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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、72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、37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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)100年以上の歴史を誇る南部市場は、全羅北道全州市完山区に位置する伝統市場だ。市場は

全部で10の建物からなるが、そのうち空テナントが目立っていた６棟の２階に「青年（チョンニ

ョン）モール」という、エスニック料理店や、カフェ、デザインショップ、ギャラリーなど、個性的

なショップが入ったマーケットが登場した。青年モールは、文化体育観光部が推進する「文化に

よる伝統市場活性化テスト事業プロジェクト」の一環で造成されたもので、審査を通過した出

店者たちは１年間家賃の助成を受けることができる。オーナーは20代半ばから40代までと幅

広く、ほとんどの店はオーナーがひとりで切り盛りしている。プロジェクトがスタートした2011

年は、店舗数がわずか2軒に過ぎなかった青年モールだが、現在は32店が軒を連ねるマーケッ

トにまで成長しており、全州の必須観光スポットにもなっている。

住所 全羅北道全州市完山区豊南門2ギル53 南部市場2階青年モール 電話 070-8801-8218 営業時間 店舗によって異な
る、月曜日休 facebook www.facebook.com/2Fchungnyunmall
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材料にこだわっている伝統茶カフェ 
チャワ Cafe CHA-WA

手づくり伝統茶やスイーツ、コーヒーなどが楽しめるヘルシーカ

フェ。オーナーのイム・ヨンギュンさんは、青年モールの草創期

メンバー。市場を訪れる若者から年配まで、さまざまな人たち

が気軽に立ち寄れる空間を作りたいとの思いで、このカフェを

オープンした。オープン当初、メニューは五味子茶のみで、お客

もまばらだったが、インテリアに手を加えたり、メニューの数を

増やしたりしていくうちに、客足も増えていったといい、今では

市場の憩いの場となっている。

メニューは各種伝統茶のほかに、フルーツスムージー、

パッピンス、トーストなど。ユズ茶とザクロジュ

ース以外は自家製だという。夏はさっぱり味の

酵素ジュースが、冬は長時間煮込んだホット伝

統茶が人気だとか。 

電話 010-8754-4511 営業時間 火
曜~土曜日11:00~22:00、日曜
日11:00~21:00、月曜
日休み 価格 ヘルシー
パッピンス9500ウォ
ン、レモン五味子茶
4000ウォン

世界中から買い付けてきた商品がずらり ソソハンムヨクサン
店名のソソハンムヨクサンとは、小規模貿易商という意。店先と店内には、オーナーのパク・ジョンヒョンさんが、月１回

のペースで、海外で買い付けてくるという、服やアクセサリー、小物雑貨などがずらりと並ぶ。主な買い付け先は日本

とあって、売り場のインテリアや商品の見せ方などは、日本の影響を受けていることがわかる。卸業免

許を取得しているため、格安で商品を入手できるそうで、店内の商品には、現地のショップや免税店よ

り20～30%安いものも。商品の数が非常に多いので、宝探しをするように、あれこれ見ながら、お気

に入りの一点をみつける楽しさが味わえる。

オーナーのパク・ジョンヒョンさんは、世界各国を歩きまわりながら、買い付けてきた商品を、お客さ

んが手に取りながら喜んだり、楽しそうにしたりしている様子を見る時が、一番しあわせだという。
電話 010-9443-8176 営業時間 09:00~20:00、月曜日休み 価格 フォトポストカード1000ウォン、日傘2万9000ウォン ホームページ 
www.i-re.co.kr
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アップサイクルデザインの
魅力にはまる リボン RE:BORN

地域文化イベントやフリーマーケットなどを

運営する組織「ポッタリダン」が経営するヴィ

ンテージ＆エコセレクトショップ。長らく、全州

大学前でフリーマーケットを企画開催していた

が、若者をはじめとする地元の人たちからの絶

大な人気により、青年モールに進出することに

なった。

アクセサリー、カップ、お皿など、不要になったもの

を新しい商品に生まれ変わらせるアップサイクル製

品とヴィンテージ衣料の両方を扱ってい

る。ボタンで作ったイヤリングや指輪、ビ

ール瓶などの栓を利用した冷蔵庫のマグネットはオーナーが作

ったものだという。ほかに、社会派企業製品の委託販売も行

っている。元慰安婦のおばあさんが園芸心理治療の一環で

育てた花をモチーフにして作ったファッションデザイン商品

を製作するMary Mondのスマートフォンケースは、その代

表作だ。
電話 070-8881-3494 営業時間 10:30~20:00、月曜日休み 価格 ヴィンテージ
衣類2万~4万ウォン、ビール瓶の栓マグネット1000ウォン、ボタンイヤリ
ング3000ウォン~、レース並み1万5000ウォン、Mary Mondスマートフォン
ケース2万3000ウォン ブログ blog.naver.com/boddaridan

虹彩分析・手技療法で
健康管理 ヒーリングサナ
健康状態をチェックしたり、旅で

疲れ気味の体を癒したりすること

ができるサロン。大学で代替医学

を学び、卒業後は韓方病院で手技

治療師として働いていたというキム・

サナ治療師が、今年7月にオープンした。

治療に訪れる人の大半は地元住民だが、旅行

中にふらりと立ち寄る人も多いとか。機械を利用した簡単な足マッサー

ジ、特定部位の手技治療、虹彩分析学を利用した健康診断など、さまざ

まなプログラムがある。中でも、瞳の虹彩をみながら、体の状態をみて

いく虹彩分析学健康チェック

が一番人気なのだとか。もと

もとの体質や、体の弱ってい

る部分を診断していきなが

ら、未病を防ぐ方法などを指

導するという。
営業時間 10:00~20:00 価格 足浴+ア
ロマオイル水(25~30分) 1万ウォン、
手技治療 (15~20分所要、2名同時可
能) 1万ウォン、虹彩分析1万ウォン 
ブログ blog.naver.com/sanha_nation 
facebook  www.facebook.com/
healingsanha

韓国の国民的おやつ、トッポッキ 青春食堂
看板には‘ （君たちは本当にがんばっている）’いう熱い文言が書かれてい

る店。年齢問わず‘青春’を生きる人たちが、お客さんなのだとか。オーナーのキム・ヒョンさん

はもともと会社勤めをしていたが、自分がおもしろいと感じることを職にして生きていきたい

との思いから、少しでも若いうちに、と意を決して、脱サラし、この青春食堂をオープンさせ

た。南部市場には、トッポッキやティギム（天ぷら）など、小腹がすいた時に食べられる軽食を

扱う店がないことに目をつけたのだ。店内には '昼酒歓迎'との張り紙があることからもわかる

ように、ティギムをおつまみに昼から冷えたビールを飲みに来る人もいるという。
営業時間 火曜~土曜日12:00~22:00、日曜日12:00~16:00、月曜日休み 価格 ティギム盛り合わせ小/大各4500ウォン
/8500ウォン、赤いトッポッキ4000ウォン、白いトッポッキ6000ウォン、ビンビール3000ウォン face book www.
facebook.com/cheongchunsigdang
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アート作品の売買が行われるギャラリー 
トゥッパッキエチョジャッカ
ソウル近郊に位置するアート空間、仁川アートプラットホームのレジデンスアーティスト

であるチョ・ヘジュン氏が運営するギャラリー。ギャラリー内では、本人をはじめとす

る、さまざまなアーティストの作品の展示、販売が行われている。チョ・ヘジュン氏が、

ギャラリーを持つことを夢見ることになったきっかけは、ドイツに留学中、ドイツの有

名観光地には必ず商業ギャラリーがあり、その地で生まれたアート作品が活発に売り

買いされている様子を目の当たりにしたからだ。以来、アート作品が観賞でき、さらに

は作品の売り買いもできる空間を、韓国に作りたいと思い続けてきた氏は、昨年、つい

に故郷全州の青年モールにて、本ギャラリーをオープンした。ギャラリーに入ると、ま

ず目につくのは、スティーブ・ジョブスを題材にした作品だ。また、壁には、チョ・ヘジュ

ン氏が描いた<米軍と父-肖像シリーズ>をはじめ、様々なアーティストの絵画が展示さ

れている。
電話 010-2603-2388 営業時間 11:00~19:00、月曜日休み 価格 作品3万~1000万ウォン、ドイツシュトゥット
ガルトリアルエコバッグ1万ウォン、チュ・ジオ作エコバッグ（限定品）1万5000ウォン

伝統デザインを現代風にアレンジ 
セセミ
フランスでファインアートを学んだイ・へジ

氏が運営する雑貨ショップ。韓国の伝統デ

ザインを、若い彼女の感覚でアレンジした

各種雑貨が並ぶ。学生時代、バックパック

を担いで、ヨーロッパ各地を旅した時に、訪

れた先々で、その地ならではの伝統や文化が

感じられるみやげ物や雑貨などにたくさん出

合ったことが、この店を開くきっかけになったとい

う。セセミの代表商品は、かばん代わりに使える風呂

敷をはじめ、財布、福を包むものといわ

れ、縁起物として知られるポク

チュモニ（福ポーチ）な

ど。中でも、普段使いでき

るポーチと財布が売れ筋だ

という。
営業時間 11:00~20:00、月曜日休み 
価格 プクチュモニ8000ウォン/9900
ウォン、ミニ木製マグネット5000ウ
ォン ホームページ www.saesaemi.
com

良質な香りの手づくりソイキャンドル 
トゥリンキャンドル
大豆油を原料とするワックスから作られたソイキャン

ドルの専門店。オーナーのトゥリンさんがキャンドル

に興味を持ったのは、キャンドル好きのお姉さんから

影響を受けたことや、かつてホテルで勤務をしていた際、

アロマキャンドルやお香に触れる機会が多かったことか

らだという。週に一度、ソウルの専門教育機関に通いなが

ら、キャンドル工芸資格証を取得。これを機に、ここ青年モ

ールでトゥリンキャンドル1号店を開いた。店内に並ぶソイキャ

ンドルは、すべてトゥリンさんの手づくり。ガラス窓で仕切られた

向こうは工房になっており、トゥリンさんがキャンドルを作っている様子をガラス越

しに見物することもできる。
電話 010-8390-1321 営業時間 11:00~20:00、月曜日休み 価格 ティーライト8種類1つ2500ウォン、キャン
ドル4oz/6oz/7oz/9oz 各1万2000ウォン/1万6000ウォン/1万8000ウォン/2万5000ウォン、アロマディヒュ
ーザー(スティック5本) 100mL 2万5000ウォン ホームページ www.doorin.kra
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Gateway to
Southeast Asia

オランダ統治時代、ヨーロッパ文化が流入していたことから、東南アジアのヨー
ロッパと呼ばれていたインドネシアの首都、ジャカルタ。近年は、東南アジアを
経て、世界へ向かう際のハブとして注目されているほか、ゴルフ、マッサージ、ナ
イトライフなどが楽しめる旅行地としても人気を集めている。ビジネス旅行者
がしばし留まる経由地を脱却したジャカルタの今の姿を紹介しよう。

東南アジアの新ハブ　ジャカルタ
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交通の中心地  
モヌメントサラメットダタン Mounment Salemet Datang 

ジャカルタの交通における中心地。モナス塔があるムルデカ

広場がジャカルタの中心地と認識している人が多いが、行き

来する人の数や交通量はこちらの方はずっと多い。プラザイ

ンドネシア、グランドインドネシア、EXプラザなどの大規模シ

ョッピングモールや、グランドハイアット、マンダリンオリエン

タルといった一流ホテルが密集している。ジャカルタの有名

観光スポットまでも近いので、この辺りを中心と考えて、旅の計画を立てるのがおすすめ。

観光はここからスタート ムルデカ広場 Merdeka Square 

独立記念塔モナスが中心にそびえる大広場。独立広場とも呼ばれており、モナス塔を中心に、放射線上に広くのびているの

が特徴。インドネシア独立の際の英雄の銅像をはじめ、噴水、緑豊かな芝生公園、サイクリングロードなどがあり、ジャカル

タ市民の憩いの場所となっている。このような風景は、車で渋滞している広場すぐ脇の大通りと対照的であるた

め、そののどかさがさらに際立ってみえる。夕景スポットとしても有名な場所なので、夕方に訪れるのもおすす

め。 住所 Medan Merdeka, Jakarta Pusat 入場料無料

インドネシアの歴史がわかる 国立博物館 National Museum of Indonesia

1862年に完工し、1868年にオープンしたインドネシア最大級の歴史民族博物館。館内では、民族衣装やイン

ドネシア各地の家屋の模型、美術品、陶磁器など、さまざまな展示を観ることができる。中でも人気は、1891

年に発掘されたジャワ原人といわれているピテカントロプスエレクトゥスの頭蓋骨と、タイのチュラロンコン国

王からの寄贈品である象のブロンズ。見応えのある展示なので、インドネシアの考古学や先史学、史学などに

関心があれば、ぜひ訪ねてみよう。
住所 Jl. Medan Merdeka Barat No.12, Gambir, Jakarta Pusat 10110 電話 62-21-386-8172 開館時間 火~木曜日、日曜日08:30~14:30、金曜日
08:30~11:30、土曜日08:30~13:30(月曜日休館) 入場料1万ルピアホームページ www.museumnasional.or.id

独立の象徴 モナス Monas 

ムルデカ広場の中央に位置するモナス塔は、ジャカルタ市内

の中心部にある、旅行者の必須観光スポットだ。1945年8月17

日、インドネシアの独立を記念して建てられた塔で、その高さ

は137メートルにもおよぶ。台座となる基部は正方形になって

おり、その上に炎の形をした塔が建っている。塔の頂上部には

高さ14メートルの青銅製のレリーフがあり、純金メッキがなさ

れている。地下は歴史博物館になっており、古代から現代まで

のインドネシア史がわかるようにジオラマパネルなどで展示

されている。また、塔の最上部はジャカルタ市内が一望できる

展望台になっている。
住所 Jl. Silang Monas, Jakarta Pusat 電話 62-21-382-2255 開館時間 08:30~17:00 
入場料5000ルピア
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白い宮殿 大統領邸宅 Istana President 

ムルデカ広場を北に歩くと見えてくる白い建物は、オランダ総督府として、1942年まで使用されていたところだ。現

在は、国賓を迎えた際、パーティーを開く会場などとして使われている。毎年、独立記念日である8月17日になる

と、ここで盛大な記念式典が開催される。この日は、一般観光客は中に入ることができないが、広場からでも十分

見学できる。なお、夜はライトップされるため、夜景スポットとしても人気の場所だ。

都会の中のオ
アシス  
スロパティ公
園 Suropati Park

ムルデカ広場の南

側に位置する、地元

の人たちの憩いの

場。旅行者にはま

だあまり知られてい

ないが、きれいな花

が咲く庭園があり、

噴水も設置されているなど、全体的にきれいに整備されて

いる穴場のスポットだ。蒸し暑い中での観光は疲れやすい

ので、散策したり、のんびり休息したりしている地元人にま

じって、しばし休憩していこう。近くにはアマドゥヤニ将軍

博物館があるので、立ち寄ってみるものいいだろう。

ジャカルタ唯一の聖堂  
ジャカルタカトリック聖堂 Catedral

イスティクラルモスクの向かいに位置する聖堂。ジャカル

タではなかなかお目にかかれない西洋建築であるため、

見学にやってくる観光客が多い。道路を挟んだ向かい側

に、イスラム寺院があることも観光客の興味を引きつけ

る要因のひとつだ。インドネシアは人口の90％以上がイ

スラム教徒だが、イスラム教以外の宗教も認めているた

め、イスラム教と他宗教の調和といった、他のイスラム国

家では決して見られない、インドネシア独特の光景を目に

することができる。

アジア最大の寺院  
イスティクラルモスク Masjid Istiqlal

イスラム教徒が人口の90%以上にのぼるインド

ネシアにある、世界で3番目、アジア圏最大のイ

スラム寺院。スカルノ大統領在任当時の1961年

に着工し、スハルト大統領在任時の1978年に完

工した。毎週金曜日の午後は、イスラム信者によ

る合同礼拝があり、その様子を見学することもで

きる。
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北部最大のテーマパーク アンチョールリゾート Ancol Resort

ジャカルタ北部に位置する遊園地。正式名称はタマンイムピアンジャヤアンチョール(Taman 

Impian Jaya Ancol)。完工は1967年で、老若男女誰でも楽しむことができるテーマパークとし

て、今なお親しまれている。ゴルフ場や乗り物、ヨット場、ナイトクラブ、マッサージ、ギャラリ

ーなど、ありとあらゆる施設があり、いろんな楽しみ方ができるのが特徴。中でも、トゥニア

ファンタジー遊園地は、ここの目玉のひとつで、子連れに人気。週末は多くの地元客や観光客

で混み合っている。
住所 Jl. Pasir Putih Raya Blok e 5-Jakarta Utara14430 入場料 2万ルピア(各施設の利用料が別途必要）ホームページ 
www.ancol.com

こじんまりした港 スンダクラパ港 Sunda Kelapa Port 

オランダ植民地時代に東インド会社の物資が運ばれた港で、ジャカルタの玄関

口の役割を果たしていた。防波堤が2キロほど伸びており、大小さまざまな貨物

船が停泊している。大航海時代、ここを出入りしていた西洋の帆船を想像しな

がら、海を眺めてみよう。また、エキゾチックな港をバックに記念撮影をするの

もおすすめ。

知っ得情報
イスラム教徒が多いため、ジャカル
タ市内では、1日５回ムスリムに礼拝
の時間を告げるアザーンが鳴り響
く。大音量なので、くれぐれも驚かな
いようにしよう。また、ローカル食堂
へ行く際は、料理と一緒に必ずお箸
とスプーンも注文しよう。というの

は、インドネシアでは手で食事をする習慣があるため、注文しなければ、箸やスプー
ンが出てこない店も多い。このほか、過度な飲酒やインドネシア政治を誹謗中傷す
るような言動は避けるのが無難。

インドネシアの縮小版 タマンミニインドネシア Taman Mini Indonesia 

1970年代はじめ、スハルト大統領の夫人であるイブティエンスハルト女史の提案により建設された、ジ

ャカルタ南部に位置する民俗村。ジャカルタを訪れる旅行者の必須観光スポットとして知られており、

「短時間でインドネシアを知りたければ、ここを訪れよう」といわれるほど、見どころが多い。100万平方

メートルを越える空間に、インドネシア各地方の民族や文化、生活様式などがわかりやすく展示されて

いる。公園の真ん中には大きな湖があり、その中にインドネシアの形をした小さい島が浮かんでいる。
開館時間 09:00~17:00(日曜日休館) 入場料 1万ルピア ホームページ www.tamanmini.com
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多目的ショッピングモール  
グランドインドネシア Grand Indonesia

プラザインドネシアの隣に位置する大型ショ

ッピングモール。モールは主に東館と西館に

分かれている。高級ブランドショップが並ぶ

プラザインドネシアと異なり、グランドインド

ネシアはZARAやフォーエバー21、H&Mとい

ったファストファッション系のショップが数多

く入店しており、旅行者に人気だ。インドネ

シア美術が楽しめる「ジャカルタアートディ

ストリック(Jakarta Art District)」も見どころ

のひとつなので、立ち寄ってみよう。
住所 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 営業時間 10:00~22:00 ホームページ www.grand-indonesia.com

Special

華やかなインテリアが目を引く パシフィックプレイス Pacific Place

ジャカルタの中心部に位置する最高級ショッピングモール。1階は海外ブランドショッ

プが並び、2階から上は20～30代の若者層をターゲットにしたファッションブティック

がずらりと並ぶ。また、ベントレーなど、高級車のショールームや、高級映画館、子供

が楽しめるテーマパークがあるほか、リッツカールトンホテルとも連結している。ショ

ッピングもいいが、館内のゴージャスなインテリアを見て回るだけでも楽しいので、見

学がてら訪れてみよう。最上階からはジャカルタ市内が一望できるので、ぜひ上がって

みよう！
住所 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District Jakarta 12190 営業時間10:00~22:00 ホー
ムページ www.pacificplace.co.id

新たなショッピングメッカ チプトラワールド1 Ciputra World 1

ジャカルタの新商業中心地として注目されているメガクニンガン(Mega Kuningan)エリアに位置する総合ショッピ

ングモール。4階と5階にはロッテ免税店をはじめ、韓国資本のレストランであるプルコギブラザーズや

SCHOOLFOODなども入っている。子供向けにつくられた室内テーマパーク「ロリポップ」や、若者に人気の日本フ

ァストファッションブランド「ユニクロ」なども入店している。
住所 Lotte Shopping Avenue, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 営業時間 10:00~22:00

ジャカルタショッピングの中心 プラザインドネシア Plaza Indonesia

ジャカルタはもとより、東南アジアで話題になっているデパート。ジャカルタ市内の中

心部に通じるMounment Salemet Datangに位置しており、グランドハイアットホテル

が併設している。1階にはLOUIS VUITTONやBurberry、Jimmy Chooなどの高級ブラン

ドショップが入り、2階からはファッションブティックや電化製品をはじめとするさまざ

まな商品を取り扱う店が入っている。EXプラザモールとつながっており、見どこ

ろが多いのが特徴。
住所 Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 Central Jakarta 10350 営業時間 10:00~22:00 ホームページ www.
plazaindonesia.com
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ジャカルタの注目スポット  
セナヤンシティ Senayan City

最近、旅行者の間でホットプレイスとして注目を集めて

いる、南ジャカルタに位置する大型デパート。広さ、イ

ンテリアの華やかさともに、頂点を極めており、館内に

は世界各国の有名ブランドショップがずらりと並んで

いる。 また、高級ヘアサロンやエステ、レストランも多

数入店している。 夜になるとライティングされるた

め、夜景スポットとしても人気を博している。
住所Jl. Asia Afrika Lot 19 Senayan, Jakarta 10270 営業時間10:00~22:00 
ホームページwww.senayancity.com

大賑わいの総合ショッピングモール  
ブロックエムスクエア Block M Square

さまざまな物品が安く手に入るショッピングモール。観光客のみならず、地元

の人もたくさん訪れてにぎわう様子は、韓国の東大門総合市場を連想させる。

服からかばん、アクセサリー、おもちゃ、バイクまで、ありとあらゆるものを扱

っているので、見て回るだけでも楽しい。すぐ隣には、パサラヤ・グランデ

(Pasaraya Grande)という大型ショッピングモールがあるので、こちらも立ち寄

ってみよう。 住所 Mal Blok-M, Jalan Melawai Raya 営業時間10:00~22:00 

複合住居型デパート  
タマン・アングレックモール Taman Anggrek Mall

プルマンジャカルタセントラルパークホテルの隣に位置

するデパート。ジャカルタは、近年、デパートが巨大化し

ているが、ここも例外ではなく、館内には大型ゲームセン

ター、アイスリンク、高級ブティック、レストランなどが入

り、テーマパートといった雰囲気。高級マンションも併設

しており、ジャカルタきっての多目的複合モールとして人

気を集めている。
住所 Jl. Letjen S. Parman Kav. 21 Slipi, West Jakarta 11470 営業時間 10:00~22:00 ホームページ www.taman-anggrek-mall.com

ショッピングとレジャーが一度に楽しめる  
ポンドックインダーモール Pondok Indah Mall

ジャカルタ一の高級街として知らされるポンドックインダーエ

リアに位置する大型デパート。２つの建物から成り、ショッピ

ングモールのほかに、幼児用テーマパーク、映画館、ゴルフ練

習場、テニスコート、プールなどのレジャー施設も入っている

など、充実している。近くに中国人がたくさん住んでいるから

か、モールは全体的に中国テイストが効いている。
住所 Jl. Metro Pondok Indah Kav. IIIB Pondok Indah, South Jakarta 12310 営業時
間10:00~22:00 ホームページwww.pondokindahmall.co.id
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強い日ざし差しが照りつける街には、フランス式の古い建物が並び、 
その間を何台ものバイクが騒々しく通り過ぎていく。そんな都会の喧騒
の中をゆうゆうと流れるサイゴン川に沿って下流へと向かうと、壮大な
マングローブの森に遭遇する。さまざまな歴史を経てきた都市と神秘
の大自然、このふたつの顔をもったホーチミンの魅力に迫りたい。

ふたつの顔をもつ街、
ホーチミン
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ベトナムの経済中心地ホーチミン
ベトナム最大都市、ホーチミンは、いうまでもなく、ベトナムの経済・文化の中心地だ。もともとこの地はサイゴンと呼ばれていたが、1975年にホーチミン市に改

名。この名は、ベトナムの革命家であり、初代ベトナム民主共和国主席、ベトナム労働党中央委員会主席をつとめたホー・チ・ミン(Ho Chi Minh)からとったもの

だ。ホー・チ・ミンは、親しみやすいその風貌や、汚職に手を染めなかった高潔な人柄により、民衆から慕われ、晩年は国民から「ホーおじさん」との愛称で呼

ばれていたベトナムの象徴的人物だ。

ホーチミン観光は、高級ホテルやレストランが並び、旅行客の必須観光スポットであるノートルダム大聖堂(Notre Dame Cathedral)がそびえるドンコイ通りから

スタートしよう。フランス支配を受けた都市のほとんどがそうであるように、ホーチミンにも大聖堂があり、名称もパリにあるそれと同じだ。ノートルダム大聖

堂は、1862年から1880年にかけて、フランス人によって建立されたもので、約40メートルのふたつの塔と、聖堂前の聖母マリア像が見物。アーチやバラで装飾

された窓など、細部までこだわった赤いレンガのこの建物は、すべてフランスから運んできた資材で造られている。華やかな新ロマネスク様式の聖堂は、現

在、多くの旅行客の観光スポットになっているほか、地元カップルのウェディング撮影地としても有名だ。

ノートルダム大聖堂のすぐ側には、ベトナム最大の郵便局である中央郵便局がある。エッフェル塔を設計したギュスターヴ・エッフェル (Gustave Eiffel)の傑作

で、こちらも雄壮なフランス建築様式だ。中に入ると、正面にホーチミンの大きな写真がかかっているのが目に飛び込んでくる。また、クラシックなアーチ型の

天井には、ホーチミンシティの大きな地図がはめ込まれているので、こちらもチェックしてみよう。 
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近現代のベトナムが一目でわかる場所
オペラハウスとして使われていた市民劇場を背に、レロイ通りに沿って歩いて行く

と、右手に人民委員会庁舎(Toa Nha UBND TP)とホーチミン銅像が現れる。もと

もとフランス人のための施設だったが、現在は政府機関として使われている。夜

はライトアップされるため、夜景の名所としても有名で、ベトナムの伝統衣装、ア

オザイを着たモデルが撮影している様子もたびたび見かける。

ベトナム独立の歴史的な場所である統一会堂(Reunifi cation Palace)は、かつて大

統領府として使われていた建物で、館内には、大小100の部屋があるほか、地下は

ベトナム戦争時、作戦会議として使用されていた。1975年4月30日、サイゴン市内

に突入した北ベトナム軍の戦車がここに突入し、南ベトナムの首都サイゴンは陥

落した。大統領の司令室だった部屋などは、現在も南ベトナム大統領府当時のま

まで保存されており、ベトナム戦争当時の緊迫した様子を今に伝えている。

歴史スポットの散策を終えたら、地元の人たちでにぎわうベンタン市場(Cho Ben 

Tanh)へ向かおう。レロイ通りにあるベンタン市場は、4000店舗が軒を連ねる室内市場で、ベトナムコーヒーから化粧品、食料品、アクセサリーまで、ありとあら

ゆるものが売られている。雑然としているが、活気に満ちあふれているため、この雰囲気を味わおうと、足を運ぶ旅行者も多い。ショッピングせずとも、歩いて

まわるだけでも楽しいので、ぜひ立ち寄ってみよう。
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ユネスコが認定した神秘の森、カンザー
ホーチミンから南東63キロの距離に位置するカンザーは、ホーチミンの都心を横切るサイゴン川下流が海へとつながる辺りの密林地帯だ。ベトナム戦争中、海

洋遊撃隊司令部が駐留したところで、人も動物も住めないほど破壊された地域でもある。しかし、この地をマングローブ森（熱帯、亜熱帯地域の河口汽水域の

塩性湿地の森）にし、緑を取り戻そうとした動きが90年代なかばから始まり、ベトナム政府はじめ、世界

中の多くの人々の支援により、戦後40年近くたった今、カンザーは巨大なマングローブ森としてよみがえ

った。1999年にユネスコ指定の生態保護地域になったほか、世界生物圏保全地域(WBR)は、ここをベト

ナム初のマングローブ森として認定した。

現在、カンザーのマングローブ森一帯には、鳥や猿、鹿などが生息している。運がよければ黄金のコウモ

リにも遭遇できるなど、さまざまな動物が棲んでおり、多様な生物郡の生態系を形成していることか

ら、海上の森とも呼ばれている。

この一帯をボートで観光したり、近隣の島を訪ねたりするほか、猿島、養蜂農場、蘭庭園、ココナッツ菓

子工場などを訪問する観光プログラムを「メコンデルタツアー」といい、観光客に人気だ。狭い水路を走

っていると、目の前に、突如としてネイチャードキュメンタリー<ナショナルジオグラフィック>さながら

の、うっそうとした壮大なマングローブ森が現われるのだが、この時の感動は他では味わえないものな

ので、ぜひベトナムを訪れたら、足をのばしてカンザーまで行きたい。なお、カンザーでは、マングローブ

森見学のほか、ワニが出てきそうな沼地の上にかかった木橋を歩きながら散歩したり、ベトナム戦争当

時、司令部が作戦会議室、食堂などに使った施設を復元した建物を見学したりもできる。司令部の建物

は、激しかったベトナム戦争の実状を今に伝えているので、必ず立ち寄りたい。なお、カンザーは猿が棲

んでいるため、別名「猿島」とも呼ばれている。戦争で破壊される前は、野生の猿やワニがたくさんいた

といい、現在も、ワニを飼育中だ。

カンザーへはホーチミンからの日帰りも可能だが、バンガロー風の宿泊施設、カンザーリゾートもある

ので、自然の中でのんびり過ごしたければ、一泊しよう。近海やマングローブ湿地の中で取れた魚介な

ど、ホーチミンでは決して味わうことができない料理も堪能できておすすめ。



17City Theme Tour

慶州 スタンプラリー
慶尚北道に位置する慶州は、かつて992年もの間、新羅の首都とし

て栄えた古都で、世界文化遺産に指定されている古刹をはじ
め、新羅の歴史文化的遺跡などがある、見どころ豊富な

町だ。人気の観光地を効率よく回れるように、スタ
ンプラリーが3コース設定されているので、スタ

ンプを集めながら慶州見学を楽しもう。

慶州スタンプとは?

慶州の代表的な歴史文化ス
ポット15ヶ所をめぐるスタ
ンプラリーコースは、主に3
コース。大陵苑-瞻星台-芬皇
寺-東宮と月池(旧雁鴨池)-校
村マウル-オルム-鮑石亭をむ

すぶ「市内圏～南山圏」、武烈王陵-キム・ユシン
墓-良洞村をむすぶ「西岳券～北部圏」、元聖王陵-
仏国寺-村里月文学館-石窟庵-感恩寺址に連結される
「仏国寺圏～東海圏」だ。 各コースに配置された
文化観光解説館にスタンプと用紙が用意されてい
る。 開館時間は午前9時30分から午後5時。
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西岳圏

北部圏

500年の歴史が息づく両班の村 良洞村
朝鮮王朝時代に両班文化が最も栄えた嶺南地方（韓半島東南部）に位置し、安東の河回村とともに 2010年7月ユネスコ世界文化遺

産に登録された両班の村、良洞村（ヤンドンマウル）。両班とは、高麗、朝鮮王朝時代の官僚機構・支配機構を担った身分階級のこ

と。良洞村の地形の高いところに、両班が居住していた伝統家屋韓屋が、低いところに両班に仕えていた人々が住んでいた藁葺きの

家がそれぞれ軒を連ねている。良洞村は、月城孫氏と驪江李氏という、ふたつの両班氏族がある時は争ったり、またある時は互いに

協力したりしながら、500年以上にわたり、発展させてきた村である。見どころは、重要民俗文化財 第23号 に指定されている月城孫

氏を代表する家屋、書百堂（ソベクダン）と、宝物 第411号 に指定されている驪江李氏を代表する家屋、無忝堂（ムチョムダン）。ま

た、村の入口付近には、100年を超える「ヤンドンコムバン」という商店があり、手づくりの薬菓や米飴、シッケ、水正果、梅茶などを売

っているので、休憩がてら立ち寄ってみよう。

住所 慶尚北道慶州市江東面良洞92 電話 070-7098-3569 営業時間 09:00~19:00 入場料 大人4000ウォン、子ども1500ウォン ホームページ yangdong.invil.org

三国統一に尽くした王 慶州 武烈王陵
新羅29代武烈王、金春秋の陵。真骨（両親のどちらかが王族）出身

として初めて王になった金春秋は、後の三国統一の礎を築いた人物

でもある。新羅王陵としては珍しく、その主人が分かっている陵墓

であり、史跡20号に指定されている。武烈王陵の左には国宝25号に

指定されている太宗武烈王陵碑があるが、碑石はなく、亀形のした

亀趺と龍が刻まれた石だけが残っている。

住所 慶州北道慶州市ノンナムギル10-4 電話 054-772-4531 開館時間 09:00~18:00 入場
料 大人 1000ウォン、こども400ウォン

新羅名将の威厳  
キム・ユシン墓
武烈王陵から3キロの距離に、キム・ユシン

将軍の墓がある。674年文武王14年に築造

され、史跡21号に指定されている。キム・ユ

シンの妹が武烈王に嫁ぎ、文明夫人となっ

たほか、自身も後に武烈王の三女を夫人と

するなど、新羅の王族ではなかったものの

王族との関係は深かった。キム・ユシンの墓は一見すると、王陵より立派にさえみえるが、これは三国統

一に尽くした功績が認められたためだ。円墳の周囲には十二支神像が刻まれている石柵がめぐらされて

いるので、注意して見てみよう。

住所 慶州北道慶州市忠孝洞山 7-10 電話 054-749-6713 入場虜 大人1000ウォン、こども400ウォン

三国統一に尽くした武烈王が
眠る武烈王陵や、興武大王と
呼ばれたキム・ユシン将軍の墓
など、新羅千年の歴史を感じる
ことができる西岳圏から、古き
良き韓国の姿が残る世界文化
遺産の村、良洞村がある北部
圏までのコース。
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仏国寺圏

東海圏

世界文化遺産に登録された 
統一新羅の傑作 仏国寺
新羅景徳王10年、宰相の金大城（キム・

デソン）によって建立がはじまり、774

年恵恭王10年に完成した。文禄の役の

際に焼失したが、大雄殿など一部の建

物は再建された。1970年代から大々的

な復元工事がはじまり、現在の姿に。境

内面積は11万 7541坪にも及び、見どこ

ろ豊富。大雄殿を見学したら、無説殿、

観音殿、昆盧殿、羅漢殿、極楽殿、仏教

美術館の順に進むと効率よく見てまわ

ることができる。

住所 慶州北道慶州市進峴洞15 電話 054-746-9913 
拝観時間 07:00~18:00、冬季~17:30 入場料 大人 
4000ウォン、子ども2000ウォンホームページ 
www.bulguksa.or.kr

仏教芸術の最高峰、石窟庵 
石窟庵
仏国寺を訪れたら、必ず石窟庵へも足

を運ぼう。統一新羅恵恭王10年に完成

した石窟庵は、1962年に国宝第24号に

指定、1995年には仏国寺とともにユネ

スコ世界文化遺産にも登録された。トア

ム山の中腹に位置しており、登山道を

20分ほど歩いて上がらなければならな

い。ドーム型の石窟の中に安置されて

いる釈迦如来像は精緻を極めており、

新羅仏教美術彫刻の最高峰といわれて

いる。保護のためにガラスで覆われて

いるが、ガラス越しでも、その美しい姿には圧巻。

住所 住所慶州北道慶州市進峴洞999 電話 054-746-9933 参拝時間 06:30~18:00 入場料 大人4000ウ
ォン 中高生3000ウォン、小学生2000ウォン ホームページ www.sukgulam.org

韓国文学界の二人の巨匠 
東里木月文学館
慶州出身である小説家の金東里

（キム・ドンニ）と、詩人の朴木月

（パク・モグォル）の作品の数々が

鑑賞できる文学館。二人は韓国文

壇の二大巨匠と呼ばれており、韓国

文学の一時代を築いた人物だ。館

内には、「東里村文学館」と「木月

文学館」があり、「東里村文学館」

には、金東里作品の背景となった慶州の町の模型や、1936年に発表された創作集「「巫女図」

の模型などが展示されている。また、入口に代表作「旅人」の一節が書かれた「木月文学館」

では、生前、作家が詩を朗読した時の映像や肉声が流れているほか、晩年、執筆のために使っ

ていたソウルの元暁路のアトリエが再現されている。 

住所 住所慶州北道慶州市仏国路406-3 電話 054-741-1750 開館時間 09:00~18:00、11~2月09:00~17:00, 毎週月曜日休館 
入場料 大人1500ウォン、子ども500ウォン ホームページ www. .com

慶州を訪れたら、世界文化遺産に登録されている仏国
寺と石窟庵へはぜひ行きたい。優れた造形美を誇る仏
国寺と石窟庵、そして感恩寺址を見たら、自然のふとこ
ろに抱かれるような気分が味わえる海へ向かおう。

仏国寺 東里木月文学館 石窟庵 感恩寺址
文武大王陵 邑川港
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統一新羅を体感する 感恩寺址
三国統一を成し遂げた新羅文武王は、倭寇の侵略を防ぐため、東海（日本海）が一望できるところに寺を建立しよ

うとしたといわれている。その父の意を継いだ息子の神文王が即位した翌年に完工。「先の王の恩恵に感謝」する

との意で、感恩寺と名付けたといわれているが、現在残っているのは、寺址と三層石塔のみ。あの世にいっても龍に

なって、国を守るという文武王の遺言により、父が出入りできるように金堂の下には小さな空間を設けた。石を削っ

て造った13.4メートルにもおよぶ壮大な三層石塔は、統一新羅の石塔の白眉といわれている。

住所 住慶州北道慶州市陽北面 龍堂里55-1 電話 054-779-6109 入場料 無料 

おとぎ話に出てくるような村 邑川港
スタンプラリーのコースには含まれていないが、文武大

王陵から車で10分の距離にある邑川港は、慶州のホット

プレイスなので、陵の見学の後に立ち寄ってみよう。海岸

に沿って、壁画が描かれており、まるで、おとぎ話の中に

迷い込んだかのような色とりどりの世界が広がっている。

また、邑川港の橋を渡ると、コバルトブルーの海に六角形

の扇形をした柱状節理がそびえているのがみえる。10メ

ートルを越える精巧な石柱が1.7キロにわたり、列をなし

ている姿は壮観。展望台から一望できるので、自然の芸

術をぜひ鑑賞しよう。

住所 住所慶州北道慶州市陽南面邑川里195-6 柱状節理 点灯時間 夏期 日
没～21:30、冬期 日没～20:00

新羅唯一の水中陵 文武大王陵
慶州市内から36キロ離れた陽北面奉吉里近海には、文武

大王の海墓がある。この水中陵は、亡くなってからも国を

守ろうとした文武大王の遺言によって作られたもの。海

岸から約200メートル離れた海上に、つき刺さっている小

さい岩島「大王岩」の下に遺骨を奉ったという説と、火葬

にしてこの辺りに灰をまいたという説など、諸説ある。文

武大王陵の気勢を慰めようと、巫女が頻繁に訪れ、祈祷

を捧げている。

住所 慶州北道慶州市陽北面東海岸路 1365-5 電話 054-779-8743~8759 入
場料 無料
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市内圏

南山圏

東洋最古の天文台  
瞻星台
国宝第31号に指定されている瞻星

台は、新羅善徳女王の時に作られ

た天文台だといわれている。瞻星

台の円筒部を積み上げた花崗岩

の数は362個で、これは陰暦の１

年の日数を意味している。ま

た、27段の円筒部と2段の井

字石頂上部、基壇部を合わ

せると、29，30段になり、こ

れは陰暦の1ヶ月の日数を意

味している。円筒部の

窓の上下が各12段

ずつ積み上げられ

ているのだが、これは上下12を足し

て二十四節気を表している。

住所 住所慶州北道慶州市仁旺洞839-1 電話 054-772-5134 開館時間夏季 09:00~22:00、
冬季09:00~21:00 入場料 無料

新羅の王たちが眠る 大陵苑
皇南大塚、味鄒王陵、天馬塚など、巨大な王陵が集まった公

園。大陵苑の西北にある天馬塚は、墓の中に入ることができ

るため、慶州旅行の必須観光コースに数えられている。大小

約20基の陵と池がある大陵苑は、観光スポットであることはもとより、慶州市民の憩い場にもなってお

り、昼夜問わず、人が行き来するところだ。1973年に発掘された新羅22代智證王の陵と推定されている

天馬塚からは、金冠をはじめ1万 1526点もの遺物が出土した。 中でも、天馬塚金冠と、白樺の木の皮に

乗って空を飛ぶ天馬を描いた天馬図の発見が、当時大きな話題となった。住所 住所慶州北道慶州市皇南洞53 電
話 054-779-8795~7 開館時間 09:00~22:00、年中無休　入場料 おとな2000ウォン、子ども600ウォン 

市内圏～南山圏は、大陵苑から、瞻星台、校村マウル、雁鴨池、オルン、鮑石亭址を回る
コース。ガイドブックに必ず出てくる有名歴史スポットが多いのが特徴。徒歩でまわると
ころも多いので、歩きやすい靴を準備しておこう。

大陵苑 瞻星台 芬皇寺 東宮と月紙(旧雁鴨池) 校村マウル オルム 鮑石亭

新羅の月の夜 慶州東宮と月池
王子が滞在したといわれている東宮と、池に月がうつくしく映ること

からその名がついた月池。 新羅王宮の別宮で、国の慶事や、客を迎

えた際の宴会の場として使われたところで、臨海殿址や雁鴨池とも

呼ばれている。 <三国史記>によると、文武王14年に池を掘った際

に、島と山を作り、花木を植えたと伝えられている。臨海殿の下には

照明が設置されており、日が暮れると、きれいにライトアップされる

ため、夜景の名所としても人気を集めている。

住所 住所慶州北道慶州市仁旺洞26-1 電話 054-772-4041 開館時間 09:00~22:00、年中
無休 入場料 大人2000ウォン、子ども600ウォン
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ノーブレス・オブリージュ チェプジャチプ
プチジャチプとは裕福な家のこと。ここでは、慶州崔（チェ）氏

の宗家のことを指す。1700年頃から続く名家で、今の地に定着

したのは朝鮮王朝中期ごろだといわれている。以来、約300年

間、12代にわたり富と名声を維持しつつ、学問においても9代続けて進士( 朝鮮王朝時代、科挙で小科の

最初の試験に及第した人に与えた称号)を輩出するなど、ノーブレス・オブリージュを地で行く家系だ。敷

地内には700～800石の米が保管できる倉庫もあったほど。裕福な家だったという。本来は99間の広さだ

ったが、舎廊棟と別堂は火災で焼失し、その礎だけが残っている。

住所 慶州北道慶州市校洞69 開館時間 4月1日~9月30日09:0~18:00、10月1日~3月31日09:00~17:00

韓国伝統家屋で楽しむ伝
統文化体験 韓国土器
昨年1月にオープンした校村マウルで

は、韓国伝統家屋が連なり、家屋ごとに、

国楽、天然染色、ガラス工芸、陶芸など、

さまざまな体験プログラムが用意されて

いる。土器機能者のリュ・ジンヨン氏と息

子のリュ・ククヒョン氏が運営している土器体験工房で、各種土器作

品などが鑑賞できる展示場もある。伝統技法での土器作りも体験

できる。

住所 慶州北道慶州市校村ギル31-6 電話 054-748-0791 営業時間 09:30~18:00 価格 土器
作り体験 1万 5000ウォン、絵付1万5000ウォン

チェ家に伝わる家醸酒 校洞法酒
300年の歴史を誇る校洞法酒は、朝鮮王朝時代、王様に献上された名酒。地主だった富豪のチェ家に代

々受け継がれていた醸造方法をつくられた伝統酒だ。

校洞法酒は、朝鮮王朝肅宗大王の時、宮廷料理の管理をしていたチェグクソン氏によって初めて醸造さ

れた。その後も代々受け継がれ、現在、10代目の人間文化財チェ・ギョン技能保有者が当時の方法そのま

まで製造している。

校洞法酒は、もち米と小麦の麹、水で醸造する。水はチェ家の庭にある井戸水を使うのだが、井戸の横

にあるクコの木が水に薬用効果を与えているといわれている。校洞法酒の1日の生産量はわずか16本

(900ミリ)。重要無形文化財第86号に指定されている貴重な酒だ。

住所 慶州北道慶州市校洞69 電話 054-772-2051 価格 校洞法酒紙箱 3万4000ウォン、校洞法酒木箱 3万 8000ウォン ホームページ 
www.kyodongbeobju.com

校村マウルをくまなく見学

韓国式伝統家屋が軒を連ねる校村マウルは15ヶ所の歴史
文化スタンプラリーコースの中でも、代表的なコースとして
知られている。約300年の歴史を誇るチェプジャチプや、新
羅最初の国立大学があった慶州郷校、チェプジャチプの家
醸酒「校洞法酒」の醸造所など、慶州を代表する観光スポ
ットが多いので、すべて見てまわりたい。 
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登山客を魅了する世界の山6

Best Season for 
Climbers

高く澄んだ空、さわやかな
風、赤く紅葉した木々が満
喫できる、秋の登山にでか
けてみてはいかがだろう
か。標高4000メートル級の
高山、神秘的な熱帯雨林の
山、秋に登りたい紅葉のき
れいな山など、名山と呼ば
れる世界の山々を一挙ご
紹介。  
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迫力あふれる峰が連なる 
小白山国立公園 栄州 韓国
白頭山から智異山まで続く、韓国最大の山
脈であり、韓半島の背骨といわれている白頭
大幹。白頭山から金剛山を経て、太白山に至
り、さらにその西南へいくと、小白山脈があ
る。小白山脈の主山である小白山は、韓国
12大名山のひとつで、1987年には、国立公
園に指定された。漢字で「小さい白山」と書
くが、高さ1439メートルの昆盧峰をはじめ、
国望峰、蓮花峰などが幾重にも連なり、雄
壮な山勢を成している。しかし、稜線は非常
にゆるやかなのが特徴だ。１年の半分は雪
で覆われているため「韓国のアルプス」と呼
ばれている。春はツツジが咲き乱れ、夏は深
い緑に染まり、秋になるとすすきと紅葉で美
しい姿をみせる。また、冬は一幅の山水画の
ような景色が広がるなど、四季を通して絵画
のような景色を楽しむことができる。 小白
山登山といえば、国望峰、昆盧峰、蓮花峰をつなぐ道が最も有名で、小白山の連峰は、ほぼこ
の三峰から始まる。国望峰(1421メートル)は、かつてソンビ（昔の学者）が、時局が厳しくなる
と、宮廷に向かって、天下太平を祈ったところだといわれている。
蓮花峰 (1394メートル)の下には、韓国最初の国立天文台である、小白山天文台があるので、
立ち寄ってみよう。

東南アジア最高峰に挑戦 キナバル国立公園 コタキナバル、マレーシア
標高約4100メートルにもおよぶ東南アジア最高峰、キナバル山。コタキナバルの象徴ともい
われるこの山には、世界最大の花といわれるラフレシアをはじめ、さまざまな動植物が棲息し
ており、生態学的にも価値ある山とされている。2000年にはユネスコ世界自然遺産に登録さ
れ、ますます人気を集めているキナバル山は、巨大な岩山を上る難易度の高いコースから、森
林の中を散歩するように歩くことができる道まで、実に多様なコースがある。 頂上のロウ峰 

(4095メートル)までは、ロープが設置されてい
るので、特に装備や技術がなくても登ること
ができる。ただし、標高4000メートルを超え
るので、高山病にならないように、気をつけ
なければならない。キナバル山の本格的な登
攀は標高1564メートル地点の管理事務所か
ら。なお、標高2000メートルを超えたあたり
から、高山病を予防するため、歩く速度をゆ
るめ、水分補給をしっかりするよう心がけよ
う。 通常、ロウ峰までは片道10時間ほどか
かるので、途中山小屋で休み、明け方前に出
発し、頂上でご来光を拝むという、1泊2日の
スケジュールを組むのがおすすめ。山小屋は
必ず3～4ヶ月前にはインターネットで予約し
ておこう。なお、頂上までの本格登山のほか
に、国立公園入口からキャノピー橋まで、約
30～40分のジャングルウォーキングなどもで
きる。
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海岸に面した中国一の名山 
ラオシャン 青島 中国
青島といえば、多くの人が青島ビールを連想す
るのではないだろうか。しかし、青島ビールに負
けず劣らず有名なのが、ラオシャンだ。18,000
キロにもおよぶ中国海岸線沿いにそびえる最も
高い山で、中国最初の風景名勝区でもある。
巨大な花崗岩山が海岸に沿ってそびえており、
山の頂には、屏風のように連なった30の峰が果
てしなく続いていることから、昔は「神仙が住
む神秘の山」、「海上一の名山」と呼ばれた。
ほとんどが標高1000メートル級の山で、ケーブ
ルカーが設置されているほか、トレール区間も
きちんと整備されているので、初心者でも挑戦
できる。最高峰は巨峰(1132メートル)だが、軍事
施設があり、登山の制限されているため、 旗
峰(1080メートル)がその代わりの役割を果たし
ている。 旗峰に登ると、地平線の彼方まで続
く広大な空と海が一望できるほか、すぐ下には
奇岩怪石の黒色花崗岩がみえるなど、どこに目
をやっても自然がおりなす美しい風景を満喫す
ることができる。また、道教の聖地としても有名
で、2000年の歴史を誇る太清宮をはじめ、上清
宮、明霞洞など、山中には、たくさんの道教寺院
があるのも特徴だ。
ラオシャンまでは、バスで天地淳和門まで行
き、ケーブルカーで離門まで上がった後、 旗
峰まで歩くのがおすすめ。 離門三叉路から海
を前に、坤門、兌門などの八卦門をまわると、ラ
オシャンの魅力がよくわかる。なお、八卦門を
全てくぐると福が来るとのいい伝えがある。

神秘の森を散策する 屋久島 鹿児島 日本
鹿児島県の南側に位置する屋久島は、1993年、日本初のユネスコ世界自然遺産に登録された島で、宮崎駿
監督のアニメーション<もののけ姫>の舞台になったことでも有名だ。大隅半島からは約60キロ離れて場所
にあり、総面積は約500 km²、九州の最高峰である宮之浦岳(1936メートル)を含む1800メートル級の峰が3
つ連なることから、「海上のアルプス」と呼ばれている。海からの湿った風が山にぶつかり、大量の降雨をも
たらすため、亜熱帯特有の湿っぽさが感じられる。森の中は、多種多様な植物が自生しており、まるで太古
の森を歩いているかのような感覚が体験できる。屋久島には、トレッキングコースが大きく分けて２つある。
ひとつは、淀川登山口から宮之浦岳頂上までの7.8キロのコース、もうひとつは荒川登山口から10.7キロ先の
樹齢7200年の縄文杉まで行き、再び戻ってくるコースだ。それぞれ所要時間は往復9時間程。長時間トレッ
キングに自信がない人は、樹齢1000年を超える杉が茂る自然休養林、ヤクスギランドに足を運ぼう。なお、
屋久島はほぼ毎日雨が降るので、レインコートと滑り止めがついた登山靴を必ず用意していこう。
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神が創った山上の傑作 
無等山国立公園 光州、韓国
通常、柱状節理といえば、海岸にあるものだが、韓国の無等山の
頂には柱状節理がそびえている。柱状節理とは、4500万～8500
万年前の火山活動の際に熱いマグマが固まって岩石になり、冷め
る過程で体積がわずかに収縮してできるもののことをいう。韓国
では、山に柱状節理があるのは、唯一、無等山の最高峰である天
旺峰 (1187メートル)だけだ。瑞石台と立石台と呼ばれ、天然記念
物にも指定されている柱状節理は、長い歳月の侵食と風化によっ
て石柱が崩れ落ちているが、それすらも壮観をなしている。
1972年に道立公園に指定され、昨年21番目の国立公園に昇格し
た無等山は、柱状節理のほかに、證心寺渓谷、ドンチョン谷、ク
ン谷、ヨンチュ渓谷、コムジョク谷、元暁渓谷、ソッゴル渓谷とい
った、清らかな水がながれる美しい渓谷も有名。山の中腹に位置
する元暁渓谷まで、以前は数時間かけて歩いて行けなければな
らなかったが、山の東北に観光道路が造成されたため、現在は、
途中まで車で行き、登山道を1時間30分程歩けば辿り着くことが
できる。また、千年古刹として知られる證心寺や元暁寺など、さま
ざまな名勝史跡があることも見逃せない。秋は、立石台や瑞石台
と並び、無等山の3大夕景スポットとして知られるキュボン岩の
紅葉や、ジャンボル峠、白馬稜線のすすきも見物。
なお、11月30日までの毎週土・日曜日の午前9時と午後1時は、光
州市が運営する無等山国立公園循環バスがあるので、利用しよ
う。光州駅を出発し湖生態公園、證心寺駐車場を経て、光州駅に
戻るコースで、所要時間は約2時間30分だ。

東アジアのアルプスに登る
阿里山 台湾
国土面積の70%が山で覆われている台湾
は、登山家たちのパラダイスだ。標高3000
メートル級の山が約200あり、「東アジアの
アルプス」とも呼ばれている。 中でも、台
湾八景の一つに数えられている阿里山は、
数千年かけて形成された大自然が満喫でき
るところだ。高雄から2時間ほどの距離にあ
る阿里山とは、台湾最高峰である玉山
（3952メートル)と並んで、国土を南北で縦
断する250キロの山脈の総称で、平均2500
メートルにも及ぶ峰が、実に18も連なって
いる。 阿里山には、インドのヒマラヤ登山

鉄道、ペルーアンデス山鉄道とともに、世界3大高山鉄道に数えられている阿里山森林列車が走ってお
り、標高30メートルのザイ駅から標高221メートルに位置する阿里山駅まで71.9キロを運行している。車
窓からは、熱帯、亜熱帯、温帯気候で育った植物が順に鑑賞でき、まるで広大な植物園の中を走ってい
るかのよう。列車で阿里山駅まで行ったら、その付近で一泊し、翌朝、最高峰の祝山（2488メートル)の展
望台に上がって、日の出を眺めるのがおすすめ。また、阿里山駅の近くには、「天上の郵便局」と呼ばれ
る阿里山郵便局があり、記念切手やハガキが販売されているので、興味があれば立ち寄ってみよう。 な
お、阿里山といえば、台湾で最も日の出が美しいことでも有名で、1000ニュータイワンドル紙幣の裏面に
は、玉山に浮かぶ日の出が描かれている。
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台湾南部の最大都市、高雄
は、美しい自然と、多民族文
化が共存する町です。以前

は、鉄鋼と石油化学製品を生産する重工業都市でし
たが、近年、市の努力により、歴史や文化、自然があ
ふれる観光都市に生まれ変わりました。「海洋観光
中心都市」として台頭している高雄は、のどかな雰囲
気で、人々も親しみやすいのが特徴です。また、各種
文化施設をはじめ、ショッピングモール、デパート、
公園、山、川、海、港など、たくさんの観光地がある
ことでも有名です。

高雄へいらっしゃった
ら、ぜひ愛河( L o v e 
River)、蓮池潭の龍虎
塔(Tiger  Tower  of 

Lotus Pond)、ブッタ記念館(Fo Guang Shan 
Monastery)を訪れてください。ラブリバーとも呼ばれ
る愛河は、高雄市を南北に流れる大きな河で、川ベ

リでは、音楽を聞く人や、コーヒーを飲む人、散歩をする人など、思い思いの過ごし方を楽しん
でいる人たちであふれています。また、ボートや遊覧船にも乗ることができるため、高雄きって
の観光地としても知られています。なお、この遊覧船ですが、高雄市が推進している環境保護
政策の一環で導入した太陽光船だということもアピールすべき点です。 龍虎塔は最も有名な
寺院のひとつです。入口は龍の口、出口は虎の口になっているのですが、これは「龍の口を入
り、虎口から出てくると、不幸を幸運に変える」といわれているからです。 また、台湾南部エリ
アに位置するブッタ記念館は、台湾最大の仏教寺院です。建物が美しいことで有名ですが、特
にDafo仏像が雄壮であるほか、仏像の囲む480の小さい金仏像も崇厳な雰囲気をかもし出し
ているので、ぜひ拝観してください。  

中国からの観光客です。統計によると、2013年は1,564,317人の
中国旅行客が高雄を訪れました。

2013年は、2,354,432人の旅行者が高雄を訪問して
くださいました。観光産業の総生産価値は約
40,515,796,515ニュー台湾ドルでした(国内旅行者
生産価値22,272,905,200ニュー台湾ドル、海外旅
行者生産価値は18,242,891,315ニュー台湾ドル)。

また、高雄経済における観光産業が占める割合は0.967%になります (高雄経済の総生産価値

TPO Interview

高雄を訪れる旅行者に、
おすすめの観光スポット
をご紹介ください。

どこの国からの旅行者が
いちばん多いですか？

2013年に高雄を訪れた海外からの旅
行客数を教えてください。また、高
雄の経済における観光産業の占める
割合もお願いします。

台湾を代表する貿易港であり観光地である、台湾南西部
の港町、高雄。一年を通して温かいことから「台湾のハワ

イ」とも呼ばれているこの町は、見どころ豊富なことか
ら、世界中の旅行者に注目されている観光地だ。 今回

は、高雄ツーリズムビューローのスーチュアンシェン局長
に、台湾第2の都市高雄の観光産業や新観光開発計画、

今後のTPO活動について話しを聞いた。

高雄ツーリズムビューロー
スーチュアンシェン局長

観光海洋の中心  
高雄

高雄市について 
ご紹介ください。
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ーションが点灯し、ロマンチックな雰囲気が楽しめることで知られ
ています。開催日は陰暦1月15日（毎年2～3月）で、2011年からは、
カンサングァツサン、フォークアンシャンが参加しているほか、高
雄以外のエリアからの参加も増えています。また、今年のはじめに
は、各自が作ったランタンを持って町を練り歩くランタン行列を開
催し、7万人以上の人々が参加しました。ランタン行列は高雄で最
もはなやかで楽しい祭りといえるでしょう。

競争力強化に重きを置いている高雄市で
は、文化、創意力、観光、展示、その他産
業発達に力を入れています。中でも、港湾

エリアでスタートした、2百万ニュー台湾ドル規模の高雄新港湾プ
ロジェクトには特に力を入れており、高雄展示場、高雄の港ターミ
ナル、海洋文化および大衆音楽センター、高雄公立図書館を建設
中です。また、この4つのランドマークをモノレールで結び、港湾

エリアを効率的に回れるようにする予定もしています。これらが完成したあかつきには、観光地
と休養施設の両方が楽しめる港湾都市として、高雄は再注目されることでしょう。 海外旅行
者にとって交通も大変重要ですが、高雄には、台湾鉄道、台湾高速鉄道、都市鉄道が走ってい
るほか、国際空港もあります。また、高雄軽電鉄建設第1段が2014年11月の試験を経て2015
年に開通する予定です。高雄軽電鉄は台湾初のモノレールで、 安全かつ便利な上、環境にも
やさしいとあって、高雄大衆交通体系の重要な道しるべになることが期待されています。この
ほか、高雄観光市場で浮上しているのが、展示産業です。新しく建つ高雄展示場は面積4.5ヘ
クタール、高さ27メートルの建物で、表面は約1万6000枚のガラス張りになる予定です。また、
屋根は海洋都市イメージを反映した波形で、季節風と台風にも強いのが特徴です。 大きな機
械やヨットなどの展示ができる台湾唯一の博覧会場で、1100の展示ブースや美しい海の景色
が見える400の野外展示ブース、多目的会議室などを備えているので、世界的なMICE(会議、
観光、総会、展示)産業の中心地として台頭するための踏み台として、高雄の新しい跳躍を主導
していくことでしょう。また、港湾に沿って建設されるエンターテインメント施設、海洋文化お
よび大衆音楽センターも政府が重点を置いているプロジェクトのひとつです。 面積11.89ヘク
タール規模で、3500席の公演室と12,000席の野外コンサート場を備えたこの建物は港湾
11-15エリアに建設中で、2017年完工する予定です。 アジア新港湾拡張とMICE産業の発達に
より、高雄経済は活性化するでしょう。このように高雄の価値を上げていくと、市民により多く
の雇用機会をも与えることができます。これらのプロジェクトは、1000以上の雇用を生成し、
約46億ニュー台湾ドルの純収益を創出すると予想されています。

TPO機構は、アジア太平洋都市の観光協力のための
国際的なネットワークだと考えています。数多くの活
動や総会に参加してアジア地域の最新観光および開
発情報を共有したり、多様な都市の観光戦略を学ん

だりする機会がたくさんあるので、TPO会員都市になれてとてもよかったと思っています。TPO
機構は、アジア各都市が互いに協力しながら経済的利益を創出していくシステムづくりや、さら
には世界中でアジア都市の地位を高めるような
役割をこの先、担っていくのではないでしょうか。
これからも、高雄で多くの国際観光行事が開催で
きるよう、TPO機構と協力したいと考えています。
私が暮らす愛すべき町、高雄の良さを会員都市に
紹介できる機会をくださったTPO機構に感謝申し
上げます。台湾にいらしたら必ず高雄にも足を運
び、素敵な旅の思い出をつくってください。 

TPO Interview

新たな観光開発計
画はありますか?

TPO機構活動についてどのようにお
考えですか？また、今後どのような
活動を期待しますか？ 

4,189,236,837,000ニュー台湾ドル。資料出所中華
民国財務部)。

1年の300日以上が晴天の高
雄では、気候が何よりの財産
ではないかと思います。あたた
かくて気候がいいのは、日本

や韓国などからの旅行者にとって魅力的な要素では
ないでしょうか。冬も温暖なので、ゴルフやサイクリン
グ、ボートなど、アウトドアを楽しむことができます。 
また、市民が親みやすいという点も高雄の大きい財産
です。高雄では道に迷っている旅行者がいると、道案
内したり、目的地までお連れしたりする高雄市民が必
ずといっていいほど現われます。高雄はいつも旅行者
を歓迎していますので、ぜひお越しください。

高雄の観光ターゲット
市場はアジアです。こ
れまで、中国や香港、
日本、韓国、マレーシア
などで開催された観光
博覧会に参加してきた
ほか、高雄のイメージ

アップをはかるため、海外広告も進めてきました。去
る6月には香港のトラムに広告を掲載したほか、釜山
で観光広報総会を開催したりもしました。今後も海
外観光市場開拓のためにさまざまなマーケティング
をおこなっていこうと考えています。

毎年、高雄ランタンフェ
スティバル、台湾ランタ
ンフェスティバル（毎年

開催地が異なる）、台北ランタンフェスティバルが大
々的に開催されます。中でも2001年にスタートした
「高雄ランタン祭り」は、愛河に色とりどりのイルミネ

台湾の多くの都市が観光
に重点を置いています
が、高雄では海外向けの
マーケティングをどのよ
うに行なっていますか?

高雄最大の観光イベント
は何ですか?  

高雄の最も重要な
財産は何だとお考
えですか?
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クアラルンプール、マレーシア
第6回TPOフォーラム実務者会議が成功裏に終了

第6回TPOフォーラムおよび実務者会議 (以下TPOフォーラム)が、去る6月27日から30日まで、マレーシアの

クアラルンプールにて開催され、成功裏に終了した。2年ごとに開かれるTPOフォーラムは、観光産業の重

要事案を議論したり、会員都市間観光産業経営に関する情報を交換したりする場で、今回のテーマは「イス

ラム観光市場の発展」だった。 27日はクアラルンプール市長のDatuk Seri Hj. Ahmad Phesal Bin Hj. Talib

が出席する中、歓迎晩餐が開かれた。また、翌28日にポプスタカン図書館(Perpustakaan Kuala Lumpur)に

て、開会式があり、クアラルンプール市長をはじめ６カ国16都市約110名が参席する中、各会員都市代表者

の「観光祭事例発表」やTPO共同事業の実務者陣会議が行われた。この場で、リジシン (Li Zhi Xin) TPO運

営委員長は「TPOフォーラムは、国際観光業界のトレンドを把握し、アイディアを共有する場であり、会員都

市間の絆を深める場である」と述べ、「今回のフォーラムを通じて、会員都市に多くの実りがあることを祈り

ます」としめくくった。 フォーラムでは、スリースートラ旅行会社(Sri Sutra Travel) のCEOであるDato’ Syed 

Mohd Razif Al Yahyaが「イスラム観光市場動向およびマーケティング戦略」というテーマで、また、DR. 

Nirwan Nod(Director for Research & 

Training Islamic Tourism Centre)が「アジア太

平洋地域イスラム観光市場の潜在的要因と

会員都市イスラム観光客誘致方案」というテ

ーマで発表した。このほか、27日にクアラルン

プール国立図書館にて「TPO観光交易展(TPO 

Travel Trade 2014-Malaysia)」も開かれ、TPO

会員都市関係者および17社のマレーシア旅

行会社社員が参加し、各会員都市の観光商

品を広報しあった。

TPO News
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韓国 釜山広域市
外国人大学生を対象にしたK-CLIP 2014開催

去る7月13日から27日までの15日間、釜山国立大学にて‘K-CLIP 

2014’が開催された。TPO学生旅行交換事業(STEP)の一環である

本行事は、釜山広域市などのTPO会員都市後援のもと、将来、

韓国の専門家になることが期待されているアジア太平洋地域12ヶ国21都市の大学生45名が参加して、開催され

た。 今回のテーマは「Let’s dive into Korean Language and Culture Together!」で、韓国文化を体験しながら、言

語を習うというもの。学生たちは、釜山大学国際言語教育院の韓国語語学コースで韓国語を学び、その後、韓紙工

芸やテコンドー、サムルノリ、韓服、茶道体験など、さまざまな韓国文化特別講座を受講した。期間中、慶尚道（釜山

・大邱・蔚山・慶州）と、全羅北道（全州・益山・群山）を観光し、その感想をPPTとUCCにて製作・発表するという、

「Korea Through My Eyes」プログラムも開かれた。 TPO関係者は「 K-CLIP 2014を通じて、外国人の学生たちが、

韓国の学生生活や、言語、文化、観光などを幅広く経験することで、将来、韓国観光専門家としてはばたく礎を築い

てくれれば」と述べた。また、「釜山市をはじめとするTPO会員都市も、未来の観光需要を増やすいい契機になった

のではないか」と言及した。 このほか、TPOは、2012年から、アジア太平洋地域観光を専攻している大学生を対象

に観光商品企画コンテスト‘Tourism Universiade’も開催している。 2012年は2種目で、10ヶ国25都市約100名が参

加、2013年は4種目、12ヶ国35都市140名が参加し、盛況のうちに終了した。

マレーシア クアラルンプール
2014 TPOベスト アワード受賞者発表

去る6月28日、クアラルンプールのマジェスティックホテル

で開かれた「第6回TPOフォーラムおよび実務会議」の歓

迎晩餐にて「2014年TPOベストアワード受賞都市」が発

表された。計9部門のうち、昌原市がベストマーケティン

グキャンペーン部門にて、群山市がベストフェスティバル・

イベント部門にて、高陽市がベスト広報キャンペーン部門

にて、それぞれ受賞するという快挙を成し遂げた。なお、

ベスト印刷広告部門は台南が、ベストプロモーション部門

は三亜、ベスト観光プロシュオ部門は鄭州市、ベスト ウェ

ブサイト部門はジャカルタ、ベスト地域専門家部門はイポ

ーがそれぞれ受賞した。このほか、ベスト旅行産業リーダ

ー部門は、ホーチミンのM s .  N G U Y E N  T H I 

HONG(Member of Ho Chi Minh City Party Committee’s 

Standing Board,Vice Chairperson of Ho Chi Minh City 

Peop le ’s  Commi t tee)と、広州のMs .  Chen  Ba i 

Yu(President of GZL International Travel Service Ltd)が

同時受賞した。 次回の「TPOベストアワード受賞都市」

は、2015年、中国三亜で開催される「第7回TPO総会」に

て、発表される予定だ。

群山市・益山市・全州市、韓国
中国広東省の旅行会社がファムツアーを開催

アジア太平洋都市観光振興機構(以下TPO)は、去る5月12日から16日の4泊5日の日程

で、中国広東省の旅行会社とマスコミを対象に、全羅北道ファムツアーを行った。今回

のファムツアーは、去る2月に広州市で開催された「TPO Travel Trade 2014-China」に

参加した全北地域会員都市が、中国アウトバウンド観光客誘致のために開いたもの

で、全羅北道庁をはじめ、群山市、益山市、全州市が共同で参加し、三都市の魅力的な

観光資源を余すところなく紹介した。 中国訪問団は、南部地域最大規模の旅行会社、

CITS、広東省のCYTS、CGZL, Nanhu Travel旅行商品プランナー、広州日報記者団な

ど。初日の12日は、共同観光広報説明会を開いたほか、群山、益山、全州、茂朱、鎮安

一帯の主要観光資源や宿泊施設、レストランなどをまわりながら、観光商品開発に必

要な情報収集を行った。 中国訪問団長のCITSのアウトバウンド副総経理であるTang Huadeng氏は「全北地域は、まだ中国ではあまり知られていないが、美しい自然と固有の

伝統文化を持ったところで大変驚いた」と感想を述べた。また、「首都圏とは差別化されたテーマで、中国人団体旅行客や修学旅行を狙った観光商品開発に最善を尽くしたい」

と約束した。 全羅北道関係者は「今回の行事は群山市、益山市、全州市の共同協力事業だったが、思った以上に全羅北道観光商品の競争力を高める重要な機会になった」と話

し、さらに「海外旅行客誘致のために、今後も地域間ネットワークを活用しながら、共同協力事業を推進していきたい」と述べた。

TPO News 30
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韓国 釜山 | 9月12日~9月15日

第17回釜山国際観光展
場所 釜山BEXCO

釜山広域市の主催で毎年開かれている、旅行・観光に関する博覧会。イベント期間
中は、世界40余国についての展示がなされるほか、旅行業界の専門家たちが一堂
に会するので、様々な旅行・観光情報が得られたり、ネットワークを広げたりするこ
とができる。世界の食べ物フェスティバルや釜山観光写真公募展の授賞式、世界伝
統民俗公演など、多彩な催しも準備されている。

ロシア イルクーツク | 9月25日~9月29日

第12回バイカル国際ドキュメンタリー・大衆科学映画祭「人と環境」
場所 イルクーツク the House of Cinema fi lm screenings

1999年から開催されている本フェスティバルは、環境ドキュメンタリーや科学映画
に特化した映画祭。約40ヶ国から、環境や生態系に関する作品500編が出品され、
うち約30編が本選に出場する。このうち約10本の作品に賞が与えられる。環境や生
態系と人間の間に横たわるさまざまな問題を定義する作品が出品されるため、世
界中から多くの関心が寄せられている映画祭だ。

ロシア ウラジオストック | 9月9日~9月15日

東方ライトフェスティバル
場所 ウラジオストック Avangard Stadium

今年で3回目を迎えるロシア最大のイルミネーショ
ン祭り。年々その規模は拡大しており、これを見る
ために世界中から数千人を超える観覧客が訪れる
フェスティバルに成長している。期間中は、街中が
イルミネーションでうめつくされるほか、世界各国
の花火も打ち上げられる。また、9月13日には東京、
大阪、ソウル、モスクワ、サンクトペテルブルクなど
のコンサートが鑑賞できる。

中国 青島 | 9月

青島アルパカカーニバルフェスティバル ‒ 
カートゥン彫刻展示
場所 青島高古軒芸術広場

アルパカカーニバルフェスティバルでは、期間中、
子どもや学生のためのカートゥン彫刻展示が開か
れる。人気のマンガキャラクターであるドラえもん
や鉄腕アトム、シュレックの彫刻が展示されるの
で、かわいいキャラクターの前で写真を撮ったり、
じっくり観賞したりしながら、素敵な思い出をつく
ろう。また、夜は、きれいなイルミネーションに囲ま
れて、青島の地元料理を堪能することができる。

日本 福岡 | 9月12日~9月21日

アジアフォーカス・福岡国際映画祭
場所 キャナルシティ博多

優れたアジア映画を世界に紹介する目的で、1991
年からスタートした映画祭。未公開作品が鑑賞でき
るほか、新進の映像クリエーターの作品にも出合う
ことができる。福岡観客賞受賞式、特別上映会、特
別招待試写会、トークショーなど、さまざまなイベン
トも開催される。今年は約25ヶ国から約300作が出
品される予定なので、いつにも増して多彩な映画を
観賞することができるだろう。

ベトナム　ホーチミン | 9月11日~9月13日

2014ベトナム国際旅行博覧会ITE
場所 ホーチミンSECC

東南アジアの中でも潜在市場として注目を集めて
いるベトナムにて開催される大規模な旅行博覧
会。主催はベトナム観光部とホーチミン市文化体育
観光局。33ヶ国の関連機関、約2万人の来客が想定
されている今年は、メコン地域のカンボジア、ラオ
ス、ミャンマー、タイなど、近隣諸国のさまざまな旅
行情報や、アジア太平洋地域の旅行商品が展示さ
れる予定だ。
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韓国 慶州  | 10月初旬

韓流ドリームフェスティバル
場所 慶州市民運動場

新羅千年の古都、慶州で開催される大規模な韓流
フェスティバル。主催は慶州市、慶尚北道、韓国演
芸製作者協会、主管は慶州文化財団。5回目を迎え
る今年は、K-POPスター約20チームによるパワフル
なステージが3時間にわたり繰り広げる予定。国内
はもとより海外から約1万5000人の観客が来場する
ことが予想されている。

インドネシア ジョクジャカルタ | 10月7日

ジョクジャカルチャーカーニバル 
場所 スルタン宮殿広場

毎年10月7日のジョクジャカルタ記念日に開
かれるカーニバル。ジョクジャカルタはジャバ
人の心の故郷といわれているところで、オラ
ンダを相手に独立戦争をした際は、共和国の
首都でもあった。バティックや、金、銀細工な
どの工芸品文化が色濃く残るところで、きら
びやかな芸術作品も鑑賞できる。当日は、華
やかなフェスティバルを一目みようと、世界
中から多くの観光客が訪れ、街は熱気にあふ
れる。

中国 張家界 | 10月14日~10月19日 

2014年第3回世界ウイングスーツフラ
イング決勝戦
場所 天文山

滑空用特殊ジャンプスーツを身にまとい、空
を飛ぶウイングスーツフライングの決勝戦。
これに先立ち、二度のランキングラウンドが
行われたが、今回は決勝戦とあって、トーナメ
ント方式で勝負を決める。飛行コースもジャ
イアンツサークルから直線レーンに変え、総
飛行の長さも既存の800～1000メートルから
1700～2000メールに増えた。天文山は、ウイ
ングスーツダイビング愛好者の最終目標であ
るほか、世界最高レベルのウイングスーツフ
ライング大会地としても有名だ。

日本 鹿児島 | 10月11日~10月12日

鹿児島錦江湾潮風フェスタ
場所 鹿児島ウォーターフロントパートなど

1988年から2013年まで夏に開いてきた「鹿児島カ
ップ火山めぐりヨットレース」が、市民参加型のイ
ベント「錦江湾潮風フェスタ」に生まれ変わった。
ウォーターフロントパークにて開催される本イベン
トは、鹿児島の主要観光資源である錦江湾と桜島
の魅力が思う存分味わえるほか、世界各国の料理
が味わえるブース、伝統踊り公演、フリーマーケッ
トなど、パークのあちらこちらで楽しいイベントも
繰り広げられる。また、鹿児島水族館でのイベン
トやクルーズイベントも開かれるなど、盛りだくさ
んな内容だ。

ロシア イルクーツク | 

10月21日~10月24日 

農業週間展示会
場所 イルクーツク Sibexpocentre

毎年10月に開かれる農業博覧会。
農業生産者がこれまでの成果につ
いて発表し、農業発展促進を目標
に技術のアップグレードや、先端技
術、装備および機械の導入につい
て模索する。

韓国 群山  | 10月3日~10月5日 

群山時間旅行祭
場所 群山近代歴史博物館およびクブルギル一帯

群山時間旅行祭は近代史と文化をテーマにした祭
り。期間中は崔茂宣将軍の鎮浦大捷イベントが開催
されるほか、イベント直前の10月1日は群山市民の日
でもあるため、より豊かな祭りになることが期待さ
れている。また、今年から祭りの開催場所が都心ま
で拡大されるため、今まで以上の来客が期待されて
いる。今秋、近現代が調和・共存している群山で、
旅行と祭りを楽しんでみてはいかがだろうか。

インドネシア ジャカルタ | 10月24日~10月26日 

サウンドフェア
場所 ジャカルタコンベンションセンター

ジャワ島北西岸、チリウン川河口に位置するインドネシアの首都、ジャカルタで開催
される世界最高レベルの音楽祭。イベント期間中3日間は昼夜問わず、ジャバジャズ
など、ジャバソウルに浸ることができる。コンサート会場のすぐ近くにはギャラリー
があるので、音楽とともにアートも一緒に楽しもう。
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マレーシア ペナン | 11月16日

ペナン大橋国際マラソン
場所 ペナン大橋 

1985年から毎年開催されているマラソン大会。コー
スは、世界でも最長規模の橋として知られるペナン
大橋上を通る。走りながらきれいな日の出が拝める
ので、プロのランナーだけでなく、初心者家族連れ
など、毎年、多くのマラソンランナーが参加する。
ハーフマラソンや、10キロマラソンなども用意され
ており、13才以上であれば誰でも参加可。

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ンセカテン
場所 スルタン宮廷広場

一ヶ月間に渡って開催されるナイトバザー。
すべての人の繁栄を象徴するお米と卵が販売
されるなど、深夜まで楽しい祭りが繰り広げ
られる。祭りのハイライトは寺院で演奏され
る、銅鑼や鍵盤打楽器などを使った合奏、ガ
ムラン。一週間にわたり、昼夜問わず演奏さ
れ、寺院は美しい音色で満たされる。北側広
場には子どもたちが楽しめるさまざまなエン
ターテインメントが用意されている。 

日本 下関 | 11月23日 

第31回下関さかな祭
場所 下関漁港

新鮮な魚や水産加工品がリーズナブルに購入
できる下関最大の水産祭り。毎年恒例のスー
パージャンボふく鍋、くじら鍋、あんこう鍋に
加え、今年は、本州の各種特産品も並ぶ。

日本 下関 | 11月23日 

リトル釜山フェスティバル
場所 コリアンタウン

下関駅東出口一帯のコリアタウンでは、
毎年リトル釜山フェスティバルが開催され
る。今年は、韓国レストランや韓国関連団
体が韓国料理ブースを出店し、定番韓国料
理から、現地に行かないと食べられないよ
うな珍しいものまで、さまざまな料理が用
意される。このほか、韓国伝統音楽と踊り
の公演も開かれるなど、多彩な韓国文化を
楽しむことができる。

台湾 台南 | 11月8日~12月14日

第10回台湾関子嶺温泉音楽祭
場所 関子嶺

イタリアのシシリー、九州とともに世界3大泥
温泉に数えられている台湾の関子嶺は、地下
400メートルから湧き出る泥温泉水につかる
と美人になるとのいい伝えがあるところだ。
イベント期間中は、さまざまな音楽が流れ、
街全体が活気にあふれる。また、すばらしい
自然景観を誇る水火同源の300周年を記念
し、記念碑をたてる予定もしている。

ロシア イルクーツク | 11月19日~11月21日 

第4回バイカルビーチフェア
場所 Baikal shore, Irkutsk

投資に関する博覧会。有益な投資の革新、開発を目
標に討論を行いながら、投資が成功する条件を整
える方法を模索していく。さまざまなベンチャー投
資家たちや革新起業家のための行事で、期間中は、
個人投資家、投資会社、社会科学および支援機関
代表者、ロシアをはじめとする海外の専門家たちが
参加し、議論する。

マレーシア マラッカ | 11月14日 

第6回マラッカ アート&パフォーマンスフェスティバル
場所 St Paul’s Hill

マレーシアの港町、マラッカでは、毎年秋になると、舞踊公演、ビジュアルアート、
映画、音楽などが楽しめる芸術フェスティバルが開催される。セントポール教会を
はじめとするマラッカの歴史ある場所で、芸術パフォーマンスが繰り広げられるな
ど、期間中はいたるところでイベントが開かれるため、世界中からたくさんの旅行客
が訪れる。この秋、神秘の街、マラッカで、多彩なアートにふれてみよう。


