主教座であったジチ
ャ修道院（→P.352）
がブルガリア
帝国の脅威にさらされたことで、
赤い外観が印象的
より山深く安全なこの場所に大主教座が移ってきた。ドゥシャン
大帝（1308-1355）
治世期の1346年にセルビア正教会はコンスタン
ティノープル（現イスタンブール）
の総主教庁から独立したことで、
ペヤ修道院も大主教座からより格の高い総主教座になった。
修道院内の教会は3つの教会がつながってできており、最も古
いのは真ん中の聖使徒教会。
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コソヴォの中世建造物群
Monumentet e Mesjetës

日本からの電話のかけ方 電話会社の番号（→P.432）＋010＋381（コソヴォの国番号）＋38（0を取った市外局番）＋番号

ペヤ（ペーチ）
総主教修道院 Patriarkati i Pejës
Patriarchate of Peja

神に教会を捧げるウロシュ3世

ペヤのホテル

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ペヤのおもな見どころ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ペヤ地方博物館 Muzeu Rajonal Pejë

世

教会は色が異なる大理石を組み合わせて
建てられている

◆ペヤ

町の西端
Map P.443-A1

セミトロニックス

Hotel Semitronix

●中心部に向かう途中のビルの
最 上 階にあり、バスターミナル
から看板が見える。客室は若干
狭めだが、設 備は新しい。同じ
階のレストランは郷 土料理が 楽
しめ、眺めもよい人気店。

ゴールド

室数：30

Map P.443-B1
s Adr. Qendra tregtare "Semitronix
Center"
t
（038）733588 uなし
6www.hotel-semitronix.com
4info@hotel-semitronix.com
271234e40
371234e60 clm
室数：16

Hotel Gold

Map P.443-B1
●町の中心部にあるホテルのな
かでは経済的な部類。客室は改
装され、清 潔。設 備はベーシッ
クで、テレビや無線LANが導入
されているが 電 話やエアコンは
ない。スタッフは英語不可。

ユサイ

s Sheshi i Dëshmorëve 2
t
（038）771177 u
（038）771100
6www.hoteldukagjini.com
4info@hoteldukagjini.com
271234e50〜
371234e70〜
cijlm

s Mbretresha Teute
t&u（039）434571
21234e30
31234e40
clm

室数：24

Hotel Jusaj

Map P.443-B1
●鉄道駅の近くにある経済的な
宿。レセプションは2階のレスト
ランが 兼ねている。部屋は大き
さやトイレ、シャワーの有無など
に より、 値 段 が 異 なる。 無 線
LAN無料。

s Rr. 254/7
t&u（039）427631
271234e10〜20
371234e20〜40
c不可
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