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Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities
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。2018年12月現在、86の都市と、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、45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。
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SPECIAL THEME

サントリーニに似たモスク 
コタキナバル市立モスク 
Masjid Bandaraya

湖の上に建てられており、一層

神秘的に見えるため、「水上の

モスク(Floating	Mosque)」と

の別名を持つ。青いドームを従え、白い壁に独特の金色の装飾が施さ

れているためか、ギリシャのサントリーニを彷彿とさせる。一度に1万	

2000名が同時にお祈りできるほど巨大な建物だ。美しく雄壮な外観

を誇るため、旅行者にも人気のフォトスポットとして知られる。神聖な

場所とあって、信徒が祈りを捧げる礼拝時間は避けて訪れなければな

らないので、事前に入場可能時間は確認しておこう。また、モスク内に

入る際には身なりにも気をつけなければならない。モスク入口でイス

ラム伝統衣装の貸し出しを行っている。レンタル料は5リンギット	。

住所	Jalan	Teluk	Likas,	Kampung	Likas,	88400	Kota	Kinabalu,	Sabah			
電話	+60-88-435-891		営業時間	土~木曜日09:00~11:45,	13:30~15:00,	16:15~17:45			
入場料	無料,	衣料レンタル5リンギット	

かつてのマレーシアの姿がそのまま  
サバ州立博物館 Sabah Museum

サバ州立博物館では、美しいリゾート地になる前の

コタキナバルの姿をみることができる。イギリスの

植民地だった時の北ボルネオ総督官邸があった場

所に、1985年オープンした。長い間サバ州の首都機

能がおかれた都市だけあり、市内の近くに位置して

いる。敷地が広く、展示館もいくつかに分かれてい

るので、時間が充分ある時に訪れたい。マレーシア

伝統家屋をまねてデザインした独特の外観が特徴

的。中では、かつてコタキナバルの住民が使ってい

た陶磁器、織物、工芸品、生活用品をはじめとす

る、サバの歴史がわかるさまざまな資料が展示さ

れている。建物の後方には、クラシックカーと北ボ

ルネオ列車が展示された野外展示場もある。

住所	Jalan	Muzium,	88300	Kota	Kinabalu,	Sabah			
電話	+60-88-225-033		営業時間	09:00~17:00			
入場料	15リンギット		ホームページ	www.museum.sabah.gov.my

コタキナバル市内を一望  
シグナルヒル展望台 Signal Hill

ガヤストリートの後方、緑が生い茂った丘の上にあ

る都市展望台。コタキナバル市内はもちろんのこ

と、青い海までもが一望できる。展望台は入場料

がいらないので気軽に立ち寄ってみよう。ケーブル

カーやレストランはないが、市内と海を眺めながら

軽食やおやつが楽しめる売店がある。市内には見

応えのある建物がないので、素晴らしい絶景は期

待しない方がいいが、夕暮れ時に訪れると、市内と

海が夕焼けで真っ赤に染まったきれいな光景を見

ることができる。展望台へ行くにはさまざまなルー

トがあるが、ジェッセルトンホテルの後方にある階

段トレールを利用するのが一番行きやすい。

住所 93,	Jalan	Bukit	Bendera	Lower,	88400	Kota	Kinabalu,	Sabah		
営業時間 08:00~24:00		入場料	無料		

島ツアー出発地 ジェッセルトンポイント Jesselton Point

「ジェッセルトン」とは、19世紀末にイギリス軍がボルネオ島に初上陸した際のコタキナバルの呼称。そこが

コタキナバルのフェリーターミナルとして使われるようになり、そのままターミナルの名前にした。入口を中

に入ると、両側に料理ブースとタクシーブースが並ぶ広場がある。水遊びの用具からマレーシアのお土産物

までさまざまなものが売られているので、時間があれば見てみよう。港の景色が一望できるレストラン街を

通り、さらに奥へ進むと、船着き場が現れる。コタキナバルの近くにあるマムティック島、マヌカン島、サピ

島、ガヤ島まで船が運行している。乗船チケットは入口にある切符売り場で購入する。

住所 Sabah,	Kota	Kinabalu,	88200	Kota	Kinabalu,	Sabah		電話 +60-88-235-787		営業時間 06:00~18:00			
ホームページ www.jesseltonpoint.com.my

SPECIAL THEME

忙しない日常から抜け出し、癒しの旅に出かけるなら、コタキナバルがおすすめ。今にも妖精が飛び出してきそうな異国情緒あふれる自然の風景と、 
数万種類の赤色に染まった空と海にふれることができ、旅行のあいだ中、まるで天国にいるかのような気分にさせてくれる。街では、 

活気あふれる現地の人々の日常が垣間見られるほか、第2次世界大戦跡地も見学できる。
構成 コアラ 写真 イヒョソン (フリーカメラマン) 

世界中の人々に愛されているリゾート地

コタキナバル 必ず訪れたい
コタキナバルの名所

現地のスタミナ料理バクテーでお腹を満たしたら、 
ジェッセルトンポイントからサバ州立博物館まで、 

歴史スポットを歩いてまわろう。歩き疲れて 
ホテルに戻る頃には、空にあざやかな夕日が

広がっているだろう。夕日を見ながら静かな波音に
耳を傾けていると、なぜここが世界中の人々から愛され

るリゾート地なのか、その理由がよくわかるだろう。

位置 マレーシアサバ州の都市。ボルネオ島北部にあるキナバル山(4,101m)の麓に位置する  面積 351㎢  人口 452,058人  気候 一年中暑く湿度も高い。平均気温は30°Cだが、キナバル山とクンダサン(Kundasang)

地域は比較的涼しい。年中雨が降るが、特に10月から2月にかけて雨が多い  概要 旧名はジェッセルトン(Jesselton)。19世紀後半、北ボルネオがイギリス領になり、1899年に新しく建設された港町から、木材·ゴムな

どが出荷された。第2次世界大戦末期にはオーストラリア軍と日本軍の激戦地にもなったが再建された。サバ州の政治·商工業の中心地であり、香港と経済的なきずなが深い

コタキナバル旅行情報
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SPECIAL THEME SPECIAL THEME

シャングリラ タンジュンアルリゾー
ト サンセットバー Sunset Bar 

シャングリラタンジュンアルに泊まれば、わ

ざわざサンセットポイントまで行かずとも、

日が沈む海辺まで伸びるサンセットバーで

最高の夕日を鑑賞することができる。海の

すぐ近くに位置しているため、目の前に広

がるのは夕日に染まる海と空のみ。シャン

グリラタンジュンアルの宿泊者でなくても

サンセットバーが利用できるため、予約が

なかなかとれないことで知られている。

食事をしながら夕日を楽しむ ウォーターフロント Waterfront

旅行者に最も人気があるサンセットポイント。市内中心部に位置しているためアクセスがよく、日が沈む海

辺のウッドデッキにレストランやパブが立ち並んでいるためだ。ほとんどのレストランではハッピーアワーを

導入しており、日が沈む頃からリーズナブルにお酒を提供しているのも魅力だ。幻想的なサンセットビュー

が終わったあともお酒と料理が楽しめるほか、周辺にはナイトマーケットをはじめ、夜遅くまで営業してい

るカフェや美味しい店がたくさん集まっている。1次会のみならず2次会も楽しんでみてはいかが。

ジャングルの中で鑑賞する夕日 蛍ツアー Fireflies Tour

コタキナバルを訪れたら蛍鑑賞ツアーにぜひ参加したい。日が沈む直

前に船に乗り、川をくだりながら大自然の中で夕日が満喫できる。ジ

ャングルの中で夕日を観賞するためだけに、この蛍ツアーを申し込む

人もいるほど。夕日に赤く染まる川の上にいると、なんとも言葉では

形容しがたい感動がこみ上げてくる。

一つひとつ心がこもった  
ハンディークラフトマーケット Pasar Kraftangan

この世にひとつしかないお土産を購入するなら、ハンディークラフトマ

ーケットがおすすめ。地元の人が作ったさまざまなアイテムを販売して

いる。代表的なお土産物は木彫りの装飾品やオランウータンの人形、コ

タキナバルと書かれたTシャツ、キーホルダーなど。いろんな物を扱って

いるが、中でも外国人旅行者に人気が高いのはこの地域の特産品、真

珠でつくったアクセサリー。クォリティーが高いというわけではないがハ

ンドメイド独特の味わいを醸し出している。真珠がリーズナブルに買え

るのも魅力だ。市場の机を一つだけ置いた野外修繕店も目を引く。			

住所	Jalan	Sinsuran,	Pusat	Bandar	Kota	Kinabalu,	88000	Kota	Kinabalu,	Sabah

活気あるナイトマーケット フィリピンマーケット Filipino Market

東南アジアといえばナイトマーケットは必須コース。中でもコタキナバルのフィリピンマーケット夜市は、ここ

を訪れるためだけに旅行に来る人もいるほど有名なスポット。規模が大きく、食べ物の種類も豊富なため、観

光客が多い。ウェットマーケットで売るシーフードで調理した様々な料理をはじめ、ビュッフェのようにずらりと

並んだ地元グルメ、トロピカルフルーツをその場でミキサーにかけて作るジュースなどが味わえる。中でも一番

有名な料理は炭火で焼いたマレーシア式串焼きのサテーと手羽先。人気があるため市場の中はいつも煙に包

まれているが、これもまたフィリピンマーケット夜市の魅力。地元の人もたくさん訪れるため、ほとんどのメニュ

ーはマレー語のみ。ただ、並んでいる料理を指差せばいいので、言葉ができなくても心配はいらない。

住所	Jalan	Tun	Fuad	Stephen,	Pusat	Bandar	Kota	Kinabalu,	88000	Kota	Kinabalu,	Sabah

海産物が総集結 ウェットマーケット Wet Market

後方に海が広がるシーフードマーケット。水揚げ

されたばかりの新鮮な海産物がずらりと並んでい

る。世界で最も多くの種が棲息する「コーラルトラ

イアングル」の海とあり、珍しい熱帯魚も見ること

ができる。地元の人たちにはさまざまな新鮮な食

べ物を、観光客には興味深い見どころを提供してく

れるスポットだ。一番人気の海産物はマレーシア

語でソトン	(Sotong)と呼ばれるイカ。市内のシーフ

ードレストランでは、揚げ物や炒め物などにしてイ

カ料理を提供している。		

住所	Pusat	Bandar	Kota	Kinabalu,	88000	Kota	Kinabalu,	Sabah

コタキナバル市民の台所  
セントラルマーケット Central Market

現地人を対象に青果や生活用品の卸売りをしてい

る市場。新鮮な野菜や、カラマンシー、ドリアン、マ

ンゴーなどのトロピカルフルーツ、鶏肉、卵などを

販売しており、コタキナバル市民の台所として親し

まれている。ほとんどが日本に持ち帰れない果物

なので、大量購入はできないが、場内では地元の

人々の生活を垣間見ることができるので、見て回る

だけでも面白い。フルーツの味見をさせてくれる店

もあり、楽しい。マレーシアの人々に好まれている

ナッツ類や伝統菓子なども売っている。

住所	Jalan	Tun	Fuad	Stephens,	Kota	Kinabalu,	88000		
Kota	Kinabalu,	Sabah

コタキナバルの
地元市場

地元の人たちの暮らしを垣間見たいなら市場に 
出掛けるのが一番。ウォーターフロントから徒歩 

5～10分の位置に集まる市場は、コタキナバルの名所
中の名所だ。海辺近くにあり、新鮮な海産物を売る 

シーフードマーケットから、マレーシア伝統工芸品を
扱う市場、昼間よりもさらに熱気が増す夜市まで、 

地元人のソウルあふれる市場4ヶ所を紹介する。

コタキナバル
3大夕日スポット

コタキナバルは、ギリシャのサントリーニ島、 
南太平洋のフィジーとともに、世界3大夕日ポイント
に数えられる美しい風景を誇る場所。空がほのかに赤
くなるほかの2ヶ所とは異なり、雲まで真っ赤に染ま
る強烈な夕日が見られるのが特徴だ。感動すること間

違いなしのサンセットポイント3ヶ所をご紹介。
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CITY INSIDE CITY INSIDE

韓国ではソンビ（儒学者）の故郷として知られている慶尚北道の安東と栄州。 
儒教文化を根幹にした書院、郷校、韓屋村が保存されているエリアをゆっくり歩いてみた。

構成 チェ·ジョンイン 写真 イ·グンス (フリーカメラマン)

ソンビ文化を巡る

安東·栄州ツアー

借景が美しい書院 屏山書院
陶山書院に比べると規模は小さいが、自然環境や建築美は陶山書院に勝るとも劣らない書院。中でも、洛

東江と屏山を眺めることができる晩対楼は見ものだ。晩対楼は杜甫の「白帝城楼」の詩句「翠屏宜晩対」

からその名を取ったもので、「青い山は夕暮れとよく似あう」との意味。書院の中から晩対楼を眺めると、

外の世界と書院がまるで区切られていないかのように感じられる。建物と自然がよく調和した独特の建築

様式ということだ。7つの柱の間から見える洛東江と屏山の自然が美しく、まるで屏風に描かれた水墨画の

ようだ。

住所	慶尚北道安東市豊川面屏山ギル386

安東住民のホットプレイス 月映橋
床と欄干が木製の歩道橋。長さは387メートルにのぼり、木橋として

は韓国最長だ。ダムの建設により水没した月映台が川向こうの山の中

腹に移設されたことから、この橋は月映橋と名付けられた。夜になる

と、その名の通り、月光と橋の照明が水面に映り、美しい風景をつくり

だす。橋のまん中には安東湖が一望できる月映亭がある。安東ダムか

ら流れてくる水が冷たいため、このあたりは涼やかな風が吹く。

住所	慶尚北道安東市象牙洞	569

退渓イ･ファンの精神を継承した 陶山書院
安東を代表する性理学者、退渓イ·ファンを追慕するために建てられ

た書院。院内には、安東に帰郷したイ·ファンが1561年に弟子たちを教

えるために建てた陶山書堂と寄宿舎の隴雲精舎がある。陶山書堂は

3間にも満たない小さな建物で、部屋はオンドルの「玩楽斎」と板の

間の「岩栖軒」のみ。扁額は名筆·韓石峰の自筆で、国王宣祖により下

賜されたもの。陶山書院は小高い山の傾斜に沿って建っている。建物

ごとに塀があるため、迷路の中にいるような気分になる。

住所	慶尚北道安東市陶山面陶山書院ギル154		電話 054-856-1073		開館時間	夏期	09:00~18:00		
冬期 09:00~17:00	 入場料 大人1500ウォン、中高生700ウォン、子ども600ウォン

村を取り囲むように水が流れる 河回村
洛東江の支流が村を囲むようにＳ字を描きながら流れる村。山と川に囲まれており、簡単に行けないこと

から壬辰倭乱（文禄の役）時にほとんど被害を受けることがなかった。そのため朝鮮両班文化を感じるこ

とができる建築物や文化が今でもきちんと保存されている。春は梨の花が咲き乱れるため、かつては梨花

村とも呼ばれた。代表的な建物は柳成龍の住居だった忠孝堂と大家の格式を備えた北村宅など。

住所	慶尚北道安東市豊川面河回里		電話054-853-0109		営業時間	夏期09:00~18:00冬期09:00~17:00	 入場料	大人5000ウォン、	
青少年2500ウォン、子ども1500ウォン

性理学の本拠地 安東
儒林の故郷として知らされる安東は、
性理学の大家退渓イ·ファンや、壬辰倭乱(文禄の役)
時に朝鮮王朝を救った書道リュ·ソンニョンなど、
傑出した人物を多数輩出している。

位置 大韓民国慶尚北道北部中心 面積1,521km2 人口169,221(2015年) 気候 寒暖の差が激しい南部内陸型気候。平均気温は11.8℃。8月の平均気温25.0℃、1月の平均気温-2.3℃、降水量は年間平均1,049.9ミリ。 

概要 1995年に安東市と安東郡を合併し、都農複合型の統合市になった。書院·寺院·古跡など、多くの文化財を有する代表的な伝統文化観光地の拠点であり、儒教文化の発祥地。南西は比較的平坦だが、北東は山

が険しい。農耕地はほぼ山間部にあり、豊山平野以外の平野はほとんどない。毎年10月に安東民俗文化祭が開かれる。

安東旅行情報
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CITY INSIDE CITY INSIDE

神秘的な1400年の古刹 浮石寺
新羅文武王の時の義湘大師が建てた歴史ある寺刹。栄州旅行の必須コースといっても過言ではない浮石

寺は、華厳宗のお寺の中で一番大きいことで知られる。安養楼の奥に浮石寺のハイライトである無量寿殿

がある。無量寿殿は高麗時代の木造建築物。エンタシス式の柱と流麗な曲線を描いた軒が美しい。無量寿

殿から祖師堂へ続く道に立ち、境内の方を眺めると、黒い瓦屋根ときれいな空、青い小白山脈の絶景を見

渡すことができる。

住所 慶尚北道栄州市浮石面浮石寺路345		電話 054-633-3258		入場料 大人1200ウォン、中高生1000ウォン、子ども800ウォン

最初の賜額書院 紹修書院
廃れかけた教学を再起させるとの意味を込めてその名が付いた書

院。紹修書院に向かう途中に植えられている赤松数百株は、厳しい

冬を勝ち抜き逞しく育ってほしいとの願いを込めて「儒学者樹林」と

呼ばれた。講学堂は、正面4間、側面3間に二重の軒が設えられた合

掌屋根の建物。長方形の石材を高く積み、その上に自然石を置いて礎

を整えた後エンタシス式の柱を立てた。建物の四方に幅1メートルの

開き扉が設置されており、全開すると辺りのきれいな風景が見える。

住所 慶尚北道栄州市順興面小百路2740		電話 054-639-7691		開館時間 春·秋(3~5月、
9~10月)	09:00~18:00、夏(6~8月)09:00~19:00、冬(11~2月)09:00~17:00			
入場料 大人3000ウォン、中高生2000ウォン、子ども1000ウォン

三判の精神が宿った 三判書古宅
高麗末期から朝鮮王朝初期にかけて3人の判書が暮らした邸宅。この

家の最初の主人は高麗恭愍王の時、刑部尚書をつとめたチョン·ウン

ギョン。チョン·ウンギョンは、朝鮮王朝建国の一等功労者チョン·ドジ

ョン（号は三峰）の父だ。その次に暮らしたのがチョン·ウンギョンの

婿であるファン·ユジョン判書。ファン·ユジョン判書も婿のキム·ソリャン

にこの家を譲ったため、代々婿が受け継いだ家だ。三判書古宅は26

軒の建物がある大邸宅だったが1961年の大洪水の被害に遭い、撤去

された。2008年、近隣の丘に母屋と外棟の一部が復元された。

住所	慶尚北道栄州市ソンビ路181番ギル56-1

一本橋の向こう側にある村 ムソム村
遠くから見ると水の上に浮いている島（ソム）のように見えることからムソム村と呼ばれるようになった。乃

城川とソ川が村を囲むように太極の形を描きながら流れている。ムソム村には、村と陸をつなぐ一本橋が

ある。ムソム村の真の魅力を感じるには、古宅で一泊するのがおすすめ。濃霧に覆われた早朝の乃城川に

沿って白砂浜と一本橋を散歩すると、美しい自然と古宅が織りなす静かな風景を見ることができ、その良さ

が体感できる。

住所	慶尚北道栄州市文殊面水島里		電話 054-634-0040

ソンビ文化の中心地 栄州
1914年栄州、豊基、順興の３つの村を合併し、
栄州市が発足した。最初の賜額書院である紹修書院、
ソンビ(儒学者)をテーマにしたソンビ村など、
栄州では真のソンビ文化を感じることができる。

位置 大韓民国慶尚北道の北の果てにある  面積 669km2  人口 108,000(2018年)  気候 寒暖の差が激しい大陸性気候。春と秋が短い。1月の平均気温は-3.2℃、8月の平均気温は24.2℃。  概要栄州市の北から西の境

界線に沿って小白山脈が連なり、東南には支脈が伸び、その間が盆地になっている。栄州洞を中心に、鉄道の中央線·慶北線·嶺東線が通っている。韓国十勝之地の最初の選定地であり、昔から豊基邑を中心に名勝

地と史跡が多いことで知られる。 

栄州旅行情報
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無等山国立公園が世界ジオパークに認定されたことで、光州旅行が人気だ。光州松汀駅前にある1913松亭駅市場は、続 と々若手経営者が出店し、 
注目を集めている。中でも、方言を使ったアート商品や、韓国伝統料理を現代風にアレンジしたものが好評。湖南地方のソンビ（学者）文化が 

感じられる月峯書院でのんびりと静かに風流を楽しむのもいい。そんな風に過ごしているといつしか日は暮れていた。
構成 シムミナ 写真 オ·チュングン 取材協力 光州観光コンベンションビューロー

光の町、光州の熱い変化 光州を輝かせるランドマーク 

ユネスコ認定世界ジオパーク 無等山国立公園
光州市から潭陽郡、和順郡にかけてそび	える1051.36平方キロメート

ルの無等山。最高峰である天王峰は1187メートルに達する。無等山沿

いの盆地に都市が形成されているため、市内のどこからでも雄大な

無等山を眺めることができる。近年、無等山国立公園は、ユネスコ世

界ジオパークに認定され、注目を集めている。風化作用により作り出

された高さ1000メートルを超える無等山柱状節理は、空に向かって

伸びており、世界でも類を見ない珍しい形をしている。韓国で世界ジ

オパーク認証を得ているのは3ヶ所のみ。済州島と青松、そしてここ無

等山だ。無等山には瑞石台、立石台、広石台柱状節理など20ヶ所の

地質名所と42ヶ所の歴史文化名所がある。無等山へ登るには、証心

寺か元暁寺から出発するのが一般的。体力に自信がなければ、チサ

ン遊園地内のリフトとモノレールを利用しよう。リフト乗り場は無等

山パークホテル側に位置。2人用に乗車すると747メートルの香炉峰頂

上まで一気にのぼることができる。松やカエデなど、数十種の大木が

木陰を作ってくれるので、リフトに乗っている間も涼やか。リフトを降

りて山道を100メートル

程歩くと、モノレール駅の

「ビッゴウル駅」にたど

り着く。16人乗りのモノ

レールは時速10メートル

のゆっくり運行だが、高

さ50メートル区間を通る

ためスリル満点だ。

高峰の教えを訪ねて 月峯書院
朝鮮中期の文臣であり、性理学者でもある光州出身の高峰キ·デスンの学徳を賛えた場所。高峰死去後7年目

の1578年に、湖南儒者が洛岩の下に舎堂を建てた。高峰は、32才の新参者の学者だった頃から、26才年上の

最高儒学者である退渓イ·ファンと13年間にわたり約120通の文通をしながら学問について論じていたという

有名なエピソードがある。このうち8年間は四端七情について論争を交わしたといい、これにより韓国性理学

のレベルがワンランク上がったという。月峯書院では、かつてのソンビ（学者）の日常が体験できる「学者の

一日」、毎月第一週土曜日に開かれる書院観光祭り「月峰遊覧」、公演とトークショーを合わせた人文プログ

ラム「サロンドゥ月峯」、高峰と退渓の出会いを演劇にした「月峯ロマンス」、遊びと芸術を通して哲学を習う

「子ども哲学者創造学校」、哲学者の思想を料理に込めた「哲学者の台所」など、さまざまな体験プログラム

を運営している。「学者の一日」体験は、韓国の伝統学者服を着ることからはじまる。体験時間は30分から１

時間。儒学を学ぶ儒生がかぶる帽子ユゴンを着用し、帯を結ぶとまるで真の学者になった気分になるとか。

儒生服を着て上疏文を書いたり、崇徳祠で拝礼したり「哲学者の道」を静かに歩いたりできる。	

光が差し込むアート空間ウジェギル美術館
2001年にオープンしたウジェギル美術館は「光の画家」と呼ばれる洋画家

ウ·ジェギル氏の作品が一堂に会した美術館。2014年に、建築家のスン·ヒ

ョサン氏の設計で建て増しし、展示室、アトリエ、カフェ、学習室、野外庭

園などを備えた複合文化空間をつくった。空間構成が引き立って見える

モダニズム建築は、光を素材に制作するウジェギル氏の抽象作品ともよ

く合っている。大きさの違う窓がいくつか設えられており、光が展示室の

中に降り注ぐ様子もまるで作品のようだ。館内では展示のみならず、社会

教育プログラムやシンポジウムをはじめ、さまざまなイベントも行われて

いる。中でも、子どもたちが美術に親しめるようにと毎週土曜日に無料開

催している「2018夢の屋根裏土曜文化学校」（8週コース）が好評。

住所	光州広域市東区毅斎路	140-6  電話	+82-62-224-6601  営業時間	10:00~18:00   
ホームページ	www.wooart.co.kr	

位置 大韓民国全羅南道中北部に位置し、東は潭陽郡、西は咸平郡、南は羅州市と和順郡、北は長城郡に接している。 面積 501.19k㎡  人口 1,472,199(2015年)  気候 比較的温和な気候。年平均気温は13.5℃、1月の

平均気温は0.5℃、8月の平均気温は26.1℃。降水量は年間平均1,367.8mmで、20%が3～5月、64%が6～9月に降る。 概要 東に山がそびえ、西に平野が広がる光州には、5つの行政区域と95の行政洞がある。古くか

ら文化芸術の街と呼ばれ、南道文化を牽引してきた。中でも南道料理は手の込んだおいしい料理として知られている。

光州市旅行情報



TOURISM SCOPE TOURISM SCOPE 12 13

FOCUS ON FOCUS ON

アートで再誕生した空間

光州の新アイコン 国立アジア文化殿堂
2015年9月にオープンした国立アジア文化殿堂(Asia	Culture	Center、

以下ACC)。5·18民主化運動の歴史的現場であるかつての全南道庁の

敷地に建てられたとあり、特別な意味を持つ。テーマはアジアと文化

交流で、展示、公演、教育などを１ケ所で行うことができる複合文化

空間になっている。建物の90%が地下にあるのは、無等山や周辺の景

観を壊さないようにとの建築家ウ·ギュスン氏の配慮によるもの。「光

の森」とのコンセプトのもと、かつて全南道庁舎だった敷地を25メー

トル掘り、民主平和交流院、文化情報院、文化創造院、子供文化院、

芸術劇場、アジア文化広場、広場、空広場、屋上公園など、さまざま

な施設をつくり、有機的に連結させた。緑の芝生が敷かれた空広場

は光州市民の憩いの場所としても人気だ。丘には「少しの間ここで休

んでいってください」と書かれたLED照明が設置されており、ビジネス

パーソンの心を癒している。

住所	光州広域市東区文化殿堂路38		電話 +82-1899-5566		
開館時間	内部施設10:00~18:00		外部施設 08:00~22:00		ホームページ www.acc.go.kr

古びた工場の変身 ソチョンアートファクトリー
約30年前に工業活性化を目的として造成された産業団地、ソチョン農工団地。月日の流れとともに老朽化

し、使われない空間だけが増えていったが、3階のソチョン公団管理事務所の建物とコンテナ27個をつな

げ、2015年に「ソチョンアートファクトリー」として生まれ変わった。文化体育観光部の「2014産業団地文化

再生事業」の一環として、展示空間のキューブ美術館をはじめ、アーティストのレジデンススタジオ、アルコ

公演練習センター、カフェ、図書館などを設置した。コンテナも新しいものではなく、かつて全南道庁だっ

た建物の前にあるアジア文化マルで使っていたものを移築。ペンキがはげた壁面とコンテナの外観にカラ

フルなグラフィティを描いた。ソチョンアートファクトリーではアーティストインレジデンスプログラムも行っ

ており、公募により、キム·ケジン、パク·ジョンイル、パク·ファンスク、イ·トゥファンの4名のアーティストが選定

された。1階には非営利カフェ「アートコンミューン」が入っている。コーヒーは一杯3000ウォン、各種ドリン

クは4杯1万ウォンとリーズナブル。収益金は芸術創作支援に使われるという。

住所	光州広域市光山区素村路85番ギル14-9  電話	+82-62-960-3686		開館時間 09:00~18:00,	月曜日休館	図書館10:00~18:00.		
ブレイクタイム11:30~12:30	月曜日休館		入場料	無料		ホームページ http://soartfactory.blog.me	

東方神起のファンの思いがつまった図書館 ハグ Hug 

2018年6月30日、東方神起のユンホのアジアファンクラブが力を合わ

せ、彼の故郷である光州光山区に小さな図書館を建てた。ソチョンア

ートファクトリー内のユンホ図書館「ハグ」はコンテナ2つを改造して

つくったもので、韓·中·日·中華台北4ヶ国のファンが寄贈した約1500冊

の本が並んでいる。ユンホの写真がいたるところにかかっている館内

には、あちこちにファブリックチェアーが置かれている。ユンホのファ

ンたちは、2012年からユンホへの熱い思いをこのようにユンホ図書館

を設立するなどの慈善活動に注いでおり、これまでに中国辺境地の

村やアフリカのガーナ、ユンホが服務した陸軍26師団などに設立して

いる。韓国初4ヶ国のファンクラブ会員の寄付によって建てられたとあ

り、大きな意味を持つ施設だ。

1913松亭駅市場 

方言をデザインする ヨクソサソ 
店名の「ヨクソサソ」とは、全羅道の方言で

「ここで買ってください」との意。クリエイティ

ブグループ「バービーシャイン」のセカンド文

具ブランドだ。朝鮮大学の視覚デザイン学科の

先輩と後輩であるキム·ヒョミ氏とキム·ジナ氏が	

3年前にローンチ、2016年4月19日にここ松亭駅市場に

店舗を構えた。方言が書かれたおしゃれな便せん、ハ

ガキ、ノート、カレンダー、ボールペン、エコバッグ、携

帯ケース、芳香剤など、さまざまな雑貨を取り扱って

いる。使われている方言は、全羅道だけでなく、慶尚

道、済州島など、韓国各地のもの。一番人気の商品は

方言カレンダーで、すぐに売り切れるという。

住所	光州広域市光山区松亭路8番ギル7-4	1階			
電話	+82-70-4111-2015,	062-942-1012		営業時間	11:00~20:00,		
月曜日休み	ホームページ www.buyhere2015.kr	

昔ながらのおやつようかんの変身 ケンソニョン 
ケンソニョンとは韓国語で老人が身も心も若返ることを意味する。クァク·ギョンウク氏とソン·ジヘ氏夫婦

は、アルミホイルに包装された、ともすれば若干やぼったい印象だったようかんを、見た目に美しくおしゃ

れにブランディング。40年余りようかんだけを作ってきた職人から秘法を教えてもらい、伝統的な味を生か

しながらも、一般的なようかんよりも柔らかく、さわやかなフルーツ味にした。ようかんロールケーキはスト

ロベリー、パイナップル、ブルーベリー、クルミの4種類。玉ようかんはストロベリー、ブルーベリー、パイナ

ップル、クルミ、牛乳、緑茶、マンゴー、キウイの8種類。ケンソニョンでは乳化剤や防腐剤などを一切使用せ

ず、密陽産100%の寒天を使って製造している。	

住所	光州広域市光山区松亭路8番ギル7-4		電話	+82-62-942-1913		営業時間	10:00~22:00		
価格	ようかん詰め合わせ(8個)4800ウォン、ようかんロールケーキ3300ウォン、玉ようかん1箱(24個入)1万6000ウォン

食パンだけを扱う トア食パン
焼き立てほかほかの食パンを販売する食パン専門店。食パンといえば、

添加物がたくさん入った一見華やかなパンのわき役的存在だったが、こ

こでは立派な主人公だ。ミルク食パンやとうもろこし食パンが一般的な

韓国において、トア食パンの商品はとても斬新だという。食パンの種類

が多く、選ぶ楽しみもある。練乳、クランベリー、イカ墨チーズ、紅麹、

チーズ、ブルーベリー、とうもろこし、キャラメルモカ、安納芋、ストロベ

リー、栗、チョコレート、ホットク、ガーリックの14種類の食材をトッピン

グしたヘルシー食パンを味わうことができるのだ。韓国産小麦を使用

し天然酵母で焼き上げる手作り食パンは、もっちり食感で味はあっさり

しているのが特徴。ジャムやバターを塗らなくても十分に味わい深い。す

べての食パンを買って帰るお客も多いという。というのも１つ2900ウォン

とリーズナブルだからだ。トア食パン本店は全国各地から多くのパン好

きが訪れ、いつも込み合っている。きめの細かい最高の食パンを味わい

たいなら、焼き上がり時間に合わせて来店するのがおすすめ。

住所	光州広域市光山区松亭路8番ギル11	 電話	+82-62-955-6945  営業時間	09:30~21:00
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CONCEPT TRAVEL

地元の人のぬくもり

世界の伝統市場6
地元人と観光客でにぎわう伝統市場はいつも旅行者をワクワクさせる。 

現地の人の暮らしを垣間見ることができるバンコク、大阪、ダナン、高雄、釜山、クアラルンプールの代表的な伝統市場を紹介する。
構成 <AB-ROAD> 編集部

バンコクから2時間の距離にあるダムヌンサドゥアック水上マーケット。バンコクはもと

よりタイの風景をイメージした時に思い浮かべるであろうそのままの光景が広がる。地

元の人が物を売り買いする姿はどこの市場でも見ることができるが、ロングテールボー

トが浮いた川を中心に形成されているのがここの特徴。両脇にお店と民家が並ぶ運河

には、フルーツ、食料品、日用雑貨などをいっぱいのせた船が集まっている。商人は船

上もしくは陸で物を売り、お客も船からさまざまな物を購入する。イカなどのシーフード

をはじめ、フルーツ、ヌードル、揚げ物、肉など、扱うものは実に多彩。船着き場の横道

に沿ってマッサージショップ、お土産店、レストランなども軒を連ねる。観光客ばかりの

水上マーケットとは異なり、地元の人々が多く訪れる伝統市場だ。

タイ
幸せな水上市場 ダムヌンサドゥアック水上マーケット バンコク

CONCEPT TRAVEL

日本
日本最長のアーケード 天神橋筋商店街 大阪

全長2.6キロにおよぶ日本最長の商店街。もともと大阪天満宮の門前町として発展し

てきた。大型の安売りスーパーの台頭で伝統市場の影が薄れているのは大阪も同

じだが、天神橋筋商店街はアイデアを駆使し、地元のお客や旅行者を引き寄せてい

る。長いアーケードを端から端まで歩くと、大阪天満宮事務所で満歩状という証明

書を発行してくれる。食料品店、雑貨店、衣料品店、喫茶店など、店舗の数は約600

軒。今は埋めたてられたが、かつてはこの辺りに川が流れていた。江戸時代には、日

本全国の物がその川を通じて大阪に集まってきたため、大阪は経済が発展し、さら

に食文化も多様化したという。商店街では、フリーマーケットや展示が開かれる空間

もある。
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住宅街に位置し、主に地元の人々が利用する市場。ベトナム人の暮らしを垣間見るこ

とができるコン市場は、もともと花市場だったが、現在は建物の1階に雑貨店や食堂

が、2階にアオザイの反物を扱う店が並んでいる。周囲には花やフルーツを売る屋台も

各所にある。コン市場とともにダナン二大市場に数えられているハン市場よりも規模

が大きく、価格もはるかにリーズナブル。観光客があまり来ないためか、簡単な英語も

通じない。地元の人たちでにぎわう活気ある市場を見るなら早朝に訪れるのがおすす

め。明るい市場の人々の笑顔がなんとも心あたたまる。市場を歩き回ってのどが渇い

たら、その場で作ってくれるフルーツスムージー「シント」を飲もう。フルーツは好きな

ものをチョイスできる。価格は2万ドンとリーズナブル。

ベトナム
花市場から伝統市場へ コン市場 ダナン

CONCEPT TRAVEL

中華台北 
中華台北3大夜市 六合夜市 高雄

高雄最大の夜市。六合夜市は中華台北三大夜市にも数えられるほど、屋台料理と見

どころが豊富な市場だ。中でも、近隣の海で取れた新鮮なシーフード屋台が有名。夜

になるとビル群の間に、煌々としたあかりが灯る屋台が軒を連ねる。長い路地の両脇

には、あつあつのヌードル、新鮮な海産物の串焼き、マンゴーやパイナップルといった

トロピカルフルーツなど、食事からスイーツまで、ありとあらゆる食べ物がずらり。高雄

を代表する夜市とあって、連日、地元の人々や旅行者でにぎわっている。中華台北の

伝統料理だけでなく、グリルした鴨の頭や食用ガエルなど、珍味を扱う店もある。のど

が渇いたら、パパイヤと牛乳をミキサーでシェイクした市場きっての人気ドリンク、パパ

イヤミルクがおすすめ。

チャガルチ市場や富平カントン市場とともに釜山を代表する伝統市場。解放後、日本

人が残していった物が売り買いされた場所だ。釜山港に近いことからこの辺りはかつ

て日本人がたくさん住んでいた。場内唯一の日本家屋であるトルコレスンドゥブ店はそ

の名残。1950年、米軍部隊から流出した物をはじめとして、日本やマカオなどの物を

売ったため、国際市場と呼ばれるようになった。避難民の服を縫った修繕専門店やに

ゅうめんを売る屋台などは当時の姿のまま、今でも営業している。市場は6つのエリア

に区切られるほど広く、初めて訪れた人は必ずといっていいほど迷う。場内きって人気

スポットは、大ヒットした映画<国際市場>に登場した雑貨店「コップニネ」。軒先には

フォトポイントも設置されている。毎年10月に開催される釜山国際映画祭(BIFF)期間

中は、いつも以上に市場はにぎわいをみせる。

大韓民国
釜山市民の暮らしの基盤 国際市場 釜山

CONCEPT TRAVEL

マレーシア
眠らない屋台通り アロー通り クアラルンプール 

マレーシアきってのショッピングエリア、ブキッビンタンの路地を中に入ると、別世界

が広がっている。赤い灯の下、小さな露天食堂やビーフジャーキーの店、串焼き屋台な

どが密集しているのだ。夕方になると簡易テーブルが道路にまでずらりと並ぶ。人気

グルメは、鶏肉と羊肉をピーナッツソースにつけていただく串焼きのサテー。ビーフジ

ャーキーをその場で焼いて売る店も多い。どの店でも味見をさせてくれるので気に入

ったところで購入しよう。イスラム教徒向けのハラルビーフジャーキーも売っている。強

烈な匂いがすることで知られるドリアンをはじめ、トロピカルフルーツの女王マンゴス

チン、楊貴妃も食べたというライチ、ひげのような赤い毛で覆われたランブータン、竜

の如意珠のようなドラゴンフルーツなどの熱帯フルーツもよく見かける。フルーツはそ

の場で食べられ、手を洗う水も準備されている。
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TPO PEOPLE

第4次産業革命の時代を迎えた
TPOの新しい歩み

TPOは、アジア太平洋地域の観光産業発展および都市間の交流を深める
目的で、2002年に発足した国際機構だ。現在、韓国、中国、日本、インド
ネシア、マレーシアなど、10ヶ国86都市会員と9ヶ国45都市民間会員が活
動している。この度、新しく就任したキム · スイル事務総長は、会員都市
のTPO事務局への満足度に意識を向け、これまで行ってきたサービスは
もとより、TPOマーケティングセンターや、TPOコンサルティングセンター
の運営、援助資金リンク事業などを計画し、会員都市の観光産業発展に
役立つサービスを提供していく予定だという。
構成 イ · ジョンファ 資料協力 TPO

まずはTPO事務総長ご就任おめでとうございます。TPOについて簡単
にご紹介ください。
ありがとうございます。TPOは、2000年に釜山で開催された第4回アジ
ア-太平洋都市首脳会議(Asian-Pacific City Summit)の場で、アジア太平洋
地域観光産業を育成し、環境にやさしい観光政策を推進していこうと提
案された機関です。２年の準備期間を経て、2002年に発足しました。

類似国際機構とTPOとの相違点はどこだとお考えですか？
アジア-太平洋地域の都市のみ会員資格がある点です。観光分野におい
て関連情報、政策を共有しながら、共に観光産業発展や繁栄を追求す
るなど、会員都市間が緊密に協力し合っています。アジア-太平洋とい
う限定された地域の都市ということで文化的類似点が多く、相互に理
解し合えるため結束力が強いのも特長です。第4次産業革命時代を迎
え、観光産業都市のみならず、すべての都市が重要視される中で、
TPOの役割に対する関心と期待も次第に膨らんできています。

近年のアジア-太平洋地域の旅行トレンドについてお聞かせください。
開発途上国と先進国では、旅行トレンドに多少異なる傾向がみられま
す。開発途上国では海外旅行経験者が少なく、大都市や有名な遺跡など
を目的地に選ぶ傾向があります。一方、先進国では海外旅行経験者が多
いためか、文化遺跡視察、辺境の地探険、ゴルフ、トレッキング、サー
フィン、ダイビング、ハネムーンなど、あるテーマを持って旅をする
人が多い傾向にあります。第4次産業革命時代を迎えた観光産業は、
唯一飛躍的に発展する領域ではないでしょうか。人工知能やロボット
による労働の代替えが可能になり、人々の労働時間が減ると、その時
間を旅行に費やす人が多くなるのではないかとみています。

TPOをさらに発展させるための計画を教えてください。
TPOの発展は「会員都市がTPO事務局のサービスにどのくらい満足して
いるか」にかかっていると考えています。事務局では会員都市に最大
限のサービスを提供するつもりです。既存のTPOウェブサイト運営、
TPO観光雑誌(Tourism Scope)発行、観光分野人材育成事業、会員都市
観光情報交換事業はもとより、ほかにもTPOマーケティングセンター
の運営、TPOコンサルティングセンターの運営、月刊観光市場動向分
析レポート発行、援助資金リンク事業(韓·中·日など経済強国による開
発途上国援助資金と、会員都市の観光産業育成プロジェクトをマッチ
ングさせる事業)、TPO国際都市観光前開催など、会員都市の観光産業
発展および育成に役立つようなサービスを提供していこうと考えてい
ます。

2019年のTPOの活動計画についてお聞かせください。
事務総長に就任して間がないので、まずは会員都市とコミュニケーション
をとるよう努めたいと思っています。国内外の会員都市と個別あるい
は集団ミーティングの場を設け、会員都市がTPO事務局に何を期待し
ているかを把握していくつもりです。それを基盤にして、事務局の役
割や事業を組み立てる計画です。先に申し上げた通り、さまざまな新
規事業の発掘は進んでいます。しかし、それをうまく進めるには周到
綿密な準備過程が必要です。2019年9月にTPO総会が釜山で開催され
ます。参加都市数や行事内容において名実共に最高レベルの総会にな
るよう準備もしていかなければなりません。総会では、会員都市市場
サミット、会員都市観光広報ロードショー、会員都市芸術団公演、
BtoBセールスミーティング、投資誘致説明会なども同時に行い、ビジ
ネスとフェスティバルが融合した場にしたいと思っています。

TPO PEOPLE

TPO 事務総長
キム · スイル
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TPO NEWS TPO NEWS

キムスイルTPO事務総長
就任
12月3日に就任式が行われ、キム·スイルアジア太平洋

都市観光振興機構(TPO)事務総長の3年の任期がスタ

ートした。キム·スイル新任事務総長は、去る11月1日、

中国の都江堰市で開催された第32回TPO運営委員会

の推薦を受け、事務総長に選任された。キム事務総長

はこれまで韓国参与政府国政諮問委員会北東アジア

委員長、在釜山インドネシア名誉総領事、在東ティモ

ール韓国大使、デシン大学客員教授などを歴任。

就任の挨拶でキム·スイル事務総長は「TPOが定めるア

ジア太平洋地域でのTPO会員の拡大、TPO観光エキス

ポの開催、TPO地域会議の活性化などを、今後のTPO

の注力すべき事業と位置づけて推進していく」と述べ

た。さらに「TPOコンサルティングチームを構成し、会

員都市の特性に合ったオーダーメード型観光政策の立

案をサポートする」とも明した。	

一方、シン·ヨンソン前TPO事務総長は11月30日の退任

式の代わりに職員と懇談し「任期途中での交代は心

残りだが、TPOが国際機構として発展していく上での

基軸を作ることに注力した」との所感を述べた。	

オ·コドン釜山市長とキム·スイル
TPO事務総長が中国の上海および
広州を訪問
TPO会長都市である釜山市のオ·コドン市長とキム·スイルTPO事務総

長は、12月6日から8日まで2泊3日の日程で、中国の上海市と広州市を

に訪問し、2019年9月に釜山で開かれる第9回TPO総会にて重要な役

割を引き受けてほしい旨、両都市の市長に要請した。

また、オ·コドン市長一行は12月7日に広州で開かれた広州グローバル

市長フォーラムに参加し、Ir.	Tri	Rismahaini,M.Tインドネシアスラバヤ市

長、Dato'	Nor	Hisham	Bin	Ahmad	Dahlanマレーシアクアラルンプール

市長と会談し、TPO活動の中枢的役割を担ってもらいたいと両都市に

懇請し、肯定的な返答を得た。	このほか、オ市長一行は同日、4,5,6

代会長都市を歴任した広州市の温国輝市長とも会談し、これまでと

同様にTPO発展に寄与し、重要な役割を担ってほしいと要請した。

また、世界の名山ヒマラヤで有名なネパールのドゥリケル市のAshok	

Kumar	Byanju	Shrestha市長とも面談した。この席でキム·スイル事

務総長はTPOについて説明し、TPO会員への加入を求めた。Ashok	

Kumar	Byanju	Shrestha市長は、TPO会員加入推進を約束したほか、

2019年2月にネパールドゥリケル市にて開催されるフェスティバルにオ

市長とキム事務総長を招聘した。	
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関門海峡ぐるっと夜景バス
下関, 日本｜10月6日~2019年3月16日 

場所 関門海峡沿岸エリア

下関と北九州に宿泊した観光客が利用できる無料バ

スツアー。ライトアップされた関門橋や下関ある

かぽーと、門司港レトロなどのすばらしい夜景が

鑑賞できる。10月6日から2019年3月16日までの毎

週土曜日に運行。要予約。詳細は公式ホームペー	

ジ(www.kanmon-yakeibus.jp)にて、ご確認を。

イルミネーション	
2018	門司港レトロ浪漫灯彩
北九州, 日本｜11月17日~2019年3月17日

場所 門司港レトロ地区

北九州の人気観光スポットである門司港レトロ地区

で開かれるイルミネーションイベント。約30個の電

球がツリーに装飾されるほか、明治初期から大正時

代にかけて建てられたレトロな建物がライトアップ

されるなど、幻想的な雰囲気が楽しめる。

	ペスタチンゲイ(Pesta	Chingay)		
獅子舞·龍舞パレード
ペナン, マレーシア｜12月1日~12月31日

場所 パダンブラウン (Padang Brown)

中国の神々の誕生を祝う祭りで、獅子舞、龍舞パ

レードや、各種公演、美人コンテストなどが開

催される。パレードは、パダンブラウン(Padang	

Brown)を出発し、ジャランダトゥックケラマッ

ト(Jalan	Datuk	Keramat)、ジャランペナン(Jalan	

Penang)、ジャランブルマ(Jalan	Burma)などを通

り、ゴールのエスプラネード劇場へ。そこで「柱

の上の獅子舞」が披露される。

第10回釜山クリスマスツリー	
文化祭り
釜山, 韓国｜12月1日~2019年1月6日

場所 復光路および復光中央路一円

釜山を代表する冬の祭り。復光路入口からシティス

ポット、近代歴史館とチャンソン商店街の入口ま

で、計3区間にかけて、ツリーやライトアップされ

たオブジェなどが楽しめる。通りには「愛の誕生」

や「シルエットハグゾーン」などのフォトゾーン	

が設置されるほか、期間中はキャロルマラソン大

会、デイリー点灯パフォーマンス、願い事綴りイ

ベントなども開かれる。

みなと大通り公園イルミネーション
鹿児島, 日本｜12月1日~2019年1月31日

場所 みなと大通り公園

鹿児島市庁前のみなと大通りは、鹿児島市民に愛

されている憩いの場。冬になると園内の欅56本に

約12万個の電球が装飾され、幻想的で美しい夜景

が観賞できる。

アジアコネクションズ会議
(Conference	on	InterAsian	
Connections)
ハノイ, ベトナム｜12月4日~12月7日

場所 ベトナム社会科学アカデミー

社会科学研究委員会(SSRC)主管のイベント。本会議

では、領土主権および歴史的アイデンティティ、	

地域間の宗教ネットワークおよびアジア内の環境

人文学などのテーマが扱われる予定。

2019	三亜国際	
ミュージックフェスティバル	
(2019	ISY	MUSIC	FESTIVAL)
三亜, 中国｜12月30日~12月31日

場所 中国三亜海棠湾

三亜国際ミュージックフェスティバルは「愛」をテー	

マに、三亜国際テーマミュージックパークにて、毎

年二度開かれるイベント。世界的なDJや大物スター

が参加し、さまざまなステージを披露する。

FESTIVAL CALENDAR
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第3回蔚山大公園光祭り
蔚山, 韓国｜12月8日~2019年1月27日

場所 蔚山大公園バラ園(南門)

蔚山大公園南門エリアのバラ園一帯がライトアッ

プされるほか、さまざまなプログラムも開催され

る。祭りのハイライトは、バラ園の入口に位置す

る噴水台広場に設置された高さ11メートルの超

大型オブジェのマルチメディアライティングショ

ー。

天文館ミリオネーション2019
鹿児島, 日本｜12月22日~2019年1月31日

場所 天文館公園など

鹿児島最大の繁華街である天文館を、約100万個の

LEDで彩る大々的なイルミネーションイベント。

12月22日から2019年1月31日まで開催される。

工学および情報技術革新研究
国際会議(IREITIC	2019)
コタキナバル, マレーシア｜2019年1月4日~1月6日

場所 マレーシアサバ(Sabah)

学者と産業界が、最新エンジニアリング、情報技

術の最新研究、開発に関する成果を共有、議論す

るプラットホームを提供する。本会議では工学お

よび情報技術に関連する先端技術開発にさらに重

点を置く予定だ。

十日恵比須正月大祭
福岡, 日本｜2019年1月8日~1月11日

場所 十日恵比須神社

博多の東公園に位置する十日恵比須神社で開かれ

る正月大祭。七福神のうち、日本古来唯一の福の

神であり、古くから漁業の神でもある恵比寿神を

祀る本神社では、商売繁盛、家内安全、交通安

全、漁業繁栄を祈願するために多くの参拝客が訪

れる。参道沿いには露店が約400店出店し、夜遅く

まで賑わう。

第35回中国(上海)	
国際ウエディングエキスポ	
(The	35th	China	Shanghai	
international	wedding	expo)
上海, 中国｜2019年1月9日~1月11日

場所 上海国家展示コンベンションセンター

本エキスポではウェディングドレスをはじめ、メ

イクアップ、ウェディングアルバム、撮影バッグ

道具、子どもの撮影用品、陳列デザイン、家具、

管理教育、ソフトウェアなど、さまざまな商品や

サービスの情報を得ることができる。

第14回広州正月用品博覧会	
	(14th	Guangzhou	special	purchases	
for	the	spring	festival	fairs)
広州, 中国｜2019年1月18日~1月30日

場所 広州バオリ世界貿易展覧館

本博覧会は「内需拡大、消費促進、国民生活恩

恵」を目標に掲げ、多くの企業に、製品の広報お

よび販売の機会を提供するイベント。消費者には

より便利で実用的なショッピングプラットホーム

を提供する予定だ。

第12回中国(新疆ウイグル自治区)		
新春正月用品フェア	
(The	12th	China	goodies	for	lunar	
New	Year	fair	in	Xinjiang)
新疆, 中国｜2019年1月18日~2月2日

場所 新疆国際コンベンションセンター

新疆地域最大かつ多彩な商品が展示される影響力を

持つイベント。北京、上海、広東、浙江省、山東、

内モンゴル、香港、中華台北など32の省、市、自治

区と、カザフスタン、韓国、デンマーク、マレー	

シア、オーストラリアなど21ヶ国536社が参加する予定。

コンピュータ研究開発国際会議
(ICCRD)
ダラット, ベトナム｜2019年1月25日~1月28日

場所 ベトナムダラット

ベトナム科学大学とホーチミン市産業大学が共同

で主管するイベント。コンピュータ研究開発分野

の優秀な研究者や専門家が、現在の最先端技術を

見立て、未来研究核心分野を設計する。

IREITIC 2019
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TPO Members  
86 city members, 45 industry members

JAPAN
Fukuoka
Kagoshima
Kitakyushu
Kumamoto
Miyazaki 
Osaka
Shimonoseki
Takeo

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

Gwangju
Gyeongju
Hadong-gun
Iksan
Incheon
Incheon Gangwha-gun 
Jeonju
Namhae-gun
Pohang
Sokcho
Tongyeong
Ulsan
Ulsan Dong-gu
Ulsan Nam-gu
Yeongju
Jeollabuk-do
Ulju-gun

CHINESE TAIPEI
Kaohsiung
Taichung
Tainan

PHILIPPINES
Manila

THAILAND
Bangkok

MALAYSIA
Ipoh
Kota Bharu
Kota Kinabalu
Kuala lumpur
Melaka
Penang
Taiping

INDONESIA
Jakarta
Surabaya
Yogyakarta
Bitung

VIETNAM
Danang
Hai Phong
Hanoi
Ho Chi Minh

RUSSIA
Vladivostok
Irkutsk

CITY MEMBERS

Weihai
Yantai
Zhangjiajie
Zhaoqing
Zhengzhou
Liupanshui
Lianyungang 
Dujiangyan

CHINA
Chengdu
Qingyuan
Dalian
Foshan
Guangzhou
Hangzhou
Qingdao
Sanya
Shanghai
Shaoguan
Shenyang
Suzhou
Tianjin
Urumqi

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.
 Hainan Gaoli Holiday Travel Service Co., Ltd

JAPAN Kagoshima Convention & Visitors Bureau
 Fukuoka Convention & Visitors Bureau
 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
 Tour Fun Co., Ltd.
  Wolseong E&C
 Tongyeong Tourism Development Corperation 
 Stanford Hotel & Resort 
 Dongback Tour 
 Dongwon Royal Country Club & Resort
 Ulsan College

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

INDIA Abroader Consultancy India Pvt. Ltd.

INDUSTRY MEMBERS

FESTIVAL CALENDAR
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February 2019

節分祭
福岡, 日本｜2019年2月2日~2月3日

場所 櫛田神社

福豆をまいて邪鬼を祓い、厄除、開運招福、病気

回復を祈願する神事が行われる。神社の入り口に

は、高さ約5メートルにもおよぶ日本一巨大な「お

多福面」が設置され、大きく開いた口の中を通る

と、商売繁盛や家内安全のご利益があると伝えら

れている。	

下関ふくの日まつり
下関, 日本｜2019年2月11日

場所 南風泊市場

河豚の取扱量日本一を誇る南風泊市場にて、毎年

開催されるイベント。河豚鍋の提供や河豚のつか

み取りなどが開催されるほか、河豚関連商品の即

売も行われる。

2019海州区元宵節	
ランタンフェスティバル	
(2019	Haizhou	Lantern	Festival)
海州区, 中国｜2019年2月19日

場所 海州区

元宵節ランタンフェスティバルは、かつて田畑の害

虫や猛獣を松明で駆除し、豊作を祈った松明祭り

に由来している。現在も中国西南部の一部の地域

では、旧暦の1月15日になると、葦の幹や木の枝を

使った松明を高く掲げ、畑や広場などで踊る風習

が残っている。海州区元宵節ランタンフェスティ	

バルは海州区の様々な伝統に触れることができる

ほか、民俗公演や花の展示なども楽しむことがで

きる。	

食品と環境科学国際会議	
(ICFES	2019)
ホーチミン, ベトナム｜2019年2月25日~2月28日

場所 ホーチミン市産業大学

食品と環境科学分野において、学界および産業界

を牽引する人材が、共同のテーマについて考える

場。本会議の主目的は、食品および環境科学分野

の研究開発を促進すること。また、ベトナムの研

究員や開発者、エンジニア、学生、企業実務者た

ちと外国人との交流の活性化も目標にしている。	

インドネシア	公共安全(PS	Indo)	
会議及び博覧会
ジャカルタ, インドネシア｜2019年2月27日~3月1日

場所 ジャカルタコンベンションセンター

インドネシア市民の安全を担う企業、政府、地域

社会の主意思決定者が一堂に会し、市民の安全保

障やインフラ保護、応急サービス改善、革新的公

共安全技術について議論する。

2019	高雄ランタンフェスティバル
(2019	Kaohsiung	Lantern	Festival)
高雄, 中華台北｜2019年 2月

場所 高雄市愛河一帯

「中華台北ランタンフェスティバル」、「台北ランタン	

フェスティバル」とともに3大ランタンファスティバ

ルに数えられている。周辺2～3キロ内には港町高雄の

独特の風景に溶け込むように、花提灯や露店が並ぶほ

か、華やかな花火も打ち上げられ、観光客を引きつけ

る。

2018	台中国際花博覧会
台中, 中華台北｜11月3日~2019年4月24日

場所 台中市外埔区, 后里区, 豊原区一帯

今回の博覧会の展示テーマは「GNP-Rediscover	

Green	Nature	and	People」。経済成長指標である

GNP(Gross	National	Product)を、GNP-Green(緑)、

Nature(自然)、People(人)に再定義したもの。生

産、生態、生活の調和、地球を大切にしながら生

産活動を行うこと、自然に触れながら幸せに生活

することなどの願いが込められている。



TOURISM SCOPE 4TOURISM SCOPE 4

TPO Contact Information
Address. TPO Secretariat, 8th Floor of Kwang-Eun Building, No.480 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan 48314,
TEL. +82-51-502-2984~7   FAX. +82-51-502-1968
E-mail. secretariat @ aptpo.org
Web Site. http: www.aptpo.org


