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アジア太平洋都市観光振興機構(以下、TPO)は、アジ
ア 太平洋地域の都市のネットワーク化を図り、観
光産業を発展させる目的で創設された国際観光機構
です。現在、10カ国、76の地方自治体と、観光産業
関連協会、研究機関、観光地のマーケティング機関
(DMO)など、38の民間団体が会員登録しており、観
光産業の活性化に向けて、会員都市間の観光産業に
関する情報交換や、観光商品開発、共同マーケティ
ング事業、観光分野の教育及び人材育成事業などの
活動を展開しながら、アジア 太平洋の都市観光開
発に取り組んでいます。

ご購読は、TPO公式ホームページ <www.aptpo.org>で
お申し込みいただけます。
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04Culture & Travel

 高陽市 TIP 

      位置  韓国京畿道北西にある市
      面積 268.05km2、京畿道の 2.6%にあたる 
      人口  1,002,152人(2014年9月)
      気候  ソウルと似ており、年平均気温は11℃、1月の

平均気温は-4.9℃、8月の平均気温は25.5℃、
年間降水量は1,236mm。 

      概要  高陽市は一山東区、一山西区、徳陽区の3つ
の区からなる。1990年代初頭、一山新都市
開発により、人口が急増。1992年には高揚郡
から高陽市に昇格、2014年8月1日に人口100
万を突破した。

新韓流の
メッカ
高陽市

る大都市。これまで、映画「10人の泥棒たち」、「ザ・タ
ワー 超高層ビル大火災」、「高地戦 THE FRONT LINE」、
「TSUNAMI-ツナミ-」、ドラマ「ドリームハイ」、「花ざかり
の君たちへ」、バラエティ番組「ランニングマン」など、数
々の韓流作品が撮影されてきた。セット場のほかに、韓国
の最新トレンドが一堂に会する超大型ショッピングモール
や、アクティブかつエキサイティングなテーマパーク、貿易
展示場などもあり、高陽市は、エンターテイメントからショ
ッピングまで、さまざまな楽しみ方ができる、魅力的な街
として注目されている。
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スノーパークとウォーターパークが一ケ所に ワンマウント
世界初、スノーパークとウォーターパークが合体したテーマパーク。室内外を行き来しながら楽しめるウォーターパーク

には、スリル満点のスライドや波プール、ジャイアントプレー、ドクターフィッシュなど、さまざまなアトラクションがあ

る。一方、童話の中の雪国に迷い込んだかのような気分にさせてくれるスノーパークは、東南アジアからの観光客に人

気だ。白い雪を眺めながらスケートができるアイスレイクや、300メートルの高速滑走路アイスロード、メリーゴーランド、

ツリーハウス、犬ソリ、雪ゾリなど、冬ならではの遊びが楽しめる。氷の上を疾走する犬ソリができるのは午前11時、午後

2時、午後4時の一日3回。一番人気は北ヨーロッパのサンタ村をコンセプトに作ったツリーハウスだ。クリスマスシーズン

にはフィンランドのサンタ村からサンタが訪れる。

位置 地下鉄3号線注葉駅から 徒歩約10分 住所 京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路300 電話1566-2232 ホームページ www.onemount.co.kr

都心の中の海の世界 アクアプラネット一山
2014年4月にオープンした、湖水公園とワンマウントの間に位置する首都圏最大規模

のアクアリウム。水族館だけでなくミニ動物園もあり、水上生物、陸上生物、鳥類など

を見物することができる。クルーズ形の4階だてビルで、内部は、海洋生物体験館「ザ

・アクア」、陸上動物館「ザ・ジャングル」、鳥類館に分かれている。横12メートルの超

大型メイン水槽「ディープブルーオーシャン」では、シンクロナイズドショーや、餌ショ

ーなどさまざまな水中公演が繰り広げられる。また、「ザ・ジェリーフィッシュゾーン」

では、照明に反射した大洋クラゲ、花傘クラゲなど9種のクラゲの幻想的な姿を見る

ことができる。このほか、セイウチをはじめジャガー、ワオキツネザルなど、計220種余

り、2万5000匹のさまざまな海洋生物と動物も鑑賞できる。

住所 京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路82 電話 031-960-8500 開館時間 平日10:00~19:00 週末
10:00~20:00 入場料 大人 2万7000ウォン、こども 2万2000ウォン ホームページ www.aquaplanet.co.kr/ilsan

一山を代表する二大ショッピングモール  
ラフェスタ&ウェスタンドーム
ラフェスタとウェスタンドームは高陽市内の最もにぎわうエリア。ラフェスタは地下1

階、地上5階からなるストリート型ショッピングモールだ。人通りが多い中央舞台はド

ラマ「ドリームハイ」のエンディングに使われた場所として知られている。一方、1万人

が収容できるドーム型のマルチプレックス「ウェスタンドーム」は、1階がブティック、

シューズ、アクセサリー、化粧品、アンダーウェアなどのファッション売り場で、2階は

レストランとヘアーショップが入店している。このほか、首都圏北西部初のアイマック

ス映画館CGVも入っており、ショッピング、グルメ、エンタメのすべてが楽しめる。

住所 ラフェスタ 京畿道高陽市一山東区中央路1305-56、ウェスタンドーム 京畿道高陽市一山東区鼎鉢山路
24 電話 ラフェスタ 031-920-6900、ウェスタンドーム 031-932-8400

韓流のすべて
ドラマを思い出しながら「韓流ワ
ールド路」を歩き、大型ショッピン
グモールで韓国の最新トレンドに
触れてみよう。
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韓流ドラマファンたちの聖地 
SBS特別展示館「星から来たあ
なた」
キンテックス第2展示場野外特設展示館に

あるドラマセット場。人気ドラマ「星から来

たあなた」に登場したト・ミンジュン(キム・

スヒョン)の家や、チョン・ソンイ (チョン・ジ

ヒョン)の家などのオリジナルセットや体験施設、グッズショップがある。中でも、インテリア

が豪華なト・ミンジュンの書斎は、間近で観覧したり、記念撮影したりできるとあって人気

だ。ドラマの中で実際にト・ミンジュンが乗っていた自転車や、彼が瞬間移動の際に使用した

公衆電話などもあり、ドラマ好きにはたまらない空間になっている。

住所 京畿道高陽市一山西区大化洞2600 開館時間 10:00~19:00(2015年8月31日まで) 電話 070-8260-8807 ホームページ
lovefromstar.sbs.co.kr

韓国のMICE産業をけ
ん引する キンテックス
交通、通信、先端ビジネスイン

フラをすべて備えた韓国最大

の貿易展示場、キンテックス

は、「2016年ロータリー世界大

会」が開かれる国際的コンベ

ンションセンターだ。各種国際

博覧会、展示会、体育行事、音

楽公演などが常に開かれてお

り、国内外ビジネス観光の中枢的な役割を担っている。

住所 京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路408 電話 031-810-8114 ホームページ www.kintex.com

韓流スターの足跡をたどろう 
高陽新韓流広報館

高陽市で撮影、製作された新韓流コンテンツを広報するためにつくられ

たスポット。BIGBANG、少女時代、IUなど、韓流スターたちのテディベアが展

示された「新韓流キャラクターゾーン」をはじめ、「高陽ロケーションゾーン」、

「韓流コンテンツ上映館」、「モバイルインターネットカフェ」などを無料で見

学できる。高陽市が製作、支援した韓流アイドルドラマ「ドリームハイ」の主

要ロケ地や名場面、製作発表会などの映像を見ることもできる。また、主人公

のハンドプリンティングや、実際に使用していたセットの一部などが展示され

ているほか、撮影時に使った制服を試着することもできる。

位置 地下鉄3号線鼎鉢山駅からロッテ百貨店方向に歩いて10分 住所 京畿道高陽市一山東区湖水路
595 湖水公園内コッチョン市場2階 電話 031-908-3236

ラグジュアリーな一流ホテル 
エンブルホテルキンテックス
京畿道北部随一の一流ホテルであるエンブル

ホテルキンテックスは、テミョンレジャー産業

がエンブル麗水に続き、手がけた高級ブランド

ホテルで、韓流ワールドの中心に位置してい

る。34室のスイートルームを含む377の客室、

豪華なフィットネスクラブ、プール、サウナ、宴

会場など、各種施設を完備している。韓国の伝統模様にインスピレーション

を得てデザインしたという「コリアンスイート」は、韓国式オンドル部屋になっ

ているため、外国人に人気だ。中華料理レストラン「竹林」では、佛跳牆、北京

ダック、広東式胡椒ステーキなどの豪華なコース料理が堪能できる。仁川国

際空港に近いので、出国の前日に一泊するのもいいだろう。

住所 京畿道高陽市一山東区 項洞20韓流ワールド内 電話 031-927-7700 ホームページ www.
mvlhotel.com/kintex
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都心の中で自然を
感じる

都会の真ん中で自然を楽しみ 
ながら、朝鮮王朝500年を時間 
旅行してみよう。

湖水公園を幻想的な雰囲気にする 
音楽噴水 音が出る噴水
湖水公園の西側広場にある噴水。一番大きな噴水
の直径は50メートルで、ノズルは500種類1655個、
噴射能力が高く、最高時は水柱の全長が35メートル
にまで達する。照明と音楽、そして噴水の3つが交わ
った見事な噴水ショーが繰り広げられ、一山の夜空
を華やかに演出する。冬期を除く4～10月の7カ月
間、鑑賞することができる。

電話 031-924-5822 ホームページ music.gys.or.kr

医療韓流をけん引する 明知病院
法務部医療観光優秀誘致機関に指定された明知病
院は、チョ・インソン主演のドラマ「大丈夫、愛だ」
のロケ地だったことから、ドラマ放映終了後も多く
の人が訪れる病院だ。ドラマの中に登場した半開放
型の精神科病棟「ヘマル」をはじめ、森の中の庭園
を移設したかのような健康保険検診センター「森
（スプ）マル」、全面ガラス張りになっているため日
当たりがよく、明るく安らかな気持ちで治療を受け
ることができる「癌統合治癒センター坑癌注射室」
などがあり、患者の安らぎと自然環境を第一に考え
て設計したことが伺える病棟を備えている。1階の
国際診療センターでは、外国人患者の入国から診
療、周辺観光まで、各種サービスを提供している。

住所 京畿道高陽市徳陽区花水路14番ギル55 電話 031-
810-5114 ホームページ www.mjh.or.kr

世界レベルの人工生態公園 湖水公園
韓国最大の人工湖公園。一山新都市が開発された際に造られたもの

で、韓国散歩コースの第1位に選ばれている。湖を中心にサイクリング

専用ロードや散策路が造成されているほか、湿地生態公園や伝統庭

園、野外舞台、音が出る噴水、月波亭、展示館など、さまざまな附帯

施設も完備している。中でも750メートルのメタセコイアの道はフィト

ンチッドを感じながら歩くことができる最高の散策コースだ。園内では自転車のレンタルができるので、サイクリングしながら

公園を一周するのもいいだろう。ドラマ「星から来たあなた」のロケ地でもあり、ドラマの中でト・ミンジュンとチョンソンが

出会った散歩道には、フォトゾーンが設けられている。

位置 地下鉄3号線鼎鉢山駅からロッテ百貨店方面徒歩10分 住所京畿道高陽市一山東区湖水路595 電話 031-906-4557 開園時間 05:00~23:00 ホームページ 
www.lake-park.com

きらびやかな500年の歴史が眠る 西五陵
世界文化遺産に登録された西五陵は、朝鮮王陵40基のうち、追尊王・徳宗とその妃、昭恵王后韓氏の陵である「敬陵」、朝

鮮第8代睿宗とその妃の陵である「昌陵」、19代粛宗とその1番目の継妃、仁顯王后、2番目継妃、仁元王后の王陵である「明

陵」、粛宗の王妃、仁敬王后の陵である「翼陵」、21代王英祖の王妃、貞聖王后の陵である「洪陵」の5つの王陵がある。ま

た、粛宗の後宮であり嫉妬心が強かったことで知られる張禧嬪の大賓墓もここに移設されている。西五陵は、風水地理的に

明堂なので、王家の気勢を受けながら、ゆっくり散歩したい。アカシデの道、松の道、紅葉の道などの散策路もあり、散歩や

ジョギングを楽しむ人も多い。毎月最終水曜日は入場料無料。

住所 京畿道高陽市徳陽区西五陵路334-92 電話 02-359-0090 開館時間 11~2月06:30~17:30、3~10月06:00~18:30 定期解説時間 10:00, 13:00, 15:00 入場料 1000ウ
ォン ホームページ goyang.cha.go.kr
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Travelling
Guangzhou

 広州 TIP 

      位置  中国広東省華南地方最大の貿易
都市

      面積 7,434km2 
      人口  14,000,000人 (2013年)
      気候  21.8℃、1月の平均気温13.3℃、7

月平均気温28.4℃、年平均降水
量1,694mm

      概要  行政区域は8区と4市。2000年の
長い歴史を持つ都市。東北部と
中部は山と丘陵地帯、西南部は
平原地帯になっている。

文
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中国最大の貿易都市であり、中国を代表する
ビジネス都市として、とどまることなく変化し
続けてきた広州。そんなこの街の4タイプの楽
しみ方を紹介しよう。

広州散歩
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珠江
広州の街を横切る河、珠江。川の名前はかの有名な広州伝説に由来しているとか。伝説を簡単

に説明するとこうだ。南越国の王が誰にも見せたことがない大変貴重な真珠を持っていた。しか

し、王の死後、その真珠は王と一緒に王陵に埋められてしまった。年月がたったある日、ひとり

の学者が妖精を助けたところ、その妖精が感謝の意をこめて、王陵に埋められていた真珠をお

礼にと学者に贈ったのだが、学者は妖精からもらった真珠をペルシャ商人に高値で売った。商

人は故郷へ帰る途中、真珠をうっかり川に落としてしまったところ、川が真珠のようにきれいに

なったという。そしてこの川は珠江と呼ばれるようになったという。

ファンクン区バーストリート Fangcun Bar Street

景色が良いからだろうか、世界のどこへいっても川辺にはおしゃれなバーやクラブが軒を連ねて

いるが、広州の珠江も例外でない。珠江の南側に位置するファンクン区のバーストリートは日が

沈むや、きらびやかなネオンサインが灯り、通り全体が歓楽街に変身する。地域名に「Bar」がつ

いているとあって、さぞかし広州には歓楽街が多いだろうと思われるかもしれないが、実際のと

ころ、広州でバーを探すのは容易ではない。地元の人に雰囲気のいいバーを尋ねると、ほとんど

の人が騒々しいクラブをすすめてくれるのだ。ファンクン区のバーストリートも、バーというより

はクラブ街といった方がしっくりくる。川風に当たりながら生演奏を聴き、広州の若者たちのナ

イトライフを垣間見るには最適なところだ。

中山大学
クルーズ船着き場のひとつである中山大学は、入り口から大学の講堂ま

で、すべてが市民に開放されているため、昼間は子どもたちがインライン

スケートなどで遊び、夜は大人たちが社交ダンスや体操を練習している。

一般市民が大学の中で楽しそうに過ごしている中国ならではの大学文化

をのぞいてみてはいかがだろうか。

沿江中路
ファンクン区が珠江南エリアきっての繁華街だとすれば、北エリア一の繁

華街は沿江中路だ。沿江中路の高層ビル1階はほとんどがクラブやバーだ

といっても過言ではない。ファンクン区に比べ、クラブの規模やレベルは

ホテル並み。しかし、ほとんどはネオンサインがきらめき、派手な音楽が

かかる騒々しいクラブなので、どちらかというと20代の若者たち向けのス

ポットだ。

01. ロマン派におすすめの Night Course
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陣家祠
中国の10大姓氏のひとつである陣

姓の人々がお金を出し合い、建立し

た書院。現在は民俗文化と工芸文

化が観賞できる広東民俗工芸博物

館としても知られている。書院の門

や窓、壁、屋根、屏風などに彫られ

た装飾は、ややもすれば見逃してし

まいそうなほど細かいが、一度目に

留まるとなかなか目が離せない造

りになっている。広東民俗工芸博物館がここに入ることになったのは、清の民俗文化を展示す

るのに、陣家祠が最も適した建物だったためだ。 陶磁器、紙工芸、漆器、刺繍、象牙・木・石彫

刻などの作品がそれぞれ「広東刺繍」、「広東彫刻」、「広州古建築」といったテーマに区分さ

れて常設展示されている。ここを訪れた文人は「自然の創造力に次ぐすごさだ」、「ここを訪れ

ると10年間読書で得た知識よりもさらに多くのことが習得できる」と残しているほど、数多くの

すばらしいものが展示されている。
開館時間 08:30~17:00 行き方バス 85•88•104•107•128•268 番、地下鉄1号線陣家祠駅下車

榕寺
広州の4大仏教寺院のひとつで

ある六榕寺。その名は、北宋の

政治家で詩人、書家として知ら

れる蘇東坡が付けたとされてい

る。蘇東坡が広州に左遷され、

この寺を訪れた際、境内の六本

の美しい榕樹を賞賛した蘇東

坡が「六榕」と書を残したとい

う。蘇東坡の貴重な書を尊ぶた

め、これを横額にして寺の正門

に掛けたことから、六榕寺と呼

ばれるようになったとか。境内

には高さ57.6メートルの八角花

塔がある。この花塔は千仏塔と呼ばれており、外観は9階建物だが室内は

17階構造になっている。高層階からは市内を見下ろすことができるので、

蘇東坡が言及した六榕の榕樹がまだあるか探してみよう。
開館時間 08:00~17:00 入場料 10元 行き方バス 56•58番六榕寺駅で下車もしくは地下鉄1号線
公園前駅下車

西漢南越王博物館
西漢南越王陵址に建てられた博物館。南越国は秦朝滅亡後、南海郡の

軍事長官である南海郡尉の趙佗が、勢力下の南海郡に近隣の桂林郡と

象郡を併せて創建した国。全盛期は、今のベトナムを占めるほどの強盛

だったと伝えられている。秦に続き、中国を統一した

漢との対立の中、BC 111年、5代目王の時に滅亡し、

南越国は93年で幕を閉じた。長期ではなかったが、

昔から貿易が発達していたため、王陵からは多くの

華やかな遺物が出土された。王陵の広さは1万4,647

㎡で、出土された遺物は1万 1,465、遺体は15体。そ

れらの遺体は王とは別のもので、王と一緒に埋めら

れた臣下のものと推定されている。王陵は博物館の

野外展示館に位置。南越国の生活がわかるように

と、中も公開されている。
開館時間 09:00~17:30  入場料 12元 

趙昧王陵
南越国の2代目の王であった趙昧の王陵が一般に公開されている。陵の内部構造は
家そのもので、居間や寝室などがあり、家具なども設置されていたという。王陵は、
王と一緒に埋葬した人が外に逃げないように、また盗掘されないように掛金を設置
していた。現在は、掛金の原理を説明するためにミニチュアが展示されている。

More Information 

02. 学究派におすすめの Day Course



11Special

二沙道
九江市に属する島、二沙道

は、芸術特区といっても過

言ではない。海印大橋と広

州大橋の間にある二沙道

は、九江の中心に位置して

いる。川の周りにいると、感

受性がより豊かになるとい

われているからだろうか、二

沙道にはシンハイミュージッ

クホール、広東美術館など

が密集しており、現在、広州

の芸術エリアとして注目され

ている。ミュージックホールに入らずとも美しい旋律が聞こえてくるので、この界隈を

散歩してみよう。九江のゆったりとした雰囲気を満喫できること間違いなし

沙面島
広州の珠江に位置する人工島、沙

面島。かつての運河開削により、

珠江に面する岸の一部を切り離

したのがここ沙面島だが、現

在は高架道路でつながって

いる。宋や清の時代から西

洋、貿易、観光の入口の役割を果た

してきたところで、さほど大きくない

島内に、今でも約150のヨーロッパ建築物が立ち並んでいる。

島内の公園は歩道との間にフェンスがなく、どこからでも自由に入れて、緑の中

を散策することができる。路地には古いヨーロッパ式の建物が軒を連ねており、

中にはカフェやレストランとして活用されているところもあるので、散策の休憩に

立ち寄るか、コーヒーをテイクアウトして散策のおともにしよう。園内ではインライ

ンスケートをしている子どもたちやウエディング写真を撮影している新郎、新婦な

どが楽しそうに過ごしている。なお、公園のあちらこちらにある銅像は、阿片戦争

後、西洋文物を受け入れて変化した広州の生活像を表現したものだ。西洋人と中

国人が並んで将棋を指している姿、中国の伝統服装を身にまとった子どもが洋風

ポストに郵便物を入れている姿などがあり、当時の混乱と発展を映画化した<ワン

ス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ>の主人公を彷彿とさせる。

越秀公園
越秀山を囲む６つの丘と東秀・南秀・北秀と名

付けられた人造湖が点在する越秀公園は、

「広州の肺」と呼ばれており、広州最大の総合

市民公園として親しまれている。総面積は86

万 8,000㎡と広大で、明代からの景勝地といわ

れているだけあり、園内には古刹や革命を記念する建物が多い。休日になると、園内の

あちらこちらで、蹴鞠をして遊んだり、太極拳に励んだり、座ってくつろいだりと、思い

思いに過ごす広州市民であふれかえる。
開園時間 06:00~21:00 入場料 5元 行き方 バス 5•21•24•33•58•101•122•127 番、地下鉄 1号線越秀駅下車 

03. バケーション派におすすめの Day Course

鎮海楼
越秀公園に位置する鎮海楼は、やや小高い場所にあるが、建物のきれいな朱色とその外観が人々
の目を引き付けるのか、いつも多くの人でにぎわっている。5階建ての鎮海楼は、広州にある歴史
建造物の中で一番保存状態がよく、「秦の8大絶景」のひとつにも選定されている。広州付近で出
土した遺物の展示館としても利用されているほか、建物の5階からは広州市を一望することがで
きる。

More Information 
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シメロン
広州市内から自動車で20分の距離に位置する、総合エンターテインメント

公園。敷地内には、シメロンパラダイス遊園地、シメロンサーカス、香江サ

ファリパーク、広州ワニ公園、シメロンホテルなどがあり、さすが中国と感

心するほどの広さ。
行き方 地下鉄3号線漢渓長隆駅下車。E出口から無料シャトルバスに乗車

シメロンウォーターパーク  
長隆水上楽園
高所が平気な人はシメロンウォーターパ

ークのアトラクションに挑戦してみよう。

スーパーボールモンスター(Super Bowl 

monster)、スーパースピーカー(Super 

Speaker)、ジェットスライド(Jet Slide)など、110メートル高空まで上がるアトラクションが8種類

用意されている。
開館時間 日~木曜日 09:30~18:00、金・土曜日 09:30~21:30 料金 大人180元、4月15日~5月31日90元、6月・9月1日~10月
8日128元(パッケージ料金9月限定シメロンパラダイス+ウォーターパーク285元、インターナショナルサーカス+ウォー
ターパーク218元) ホームページ http://waterpark.chimelong.com

シメロンインターナショナルサーカス International Circus

シメロンパークきっての見ものといえば、シメロンインターナショナルサーカスだ。一

昔前の中国雑技団を想像していた人は、色とりどりの芸術性に優れたショーのクオ

リティーにきっと驚くだろう。また、熊が調教師と一体になって、オーク樽を転が

し自転車に乗る姿などは、幼い頃に見たサーカスを思い起こすかもし

れない。このほか、真っ暗の舞台に夜光色を放ちながら空を飛んだり、

水泳選手とシンクロ選手のチームがカエルの演技をくりひろげたりと、

見ごたえ抜群だ。サーカス団員はアフリカ黒人からインディアン、ロシ

ア人など、さまざまな人種で構成されており、それぞれが存分にキャ

ラクターを生かしている点も見事だ。
電話 020-8479-6600 公演時間 19:30 料金 大人120元、こども70元(身長110~140
センチのこども。110センチ以下のこどもは入場料無料) ホームページ www.
clcircus.com

04. 行動派におすすめの One Day Course
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シメロンパラダイス Paradise

シメロンパラダイスはスイス、オランダ、ドイツ、アメリカから輸入した世界でも有名な乗り物を70以上完備している

遊園地。中国のほとんどの遊園地がヨーロッパスタイルで造られているのに対し、こちらはヨーロッパと中国文化が

混ざり合ったフュージョンスタイル。シメロンパラダイスの乗り物のうち４つがアジア最高であるほか、室内エンター

テインメントセンターも中国最大規模を誇っている。また、ジェットコースターも850メートルと想像を絶する高さで、

世界で最高だという。
開館時間 10:00~19:00 料金 フリーパス 大人170元、こども85元(身長110~140センチのこども。110センチ以下の幼児は入場料無料)パッケージ料
金 (パラダイスフリーパス+サーカス観覧料) 大人 220元、こども155元 ホームページ www.chimelongparadise.com

More Information 

香江サファリパーク 香江 Safari Park

パークではなく、まるで本物のアフリカのサファリに迷い込んだかのような気分になれる香

江サファリ パーク。園内はSafari On WheelsとSafari On Footエリアに分かれて

おり、前者は列車や四駆、カートなどに乗って移動、後者は歩いて移動する。

中でもSafari On Wheelsは、ほかのサファリパークとは比べものにならない広

さを誇り、シマウマ、ヌー 、キリン、ライオン、アルパカ、カンガルーなど、世界の

動物が棲んでいる。中央アジアの砂漠、南アジアの雨林、アメリカのジャングル、南アフリ

カの高原、東アフリカの草原など、テーマでエリア分けされている。
開館時間 09:30~17:30 料金 大人150元、こども80元 (身長140センチ未満) ホームページ http://xjzoo.com.cn

・チビ白虎と記念撮影
白虎ショー会場を出たところには、白虎のこどもと記念撮
影できるスポットがある。料金は1人20～30元。写真展示場
には韓流スターのチャン・ナラの写真も飾られている。

•レッサーパンダ Lesser Panda

小さいパンダという意味のレッサーパンダは、タヌキと似た
顔立ちであることからタヌキパンダとも呼ばれている。絶滅
危機種として希少動物に分類されているが、香江には十匹
以上いる。

中国宝物館 China Treasure Zone

日本では上野動物園をはじめ、数か所でしかお目にか
かれないパンダ。せっかく中国に来たのだから、やはり
パンダは見て帰りたいものだ。パンダの主食である竹
でおおわれているパンダ館では、室内で食事三昧のパ
ンダや、室外専用プールで水遊びをしているパンダな
ど、さまざまな姿を見ることができる。出口には、さま
ざまなパンダの人形を販売しているショップもある。

白虎ショー White Tiger Show

日本ではなかなかお目にかかれない白虎が10匹登場し、演
芸を繰り広げる香江白虎ショー。調教師たちのショーマン
シップがよく、最高のプログラムを観賞することができる。
中でも珍しいのは白虎のおしっこショー。前列に座っている
人の服がぬれてしまうほど、勢いよく観客に向かっておしっ
こをする。中国人観光客の中には傘でガードする人もいる
ほど。また、観客と白虎の綱引きもあるのだが、白虎のおし
っこで舞台はびしょびしょにぬれているので、綱引きに参加
した観覧客の中にはすべってしまう人もいる。おしっこをか
けられたり、おしっこの上に転んだりしても、意に介さない
中国人の姿をみると、彼らの純粋さを感じる。ショーを観覧
する際は、前列を避けたほうが無難。
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One Day 
Tour
慶尚北道の東海岸に位置する港湾都市、浦項（ポハ
ン）。街を横切るように流れる運河でクルーズを満喫し
たり、魚市場を歩いたり、かつて日本人街だった近代文
化歴史通りを散策するなど、街中は観光スポットが目白
押しだ。また、郊外にも古宅が見学できる徳洞文化村が
あるなど、文化や自然が楽しめるスポットも多い。こうし
た浦項の見どころを一日ですべて巡りたいなら、シティ
ツアーバスの利用がおすすめ。この冬、素朴ながらも魅
力満載の浦項を、バス旅行してみてはいかがだろうか。

浦項シティツアーバスの旅

 浦項 TIP 

      位置  大韓民国慶尚北道東海岸にある特定市
      面積 1127.92km2 
      人口  519,031名(2014年)
      気候  内陸地域に比べて冬暖かく、気温の年較差

が小さい。降水量は比較的多い。1月の平均
気温は1.6℃、 8月の平均気温は25.4℃。年
間降水量は1,120.3mm
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世界的な製鉄会社、ポスコのすべて  
ポスコ歴史館 The Posco Museum

「浦項市民の10人に7人がポスコ（浦項製鉄）関連の従事者である」といわれてい

るほど、浦項の経済において重要な役割を担っているポスコ。ポスコ歴史館では、

創立過程や企業文化、ポスコが歩んできた道など、46年にわたるポスコの歴史が

展示されている。中でも浦項製鉄神話を築いた鉄鋼王パク・テジュン初代会長の

足跡をたどることができる青岩館は必見。また、週末に開催されている見学プログ

ラムも見ものだ。ポスコバスに乗って燃料埠頭、発電所、製鋼工場、演奏工場、製

品埠頭など、巨大な製鉄所を隅々まで見てまわることができるので、ぜひ参加して

みよう。3日前までに要予約。
電話 054-253-4001 運営時間 10:00~18:00 価格 Aコース 大人  1万ウォン、こども8000ウォン、Bコース　
大人 6000ウォン、こども5000ウォン、夜間大人 1万 5000ウォン、こども 1万ウォン

浦項の新ランドマーク 浦項運河館
ブラジルのリオデジャネイロ、オーストラリアのシドニー、イタリアのナポリのような世界

美港を夢みて造られた浦項運河。迎日湾（ヨンイルマン）の海水と浦項市を横切るよう

に流れる兄山江がちょうど合流する地点に、浦項運河館はあ

る。ガラス張りの現代的な建物は、浦項運河の広報館と展望

台を兼ねており、運河のクルーズのチケットはこの2階で購入

できる。チケット売り場脇にある階段を上がった3階が広報館

で、1800年代の東浜内港の歴史や古地図を展示。このほか、

運河の設立背景や建設過程などもわかりやすく示されてい

る。広報館を見学したら、カフェにも立ち寄ってみよう。船着

き場や兄山江が一望できる展望カフェとあってデートスポット

として人気の場所だ。 
住所 慶尚北道浦項市南区希望大路 1040カフェ営業時間 平日09:00~23:00、金
～日曜日09:00~24:00 価格 カフェラテ 4000ウォン、ダッチコーヒー4500ウォ
ン、シュークリーム 2000ウォン
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<浦項シティーツアー
バスルート>
定期ツアー(土) 浦項運河
クルーズ-竹島市場-ポスコ
工場見学-虎尾串観光地-
九龍浦近代文化歴史通り
定期ツアー(日) 徳洞文化
村-慶尚北道樹木園-迎日
台海水浴場-浦項運河館
半日ツアー(土•日) 九龍浦

近代文化歴史通り-長ギ邑城-浦項運河館 夜間ツアー(土) ファンホ公園-迎日台海水
浴場-浦項運河館
住所 慶尚北道浦項市南区松島洞222 電話 054-278-8500(現代高速観光) 営業時間 
09:30~17:30 価格 1日ツアー大人 6000ウォン、学生4000ウォン、半日および夜間ツア
ー大人 4000ウォン、学生 3000ウォン、観光地入場料および食事代は各自負担、15名
以上の参加で出発 ホームページ www.hdair.kr

街中を巡航する 浦項運河クルーズ
1970年代初頭、浦項製鉄（現ポスコ）の竣工により、せき止められていた東浜内（トン

ビンネ）港。このかん、汚染水による悪臭が社会問題になっていたが、昨年11月、川

から港に水を通す水路を復元。兄山江（ヒョンサンガン）入口から松島橋（ソンドギ

ョ）までを結ぶ1.3キロの浦項運河が40年ぶりによみがえったのだ。浦項運河の白眉

は、運河を行き来するクルーズツアーだ。コースは、浦項運河から東浜内港、松島海

水浴場を巡り船着き場まで行く８キロ、

40分のAコースと、浦項運河から浦項艦

へ行き、船着き場まで行く６キロ、30分

のBコースの２種類。また、浦項運河沿い

には、散策路が造成され、現代美術アー

ティストチェ・ジョンファ氏の作品

<Flower Tree>、彫刻家ムン・シネ氏の作

品<空を飛ぶ花>、ビョン・デヨン氏の<あ

なたは私、私はあなた>など、韓国を代表

する美術家たちによるアート作品も設置

されている。 
電話 054-253-4001 営業時間 10:00~18:00 価格 Aコー
ス 大人1万ウォン、こども8000ウォン、Bコース 大
人6000ウォン、こども5000ウォン、夜間大人1万
5000ウォン、こども1万ウォン

浦項トリップ攻略法 
運河に沿ってシティツアー

ヴェネツィア、アムステルダム、コペンハーゲン、ハンブルク。これら
４都市の共通点とは？そう、運河が流れる水の都だという点だ。慶
尚北道最大の都市、浦項にも、かつて農水産物を積んだ船が往来し
ていた水路があったが、製鉄所が造られたことで長らくせき止められ
ていた。しかし、浦項市の生態復元事業によって、水路が40年
ぶりに開通。小型漁船が出入りするだけの閑散としていた
港が、観光クルーズが運行する活気あふれる港に生まれ変
わり、浦項に、新しい風を吹き込んでいる。
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荘厳な太陽との遭遇 虎尾串日の出広場
毎年大みそかから元旦にかけて「韓民族日の出祭り」が開催される虎尾串は、韓国で最初に日が昇る場所

だ。また、日の出とともに有名なのが、彫刻家キム・スングクによる彫刻作品<共生の手>。左手は陸地に、そし

て右手は海の中に設置されており、右手の指と指の間から日が昇る姿を一目見ようと、早朝から多くの人が

訪れる。ミレニアムを控えた1999年12月に完成した日の出広場には、20世紀と21世紀を記念する聖火台が設

置されているほか、韓国で一番大きいという巨大な釜もある。毎年元日には、この釜で作ったトック（韓国の

お雑煮）が振る舞われるため、多くの人が列をなす。虎尾串の絶景スポットは、新千年記念館の屋上展望台。

さわやかな海風にあたりながら、 広大な海や日の出広場の景色を満喫しよう。
住所 慶尚北道浦項市南区虎尾串面ヘマジ路 電話 054-270-6681 ホームページ homi-got.ipohang.org

灯台の歴史がわかる  
国立灯台博物館
灯台を保存、展示するために1985年

にオープンした、韓国唯一の灯台専門

博物館。灯台館、海洋館、野外展示

場、テーマ公園、体験館で構成されて

いる。灯台館では、1903年の八尾島灯

台点灯から現代まで、韓国の灯台100

年の歴史が展示されている。
住所 慶尚北道浦項市南区虎尾串面ヘマジ路150
番ギル20  電話  0 54 - 284 -4857  開館時間
09:00~18:00(17:30までに入場)、月曜、旧正月
旧盆当日休館 入場料 無料 ホームページ www.
lighthouse-museum.or.kr

世界最長のトリッ
クアート  
虎尾串大甫港
虎尾串大甫面九万1里村

に立つ赤い灯台までの

防波堤には、160メートルにもおよぶトリックアートが描か

れている。絵は全部で3つあり、中でも、虎尾串の象徴で

ある<共生の手>のトリックアートが見もの。世界最長とあ

り、写真撮影をする観光客でいつも混み合っている。

迎日湾にそびえる海上楼閣 迎日台展望台
美しい迎日湾に浮かぶ韓国初の海上楼閣。2階建ての伝

統楼閣「迎日台」は、浦項の新名所として、2013年大韓民

国空間文化大賞に輝いた。80メートルの歩道橋を上がっ

ていくと、果てしない海が広がる展望台にたどりつく。こ

こは、日の出の絶景スポットとして知られているほか、LED

でライトアップされたポスコが海に美しく映る姿が鑑賞で

きる夜景スポットとして人気を博している。

海を眺めながらてくてく散歩
虎尾串観光地

韓半島の最東端、虎尾串は、カモメの群れが舞う真っ青な海、静か
にたたずむ白い灯台、巨大な青銅の彫刻作品が、まるで絵画のよう
に調和する美しい場所だ。また、日の出の名所としても知られてお
り、水平線の向こうから赤 と々浮び上がる太陽を眺めに、多くの人
が訪れる。
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自然と文化を体感する 
浦項伝統文化体験館
寺小屋教育をはじめ、書道、茶

道、森生態体験などの教育プ

ログラムや、ナンタ、テッキョ

ン、天然染色、わら草工芸など

の文化体験、キムチや豆腐、餅

作りなどの料理体験などが用

意されており、自然に囲まれた

中で、分野別にさまざまなプロ

グラムを楽しむことができる。体験は1日コースと1泊2日コースがあり、申し込

みの締め切りは１週間前。伝統家屋のオンドル部屋が用意されているので、時

間が許せば宿泊していこう。
住所 慶尚北道浦項市北区杞北面徳洞文化ギル7 電話 054-280-9372 価格 体験費用1万1500ウォン、
宿泊費一人1万~1万 2000ウォン ホームページ potcec.phsisul.org

の子孫が住む古宅 四友亭
驪江「李」氏11代目の李・ヒグク氏夫婦が暮らす古宅。1600年代に建てられた家屋で、慶

尚北道民俗資料第81号に指定されている。正面には男性が過ごす空間舎廊棟、中は女

性と子供が使う母屋と台所がある。

自然に感謝しながら 
歩く道 カンサナヌムト
ゥレギル
渓亭から生態池を沿って歩い

ていくと、トレッキングコース

「カムサナヌムトゥレギル」の

16区間にぶつかる。トレッキングコースは全部で21区間あり、中でも16区間は

最短の1キロだが、2006年に「美しい森全国大会」の大賞にも選ばれた松の群

落が壮観をなすなど、自然が存分に楽しめるコースだ。このほか、350年前に

村人たちの生活用水として使用されていた吊花の木の井戸をはじめ、愛隱堂、

ヨヨン堂、四友亭、德溪書堂など、築数百年の古宅など、トレッキングコース内

には見どころが満載。

浦項 12景、 
400年の 
伝統を誇る村
徳洞文化村

浦項郊外にある徳洞文化村は、幾重にも重なった山の麓にある古い家屋の集落。徳洞村とは、徳を積んだ人
々が集まって暮らす村という意味だという。その名の通り、親しみやすく、情にあふれた人ばかり。村の
奥へと入っていくと、清らかな水が流れる渓谷の音や、風にそよぐ木の葉の音、騒 し々いセミの鳴き声
などが聞こえ、生き生きとした自然の息遣いを感じることができる。1992年に文化部指定第15号文
化村に指定されたほか、2001年にはエコ村、2011年には第4号記愛の村にも指定されるなど、自然
と文化にあふれる集落として知られている。
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The Jewel of 
Indian Ocean, 
Penang
東洋の真珠、インド洋のエメラルドと呼ばれているマレー
シアのペナン。ジョージタウン(Georgetown)は、エキゾ
チックな風趣をかもし出すコロニアル建築が立ち並び、
海辺リゾート団地にはゆったりとしたビーチが広がってい
る。また、かつて海上貿易の中心地であったことから中
国やインド、中東の食文化が交わったグルメも堪能でき
る! 時間がいくらあっても足りないペナンで、自由きまま
な旅を満喫しよう。

インド洋のエメラルド ペナン
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 ペナン TIP 

      位置  マレー半島の西方、マラッカ海峡に位置する街
      面積 1048km2 
      人口  1,520,143名(2010年)
      気候  一年中高温多湿な気候で温度は30℃程度。典型的な熱帯雨

林型で降水量が多い。昼間の平均気温は30から32℃、夜の平
均気温は23から25℃。年間降水量は2670mm
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パヤ島珊瑚ツアー Pulau Paya Coral Tour

ペナン発のフェリーに乗ると1時間30分ほどでパヤ島に到着する。
パヤの海は半分が水、そしてもう半分が魚であるといっても決して
いい過ぎではないほど、たくさんの熱帯魚が生息している。環境
保護のために島に船着き場を設けておらず、シュノーケリングをす
る際は、島の前に船を浮かべ、そこを起点とする。水中メガネやフ
ィンを着用し海に飛び込むと、本や映像で見るような色とりどりの
熱帯魚や珊瑚を見ることができる。海底の魅力を知るにはスキュ
ーバダイビングがおすすめ。ただし、専門ダイバーに基本講習を受
けた後、ダイバーと一緒に海中10メートル先までいくことができ
る。シュノーケリングの終了時間は午後3時。この後はフェリーに
乗ってペナンに戻るか、船に乗って１時間先にある休養地ランカウ
ィへ行けばいい。

City Theme Tour

野生バラエティ 熱帯スパイスガーデン Tropical Spice Garden

レモングラス、ジンジャー、シナモンなど、日常で使われる様々な香辛料の木から、500種類の熱帯動植物ま

で、さまざまな動植物が棲んでいる熱帯スパイスガーデン。樹齢数千年の木には猿が座っていたり、ほのかな

香りが漂う葉の間を山椒魚が動いていたりと、普段では観られないような光景があちらこちらに広がってい

る。それぞれ色違いの矢印が指し示す３方向のトレールコースを利用すれば、より効率的に見てまわることが

できる。ひとつは香辛料をテーマにしたスパイス(Spice)トレール、もうひとつは観葉植物の美しさをテーマに

したオーナーメンタル(Ornamental)トレール、三つめは広い野生を感じるジャングル(Jungle)トレールだ。園

内には、香辛料やハーブを使った料理が習えるクッキングスクールと、目の前に浜辺が広がる展望のいいタイ

レストランもある。
住所 Lone Crag Villa Lot 595 Mukim 2 Jalan Teluk Bahang 11100 Penang 電話 604-8811797 営業時間 09:00~18:00 入場料 大人 15リンギッ
ト、こども(4~14歳)10リンギット(ガイドツアー申請時約 5~10リンギット追加) ホームページ www.tropicalspicegarden.com

甘酸っぱい味  
トロピカルフルーツファーム Tropical Fruit Farm

うっそうとした高地で約100種のフルーツを栽培しているファー

ム。栽培といっても人工的なことはほとんどせず、トロピカルフ

ルーツをのびのびと育てているオーガニックファームだ。ガイド

による案内のもと、ファームの中を約1時間かけて歩き、マレー

シアやインド、ブラジル、メキシコなどが主産地の珍しいフルー

ツ約20種類を見てまわることができる。説明を聞きながら、そ

の場でフルーツをいただくことも可能なので、楽しさは倍増だ。

農場の一角には野外カフェがあり、新鮮なフルーツやジュース

を味わうことができる。また、事前に申し込んでおくと、

昼か夕食にバーベキュービュッフェが堪能できる。
住所 Batu 18 Jalan Teluk Bahang 11100 Penang 電話 604-
8665168 開館時間09:00~17:00 入場料 大人35リンギット、こど
も28リンギット ホームページ www.tropicalfruitfarm.com.my

フライバタフライ  
ペナンバタフライファーム Penang Butterfly Farm

その名の通り、ファームの中は蝶だらけ。一歩歩くたびに数えきれな

いほどの蝶がひらひらと飛んでいくのだが、それもそのはず、なんとこ

こには約7000匹が生息しているのだ。世界初、剥製ではなく、生きた蝶

を展示しているマレーシア最大規模の蝶ファームでは、卵から葉を食べる幼

虫、そしてさなぎを経て、蝶になるまでのすべての過程を観ることができる。色

とりどりの蝶が華麗に舞いながら求愛する様子は、雌と雄では微妙な差があ

るので、よく観察してみよう。ガイドツアーは午前9時から午後4時までで、毎時

45分にスタートする。運が良ければツアーの最後に、初めて羽を広げる様子を

観ることもできる。このほか、触ると葉が小さくなる植物や木の枝のような昆

虫など、さまざまな珍しいものにも出合える。
住所 No. 830 Jalan Teluk Bahang 11050 Penang 電話 604-8851253 開園時間 09:00~18:00 入場料 大人
27リンギット、こども (4~12歳)15リンギット ホームページ www.butterfly-insect.com

Welcome to the Jungle!ジャングルの法則

ジャングルの一部を切りとったかのような庭園と農場があるペナン。様々な熱帯動
植物とフルーツがあるので、ガイドの説明を聞きながら見学するといいだろう。都市
の中のジャングルに出合えるペナンの3大スポットはこちら。



21City Theme Tour

イスラム教の威厳 カピタンケリングモスク Kapitan Keling Mosque

マレーシアの人口の半数以上がイスラムを信じるムスリムで占めている。雄壮で神聖な雰

囲気に圧倒されるカピタンケリングモスクは、1801年に建てられたペナン最古のイスラム教

寺院。純白に金の装飾をあしらった建物に黒色のドームを覆っている。日本人にはあまりな

じみがない宗教ゆえ、寺院の中に入ることを躊躇する人もいるかもしれないが、せっかくの

機会なので、ぜひ中も見学しよう。ただし、短パンでの入場は禁止なので、入口で服を借り

ること。寺院の中は、大きな柱が一列に並ぶ広い祈祷空間がある。厳粛な祈祷時間以外

は、おだやかな雰囲気の寺院を目にすることができるだろう。ライトアップされるので、夜

の風景もお見逃しなく! 
住所 Jalan Kapitan Keling Pulau Penang 電話 604-2643494

ヒンドゥー教の母  
スリマハマリアマン寺院  
Sri Mahamariamman Temple

ヒンドゥー教の神と女神を形象化した屈曲ある

模様が目をひきつける寺院。1883年建てられた

スリマハマリアマン寺院はペナンに住むインド系ヒンズー教徒たちの聖地だ。神は

ヒンズー教の母と呼ばれるスリマハマリアマン(Sri Mahamariamman)。マリ(Mari)

は力を、アマン(Amman)は母を意味し、母の愛の力を象徴する女神だ。一見派手

な装飾だが、寺院の中は素朴。規模もそれほど大きくなく、見てまわるのにちょう

どよい。靴を脱いで中に入ると、寺院の中心に位置した神象の前で、ヒンドゥー教

の儀式が行われている。ロウソクの明かりを灯し、花びらを置いて進められる非

常に厳かな儀式なので、ぜひ見学してみよう。
住所 Lebuh Queen Pulau Penang 電話 604-2643494

中国式 慈悲の女神 観音寺 Kuan Yin Teng Temple

お香の煙が立ちこめる、人気の中国式寺院。強そうな守護神のライオン像と緑の龍に守ら

れている観音寺は、いつも多くの信者で混みあっている。ペナンで最も古い中国式寺院だ

が、規模はそれほど大きくない。ここの神は慈悲の女神であり、財産、平和、豊かさを象徴

する観音（クァンイン　Kuan Yin)だ。ゆえに慈悲の女神寺院(Goddess of Mercy Temple)

とも呼ばれている。1728年中国移住者によって着工、19世紀に完成した。寺院の中と外に

軒を連ねる露天商では香草などを売っている。中では、信者さんが「紙銭」と呼ばれる紙

でできたお金を燃やし、火鉢に入れ、祈祷している様子を見ることができる。不定期で華

やかな衣装をまとった俳優による中国伝統公演が行われる。女神の誕生日は陰暦2月、6

月、9月の19日で、その日は祝事が開かれる。
住所 Lintang P Ramlee Pulau Penang 電話 604-2643494

ジョージタウン巡礼

Pilgrimage in 
Georgetown

ジョージタウンの路地の
中にある、イスラム教、ヒ
ンドゥー教、中国式の寺
院。互いの信仰を尊重し
配慮しながら、これらは
共存している。
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インドのよろず屋 リトルインディア Little india

ペナンの中にあるにインド。リトルインディアはその名の通り、イ

ンドを小さくまとめたような通りだ。服、装飾品、香辛料、音楽、

映画、料理など、ここにあるすべてがインドのもの! インドの伝

統衣装であるシルクのサリーを身にまとい、きれいに着飾った

女性が通りを歩き、露店の主人はナンを焼くのに忙しい。躍動

的なインド音楽と映画が一緒に展示されていたり、道の上に敷

物を広げて占いが繰り広げられていたりもする。常に人と車で

込み合っているが、歩いていると、まるでインドに来たかのよう

な錯覚に陥る魅力的なところだ。
位置 ジョージタウン内Lebuh King通り付近

素朴な伝統村 バリックプラウ
喧騒と煩雑な市内を抜け出し、バリックプラウ (Balik Pulau)村に行くと、ゆっくりとした時間が流れ

ていると感じるだろう。マレーシア伝統家屋が軒を連ねるこの村は静かでとても素朴だ。背の高いヤシの木

が土道の間にのびていて、家々は古いが色とりどりだ。古くなった紐に洗濯が無造作に干されている様子や、

自転車の車輪を転がしながら遊ぶ子どもの姿に生活の匂いを感じ、なんともいとおしい気分になる。家の床

は低い柱で支え、やや高くしてあるのだが、これは蛇などの侵入を防ぐためだとか。近くには菓子を焼く店、

バフルマクタム(Bahulu Mak Tam)があり、特別な日にだけ食べるというさまざまな伝統菓子とゼリーが売ら

れている。
バフルマクタム 住所 Belakang Sekolah Keb. Sg. Korok 584 Jin. Bharu Balik Pulau Penang

水上家屋 チュジェティー Chew Jetty 

ペナンに住む中国人は、同じ姓を持った者同士が一か所に集まり、水上家屋で生活を

する。チュ(Chew)、リ(Lee)、リム(Lim)、タン(Tan)など、姓は様々だが、チュジェティー

はそのうちのチュの姓を持った中国人が住む村で、規模は最大。19世紀頃から形成さ

れ始め、1918年に今のような形態になった。当時、多くの人々が貿易商や漁夫などの仕

事をしていたが、現在はほとんどが異なる職についているという。村を歩くと、デッキ

の下に水が流れ、その上に家々が立ち並んでいる様子はよくわかる。また、料理をして

いる音や子供たちが遊ぶ声など、生活の心地よい音が聞こえてくるのもいい。59Aと

いう家では旅行者のホームステイを受け入れている。水上家屋に泊り、華僑文化を経

験できるチャンスなので、興味があれば利用してみよう。「My Chew Je t t y 

Homestay」との名称で、ホテル予約サイトのAgoda、Hotels Combinedなどにも掲載

されている。 
位置 ジョージタウン内ペンカルランウェルドゥ(Pengkalan Weld)道路付近

多彩な文化体験 Ethnic Neighborhoods
固有の文化を黙々と守ってきたペナンの中の小国。彼らが生きる世界は、時に穏やか
で、時に活気に満ちあふれており、まるで人生そのものだ。

地元のナイトマーケット 
Batu Ferringhi Night Market

日が沈む頃になるとバツフェリ
ンギ海岸に沿って、1キロにわた
りナイトマーケットがオープンす
る。マレーシアの特産品であるピュー
ター製品、伝統模様のバティック、織物、ア
クセサリーなど、さまざまな物が売られて

いる。市内の店や免税店の半額で、品質もそれほど悪くない。ま
た、市場とあって、ショッピングする面白さも味わえておすすめ
だ。心地いい風とゆったりした青い海が感じられるほか、ペナンの
人々の情緒も体感できるところだ。イスラムが国教とあって、この
国は法が厳しく、治安も比較的安全なので、一人歩きも安心。平日
は深夜12時まで、週末は翌1時まで営業している。
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カレーレストラン ゴニドライブ Gurney Drive 

グルメの都市として名高いペナンで、真のグルメ紀行をするなら、ゴニドライブは必須コースだ。浜辺が

広がる海岸道路脇の小さな路地に入ると、さまざまな料理が楽しめる屋台街にたどりつく。空が薄暗く

なりはじめる夕方6時頃から深夜12時まで開かれており、毎晩、旅行者や地元の人々でにぎわっている。

道の両側にずらりと並んだ店はどこも似たりよったりなので、気に入ったところに入ろう。海産物や肉な

どが入った麺や串、チャーハン、天ぷらなどを味わうことができる。人気があるため、どの店もかなり混

雑しているが、活気があって楽しい。ズワイガニが10リンギット以下など、値段も非常にリーズナブル。 
位置 ペナン北東側になるペルシアナンゴニ道路付近

新感覚のピクルス チョウロスタ市場 Chowrasta Market

ペナンでは、ピクルスはデザートと位置付けられており、様々な種類

がある。ドリアン、パパイヤ、ナツメグ、玉ネギなどで作ったピクルス

は、酸味があるが、ほのかに甘味もあるため、店の軒先にはハチが

飛んでくることも。チョウラスタ市場の入口周辺には、そこかしこに

ピクルス店がある。一緒にお菓子やパン、ゼリーも売っていて楽し

い。市場の中は、肉屋や魚屋などが軒を連ね、庶民的だが活気に満

ちあふれているので、ぜひ見学してみて。
位置 ジョージタウン内のジャランペナン道路付近

イスラムグルメ祭り パサルラマダン Pasar Ramadhan

日がある間は、水を含むすべての食事が禁止だが、日が沈めば思う

存分食べてもよいので、祭りを楽しもうと、市内のあちこちでパサル

（市場）が開かれる。地元の人々が普段食べている料理を味わえる

機会なので、ぜひ行ってみよう! 1年が354日であるイスラム暦の9月

から毎年約一月間にわたって開かれる。2014年のラマダンは6月と7

月だったので、既に終わってしまったが、毎年開かれるので、時期を

チェックしておこう。

ペナン屋台 フード探訪 Penang Street Foods

夜は屋台へ行き、現地の人たちにまじって地元料理を楽しもう。ペナンの北海岸に位置する「コニドライ

ブ」へ行くとさまざまな料理に出合える。現地の人々おすすめのペナン料理に、ラクサ(Laksa)というもの

がある。ココナツミルク入りの甘めのカレースープに米粉麺、モヤシ、鶏肉、ゆで卵などが入ったものだ。

地域によってスープの出汁は異なるが、ペナンではイワシを使う。長時間かけてじっくり煮込んでいるた

め生臭さはない。ただ、香辛料が効いているのでやや辛い。麺料理だけでは物足りない人はロジャク

(Rojak)サラダも注文しよう。一口サイズの各種トロピカルフルーツの上に、スモモとチリソースで作ったド

レッシングをかけて、最後にピーナッツの粉をまぶした一品。甘味と辛い味がいい具合に調和していて美

味。このほか、かき氷に似たアイスカチャンや、揚げ物料理、サトウキビジュース、各種トロピカルフルー

ツなども味わうことができる。

ペナンのグルメLocal Flavors
中国、タイ、インドなどの味が加わったマレーシア
料理や、独特の地域色が出ているペナンスタイルの
料理を味わたいならここへ行こう！
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冬の温泉スポット ベスト6
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冬の楽しみといえば、華やかなウインタースポーツ、そし
て熱いお湯にゆっくりとつかる温泉旅行ではないだろう
か。アジアにはさまざまな温泉やスパがあるが、どうせな
ら心身ともに健康になれるところへ行きたいものだ。さ

まざまな効能が期待できるミネラルいっぱいの天然温泉
を楽しみながら、歴史や伝統までもが堪能できる、おす

すめの温泉スポット6ヶ所を紹介する。
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中国温泉新発見
天沐威海温泉 山東 中国
日本には温泉地がたくさんあるが、中国に
もなんと2300か所もの温泉リゾートが存
在する。中でも注目されているのが、山東
省の東に位置する港町「威海」にある「天沐威海温泉」だ。中国各地に大規模リゾート
を持つ天沐グループのフラッグシップリゾートである天沐威海温泉は、約60にもおよぶ
露天風呂をはじめ、室内・野外プール、ウォータースライドなどを備えた超大規模施設
だ。60余りの露天風呂をすべて楽しむには、一日を費やしても足りないが、6種類の漢
方薬を入れたという6福湯や、マッサージ効果があるあん摩湯、あつあつの高温湯、ほの
かなフルーツの香りがする果物湯、そしてコーヒー豆で沸かしたコーヒー湯など、さまざ
まなテーマのお風呂があるので、好みの湯を探してつかってみよう。また、韓国式、タイ
式、日本式湯などもあるので、いろんな温泉文化を楽しむのもいいだろう。天沐威海温
泉水は地下5000メートルからくみ上げた海洋鉱泉水で、48種類の成分が含まれてい
る。硫黄温泉とは異なり、水質が柔らかく匂いもないので、誰でも気軽に楽しむことが
できる。 

バンコクで楽しむ日本式伝統温泉
湯の森温泉 バンコク タイ
バンコクのショッピングエリア、スクンビットの中心部に位置する
湯の森温泉は、その名からもわかるように、バンコクで唯一の日本
伝統温泉だ。暑いバンコクで温泉？と思う人もいるかもしれない
が、年中気温、湿度ともに高いバンコクにおいて、熱い湯につか
り、汗を流すのは、ことのほか気持ちがいいものだ。外観は日本旅
館を模して作られているが、湯の森温泉の自慢である温泉水は、
タイ南部カンチャナブリ(Kanchanaburi)地域のワンカナイ
(Wangkanai)温泉から空輸してきたもの。ミネラル成分豊富で、免
疫体系を回復する効能があるという。温泉以外にも炭酸水のお風
呂ソーダスパ(Soda Spa)や、マッサージ効果があるジェットスパ、日
本庭園の中で楽しむ露天スパ、日本伝統の木の浴槽チークバス
(Teak Bath)など、さまざまなお風呂を楽しむことができる。あたた
かい温泉水によるスパで体をほぐした後は、タイマッサージがお
すすめ。



お湯の中で楽しむ海水温泉
平内海中温泉 鹿児島 日本
屋久島南端に位置する海中温泉。海面下にあ
るため、一日二回の干潮前後の5時間しか姿
を現さない。そのため、入浴できるのは干潮
時のみで、満潮時は海中に沈むという珍しい
温泉だ。岩礁の中に湧き出るのだが、海水と
温泉水が混ざっているため、日本で最も硫酸
濃度が高く、やわらかいお湯として知られてい
る。浴槽はいくつもあり、最大のもので6人ま
で、小さいものは一人が利用するのもやっとの
大きさ。海水の含有量によって温度は異なり、
ぬるいものから60度以上の熱いものまでさま
ざま。自然に形成された温泉なので入場料は
無料だが、温泉を管理している村に100円程
度の募金をしよう。ここは、更衣室やシャワー
ルームなどが完備されていないので、岩陰な
どで脱衣しなければならず、また、水着の着用
も禁止されている。このほか、満潮時に上がっ
てきた小魚が湯の中にいることもあるので、
入浴前にお風呂の中をよく確認することもお
忘れなく。
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日本の伝統温泉街
黒川温泉 熊本 日本
全国屈指の人気温泉地として知られる熊本県の黒川温泉。田の原川の渓谷の両脇に和
風旅館が建ち並ぶこじんまりした温泉街だが、露天風呂と田舎の情緒の両方が楽しめ
ることから、国内外から多くの観光客が訪れる。旅館組合の主導で歓楽的要素や派手
な看板を廃しており、統一的な町並みを形成しているため、落ち着いた雰囲気であるこ
とも人気の理由だ。現在、温泉旅館が24軒あるが、旅館によって温泉の成分が異なるの
で、いくつかの温泉をまわってみるのもいいだろう。温泉入場料は一か所500円程度。
入湯手形を購入すると、3カ所選んで入浴することができる。
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雪岳山と東海に囲まれたヒーリング温泉
尺山温泉休養村 束草 韓国
この年末は、東海の冬海、そして雪に覆われた雪岳山がそびえる束
草にある尺山温泉に出掛けてみてはいかがだろうか。1974年に温
泉孔を確保して以来、今日まで受け継がれてきた尺山温泉休養村
は、束草の名物であり、毎年多くの観光客が訪れる人気スポット
だ。最近リニューアルしたばかりなので、快適な上、一段アップグレ
ードした施設で、のんびりしたひとときが過ごせる。施設には、温
泉、サウナのほか、ヒーリングセンターなどがある 。ヒーリングセンタ
ーには、両手を温泉水の中に入れるという、足浴ならぬ手浴なるも
のがあるのだか、疲れがとれ、体もほぐれるとなかなかの評判。別
館にあるサウナと温泉は金曜日と土曜日は24時間営業しているの
で、週末を利用しての温泉旅行もいいだろう。温泉のほかに、約
3000本の松が植わった散策路や、雪岳山、蔚山岩などが眺望でき
る展望台「休養亭」もあり、魅力的だ。休養村前の停留所からバス
に乗ると、雪岳山小公園まで10分、束草浜辺まで15分で行くことが
できる。

世界的に珍しい泥温泉
閣子嶺温泉 台南 台湾
台湾は日本と同じく豊富な地熱資源を有している国だ。全国に約128ヶ所の天然温泉
がある台湾は、冷泉から熱湯までさまざまな良質の温泉を保有しており、‘温泉博物館’
とも呼ばれている。中でも台南市白河区に位置する台湾4大温泉のひとつにも数えら
れている関子嶺温泉は、地下の岩盤層の泥質と鉱物質が混ざっており、浅黒色をして
いるのが特徴。このような泥温泉が出てくるところは世界でも珍しいとか。この地域に
は天然ガスと硫黄が豊富で、泥をこれらの天然熱源で加熱すると、硫黄の臭いをとも
なったなめらかで濃厚な湯になるのだという。泥温泉はお肌の美容に効果があるとさ
れている。関子嶺温泉は山のふもとに位置しており、夕方になるとヤシの木と夕陽が
織りなす幻想的な風景が眺められる。台湾の露天温泉は、裸入浴が増えてはきたもの
の、水着入浴が一般的であることを心に留めていこう。



28

マレー半島西海岸南部に位置
し、東西交通の要衝マラッカ
海峡に面したムラカは、人口は

少ないですが、多くの見どころと独特の文化、古い歴
史を持った街です。マレーシア、中国、インド、ポルトガ
ルから入ってきたさまざまな民族と文化が和合、調和
しながら共存しており、マレーシア、中国、インド、タイ
など、多種多様な国の料理を味わうこともできます。ま
た、かつて中国から移住してきた男性と現地マレー系
女性の結婚が多かったことから生まれたプラナカン料
理のふるさとでもあります。さまざまな見どころと食文
化が調和したムラカは、現在、マレーシアで最も注目さ
れている観光地だといってもいいでしょう。

ムラカ市で最も有
名な観光地といえ
ば、バンダー・ヒリ
ル（Bandar Hilir）

に位置する歴史地区です。ムラカ市がユネスコ世界遺
産に登録された理由も、バンダー・ヒリル歴史地区が
あったためだといっても過言ではありません。地元で
はエー・ファモサと呼ばれているサンチャゴ砦や、テラ
コッタ様式の赤褐色のビル、スタダイス（Stadthuys）
が特に有名です。1641年にドイツがムラカを占領した
後に造成されたもので、現在も17世紀の遺跡がそのま

ま保存されています。また、歴史地区を訪れたら、セントポール教会礼拝堂史跡(St. Paul Hill)に
も、ぜひ足を運んでみてください。ポルトガルの船長ドゥアルテコエユ(Duarte Coelho)が台風の
中、マレーシアに無事到着した後、聖母マリアのための聖堂を設立したのがここなのです。 歴史
地区以外の見どころといえば、ムラカリバークルーズや、チェンフーテン仏教寺院 (Cheng Hoon 
Teng)、タミン・サリ(Taming Sari)塔、キリスト教会、このほか、ナイトサファリが楽しめるムラカ動
物園などもあります。

現在、ムラカ市ではふたつのテーマで観光を広報しています。ひ
とつは「ムラカでマレーシアを発見しよう(Visit Melaka means 
Visit Malaysia)、もうひとつは「世界文化遺産都市ムラカ
(Melaka World Heritage City UNESCO)」です。そのほか、トラ

ベルマートやミッションセール、ロードショー、ファムツアーなど、さまざまな観光事業イベントを
開催しながら、世界の観光業界にムラカの魅力を知っていただこうと努力しています。また、旅行
者のみなさんに快適に旅行していただこうと、都市をきれいに清掃したり、ホテルや交通機関、駐
車場などの施設をアップグレードしたり、治安をよくするなど、観光インフラを世界レベルに整え
ることを第一に考えています。

中国からの観光客が最も多く、2013年だけで82万人
以上の中国観光客がムラカを訪れてくださいました。次
に多かったのがシンガポール、インドネシア、台湾、日本
の順です。マレーシアの歴史や文化、そして芸術を楽し

もうと、多くの外国人観光客がムラカを訪問してくださいます。数百年前の姿がそのまま残ってい
るので、少しオーバーな表現ではありますが、ムラカでは、過去への時間旅行も楽しめる、とって
もいいでしょう。遺跡だけでなく、ウォーターパーク、動物園、博物館など、さまざまな見どころも
あるので、家族での旅行も楽しんでいただけます。

TPO Interview

ムラカ市について
ご紹介ください。

ムラカ市の必見スポットはど
こですか? 旅行者におすすめ
の場所を教えてください。

数百年の歴史や、東南アジアの多様な文化や料理などが体験できる、マレ
ーシアきっての観光地、ムラカ。2008年にその歴史的重要性が認められ、
都市全体がユネスコ世界文化遺産に登録された。世界中の旅行者の注目の
まとになっているムラカのダトジャイナルハジアブ市長に、ムラカ市観光事

業の未来について、話しを聞いた。

観光事業発展のためにムラ
カ市ではどのようなことに
尽力されていますか？

どこの国からの旅行者が一番多いで
すか？また、ムラカを訪れる人々は
どのような旅を求めていますか?

ダトジャイナルハジアブ Datuk Zainal Hj. Abu 

ムラカ市長 

歴史と文化が息づく 
マレーシアの「ユネスコ 

シティ」、ムラカ
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来年に向けて多くの行事を
準備していますが、中でも4
月15日開催予定の「ムラカ
市建設記念行事」が最も大

きなイベントです。また、4月1日と2日には、世界の姉妹
都市の現況などが把握できる「第15回ムラカ国際姉
妹都市コンベンション」が開催され、世界中から参加
した代表者による姉妹都市を結ぶメリットや交流方法
などについての議論が交わされる予定です。このほ
か、7月7日には「第7回ユネスコ世界文化遺産都市祭
り」を予定しています。ご存じの通り、ムラカ市は
2008年にユネスコ世界文化遺産に登録されたのです
が、これを記念して、毎年、大規模な文化祭りを開催し
ています。来年で7回目を迎えるユネスコ世界文化遺
産都市祭りでは、伝統料理が味わえるイベントや、歴
史地区でのイベントが開催される予定です。地元の人
はもちろん観光客も楽しんでいただける内容になって
いるので、多くの人に足を運んでいただきたいですね。
もうひとつ、ぜひおすすめしたいのが、「ムラカ国際リ
バーウォーク祭り」です。アメリカのサンアントニオで
開かれているリバーウォーク祭りをお手本にしてスタ
ートしたもので、期間中は、ドラゴンボート大会、ウォ
ータースポーツフェスティバル、キング&クイーンスネー
クショーをはじめ、マレーシア、インド、ポルトガルのパ
フォーマンスが観賞できるカルチャーショー、華やか
なドレスや装飾をまとい、街を練り歩くパレードなど、
実にさまざまなイベントが繰り広げられるので、多くの
人に楽しんでいただけると思います。

ムラカ市は、市民優
先の自治政府とし
て、ムラカが美しく

躍動的な国際観光都市として台頭できるよう、尽力してまいりました。その成果として、ムラカの
観光業発展成長率を都市の農業と産業成長率レベルまで高めました。 ホテル、リゾート、公園な
どの観光施設開発も、マレーシアの他の都市に負けじとして積極的な成長率を見せています。外
国企業の投資率も上昇の勢いを見せているほか、観光業により、雇用者数も増加しています。
2014年、政府はマラカの観光業を都市GDPの主収益源と決め、2020年までに2千万人の観光客
訪問と平均宿泊日数3日との目標を定めました。

国際市場に見合う高品格のサービスと商品を開発する
ことが重要だと考えています。そのためには企業など
が新しい観光商品を開発し流通できるような道を切り
開くことが重要です。そのような役割をTPOとTPOの
会員都市が担ってくだされば、と思っています。この

間、TPOを通して、さまざまな会員都市と有益な情報交換ができました。今後も会員都市間のネッ
トワークを維持していくことが大切だと考えています。このような人脈とネットワーキングほど、都
市発展にとって重要なものはありませんからね。また、TPO会員都市間の文化交流プログラムやフ
ァムツアー、姉妹都市締結、B2Bイベントなども、多いに役に立つと思います。

TPO Interview

来年、ムラカ市で開
催されるイベントを
ご紹介ください。

ムラカ市の未来計画について
お聞かせいただけますか？

最後に、アジア太平洋都市および
TPOにアドバイスをお願いします。
また、今後取り組みたいプロジェク
トなどがあればお話しください。



釜山市 · 金海市 韓国
許王后新行の道祭りを共同開催

11月8日、釜山市・金海市の共同主催、TPOの主

管による「許王后新行の道祭り」が、釜山市の

華明生態公園と金海市の大成洞古墳群一円で

開催され、約1500名の観客が訪れた。許王后新

行の道とは、2千年前、許王后が、伽耶国の首露

王と結婚するために船に乗ってインドから渡っ

てきた際の足取り、最初に足を踏み入れた望山

島や初夜を過ごした興国寺、洛東江地域、古代

駕洛国の首都金海などのことをいう。祭りで

は、許王后・首露王の伝説をテーマにした代替

現実ゲーム(A.R.G.)「インドの王女、許后玉の結

婚大作戦」が行われたり、参加者が歴史を理解

しながら楽しめるようにと、許王后や首露王にまつわるクイズ大会があったりと、

会場は大盛り上がりだった。このほか、会場には伽耶・インドの民族衣装体験や、

金海粉青陶磁器体験、お茶の試飲、ソッテ作り、伽耶金冠作りができるブースなど

が出ていたほか、許王后が船で釜山の海岸にたどり着く場面を表現したパフォー

マンスや、首露に出迎えられる場面のミュージカルなども開催され、観光客から好

評を得た。今回、イベント会場は釜山と金海の2都市にまたがったが、無料シャトル

バスの往復運行により、観客の会場間移動もスムーズだった。なお、この祭りに

は、中国3大国営旅行会社(CITS)の広州、北京、上海支店と、九州のアウトバウンド

旅行会社フジツーリスト、韓国のインバウンド旅行会社ソラ旅行企画が参加したた

め、釜山と金海は、許王后新行の道関連観光商品をはじめとする観光資源とイン

フラ紹介なども行った。許王后新行の道祭りは、歴史観光資源を活用した、はじめ

ての共生モデルとして、多くの注目を集めている。

高雄 台湾
第25回ＴＰＯ運営委員会＆ＴＰＯ観光交易相談会  
(TTT 2014-Kaohsiung)開催

去る11月10日から13日までの4日間、台湾の高雄にて、第25回運営委員会とＴＰＯ観光交

易相談会が開催された。今回は広州(中国)、三亜 (中国)、釜山(韓国)、福岡(日本)、ホーチ

ミン(ベトナム)、イポー(マレーシア)の運営委員都市から16名の代表者が参加した。11日

に開催された運営委員会本会議では、ジュ・ファンミョン事務総長のTPO活動報告があ

ったほか、4都市と1民間団体の新規会員加入、TPO事務局運営規定改正、2013年度決算

および会計監査結果、2015年度活動計画および予算案、年会費引き上げなどの案件承

認などが行われた。また、同日開催されたTPO観光交易相談会(TPO Travel Trade 

2014-Kaohsiung)は、高雄市の全面的な支援により、現地のアウトバウンド専門旅行会

社18社が参加し、大盛況だった。観光交易相談会には運営委員都市のほか、会員都市

10市の代表者23名が参加。観光資源や観光商品の紹介や、相互協力体系強化、台南と

高雄の観光資源現場の視察、会員都市間の懇親、高雄観光関連行政業務や観光地へ

の理解を深める時間などが持たれた。

TPO News 30



成都、中国
成都代表団がTPO事務局を訪問

去る10月14日、成都市外事課代表団がTPO事務局を訪問し、ジュ・ファンミョン事務総長

と歓談した。成都代表団はTPO事業について深い関心を表わしたほか、2016年第7回フ

ォーラムおよび2017年総会開催の意志表明、成都にTPO観光情報センター設立意思が

あることなど、TPO活動における成都の積極的な参加意思を表明した。また、成都が主

軸になって運営している[友好都市連合会]において、今後のTPOとの連係方案などを論

議したほか、TPOと成都間のさまざまな交流を通じて相互友好増進および緊密な協力

関係を維持していくことを約束した。最後に、成都代表のルソン主任は、成都市の次期

TPO共同会長都市希望意思を事務総長に伝えた。

TPO News

ペナン マレーシア
TPO事務総長がマレーシアペナン市ジョージ 
タウンの代表団と面会

去る10月8日、アジア太

平洋都市観光振興機構

(以下TPO)のジュ・ファン

ミョン事務総長は、事務

局にて、マレーシアのペ

ナン市議会代表団と面

会し、来年度のTPO活動

の相互協力などについ

て談論した。TPOの主な

共同事業である観光情

報センター設立に関する

意見を交換したほか、国内外の主な観光機関の協力、ペナン州政府観光庁の

「Penang Global Tourism」を通した会員都市広報記事交換事業への参加などの

約束を交わした。このほか、ペナン市の代表団は、来年5月に開催される第7回TPO

総会と、7月開催予定のTPO学生旅行交換事業への参加意思を明らかにしたほか、

今後のTPO活動にも積極的に協力することでも合意した。ハジモハメドアークバー

ビンムスタファ(Haji Mohamed Akbar Bin Mustapha)ペナン市国際交流課長は、ペ

ナンでのTPO会員都市の文化祭りや芸術祭りの開催の提案をしたほか、双方とも

に今後、TPOとペナン間の協力活動をより一層強化していくことで合意した。
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韓国 釜山┃11月 29日~2015年 1月 4日

釜山 クリスマスツリー文化祭り
場所 釜山市中区光復路一円

今年で6回目を迎える釜山市の代表的な冬祭り。1.2キロにおよぶ色とりどりの華や
かなクリスマスツリーとイルミネーションが鑑賞できる。毎年、祭りで使用していた
オブフェを、今年はすべて一新。新デザインのメインツリーは、高さなんと20メート
ルになるという。祭り期間中はトークコンサート、宝探しなど、さまざまなイベント
も同時進行されるので、市民、観光客とも多いに楽しめること間違いなし。

韓国 高陽┃12月4日~12月6日

2014 ワールドフードエキスポ 開催
場所 高陽市 一山 キンテックス 第2展示場

フード専門誌である「食品ジャーナル」、「月刊外
食経営」、「月刊エコ」が共同で開催する食品博覧
会。今回の開催目的は、首都圏観覧客5万人以上誘
致、食品関連の国内外バイヤーのブランドイメージ
向上、販路開拓の場の提供などだ。今年は優秀食
品企画販売展をはじめ、さまざまなイベントが開催
される予定で、いつにも増して業界の関心が集まっ
ている。

ベトナム ホーチミン┃12月4日~7日

第9回 世界料理祭り
場所 バックパッカー通り

毎年ホーチミンで開かれている世界料理祭り。ベト
ナムのさまざまな珍味をはじめ、20以上の参加国
および地域を代表する多彩な料理を味わうことが
できる。また、5つ星級のホテルのシェフに料理を習
ったり、バーテンディングパフォーマンスおよびお
酒の試飲会が予定されていたりと、さまざまな体験
ブースも用意されている。このほか、伝統音楽やダ
ンスなど、文化交流イベントも同時進行される。

インドネシア ジョクジャカルタ┃

11月 28日~ 2015年 1月 2日

パサールマラム プラヤアン セカテン
場所 スルタン宮殿広場

約1カ月にわたってスルタン宮廷広場で開かれ
るナイトマーケット祭り。ナイトマーケットだけ
あり、盛り上がるのは夜。主に販売されている
のは、長寿と繁栄を象徴する米と卵。寺院の
中では、一週間にわたり、昼夜問わずガムラン
が演奏され、祭りを盛り上げる。広場の北側
では子供たちに人気のさまざまなエンターテ
インメントプログラムが開催される。

フィリピン マニラ┃12月5日~ 21日 

マニラ国際バザー会
場所 マニラ世界貿易センターメトロ

フィリピンで一番歴史があるバザー兼ク
リスマスマーケット。毎年開催されてお
り、規模も一番大きい。観客は20万人に
のぼり、会場は楽しそうな雰囲気で充満
する。参加企業は600以上にのぼり、出
店ブースの数は700を超える。カバン、衣
類、アクセサリー、おもちゃ、香水など、
クリスマスプレゼントにぴったりのアイ
テムを割引価格にて提供している。

日本 福岡┃ 11月下旬~

ウィンターイルミネーション
場所 福岡市内

毎年冬になると、福岡市内の公共施設や企業
が連係し、街のあちこちをイルミネーションで
装飾するプロジェクト。広場、新聞社、デパー
ト、銀行など、人々がたくさん集まる場所に色
彩豊かなイルミネーションを設置し、都市の魅
力を引き出すというものだ。メイン舞台は三
越デパート近くに位置している。

日本 鹿児島┃12月1日~ 2015年1月31日

冬季光の回廊
場所 鹿児島駅広場、みなと大通り公園、天文館、マイア
ミ通り、ドルフィンポートなど

鹿児島市を代表するイルミネーションスポットとして知
られる「冬季光の回廊」。夕方6時から夜10時まで、鹿
児島駅、天文館、ドルフィンポート、みなと大通公園、
市電軌道敷など、2キロにわたって、きれいなイルミネ
ーションがきらめいているので、ぜひ散策路を歩いて
みよう。毎晩7時、8時、9時には一斉点灯され、人々の
目を楽しませてくれる。
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インドネシア ジョグジャカルタ┃1月3日

グレッグベックマウルドゥ祭り 
場所 マスジッド宮殿周辺

予言者ムハンマドの生誕を祝うインドネシアの祭
り。イスラムの暦で、毎年ラビウルアワール月12日に
開催される。人口の90%がムスリムであるインドネ
シア人は、各地のモスクに集まって、礼拝と楽しい
親交の時間を設けつつ、神聖な伝統儀式を行う。ク
ヌンアンという円錐型の供物を互いに分けると、幸
運が訪れるという。

韓国 蔚山┃12月31日~1月1日

艮絶串日の出祭り
場所 蔚山広域市 蔚州郡 西生面 艮絶串一円

韓半島で最初に日が昇る場所として知られる
艮絶串で開催される行事。大晦日の夕方の夕
暮れ文化イベントに始まり、送年コンサート、
花火、新年祝賀公演、農業特産物および新
年振る舞い雑煮、韓国式お雑煮など、さまざ
まなイベントが行われる。また、会場周辺には
「星の光体験館」があり、天の川や星座を鑑
賞することができる。

日本 福岡┃1月3日

玉取祭
場所 筥崎宮

日本三大八幡宮の一つで、国の重要文化財
でもある筑前一ノ宮の筥崎宮。毎年１月３日
に行われる玉取祭は、玉せせりとも呼ばれ、
氏子達が集団で玉を競って一年間の吉凶を占
うという正月行事だ。玉は陰陽２つあり、小
さいほうの陽玉を男性たちが奪い合う。この
際、男性は陸組と浜組に分かれて、両組激し
い争奪をくり広げる。なお、玉を神官に渡し
たのが陸組なら、その年は豊作、浜組なら大
漁になるといわれている。

韓国 安東┃1月 

岩山氷祭り
場所 安東市 南後面岩山遊園地

安東の秀麗な自然環境と周辺の豊富な観光
資源を活かして開催される岩山氷祭り。ワカ
サギ釣り、ソリ、かまくら、氷のすべり台、スケ
ートなど、氷を活用した体験プログラムをは
じめ、コマ回し、蹴鞠、投壺遊びなどの伝統
遊びなど、さまざまな遊びに触れることがで
きる。これまでは町主催で行われていたが、
今年からは市の主催になったため、より充実
したプログラム内容になりそうだ。

日本 福岡┃1月8日~1月11日

十日恵比須
場所 十日恵比須神社

毎年1月8日から1月11日までの4日間、博多の
十日恵比須神社で行われる正月大祭。8日は
「初えびす」、9日は「宵えびす」、10日は「正
大祭」、11日は「残りえびす」と呼ばれる。「宵
えびす」に行われる博多券番の芸妓衆が参
拝し、一年間の開運と商売繁盛を祈願する芸
妓かち詣りは特に有名。

中国成都 | 1月28日

大廟会
場所 成都武侯祠

数百年の伝統を持つ成都の春節民俗行事。中国の
寺院、道観、神祠を総称し、廟と呼ぶのだが、そこ
にまつられる神仏の誕辰を記念して、一般開放し祭
礼を行うことを大廟会という。今年の大廟会は「市
民の大廟会」をテーマに、参加型行事が行われ、観
覧客に祝福を願う赤な袋が配られたり、美しい灯
や公演の鑑賞ができたりする。なお、三国志の 備
と諸葛 の位牌を奉る武侯祠は、中国人に最も人
気がある寺院のひとつだ。

中国ハルビン | 1月5日~2月5日

国際氷祭り
場所 黒龍江省ハルビン市

世界4大氷祭りに数えられているハルビンを代表する冬祭り。20万トンの氷を使っ
て、1万人が造る約1000個の氷の彫刻が展示される。映画「アナと雪の女王」をほう
ふつとさせる巨大なスケールで、必見だ。夜はかなり冷え込むが、氷の彫刻が点灯
し、美しい光景がみられるとあって、会場には多くの人が訪れる。
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韓国 慶州┃2月下半期

2015 慶州全国凧揚げ大会
場所 慶州市九黃洞黃龍寺址一円

慶州市主催、慶州文化院主管で開催される「慶州
全国凧上げ大会」。5回目を迎える今回は、けんか
凧、創作凧上げ、王位戦、エイ凧高飛ばしなど、さ
まざまなイベントが開催される。観覧客が伝統民
俗遊びを楽しめるように、凧展示、凧作り、投壺遊
び、ユンノリなどの体験行事も開かれる。

日本 福岡┃2月 3日

節分祭
場所 櫛田神社一円

江戸時代末期から厄除け祈願の神社として親しま
れている櫛田神社では、毎年2月3日に節分祭が行
われる。楼門には日本一大きいおたふく面が飾ら
れ、ここを通ると、功徳が積めるといわれている。
境内では年男、年女、知名士による豆まきや、博多
情緒あふれるお化参拝が見られる。このほか、福引
きや出店などもあり、子供から大人まで楽しめる。

ロシアイルクーツク┃2月毎日

Zimniada ウインタースポーツ祭り
場所 バイカル湖周辺

バイカル湖周辺で毎年開催されている冬祭り。競
氷、氷上マラソン、雪上バレーボール、山岳スキー
競技など、さまざまな冬スポーツを楽しむことがで
きる。中でも東湖畔から西湖畔までのソリ競争が
一番人気。本来、バイカル湖地域は、昼が短い上に
気温が低いため、観光業は苦戦を強いられていた
が、本祭り開催以降、観光客が順調に伸びていると
いう。

台湾 台中┃2月27日~3月15日

台湾ランタンフェスティバル
場所 台中市

元宵節（日本の小正月）を祝う天灯祭り。今回の祭りは烏日高速鉄道付近、台中公
園、豊原区を中心に開かれる。ランタン祭りの中心地には、その年を象徴する動物
の天灯が飾られるのだが、今回は羊年を記念して、高さ20メートルにもおよぶ大型
羊の天灯が設置されるという。このほか、アーティストや市民が作った色とりどりの
天灯が、市内のあちこちに飾られたり、世界各地からの観光客が願いを込めて赤い
天灯を空に飛ばしたり、さまざまなイベントも開催される。
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韓国 東海市┃2月中

第74回東海市墨湖港水産物祭り
場所 東海市墨湖港一帯

墨湖港開港74周年を記念する水産物祭り。漁獲量減少で衰退した墨湖地域をよみ
がえらせるために、東海市の「墨湖観光名所化事業」の一環として行われるイベン
トだ。期間中は、墨湖港一帯で、漁船乗船体験、アナゴリレーゲーム、家族魚釣り
体験、水産物直販割引行事など、地域でとれる新鮮な海産物を活用したさまざまな
体験イベントが開かれる。 

台湾 台南┃2月10日~2月 15日

眷村正月市場
場所 台南市立野球場 

台南で最も活気あるイベントとして知られる眷村正
月市場は、眷村の伝統文化と台湾の風習が合わさ
った行事だ。13年目を迎える今回は、約100店の露
店が参加し、眷村ならではのお正月料理を販売す
る。また、さまざまな伝統行事も開催するなど、昨
年以上に盛大に行う予定だという。正月の品を購
入した後は、近くの水交社眷村春文化地区へ足をの
ばそう。この地域ならではの伝統文化や壁画が鑑
賞できる。



TPO Members  
76 city members, 38 industry members

JAPAN

Fukuoka
Kagoshima
Kitakyushu
Kumamoto
Miyazaki 
Osaka
Shimonoseki
Takeo

KOREA

Andong
Busan
Busan Haeundae-gu
Busan Jung-gu
Buyeo
Changwon
Chuncheon
Daegu
Daejeon
Donghae
Gangneung
Geoje
Gimhae
Goyang 

Gunsan
Gwangju
Gyeongju
Hadong
Iksan
Incheon
Jeonju
Namhae
Pohang
Sokcho
Tongyeong
Ulsan
Yeongju

CHINESE TAIPEI

Kaohsiung
Taichung
Tainan

Suzhou
Tianjin
Urumqi
Weihai
Yantai
Zhangjiajie
Zhaoqing
Zhengzhou

PHILIPPINES

Manila

THAILAND

Bangkok

MALAYSIA

Georgetown
Ipoh
Kota Bharu
Kota Kinabalu
Kuala lumpur
Melaka
Taiping

INDONESIA

Jakarta
Surabaya
Yogyakarta

VIETNAM

Danang
Hai Phong
Hanoi
Ho Chi Minh

RUSSIA

Vladivostok

Irkutsk

CITY MEMBERS

CHINA Guangzhou Garden Hotel
 Guangzhou Star Cruises Co., Ltd.
 GZL International Travel Service Ltd.
 Shandong Channel International Travel Service Co., Ltd.
 China Travel international (Xinjiang) Ltd.
 China Comfort Xi‘an International Travel Service Co., Ltd.
 Dalian Gulian International Travel Service
 CITS Guangdong
 China Travel Internantional Sanya Co., Ltd.

JAPAN Kagoshima Convention & Visitors Bureau
 Fukuoka Convention & Visitors Bureau
 Kinki Nippon Tourist Co., Ltd.  Fukuoka Office
 JTB Corp. Fukuoka Office

KOREA BEXCO
 Busan Tourism Association
 Arum Travel Service Co., Ltd.
 Cheongsong Travel Service Co., Ltd.
 Road ABC Media Co., Ltd.
 TourJapan Co., Ltd.
 Intravel Ltd. 

 Haeundae Centum Hotel
 Daegu Tourism Association
 Lee Convention
 Busan Tourism High School
 The Korea Academic Society of Tourism and Leisure
 Solar Travel Agency
 BS FunTour
 Benikea Jeonju Hansung Tourist Hotel
 Sky Tour
 JB Tour 
 PANWORLD Dream

MALAYSIA Taiping Tourist Association

MONGOLIA Ancient Nomads Tour Agency

RUSSIA Gavan Tour-center Co. Ltd

U.S.A MCM Group Holdings Ltd.

VIETNAM Haiphong Vanhoa One Member Limited Corporation
 Haiphong Vocational College of Tourism

INDUSTRY MEMBERS

CHINA

Chengdu
Qingyuan
Dalian
Foshan
Guangzou
Hangzhou
Qingdao
Sanya
Shanghai
Shaoguan
Shenyang


