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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、75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。

Tourism Promotion 
Organization for 
Asia Pacific Cities 
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群山は、100年を超える建物が多い、風情ある町。日本統治時代には、日本人町が形成されていた
ため、現在も日本式家屋が残り、中には、リノベーションして、カフェやゲストハウスとして活用し
ているところもある。さまざまな歴史がつまった群山へ、旅に出た。

昔の町並みが残る港町 
群山

	 群山	旅行情報

						位置  韓国全羅北道北西部の湾岸都市
						面積 680.76㎢ 
						人口  278,069人(2014年)
						気候  南部西海岸型で、冬は北西季節風の影響を受ける。

夏の高温多雨。年間の平均気温は12.℃、降水量は
1,201.4㎜。平均気温は1月が-0.4℃、8月が25.7℃。 

						概要  群山市は、錦江の河口と萬頃江の河口に囲まれた沃
溝半島、古群山郡島、黄海に浮かぶ島々からなる。
1899年に港が開港されて以降、西海岸の主要湾岸
都市として成長してきた。2008年にセマングム群山
経済自由区域庁が開庁された。 
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アーティストたちの文化創造スペース 
ヨインスク
2010年にオープンした文化創造スペース。建物
は、1960年代に建てられ、2007年までは旅人宿
（韓国語での発音：ヨインスク）として運営され
ていた。現在も名前は「ヨインスク」だが、漢字
では「与隣熟」と書く。「さまざまな隣人が集ま
ってくる場所」という思いを込めて名付けたと
か。毎年、ビジュアルアート作品を制作するアー
ティストを数人選抜し、芸術活動の支援を行って
いる。1階は展示スペース、2階はアーティストた
ちのプライベート空間になっている

住所	全羅北道群山市東国寺ギル3	電話063-471-1993	
開館時間	10:00~18:00

中世ヨーロッパ風の建物	旧群山税関
1908年に建てられた旧群山税関は、ソウルにある韓国銀行、旧ソ

ウル駅とともに、韓国に現存する西洋古典主義3大建築物に数え

られている。1993年、すぐ隣の敷地に新庁舎が竣工したため、長

年のその役割を終え、現在は、湖南関稅展示館として活用されて

いる。設計を担当したのはドイツ人。ベルギー産の赤レンガなど、

当時としてはかなり高級な輸入資材を用いて建設されたため、

100年以上の歳月を経た現在でも、花崗岩の礎石や、魚の鱗のよ

うな銅版屋根、空を突き上げるような尖塔などが、そのままの姿

で残っている。内部では、群山港開港当時の様子や群山税関の

昔の姿などが収められた白黒写真の展示が行われている。

位置	全羅北道群山市海望路244-7	電話063-454-7870	開館時間	09:00~18:00、月曜
日休館

群山アーティストの作品展示館	チャンミギャラリー
日本の統治時代からの建物で、解放後は娯楽施設として使われていた。現在は、世界的な画家、ハ・バニョン氏の作品の数

々が鑑賞できる展示空間になっている。群山で幼少期を過ごしたというハ・バニョン氏は、就学前、寺小屋で水墨画を描い

ていた頃から、既に頭角をあらわし、小学生の時には朝鮮総督府美術展覧会で最高賞を受賞。その後、フランスを代表する

国展「ル・サロン」の公募展において、2年連続金賞に輝いた。現在、90歳を超えるも、群山で洋画や陶芸、書、水墨画などジ

ャンルにとらわれることなく、東洋的色彩を用いた作品を制作し続けている。 

住所	全羅北道群山市海望路232		営業時間	09:00~18:00、月曜日休館	体験プログラム料金		キャンドル作り4000ウォン、天然染色皮ブローチ5000ウォン

近代文化
歴史通り 
& 旧都心

Culture & Travel

映画 <八月のクリスマス>ロケ地 
チョウォン写真館
98年に韓国で公開され、大ヒットした映画「八月の
クリスマス」の中で、ソン・ソッキュ扮する主人公、ユ
・ジョンウォンが営んでいた写真館。もともとはカフ
ェだったが、全国をロケハンしていた映画製作陣の
目にとまり、カフェのオーナーを説得して写真館に
改装したという。映画の撮影が終了すると、チョウォ
ン写真館は取り壊されたが、ロケ地観光をする人が
今なお、絶えないことから、群山市が同じ場所に同
じ建物を再現した。写真館の中では、映画の各シー
ンのパネルや、アンティークカメラなどが展示され
ている。なお、「チョウォン写真館」とは、俳優ハン・
ソッキュ氏が幼い時に住んでいた町にあった写真館
の名前だとか。

住所	全羅北道群山市クヨン2ギル	12-1	開館時間	09:00~18:00
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ヘルシーな韓国伝統茶
チョンダムチャッチプ
小さな日本家屋を改修した韓国

伝統茶カフェ。二重玄関になっている

ところや、上品な庭、障子が設えてあ

るところなどが、いかにも日本家屋ら

しい。のんびりした群山の町とよく合

う、静かでゆったりした雰囲気のカフ

ェを持つのが、オーナーの夢だっ

たとか。チャッチプ（茶店）との名

前の通り、メニューにはコーヒー以外に、韓国茶も多く取り揃えている。ナツメを5~6

時間クツクツ煮込んで作ったテチュ（ナツメ）茶がおすすめ。ナツメ本来の味を生かし

たお茶で、砂糖やシロップなどは一切使用していないが、甘みが十分に感じ

られて美味。陶磁器の里として有名な利川市で選んだというオーナ

ーこだわりのカップに入れて、お茶を出してくれる。 

住所	全羅北道群山市グヨン6ギル18	電話063-445-1231	営業時間	10:00~18:00	
価格	テチュ茶	5000ウォン、ゆず茶4000ウォン

Culture & Travel

畳の上でのんびり過ご
す昼下がり
ミズカフェ（旧ミズ商社）
ミズカフェは、1930年代に貿易会社と商業施設だった旧ミズ

商社の建物を再現したもの。現在は群山近代博物館に隣接

しているが、もともとは博物館の向かいに位置していたとい

う。1階はカフェテリア、2階は畳部屋になっており、本がずら

りと並ぶ。外の景色をみたり、本を読んだりしながら、の

んびりした時間が過ごせるため、地元の人や旅行客

に人気。メニューはコーヒーやラテ、ハンドメイド

ティーなどが用意されており、どれもおすすめ。

住所 	群山市海望路232	電話 	 063-446-2867 	営業時間	
10:00~22:00	価格	ハンドメイドティー5000ウォン、エイド&スク
ワット	5000ウォン

日本家屋で	静寂な夜を過ごす古友堂		ゲストハウス
旧市街を西へ歩いていくと、アパート群の中に、1930年代の日本人街を再現した一角

がある。2012年に群山市が造成したもので、敷地内には、ゲストハウス古友堂をはじ

め、バリスタが入れたコーヒーが飲めるカフェスペース、群山出身の詩人、高銀の詠ん

だ詩の題名と同じ日本風居酒屋「せのや」などがある。ゲストハウスの前は日本風庭園

になっており、小さな池も設えてある。畳部屋から、リーズナブルなドミトリー、ファミ

リーで泊まれる大広間まで、6タイプのルームが用意されている。

住所	全羅北道群山市月明洞16-6	電話	063-443-1042	価格4万ウォン(週末,2人部屋),13万ウォン(2ルーム,5人部
屋)	ホームページ	www.gowoodang.com

日本家屋
を改修
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群山
グルメ

絶品のチャンポン	ポクソンヌ
韓国内では5本の指に入るチャンポンの名店。ぷりぷりのムール貝やイカなどの海産

物や、豚肉、 薬味などが、器からこぼれ落ちそうなほど盛られ、見た目からして

おいしそうなチャンポンは、スープが辛いが、やみつきになる味。惜しいところを

あえてひとつ挙げるとすれば、たっぷりの海産物に比べて、麺が少ないところだ

ろうか。チャンポンだけでなく、チャジャンミョンも絶品。チャジャンミョンは甘味

があるので、子どもにもおすすめ。

住所	全羅北道群山市月明路382	電話	063-445-8412	営業時間10:30~16:00,	日曜日休み	価格	チャンポン	7000ウ
ォン、チャーハン7000ウォン、チャジャンミョン	5000ウォン

滋味深いスープ	クンサンポクチプ
人気のふぐ鍋店。鍋を注文すると、ゆでイカや、旬の魚の刺身、新鮮な牡蠣

などが、大きな皿に盛られて一緒に出てくる。刺身はコチュジャンをつけ、白

菜に巻いて食べるのがこの店流。キムチやナムルをはじめとするおかずもテ

ーブルにずらりと並ぶ。アンコウの蒸し料理、アグチムもおすすめ。やや辛い

が、肉厚のアンコウがごろごろ入っていて贅沢な一品。締めには、アグチムの

具材でごはんを炒めたチャーハンがおすすめ。アグチム、チャーハンともに

辛いので、ふぐ鍋が箸休めになる。

住所	全羅北道群山市グヨン7ギル15	電話	063-446-0118	営業時間	10:00~21:30,	月曜日休み	価格
ふぐ鍋	1万	5000ウォン、アンコウ鍋	1万5000ウォン

韓国最初のパン屋さん	イソン堂
1900年代、現在のイソン堂がある場所に、「イズモ屋」という、韓国で最

初にあんパンを販売したベーカリーショップがあった。日本からの独立

後、今のオーナーのイ・ソグ氏が、‘李(イ)の姓(ソン)を持つ者が営むパン屋’

「イソン堂」をオープンした。野菜パンや米粉で作ったあんパンの評判がよ

く、今では行列ができる人気のパン屋に。薄皮の中にあんがたっぷり入ったあん

パンは甘さ控えめで、 おやつに最適。野菜パンはさっくりした食感。こちらも

中に具がたくさんつまっているので、ひとつでも、 おなかいっぱいになる。

住所	全羅北道群山市中央路177	電話	063-445-2772	営業時間07:30~22:30、第1•3日曜日休み	価格	あんパ
ン	1300ウォン、野菜パン	1500ウォン

朝食におすすめ	ハニルオク	
法事の時などに食べる「ムウグク」が、この

店のメインメニュー。ムウグクとは大根と

牛肉入りスープのこと。コクがあるが、意

外とあっさりしているので、朝食にもおす

すめだ。ここのムウグクは、具だくさんの

上、スープが絶品とあって、わざわざ遠方

からも食べにくるという。スープを注文す

るとついてくるごはんはふっくらしていて、

つやつや。スープ、ごはん、キムチなど、す

べてにおいて、良質の材料を使い、真心を

込めて作るのがこの店の鉄則。人気店な

のも納得だ。 

住所	全羅北道群山市クヨン3ギル63	電話063-446-
5502	営業時間	03:30~21:00	価格	ムウグク6500ウォ
ン、ユッケビビンバ6500ウォン
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ひっきりなしに警笛音が鳴りひびく喧
噪の街、ハノイ。迷路のようにくねく
ねした路地を歩き、小腹がすいたら、
あつあつのフォーを食べる。そして、
練乳がたっぷり入ったベトナムコーヒ
ーを飲み、かつてフランス領だった場
所を探訪する。こんな風に旅をしなが
ら、真のベトナムにせまった。

	 ハノイ	旅行情報

						地理  ベトナム北部の紅河デルタ(Red River 
Delta)に位置する都市 

						面積 921㎢ 
						人口  6,500,000人(2009年)
						気候  亜熱帯湿潤気候で、夏は蒸し暑く、冬

は涼しいが乾燥する。夏期は5月から
9月頃、冬期は11月から3月頃まで。

						概要  ベトナムの首都であり、2番目に大き
い都市。ハノイとは「ふたつの川の間
にある都市」という意味。1831年グエ
ン王朝によって呼ばれていた名前が、
現在でも使われている。1945年9月2
日にベトナムの首都になった。

千年の都市 

ハノイ
ストリート探訪



07Special

けたたましい警笛の音に驚かされたと思ったら、今度はオートバイがすれすれのところを通り過ぎて
いき、また驚かされる。しかし、通りでは事故ひとつ起こらず、人々は何事もなく歩いている。外国人の
目からは驚きや不思議なことだらけだが、どこかあたたかい日常風景が広がるハノイ。この街にどうし
ようもなく引かれる人が多いのも納得だ。 

屋台天国のタイに引けを取

らないほど、ベトナムにも屋

台グルメがたくさん存在す

る。シンプルなフォーをはじ

め、炭火焼きの豚肉がのった

フォー、ココナッツの葉で包んだ餅菓子、薄い半透明の

皮で具を巻いた春巻き、ピーナッツソースであえたビー

フジャーキー、なめらかな食感がたまらないプリン、練

乳がかかった熱帯のフルーツなどなど。食事からスイー

ツまで、これらすべてを屋台で食べることができる。1日

3食、しっかり食べても、食費は日本円で1日千円弱。リ

ーズナブルなので、ついつい食べ過ぎてしまうことも。

はじめてなのに
心地いい	

ハノイライフ 4

03.
数千にもおよぶ
屋台グルメ   

店内にイスとテーブルが並んでいるにも関わらず、ほとんどのハノイの人は、屋外に置かれた

簡易イスに座って、コーヒーを飲んだり、フォーを食べたりする。その際、通りに向かって座り、

通行人やオートバイを眺めているのも特徴だ。こうした独特の風景は、辺りが薄暗くなった頃、

旧市街地のビール通りでも繰り広げられる。屋外で楽しそうにビールを飲む地元人に混じっ

て、外国人の姿も目立つ。人々の熱気にあふれかえるストリートほど、外国人をときめかすもの

はないのだろう。

01.
通りに並ぶ
簡易イス	

1882年にフランス

の植民地になった

ベトナム。1946年

に独立をめぐり、フ

ランスとの間で戦

いを繰り広げる（イ

ンドシナ戦争）。インドシナ戦争で、南北

に分裂したベトナムで、今度はベトナム戦

争が勃発する。長い争いの結果、ホーチミ

ン率いる北ベトナムが勝利し、1976年にベ

トナムは社会主義共和国となった。ハノイ

は100年以上にわたりフランス領だったこ

とから、セントジョセフ教会をはじめとするフランス式の建物がいくつもある。黄色い建物や、屋根が尖った建物がひ

ときわ多いことや、ベランダに植物がぶらさげている家が多いのも、フランスの影響を受けてのことだ。

02.
異国情緒あふ
れるフランス
の痕跡  

ベトナムには、たくさん

の花を自転車に積んで売

り歩く、花売りがいる。曇

った日でも、こうした花

売りに出会うと、心が晴れわたり、すがすがしい気分に

なるものだ。人の心をいやしてくれる花があふれるベト

ナム。この国の人たちは、特別な日でなくても、花を楽

しむことを知っているのだろう。

04.
通りを走る花売り     
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旧市街地とも呼ばれる36通りは、11世紀、リー王朝への献上品を作らせるた
めに職人を集めた際に、形成された通りだといわれている。当時作られてい
た塩、砂糖、木器、銀、うちわ、敷物などが、そのまま通り名になっている。

躍動感あふれる
ハノイ

36通り アナログアイテム	フックロイ
一風変わったお土産として人気を集めている手作りはんこ。ハンクァットは「はんこ通

り」と呼ばれ、有名店が多い。中でも、20年間愛され続けているフックロイは、4代にわ

たって木のはんこを作り続けている店だ。既に模様が入っているはんこであれば、名

前、Eメールなど、収めたい文字を伝えると10分ほどで仕上げてくれる。自作の図案や

店内の図案から模様を選び、彫ってもらう場合は1日ほどか

かる。ざらざらした木の触感が格別な手作りはんこは、

工場で作ったものとは異なる独特の良さがある。

住所	6	Hàng	Quạt,	Hà	Nội	電話	+84-4-3824-5171	営業時間	08:00~19:30	
価格	3~25ドル

写真のような絵	
ポートレートペインティング
写真のような絵画を制作している工

房。50年間、絵だけを描き続けてきた

という画家が、筆の代わりにお箸とつ

まようじを、絵の具の代わりにすすを

使って、あたかも写真のような絵を描く

のだから不思議だ。ひとつの作品を仕

上げるのに約3日かかるという。ネルソ

ンマンデラ氏やタイガーウッズ氏とい

った有名人も肖像画を注文したとか。

来店せずとも、メールで発注すること

ができる。

住所	47	Hàng	Ngang,	Hà	Nội	電話	+84-4-3926-
0364	価格	200万ドン〜	

フルーツの砂糖漬け	オマイジョロイ
100年の伝統を誇るフルーツ漬けの専門店。フルーツに小さな刻み目を入れておくこと

が、おいしく漬けるこの店独特のコツだという。砂糖や生姜などを入れて、一週間ほど

漬けると食べ頃になるとか。キウイや梅、すももなど、約100種類のフルーツや野菜の

砂糖漬けを扱っている。甘いが、一緒に入れる材料によって、酸っぱかったり、ややピ

リ辛だったり、味は様々。100年以上使っているはかりや、商品が入ったビンが並ぶ様

子を見ているだけでも楽しい。

住所	8	Hàng	Dương,	Hà	Nội	電話	+84-4-3928-0737	営業時間	07:30~22:00(ナイトマーケットオープン時は
23:00まで)		価格	6万~8万ドン(1400g)
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ハノイ最初の在来市場 ドンスアン市場　 
旧市街地にある大きな市場。ハノイ最初の市場だったが、1994年に
火事で焼失。現在は、現代風の建物の中に多くの店が入っている。2
階建てビルの1階は、食料品店が軒をつらねるほか、大きな噴水があ
る。2階には衣料品店、生地を売る店などが入っている。通路は狭く、
問屋も多いことから客でごった返しているので、ゆったりショッピン
グを楽しむことは難しい。

住所	Đồng	Xuân,	Hoàn Kiếm,	Hà	Nội	電話	+84-4-3828-2170	営業時間	
06:00~18:00

高級シルク店	
カイシルク
ベトナムを代表するシルク

ショップ。スカーフやネクタ

イ、アオザイなど、すべての

商品に上質なシルクを使

用し、デザインも華やかか

つ上品。外国人旅行者に人

気のアイテムは、肌触りの

いい男性用下着だとか。

住所	113	Hàng	Gai,	Hà	Nội	電話	
+ 8 4 - 4 - 3 928 - 9 883 	営業時間	
09:30~20:00

サパショップ	サパショップ
店内には、少数民族が日常で使う、さまざまな小物や雑貨が所狭しに並んでいる。ベトナムの伝統衣装で

あるアオザイや独特な模様のネクタイ、かわいい人形、個性的なブレスレットなど、商品はすべて手作り。

手の込んだものが多い割に、どれもリーズナブルなので、お土産におすすめ。

住所	92	Hàng	Gai,	Hà	Nội	電話	+84-4-3938-0058	営業時間	08:00~21:00	1500ウォン

楽しくて自由な雰囲気のパブ	
ヘイ
ビール樽でつくったテーブルが並ぶパ

ブ。西洋人客が多く、店内はいつも自由

な雰囲気が漂っている。毎日午

後6時から10時までは、

ミュージックステーシ

ョンでバンドによる

公演が行われ、盛

り上 が り を 見 せ

る。また、いろんな種

類のカクテルやビール

が飲めるのもうれしい。

住所 	 12 	 Tạ 	 H iện ,	
Hoàn	Kiếm,	Hà	Nội	
電話 	 + 8 4 - 9 0 4 -
028484	営業時間	
04:00~24:00	価格	
アラスカファッシ
ョン8万	5000ドン,	
アラスカアイスティ
ー8万	5000ドン
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ビンテージ小物がたくさん
コンカフェ
セントジョセフ教会に隣接したカフェ。店

内はいつも多くの若者であふれている。1階

は常に混雑しているので、ここを訪れたら迷わず2階へ行

こう。ベトナム戦争が終わった70年代後半のものと思わ

れる雑貨や小物が陳列してあり、ひとつひとつ眺めるの

も楽しい。人気メニューは練乳入りのベトナムコーヒー。

住所	27	Nhà	thờ,	Hà	Nội	営業時間	09:30~23:00	価格	コーヒー3万5000ドン
フランスゴシック様式の建物	セントジョセフ教会　	
食堂と土産物店が続いている通りのつき当たりにそびえるゴシック調の聖堂。フランス植民地時代だった1898年に

完工したが、1912年にふたつの尖塔が追加され、さらに雄壮な姿になった。外観は歳月の分だけ黒ずんでいるが、

内部はきれいで、ところどころに華やかなステンドグラスが装飾されている。ミサの時間に訪れると、お祈りの様子

を見ることもできる。

住所	40	Nhà	Chung,	Hàng	Trống,	Hoàn	Kiếm,	Hà	Nội	ミサの時間	平日	05:30,18:30	土曜日18:00	日曜日	05:00,	07:00,	09:00,	11:00(フランス語),	16:00,	
18:00,	20:00

ナイトマーケット通り	
ハンガイ通りからドンスアン市場までの1.2キロの通りには、毎週金曜日から日曜

日まで、ナイトマーケットが開催される。服や靴、雑貨など、どれもリー

ズナブルなので、地元人にも人気だ。ナイトマーケットといえば、屋

台おやつも楽しみのひとつ。ソーセージやポップコーンから、じゃが

いものを渦巻き状にスライスしてフライしたもの、トッポッキ、キムパ

プまで、ありとあらゆるものが売られている。中には、キムパプに衣を

つけてサックリ揚げた天ぷらキムパプなるものも。営業時間 19:00~22:00

現地の人も認めるフォーの人気店
フォテン
食事時間には必ず長い行列ができるフォー食堂。牛骨を

長時間かけてじっくり煮込んだあっさり味のスープは、香

辛料がほどよくきいていて、日本人の口にもよく合う。お

好みでライムや唐辛子を入れてもよい。揚げパンをスープ

につけて食べるのもおすすめ。

住所	10	Lý	Quốc	Sư	Hoàn	Kiếm,	Hà	Nội	電話	+84-4-3825-7338	営業時間	
06:00~14:00,	17:30~22:00	価格	牛肉入りフォー4万	5000ドン
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雄大で雅やか	オペラハウス
フランスの建築家、シャルル・ガルニエが建てたパリのオペ

ラハウスを模して造った建物。黄色を基調にしたきらびや

かな外観、内部もそれに負けず劣らずの豪華な様相をして

いる。普段は中を見ることができないが、公演が開催され

る週末のみ立ち入ることができる。夜はほのかに明かりが

ともり、ロマンティックな雰囲気になる。隣にローカルコー

ヒーショップ「ハイルランドコーヒー」があるので、コーヒー

を飲みながらオペラハウスを眺めるのもいいだろう。

住所	1	Trang	Tien	St,	Hanoi	電話	+84-4-3933-0113	ホームページ	www.
vietnamonline.com/attraction/hanoi-opera-house.html

迷路のような書店	
ヘウサックタエントゥ
チャンティエン通りでとりわけ風変

わりな空間として知られるここは、

民家を改造してオープンした本屋

だ。細い通路に本が所狭しに並ん

でおり、まるで古本屋のような雰囲

気をかもし出している。書店がいく

つか入っているが、ヘウサックタエ

ントゥは、主に児童書や小説、英語

の教材などを扱っている。

住所	5	Đinh	Lễ,	Tràng	Tiền,	Hoàn	Kiếm,	Hà	
Nộ i 	電話 	 +84-4-3936-1055 	営業時間	
09:00~21:00

ハノイの悠々とした風景の中で	
ホアンキエム湖　	
周囲長が2キロの小さな湖。大きな木の下にベンチが設え

られた湖のほとりは、早朝は運動をする人、昼間は観光

客、夜はデートをするカップルたちが行き交っている。白い

アオザイを来た新婦と新郎がウエディング撮影を楽しんで

いることも。夜になると、ゴック・サン・テンプルと橋がきら

びやかにライトアップされる。

湖周辺は、今ハノイで話題のカフェ
や、フランス式建造物があることか
ら、観光客が最もよく訪れるエリア。
コロニアル様式の家々も並んでいる。

かつてのフランスの痕跡が垣間見られる通り

神秘的な伝説が伝わる	ゴック・サン・テンプル
有名な言い伝えがあるテンプル。その内容とは、「15世紀に明

から侵略された際、漁夫だったレ・ロイがホアンキエム湖か

ら、偶然剣を釣り上げ、それで戦ったところ、勝利し、レー王

朝を建国した。レ・ロイは湖で祭礼を行うと、亀がやってき

て、剣をくわえて湖の中へと消えていった」というものだ。亀

が剣を還収していったことから、湖はホアンキエム（漢字：還

剣湖）と名付けられたという。テンプル内には、大きな亀の剥

製が祭られている。

住所	Đinh	Tiên	Hoàng,	Hàng	Trống,	Hoàn	Kiếm,	Hà	Nội	開館時間	夏期	
07:00~18:00、冬期07:30~17:30	入場料	2万ドン

ホアンキエム湖 
& フレンチクォーター
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マレーシア13連邦州のひとつであるマラッカは、マレー文化、中国文
化、さらにはヨーロッパ勢力により支配されていた頃に流入してきた西
洋文化が、共存するユニークな街だ。東西貿易の中継地点として、その
類稀な文化が形成されていることが認められ、2008年に街全体が世
界文化遺産に登録。現在、世界中から多くの旅行者が訪れている。

徒歩で世界文化遺産を巡る旅 
マラッカ

	 マラッカ	旅行情報

						位置 マレー半島の南西部、マラッカ海峡に面し 
 た港町
						面積 330㎢ 
						人口  455,300人(2007年)
						気候  熱帯雨林気候で一年中高温多湿。年間の

平均気温は27℃、降水量は2410㎜。気温
が高い上に降水量も多いので、雨期（10〜
2月）は旅行を避けた方が無難。 

						概要  マラッカ州の州都。マラッカ川河口に位
置。14世紀、スマトラ島から来たパラメス
ワラがイスラム王国を建国、東西貿易の
中継地点として繁栄した。しかし、1511年
にポルトガルによって王国は滅亡、1641年
にはオランダが占領、1824年からはイギリ
ス領になった。
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ロマンがほとばしる水路	マラッカ川	
時が止まった都市、マラッカの中をうねりながら流

れる川。雰囲気のいいカフェや高級住宅が

軒を連ねるカンポンフル(Kampung 

H u l u ) 通りや カン ポ ンパ ンタイ

(Kampung Pantai)通りから眺め

る光景が見もの。川に沿ってゆっ

くり散歩するのもいいが、マラッ

カ川を堪能するならクルーズに

乗船するのもおすすめ。伝統家屋

や壁画、オープンカフェなどが並ぶ

異国情緒あふれるマラッカの美しい

夜景を楽しむことができる。

マラッカの歴史	
セントポール教会	&ファモサ要塞
セントポール教会はマラッカで最も高い場

所といわれるセントポールの丘に位置してい

る。もともとポルトガルから来た船長が建て

た教会だが、後にオランダが支配するように

なってからは貴族たちの墓として使用され

ていた。教会からはマラッカ市内が一望で

き、遠くのほうにはマラッカ海峡も見える。

丘を降りていくと、16世紀初頭にポルトガル

軍の要塞として使われたファモサ要塞にた

どりつく。ここもオランダ時代に大部分が

破損されてしまったため、現在は一部残って

いるのみ。

住所	Jalan	Kota,75000	Malacca

マラッカの中心	
オランダ広場	
マラッカ観光の基点になる場所。広場の中

央にはエキゾチックな噴水が位置し、その

周辺にはクライスト教会や、古い建物、蚤

の市などがある。マラッカの中心とあって、

人力車を引く人や露店商をはじめ、多くの

人が行き交っている。マラッカは思いのほ

か道が複雑なので、公園の向かい側にあ

る観光案内所で地図を入手しておくことを

おすすめする。毎週火・木・土曜日の午前9

時から12時までマラッカ無料歴史ツアー

（英語ガイド）も開催している。

マラッカの面積は1650㎢と、市内は徒歩でまわれるほ
ど、こじんまりしている。スペインのガリシア州サンティ
アゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路や、韓国の済州島
にあるトレッキングコースオルレギルなどと同様に、マラ
ッカの世界遺産見学は、特に決まったコースがないの
で、のんびり歩きながら思い思いの散策を堪能しよう。

マラッカ旅行のハイライト
世界文化遺産	散策コース
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にぎわうナイトマーケット		ジョンカーストリート	
マラッカを代表する観光名所、ジョンカー

ストリートは、ジャラン・ハン・ジェバッ

ト(Jalan Hang Jebat)とも呼ばれる地元

人に愛されている通りだ。昼間は、世界各

国から訪れる観光客でにぎわい、夜になると、ナ

イトマーケットが開かれるため、より多くの人で混み

合う。いろんな店があるが、中でもカフェやフード屋台

が人気。また、土産物雑貨店も旅行者の目を引く。週末は多

くの人でごった返すので、スリやひったくりにはくれぐれも注意しよう。周辺にはメジャー

ギャラリーや寺院などがあるので、ナイトマーケットオープンまで、時間を持て余すよう

であれば訪れてみよう。マラッカが持つまた別の魅力を感じることができるはずだ。

位置	オランダ広場から徒歩3分	住所	Jalan	Hang	75200	Jebat

マラッカ川岸に位置するホテル
カサデルリオマラッカ
マラッカに位置する五つ星ブティックホテル。スペイン語で

「川岸に位置する家」を意味するカサデルリオとの名の通り、

マラッカ川のほとりにたたずんでいる。66の客室はすべてリバ

ービューになっており、素敵な景色を見渡すことができる。1

階のメインレストラン「ザ・リバーグリル(The River Grill)」で

は、ハイレベルなマラッカ料理が堪能でき、また、屋外プール

では、マラッカ川を見下ろしながら、日焼けを楽しむこともで

きる。マラッカでは、エアコンがきいていない店もままあるた

め、エアコンがよくきいている点もこのホテルの魅力のひと

つ。蒸し暑いマラッカ

のオアシスともいうべ

きホテルだ。

住所	88,	Jalan	Laksamana	1,	
75200	Malacca	電話	60-6-
289-6888	営業時間	チェッ
クイン14:00、チェックアウ
ト12:00	ホームページ	www.
casadelriomelaka.com

赤い教会	クライストチャーチ　	
16世紀後半にオランダ人が建てた教会。オランダ広場

の中にあり、現在も教会として機能している。遠くから

でもすぐ目につく独特の赤茶色をしている建物には、

尖塔がそびえ、丸いアーチが設えてあるなど、オラン

ダ建築の真髄ともいえる美しい様式の数々を見ること

ができる。教会の上座には200年をはるかに超えるタ

イルがあり、その上に、レオナルド・ダヴィンチの「最

後の晩餐」が描かれているので、チェックしてみよう。

位置	オランダ広場から徒歩1分	住所	Bandar	Hilir,	75000	Malacca
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マラッカ最大のタワー展望台	タミンサリタワー	
遠くから見ると、まるで遊園地の乗り物かのようにみえるタミンサリタ

ワーは、円盤のような形をした展望台が360度回転しながら、ゆっくり

上層部まで上昇していくユニークなタワーだ。高さ80メートル(タワー

総長は110メートル)、最大人員数77名、搭乗時間は7分。マラッカで最

も高い位置から、世界遺産の街が一望できる。

電話	06-288-1100		開館時間	10:00~22:00	入場料	大人	20リンギット、子ども10リンギ
ット	ホームページ	www.menaratamingsari.com

素朴ながらも崇高な王宮	ムラカスルターンパレス　	
マラッカ王国時代の王宮を再現した、マラッカスルターンパレスは、伝統的な建築様式が特徴の木造建築物だ。現

在は文化博物館として使用されており、マラッカ王国時代の様子や、マレーシア各州の伝統衣装などが展示されて

いる。なお、スルターンとは、アラビア語で権力や権威を意味し、イスラム共同体の最高指導者、カリフが授与した

政治的支配者の称号である。

電話	06-282-7464	開館時間	09:00~17:30	入場料	大人	2リンギット、12歳以下の子ども	1リンギット	ホームページ	www.perzim.gov.my

大航海時代の痕跡	海洋博物館
タワーの向いにひときわ目を引く一隻の木造船がある。

かつて、マラッカ王国 から奪った宝物ごとマラッカ海峡

に沈んでしまったポルトガルの交易船「フロール デ ラマ

ール(Flora de la Mar)」を、再現したものだ。中は博物館

になっており、ポルトガルとマラッカが交易していた時

代の船の模型や硬貨、地図などが展示されている。船

内はエアコンがきいているので、太陽が照る中、涼みた

くなったら、ここに立ち寄るのもいいだろう。 

電話	06-282-6526	開館時間	月~木曜日	09:00~17:00、金~日曜日	
09:00~20:30	入場料	大人	6リンギット、子ども2リンギット

マラッカは博物館天国 
マラッカは、ババニョニャ博物館、国民博物館、海軍博
物館、海洋博物館、切手博物館など、実にたくさんの博
物館があり、博物館の街といっても過言ではない。博物
館巡りができる統合チケットがないのが残念だが、興味
のある博物館があれば、ぜひ訪れてみよう。
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愛する人と歩幅を合わせて歩いた道、かつ
て多くの若者が通いつめた音楽喫茶、近
代に建てられた西洋式建築物、情とおいし
い食べ物があふれている在来市場。こうし
た昔ながらのものを大切に保存している

街、大邱へ、時間旅行に出掛けた。

なつかしい風景を歩く 
大邱時間旅行

	 大邱	旅行情報

						位置 韓国慶尚北道南部中央に位置する広域市
						面積 884.46㎢ 
						人口  2,529,285人(2011年)
						気候  夏と冬の気温差がはげしい大陸性気候。

年間平均気温13.7℃、年間降水量は1,000
㎜。韓国内で一番夏暑くなる地域といわ
れており、夏場は最高気温30℃以上が平
均55.5日ある。 

						概要  洛東江と琴湖江が合流する地点の東側、
琴湖江の沿岸に位置する大邱は、ソウル、
釜山とともに韓国三大都市として数えら
れている。繊維産業中心の工業都市であ
るほか、りんごの産地としても有名。



1717City Theme Tour

思い出の道を歩く
金光石通り

防川市場（パンチョンシジャン）沿
いの道には、約350メートルにわたっ
て、金光石（キム・グァンソク）の歌
をテーマにした壁画約40点が描かれ
ている。大邱市大鳳洞出身の金光石
は、80年代から90年代にかけて活躍
するも、96年に32歳の若さでこの世
を去った、韓国の伝説的歌手だ。

同級生コンビによるハンドメイド工房	サロン
高校の同級生だった、パク・キョンヒさんとファン・ジョンスクさんが経営

する、100%手作りのファブリック雑貨店。3坪ほどのこじんまりした店

内には、パクさんが縫い上げ、ファンさんがカリグラファーを描いて完成

させた商品の数々が所狭しに並ぶ。ひと針ひと針丁寧に縫って作ったモ

ヘアクラッチバッグをはじめ、へリンボーンショルダーバッグ、トートバッグな

ど、女性のハートをくすぐる素敵な商品が多い。

住所	大邱市中区大鳳洞	5-5	電話	010-2412-8380	営業時間	11:00~18:00	価格	クラッチバッ
グ	3万ウォン〜、ショルダーバッグ6万ウォン〜	ブログ	blog.naver.com/pekin1313

アーティスティックな在来市場	防川市場	
大邱三大市場のひとつ、防川市場。寂れて存続の危機に直面していたが、地元のアー

ティストたちが看板を作りかえたり、アート作品を設置したりすることによって、市場

を再生する「門前成市」プロジェクトが、2009年に実施され、今ではすっかり活気の

ある市場に戻った。現在、場内の店舗は60店余り。中でも人気店は、慶尚北道名物の

白菜チヂミが食べられる「防川チヂミ店」。白菜チヂミは、白菜の葉に衣をつけて焼

いたもので、あっさりしていて美味。コチュジャンをつけて食べるのがおすすめ。

カラフルでかわいいマカロン	マカロンクムヌンファガ
画家イ・ドンウォン氏が経営するカフェ兼アトリエ。この店の代表メニュー、マカロン

は、バニラ、チョコ、ストロベリー、メロン、マンゴー、パイナップル、ブルーベリー、緑

茶など、全10種類。画家が作るマカロンだけあり、色んな絵の具を混ぜ合わせたよう

な奥深い色をしていて、まるで芸術作品のよう。外はさっくり、中は柔らかく焼き上げ

たマカロンは、市場に出回っているものより、サイズが大きいのも特徴。

住所	大邱市中区大鳳洞9-3	電話	010-8257-0454	　営業時間12:00~19:00	価格	マカロン1つ	2000ウォン、ハン
ドドリップコーヒー4000ウォン
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時間が止まった路地裏　
ジン裏通り

中央シネマの脇に、ジン裏通りと呼ばれる、100メートルほどの路地がある。ジンとは、
「長い」という意味の、慶尚道の方言。かつて、この通りは、大邱の有力者たちが住ん
でいた高級住宅街に通じる道だったという。

老紳士たちのスターバックス	ミド茶房
茶房（タバン）とは喫茶店のこと。ジン裏通りを歩く

お年寄りのほとんどは、このミド茶房へ向かう人だ

という。赤茶色のソファーが並び、渋い雰囲気のミド

茶房を切り盛りしているのは、かつて‘万人の恋人’と

呼ばれたチョン・インスク氏。韓服

を着て出迎えてくれる彼女のも

とには、かつては大邱のみな

らず全国からお客が訪れ、1

日の 来 客 数 は

2000人にもの

ぼったとか。全斗煥元大統領も三度ほど来店

したという。現在も、中折れ帽をかぶった白髪

の老紳士たちでにぎわうミド茶房。30年を超え

る喫茶店に、興味があればぜひ訪れてみて。 

住所 	大邱市中区鍾路2街。66-1	電話 	 053-252-9999	営業時間	
09:00~22:00	価格	コーヒー2000ウォン、雙和茶3500ウォン、薬茶3000ウォン

懐メロが流れる
音楽喫茶	
セラビィ
韓流スター、チャン・

グンソクと少女時代

のユナが主演をつと

めたドラマ<ラブレイ

ン>のセットを、その

まま利用して開いた

音楽喫茶。1970~80

年代、学生街に行けば必ずあったという音楽喫茶も、現在は全国を探しても数える程

度。そのため、店内には、日本から来たドラマファンはもとより、昔を懐かしむ韓国人

の姿も多い。1000枚以上のレコードがあり、リクエストが多いのは、ビートルズ、アバ、

韓国歌手イ・ムンセの曲だとか。大邱旅行の思い出に、昔の韓国文化を追体験してみ

てはいかが。教会向かいのビル2階に位置。

住所	大邱市中区東山洞244	2階	電話	053-255-8308	営業時間	10:00~18:00、日曜日・祝日休み	入場料	5000ウ
ォン(ワンドリンク含)	
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大邱最初の洋館	大邱華僑協会
チョン小児科医院の裏手にある大邱華僑協会は、大邱を代表する近代建築の建物。もともとは、大邱

の富豪、ソ・ビョングク氏が1900年代初頭に建てた邸宅で、設計と施工を、中国の建築家、モ・ムングム

氏が担当した。玄関を中心に左右対称に建てられた洋館には、中国の赤レンガが使用されており、趣あ

る雰囲気を漂わせている。華僑小学校が隣接しており、蒋介石総統の胸像も見ることができる。 

住所	大邱市中区	南一洞142

コーロン創業者の生家 
コンガムハノクゲストハウス
1950年代に建てられた韓屋を改修した
ゲストハウス。建物は、母屋と正門が
ある棟を備えた’ㄱ’字型をしており、オ
ンドル部屋とベッドが置かれた客室のうち、どちらかを選ぶことがで
きる。トーストやゆで卵など、簡単な朝食がついている。なお、収益
の一部は脱北者の支援にあてられるという。

住所	大邱市中区	鍾路2街66-4	電話	070-8915-8991~2	価格	オンドル部屋5万5000
ウォン~11万ウォン、ベッド一人	2万7000ウォン

金物屋が集まった昔ながらの工具通り「北城路」には、
近年、素敵なカフェや文化空間ができつつある。

様変わりした
北城路

カフェ	サムドク商会
1920年代に建てられた日本家屋をリノベ

ーションしたカフェ。実際に日本人が住

んでいたのは40年ほどで、その後は韓国

人の住まいだったという。みそ玉麹を吊るすた

めに空けたという天井の穴が何とも印象的。白

頭山の木を活用したインテリアの1階はカフェス

ペースと厨房、2階のたたみ部屋はセミナ

ー室になっている。店内では毎月アーテ

ィストの展示も行われている。 

住所	大邱市中区北城路2街49-2	電話053-427-3332	営業時間	11:00~22:00	価
格	工具ボールペン5000ウォン、サムドク’s	カプチーノ5000ウォン、ベーグ
ルトースト3800ウォン、スイートハニーブレッド5500ウォン

ザ・スタイル韓屋&スパ
1960年代に建てられた韓国伝

統家屋をリフォームし、オープ

ンしたゲストハウス。庭にはプー

ルがあり、夏は水泳を、冬は漢方

湯の露天風呂を楽しむことができ

る。客室はオンドル部屋とベッドルーム

の2タイプから選ぶことができる。客室は

全部で7部屋ある。

住所	大邱市中区北内洞4-1	電話	053-214-6116	価格	2人用オンドル部屋•ベッドルーム
（ツイン）平日6万ウォン、週末7万ウォン、女性専用ドミトリー•男女兼用ドミトリー
(4人部屋)平日3万ウォン、週末3万5000ウォン	ホームページ 	 cafe.naver.com/
thestyleguesthouse
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時の流れた痕跡 
近代建築

路地裏の建物のほとんどは、
100年以上前に建てられたも
の。長い時間を経て、味わい
あるものとなった。

大邱近代文化ツアー、路地や通りを歩こう!
100年の歴史が保存されている路地や通りが多い大邱では、文化観光ガイドとともに街巡りができる「近代文化ツアー」があ
る（韓国語・英語）。散策コースは全部で5つ。ツアーに参加せずとも、このコースに従って歩くと、大邱をくまなく見て回
ることができるので、参考にしよう。第1コースは、慶尚監営公園をスタートし、大邱近代歴史館、香村文化館などをまわる
「慶尚監営達城の道」。第2コースは、東山青蘿(チョンナ)の丘に位置する宣教師宅をスタートし、3•1万歳運動の道、桂山聖
堂、李相和•徐相敦古宅、第一教会、ジン裏通りなどを回る「近代文化の痕跡」。第3コースは、ジュエリータウン、薬令市、
西門市場を巡る「ファッション韓方の道」。第4コースは国債報償運動記念公園、金光石ロード(防川市場)などを回る「三徳鳳
山文化の道」。第5コースは半月堂をスタートし、聖ユスティノ神学校、聖母堂などを回る「南山100年郷愁の道」だ。	

問い合わせ		053-661-2194(中区庁文化観光課)	ホームページ	gu.jung.daegu.kr/alley

嶺南地方最初のゴシック様式
建築物	桂山聖堂
1902年に建てられた、大邱最初の西洋

式建物。韓国三大聖堂のひとつに数えら

れている。かつて朴正煕前大統領が結婚

式を挙げたため、広く知られることにな

った桂山聖堂は、1984年5月5日にローマ

教皇ヨハネ・パウロ2世が訪れたことで、

さらに有名になった。空に向かってそび

える赤い2本の尖塔や、バラ窓など、外観

はゴシック建築の真髄をみせている。ア

ーチ形の天井と赤い柱がある内部は、

雄壮で厳かな雰囲気。韓国最初のカトリ

ック司祭である金大建神父の姿が描か

れたステンドグラスがあるので、探して

みよう。なお、ミサ中は聖堂への出入り

が制限される。

住所	大邱市中区桂山洞2街	71-1	電話	053-254-2300	
ホームページ	www.kyesan.org

近代化の象徴	大邱第一教会
桂山聖堂の向かいには、慶北地方最初のプロテスタント教会、大邱第一教会が建っ

ている。空を突き上げるようにそびえる二つの尖塔とグレーの花崗岩の外壁が

印象的なゴシック様式の建物で、雄壮な姿を誇っている。歩いて10分ほどの距

離に旧礼拝堂があるので、そちらも訪れたい。1933年に完工した旧礼拝堂

は、赤壁のゴシック建築物で、史料的価値が高いことから、大邱市有形文

化財第30号に指定されている。現在は宣教館として使用されている。

住所	新館	大邱市中区国際報償路102ギル50,	旧礼拝堂	大邱市中区南城路23	電話	053-
253-2615	　ホームページ	www.firstch.org

大邱の歴史がわかる	大邱文学館•香村文化館
その名の通り、大邱の歴史と文化が展示された施設。1階と2階は1950年

代の大邱の香村洞の姿を再現した「香村文化館」、3階と4階は大邱

の文学を振り返る「大邱文学館」、地下1階は韓国で最も古い音楽

鑑賞室「録香」になっている。

住所	大邱市中区中央大路	449	電話	053-661-2231	開館時間	11~3月	
09 :00~18 :00、4~10月09 :00~19 :00、月曜日休館	解説案内
11:00~12:00、14:00~15:00
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民族詩人の素朴な邸宅	李相和古宅
空に向かってそびえる高層マンションの横にたたずむ一軒の小さな家。作

品「奪われた野にも春はやってくるのか」を詠んだ韓国の詩人、李相和（イ

・サンファ）が1939年から逝去する1943年まで暮らした住まいだ。彼の最

後の作品「悲しき諧調」が誕生した歴史的場所でもある。母屋と居間か

らなる「ㄱ」字型をした韓屋で、庭には柿の木とザクロの木が植わってい

る。また、甕置き場や押し切りポンプなどもあり、素朴できちんとしてい

た故人の丁寧な生活ぶりがうかがえる。

住所	大邱市中区桂山洞2街84		電話053-256-3762		開館時間	10:00~17:30、月曜日休館	入場料	
無料	ホームページ	www.sanghwa.or.kr

芝生に建つ絵に描い
たような家	
ブレア宣教師の邸宅
青蘿(チョンナ)の丘には3つ

の宣教師の邸宅がある。そ

のうち、ブレア宣教師の邸宅

は、南側に位置する最も古い

建物。コンクリートで基礎固めをした上に、アメリカ式に赤レンガを積み上

げているのが特徴。1階はリビング、応接間、寝室、台所、2階は寝室と浴室

がある。かつてはブレア宣教師とライズ宣教師が使用していたが、東山医

療財団が買い取り、現在は教育・歴史博物館として運営されている。

住所	大邱市中区東山洞424	電話	053-250-7100	開館時間	月~金曜日	10:00~12:00,	13:00~17:00,	
土曜日	10:00~12:00,	日曜日•祝日休館	入場料	無料	ホームページ	www.dsmc.or.kr

アメリカ式の住まい	
チャムネス	宣教師の邸宅
切り妻屋根をのせた赤レンガの2階建て家屋は、啓聖学校

の 校 長 をつとめたライナー（ R e i n e r）、チャム ネス

（Chamness）、ソーテル（Sawtell）など、1910年代に大邱

にやって来たアメリカ人宣教師が住んでいた家だ。1984年

から1993年までは、東山病院医療院長をつとめたハワード 

F. モフェット（Howard F. Moffet）が住んでいた。現在は、

医療宣教博物館として使用されており、1階には、当時使わ

れていた医療器具が展示されている。また、2階はモフェッ

ト宣教師が使っていた寝室が再現されている。

住所	大邱市中区東山洞424	電話	053-250-7100	開館時間	月~金曜日	
10:00~12:00,	13:00~17:00、土曜日10:00~12:00、日曜日•祝日休館	入場料	
無料　ホームページ	www.dsmc.or.kr

東洋と西洋の文化が混在した家屋	スウィッツァー宣教師の邸宅
18年間、教育宣教に献身したスウィッツァー宣教師が1910年頃に建てた洋風家屋。周

囲の韓屋と調和するようにと、洋館に瓦屋根をのせ、基礎も

大邱邑城を撤去する際に出た石で造ったという。現在は、

宣教師博物館として活用されており、3500年前のモー

セの時代に使われていた灯がいや、イスラエルか

ら持ち帰ったという聖書などが展示されている

住所	大邱市中区東山洞194	電話	053-250-7100	開館時間	月~
金曜日	10:00~12:00、13:00~17:00、土曜日10:00~12:00、日
曜日•祝日休館　入場料	無料	ホームページ	www.dsmc.or.kr
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世界6都市のショッピン
グモールの楽しみ方

Shopping and 
the Cities

巨大なスケールとエンターテインメント要素
を取り入れたショッピングモールが、世界中の
観光客を虜にしている。ショッピング天国と
呼ばれるクアラルンプールから、ロシア極東
地域のウラジオストックまで、6都市を代表す

るショッピングモールを紹介する。	
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バンコクショッピングのメッカ
サイアムスクエア	バンコク タイ

バンコク最大のショッピングエリア。バンコクの
3大ショッピングモールであるサイアムセンター
(Siam Center)、サイアムパラゴン(Siam 
Paragon)、セントラルワールド(Central World)が
あり、これらを見てまわるだけでも半日はかか
る。サイアムスクエアは、モールもいいが、モー
ルの反対側の路地裏に位置する小さなブティッ
クも魅力的。アジア各地の最新ファッショントレ
ンドが一堂に会し、価格もリーズナブルとあっ
て、バックパッカーたちにも人気。バンコクのト
レンドセッターが集まるため、周辺
には、おしゃれなレストランやカフ
ェも多い。バンコクの最新流行に
触れたいなら、ぜひ足を運ぼう。
位置	BTS	サイアム駅からサイアムセンターとパ
ラゴンデパートに直結している。マーブンクロ
ン・センターへは、サイアムセンターの反対出
口を出て、陸橋を渡る。営業時間	10:00~21:00
（一部をのぞく）

マレーシア最大の複合ショッピングモール
スリアKLCC	クアラルンプール マレーシア

クアラルンプールのランドマーク、ペトロナスツインタワー (Petronas Twin 
Towers)の中に入っている大型複合ショッピングセンター。市内の中心部、クア
ラルンプールシティセンターに位置しており、世界中からの旅行客でにぎわっ
ている。6階からなる、オペラホールを連想させる雄壮な建物で、中央ホールを
中心に、パークソンや伊勢丹などのデパートが入店している。シャネル、グッ
チ、プラダ、ミュウミュウなど有名海外ブランドショップをはじめ、リビング用品
店、ファッションブティック、海外ライセンスブランドショップ、リーズナブルな
ローカルショップ、紀伊国屋書店、各種レストラン、カフェ、映画館などがあり、
ショッピングだけでなく、エンターテインメントも楽しめる。KLCC公園と連結
しているので、ショッピングのあい間の散歩もおすすめ。
住所	Lot	No.	241,	Level	2,	Suria	KLCC,	Kuala	Lumpur	電話	603-2382-8448	営業時間	10:00~22:00	ホームページ	
www.suriaklcc.com.my
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庶民派大型ショッ
ピングセンター	
正大広場	上海 中国

都市のいたるところに大きな
ショッピングモールがあるジ
ャカルタは、徒歩でショッピ
ングモール巡りを楽しむこと
ができる街だ。数あるショッ

ピングモールのうち、最大規模を誇る人気モール
が、ここ「グランドインドネシア」。6階建てのイースト
モールとウェストモールからなり、インドネシアのロ
ーカルブランドをはじめ、ルイヴィトン、グッチ、ジミ
ーチュー、シャネル、エルメスなど、海外の人気ブラ
ンドなど、ブランドショップは数百店舗にもおよぶ。
迷わないように、まずはインフォメーションセンター
で、マップを入手するのがおすすめ。地下にはインド
ネシア伝統工芸品などを扱うギャラリーや、両替が
できる銀行、各種レストランが入っている。また、大
型スーパーもあるので、お土産選びもできる。
住所	Jln.	MH.	Thamrin	No.1	Jakarta	電話	6221-2358-7000	営業時間	
10:00~22:00	ホームページ	www.grand-indonesia.com

海外人気ブランドを買うならここ
グランドインドネシア	ジャカルタ インドネシア

都市のいたるところに大きなショッピングモールがあるジャカルタは、徒歩でショ
ッピングモール巡りを楽しむことができる街だ。数あるショッピングモールのう
ち、最大規模を誇る人気モールが、ここ「グランドインドネシア」。6階建てのイー
ストモールとウェストモールからなり、インドネシアのローカルブランドをはじめ、
ルイヴィトン、グッチ、ジミーチュー、シャネル、エルメスなど、海外の人気ブランド
など、ブランドショップは数百店舗にもおよぶ。迷わないように、まずはインフォメ
ーションセンターで、マップを入手するのがおすすめ。地下にはインドネシア伝統
工芸品などを扱うギャラリーや、両替ができる銀行、各種レストランが入ってい
る。また、大型スーパーもあるので、お土産選びもできる。 
住所	Jln.	MH.	Thamrin	No.1	Jakarta	電話	6221-2358-7000	営業時間	10:00~22:00	ホームページ	www.grand-indonesia.com
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大阪でショッピングを楽しむ
阪急百貨店	大阪 日本

大阪梅田を代表するデパートのひ
とつ。有名海外ブランドからイン
テリア雑貨、人気のファッション
ブランドまで、トレンドを押さえた
あらゆるアイテムを取り扱ってい
る。館内は、天井が高く、壁を少
なくして、開放感ある店内になっ

ているほか、8階のメンズ洋品雑貨フロアは、木を活用しシックな印象に、4
階のうめはんジェンヌフロアは白を基調としたシンプルな内装にしているな
ど、それぞれコンセプトが異なるフロアになっているのが特徴。また、婦人服
ファッションフロアとパウダールームには、肌がきれいに見える照明を設置し
ているとか。地下1階の食品売場は、ロールケーキで有名なパティスリーモン
シェールをはじめとする有名スイーツ店が数多く入店しており、オープン前か
ら行列ができるほどの人気。 
住所	大阪市北区角田町8-7	電話	06-6361-1381	営業時間	月~木曜日	10:00~20:00,	金•土曜日	10:00~21:00	ホー
ムページ	www.hankyu-dept.co.jp

ウラジオストックを
代表するデパート
クレバーハウス	ウラジオストック ロシア

ウラジオストック一、大きいデパート。セメノブスカ
ヤ(S emenov sk ay a )通りとアルリュツカヤ
(Aleutskaya)通りの交差点に位置している。地下の
大型スーパーには、燻製のサーモンやキャビア、ロ
シアンチーズなど、さまざまなロシア食品が並ぶ。
また、数十種のウォッカを扱う特設コーナーもあ
り、ロシアンローカルウォッカの真髄を経験するこ
とができる。2階と3階はファッションブランドショ
ップと子供服などを扱っている。最上階の5階はフ
ードコートになっており、食事をすることもできる。 
住所	Semenovskaya	Str.	15	Vladivostok	電話	4232-301-205	営業時間	
10:00~21:00	ホームページ	www.clover-vl.ru	
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リゾート地として最適な条件を備えた北緯18 に゚位置する三亜。
一年のうち、晴天日が300日以上あり、自然の恵みや独特の少数民族文化
にも触れることができるとあって、中国で最も脚光を集めている海洋観光
都市だ。今年の5月に開かれる第7回TPO総会	を皮切りに、本格的な国際
マーケティングも行っていくという。そんな注目の街、三亜の観光産業に
ついて、周春華（Ms.	Zhou	Chunhua）三亜市局長にお話しを伺った。	

周春華 Zhou	Chunhua

三亜市 旅遊発展局 局長

中国きっての
海洋観光都市、三亜

三亜は、ハワイやカンクンと同緯度である18˚
に位置する、世界的なリゾート都市です。珊瑚
礁保護地域が密集し、さまざまな海洋生物が

棲息することから、中国きってのダイビングスポットとしても知られていま
す。三亜は一年のうち、300日以上晴れているほか、年中平均25.4˚Cと、大
変あたたかく、世界環境機構の測定によると、三亜の大気質量は世界2位で
す。このため、「もっとも空気がきれいな街」とも言われています。このほか、
人口の四割が黎族、苗族、回族などの少数民族であることから、独特の文
化も体感することができます。このような豊かな観光資源と魅力にあふれる
三亜には、多くの外国人投資家が集まっています。また、近年さまざまな国
際イベントも開催されていることから、世界中に三亜の魅力が知られるよう
になり、国内外の旅行業界も関心を持ってくださっています。こうした中、
2014年の一年間で、三亜を訪れた観光客数は1,350万名を超え、観光収益
は約270億元以上にのぼりました。

TPOは、アジア太平洋都市の観光
事業発展、協力、交流を促進する
重要なプラットホームとして、会員
都市の観光業を活性化させてい

ます。今年の5月末に、第7回TPO総会も開催するなど、世界の中心に立って
いるといえるでしょう。私どもは今回の総会で、TPO機構の組織活動への影
響力がより大きくなることを期待しています。また、三亜と各TPO会員都市が
より活発に交流、協力し合える機会になればと願っています。

三亜で最も見どころが多いエリア
といえば、200キロを超える海岸
線は続き、それに沿って、特色あ
る観光地区が密集している海南
省です。海岸でゆったりした時間

を過ごしたい方には、蜈支洲島観光地区がおすすめです。おしゃれな別
荘、キャビン、ホテルなどの宿泊施設が完備されているほか、ロマンチッ
クな雰囲気を楽しむことができる約30ものアミューズメント施設もありま
す。生命力あふれる大自然を堪能したい方は、亜龍湾熱帯天堂森林公園
を訪れてみてください。森林浴ができるほか、上品かつ躍動感あふれる
姿で造成された石段や桟道、楼閣などがあり、散策が楽しめます。中国仏
教に興味がある方は、南山文化観光地区へ足を運んでみてはいかがでし
ょう。中国の仏教文化が垣間見られるほか、南山一帯の青い海と青い空、
きらきら輝く海岸、サンゴ礁など、ここでしか味わえない魅力が堪能でき
ます。中国の伝統風習を体験したい方は、槟榔民族村がおすすめです。海
南の文化が一堂に会したここでは、原始的かつ純朴な海南の少数民族文
化に触れることができます。三亜市は観光分野発展のために、「国際海南

三亜市について
簡単にご紹介ください

三亜を訪れたら、どこへ行
けばいいですか？局長おすす
めの観光地を教えてください

第7回TPO総会
開催都市として、TPOについ
てのお考えをお聞かせください
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観光委員会」を発足するなど、常に
進取的に取り組んできました。観光
資源の発掘や観光の商品開発を集
中的に行い、観光地としての新鮮さ

を常に保つ努力を行っているほか、ソーシャルマーケティングによる直接
的な広報活動などにより、観光客との交流も図ってきました。また、専門的
で多角的なメディアの知識を持った人材を養成するなど、サービスの引き
上げにも尽力してきました。このほか、インフォメーションセンター、観光ウ
ェブササイト、携帯アプリなどのサービス基盤を構築し、観光客にさまざ
まな情報の提供も行っています。こうした努力が実り、短期間で世界にも
知られるリゾート地に成長することができたのではないかと思います。

三亜市は、次の３つの方
法で、世界的なリゾート
観光都市に飛躍できるよ
う、尽力していく所存で
す。一つ目は、自然、スポ

ーツ、民族文化などに触れることができる、アミューズメントリゾート商品
を増やすこと、また、海棠湾を発展させ、クルーズ商品も大幅に拡大してい
こうと考えています。このほか、3S(Sunshine, Sand, Sea)を持続的に開発し
ていき、海洋アクティビティーも紹介していく計画です。二つ目は、マーケテ
ィングを強化することです。国際市場を発掘しながら、内需市場も全面分
析していくつもりです。新しいメディアツールで観光地や商品を広報してい
きながら、国際観光イベントも開催するなどして、三亜の知名度を高めて
いこうと考えています。最後に、サービス拡大の実施と、観光サービスのア
ップグレードを図ることです。観光業で働く人々へのサービスに関する教

育を徹底していくほか、観光のデジタル化を進め、観光客の満足度を高め
ながら、リピーターを増やしていく考えです。

今年、三亜で開かれる主な大型国際
イベントは、Volvo国際ヨット大会(2月
24日~3月8日)、2015世界プロボクシ

ングリーグ戦(1~4月)、2015世界国際チェスオープン大会(10月)、三亜女子
ゴルフオープン大会(10月)、海南島国際サイクルレース大会(10月)、海南ラン
デブー(海天盛筵)(11月)、天涯海角国際結婚節(12月)、2015国際ウィンドウ
サーフィン連合総会(11月1日~7日)などです。このほかにも10以上の国際交
流イベントが、三亜で開催されます。このようにさまざまな国際イベントが開
かれるということは、海南の影響力が拡大している証ではないでしょうか。

TPO会員都市は、各
国の会員都市間との
情報交流やつながり

を持つために最善を尽くさなければならないと思っています。交流を通し
て、より創意的な観光広報について討論したり、教育や文化に関する観
光商品開発をし
たりすることも
大切ですね。相
互交流はG2G、 
G2B、B2B、B2C
などで展開でき
るのはないかと
考えます。

三亜の観光事業発展のために、
三亜市ではどのようなことに
力を注いでおられますか？

今年、三亜で開催されるイベン
トについてご紹介ください

TPO総会開催都市として、会員国に提案
したいことなどがあれば、お話しください

現在、三亜は中国きってのリゾート地で
すが、今後、世界的に名の知れたリゾー
ト地へと飛躍するために、どのような努
力をしていくおつもりですか？
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釜山	韓国
2014年TPO下半期韓国地域会議開催

昨年12月18日と19日に、2014年度下半期韓国地域会議が、釜山のセンタムホテ

ルにて開催され、韓国会員13都市の代表者18名と、事務局職員らが参加した。

初日の本会議では、ジュ・ファンミョン事務総長による2014年度TPO活動報告、

2015年度TPO事業計画説明会、参加者からの質疑応答があったほか、外部講

師として招聘した韓国文化観光研究員キム・ソンイ氏による「観光開発事業関

連地域連係協力」についての講義が行なわれた。キム・ソンイ研究員は、講義

の中で、地域と政府による共同観光開発事業と関連した事例をあげながら、そ

の短所と長所について説明し、参加する政府の意志が重要だと強調した。この

後、「創造観光」をテーマに、釜山市中区のクリスマスツリー文化フェスティバ

ルや、富平の缶詰夜市場、カムチョン文化村を見てまわるなど、釜山の観光開

発現場視察を行った。

三亜	中国
中国の三亜にて、第7回TPO総会を5月に開催予定

アジア太平洋都市観光振興機構(以下、TPO)の最高理事決定機関であるTPO総会が、5月27日か

ら31日まで、4泊5日の予定で、中国三亜にて開かれる。TPO事務局は、総会場所および日程など

の基本事項について、三亜との協議を終え、本格的な総会準備に入った。今回の総会では、来年

1月から新しくスタートする2年任期の会長都市と共同会長の選出、第7回TPOフォーラム(2016

年)の開催地および第8回TPO総会(2017年)の開催地選定などの重要事案を決定する。また、総

会のほか、運営委員会、TPO観光交易展(TPO Travel Trade)、職員研修(Tourism School)も同時

に開催する予定だ。TPO事務局と三亜市の関係者は、すべての都市会員並びに民間会員の総会

参加を目指すほか、総会が成功するよう万全の準備で取り組むことを約束した。また、関係者

は、2年に一度開催される総会に、全会員都市の市長参加を呼びかけることも明かした。
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ホーチミン
ベトナム
ホーチミン、2015年の外国
人観光客の誘致活動を強化

ベトナムのホーチミン市観光部は、

2014年にホーチミンを訪れた外国人

観光客数が、前年度と比べ、約7%増の

390万人、観光収入は推定約370万ドル

にのぼると発表した。ホーチミン関係

当局はこれを機に、ホーチミンを主要

観光ハブ都市にしようと「2015年、初

入国外国人歓迎イベント」などの行事

を開催する。ホーチミン市関係者は、

今回のイベントでホーチミンの魅力を

広く知らせ、より多くの外国人観光客

を誘致するために、多彩な広報活動や

行事をすすめていくと明かした。

日本・韓国
昨年訪日した韓国人数が6年ぶりに訪韓日本人を上回る

昨年、訪日した韓国人の数が訪韓

した日本人の数を6年ぶりに上回っ

た。韓国観光公社の集計による

と、昨年韓国を訪れた日本人は228

万434人だった。一方、日本を訪れ

た韓国人は275万5300人と、前年

に比べ12.2%増加しており、2007年

の260万694人を超え、史上最大を

記録した。訪日韓国人の数が訪韓日本人を上回るのは1985年以降、3回目のことだ。日本が韓国

人旅行者へのビザ免除を施行した直後の2007、2008年は、訪日韓国人数が訪韓日本人数を一時

上回ったが、それ以外は訪韓日本人数が29万から146万人ほど多かった。訪日韓国人の数が訪韓

日本人を超えた主な要因には、日本政府による大規模な金融緩和により、2013年以降続いている

円安の影響で、日本国内での観光やショッピングにかかる費用が軽減されることがあげられる。

韓国では、昨年4月の旅客船沈没事故などが影響し、船での海外旅行の一時的な落ち込みがみら

れたり、韓国内で修学旅行の中止があったりしたが、格安航空(LCC)路線の拡大や、ウォン安の影

響で、自由旅行者(FIT)を中心とした海外渡航者が増加傾向にある。

仁川・福岡
仁川~福岡新規定期路線就航

昨年12月1日、仁川広域市と福岡を結ぶジンエアの定期路線が就航した。ジンエア

の仁川~福岡便には、B737-800機が投入される。運行スケジュールは、往路便が

午後12時50分に仁川を出発、午後2時10分に福岡に到着、復路便が、月曜日から

土曜日は午後3時10分に福岡を出発、午後4時40分に仁川到着、日曜日は午後3時

に出発、午後4時30分に仁川到着となる。今回のジンエアの新規路線就航により、

TPO会員都市である仁川と福岡の交流がより活発になることが期待される。
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インドネシア	ジャカルタ┃3月6日~3月8日

第11回ジャバジャズ祭り
場所 ジャカルタ国際エキスポ

2005年にスタートしたジャバジャズフェスティバルは、インドネシアはもとよ
り、世界でも規模の大きなジャズ祭りだ。この10年間、ジェームズ・ブラウン、
シークレット、サンタナ、スティーヴィー・ワンダー、ジョージデュークなど、多
くの大物アーティストが参加し、最高のラインナップで、世界ジャズファンを魅
了した。今年もクリスティーナ・ペリー、ボビー・マクファーリン、スナーキー・
パピーなど、トップクラスのジャズミュージシャンたちが参加し、最高の演奏を
行う予定とあって、50万人以上の観客が押し寄せることが予想される。3日間
にわたり、インドネシアと世界的なジャズミュージシャンの演奏を楽しめること
間違いなしだ。

中国	広州┃3月5日~3月11日	

広府廟会
場所 広州

広州市は毎年小正月からの6日間、広府廟会を開催
する。広府廟会とは、広東省の漢族の民俗祭り。今年
は華やかな開幕式や閉幕式にくわえ、さまざまな展
示会や民俗公演などが催される予定だ。また、広府
廟会グルメを味わうことができるフードコートも用意
されるので、広東の民俗文化をはじめ、食べ物や、レ
ジャーなども楽しむことができる。

台湾	高雄┃2月21日~3月15日	

高雄	ランタンフェスティバル
場所 高雄市(愛河沿岸および都市一円)

今年の高雄ランタン祭りは、「満たされた水路」、
「遊ぶ水と光」、「平安祈願」、「万事縁」の4つの主
題を柱に、16の特色あるテーマで作られる。高雄ラン
タン祭りのために製作された「O」ショーウォーター
スクリーンをはじめ、音楽噴水、多彩なLEDや特殊効
果を駆使して、愛河水上を美しく演出するほか、地域
の文化と歴史的背景を考え、高雄の景観とよく合うよ
うにランタンを配置したり、愛河(Love River)を華や
かに演出したりする予定だ。

韓国	統営┃3月27日~4月5日

統営国際音楽祭
場所 統営市統営国際音楽堂 

1999年、世界的な作曲家であるユン・イサン氏
を賛えるためにスタートした音楽祭。今はアジア
きっての有望国際音楽祭のひとつに数えられて
る。第1回の99年は「ユン・イサン音楽の夕べ」、
2000年と2001年は「統営現代音楽祭」とのタイ
トルで開催。作曲家や学者、統営市の努力が実
り、「統営国際音楽祭」との今の名称で、大規模
な音楽祭として開催することになったのは2002
年から。祭り期間中は、ユン・イサン氏をはじ
めとする、有名現代音楽家の曲が鑑賞できるほ
か、世界的なレジデンス作曲家とアーティストに
よる公演や、アカデミー、シンポジウムといった
教育プログラムも催される。

日本	下関┃3月下旬~4月中旬

火の山公園チューリッ
プガーデン
場所 下関火の山公園 

2009年に下関姉妹都市で
あるトルコのイスタンブー
ル市から、チューリップの寄
贈を受け、開院したチュー
リップガーデン。トルコのボ
スポラス海峡をイメージして、デザインしたという、トルコチューリップ園には、チューリ
ップ開化時期の3月下旬から4月中旬にかけては、市民ボランティアが植えたという、4万
輪のチューリップと、1万2千輪のスミレを鑑賞することができる。

日本	福岡┃3月下旬~4月中旬

福岡城さくらまつり
場所 福岡 舞鶴公園

毎年3月下旬から4月上旬にかけ
て、福岡きっての桜の名所である
舞鶴公園で開かれる祭り。春に
なると、約1千株の桜が満開にな
る舞鶴公園は、400年の歴史を
誇る福岡城址や、平安時代の外
交使節として建設された鴻臚館

跡もあり、桜はもとより、福岡の歴史にも触れることができる。祭り期間中は、毎日午後
6時から10時まで、1千株の桜と城壁がライトアップされ、多くの観光客を魅了する。

ロシア	イルクーツク┃3月26日	~	3月28日	

国際展示会	「バイカルツアー2015」
場所 シベリア エクスポセンター ‘Sibexpocenter’

毎年100以上の企業(旅行会社、ホテル、航空会
社など)や団体が参加する、国際観光展示会。19
回目をむかえる今年は、イルクーツク州政府、イ
ルクーツク都市管理、ロシア観光連合会(EU)、
東シベリア商工会議所、シベリア-バイカル観光
協会、ビジネス観光バイカル協会の公式支援の
もと、開催される。昨年の展示会には、ロシアの
ブリャート、イルクーツク、モスクワ、サンクトペ
テルブルク、カザン、チーター、アルタイ地域、モ
ンゴル、中国、アルメニアから、計7千人以上が参
加した。
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中国	蘇州┃4月~5月  

蘇州	国際観光祭り	
場所 蘇州

「地上の天国」と呼ばれる蘇州は、中国の歴史と
文化を垣間みることができる観光都市。1997年に
はじまり、今年で17回目を迎える蘇州国際観光祭
りは、「東方水城」をテーマに、彩船公演、水上公
演、民俗公演など、蘇州固有の文化を、さまざまな
公演で表現する予定だ。期間中は、国内外受賞観
光商品の展示や、ボート競技なども予定されてお
り、「東方水城」蘇州の魅力を思う存分味わうこと
ができるはずだ。

韓国	大邱∙慶州┃4月12日~4月17日

2015	大邱∙慶北		世界水フォーラム	
場所 大邱市EXCO、慶州HICO

1997年の第1回開催以来、3年ごと開かれる大規模
な国際会議、世界水フォーラムは、水問題の解決
の糸口を探るためにはじまったもので、世界の議
論する場となっている。「水のオリンピック」と呼
ばれる、今回の世界水フォーラムは韓国にて開催。
2003年の日本に続き、アジア開催はこれが2度目
だ。「Water for Our Future」とのテーマで、4月12
日から17日まで、大邱市EXCOと慶州市HICOで開
かれる。

マレーシア	ペナン┃4月11日~4月12日

ペナン世界音楽祭り
場所	エスプロネイドオペラハウス

トップミュージシャンのライブやコンサートが繰り広げられる祭り。スペイン、南ア
フリカ共和国、インドなど、海外の有名アーティストによる、各国の伝統音楽からフ
ュージョン、現代音楽まで、地域色の濃い、多彩なジャンルの公演が楽しめる。招
聘アーティストによるワークショップもあり、音楽の新しい発見ができる機会にな
ること、間違いなし。

ロシア	ウラジオストック┃4月末 

ウラジオストック武術祭り
場所 ウラジオストック総合体育館「オリンピアン」

4月末に、第1回ウラジオストック武術祭りが、ウラ
ジオストック総合運動場「オリンピアン」にて、開
催される。ウラジオストック初の市全面協力のも
と、開かれるこの祭りは、都会人の健康強化をはじ
め、躍動的な都市創造を目的にしており、期間中
は、テコンドーや、サンボ、相撲、柔道、空手、ボク
シング、グレコローマンレスリング、キックボクシン
グなど、様々な武術を見ることができる。ウラジオ
ストック武術祭りは、今年ウラジオストックで開か
れる最大級のイベントとあって、ロシア全土が注目
している。 

韓国	高陽市┃4月24日~5月10日

2015	高陽国際花博覧会
場所 高陽市	一山	湖公園	

韓国を代表する花祭り「2015高陽国際花博覧会」
が、4月24日から5月10日まで、高陽市湖公園で開催
される。今年のテーマは、平和統一の願いを込め
て、「花と平和、新韓流れの合唱」。「国際草花交
流館」、「高陽新韓流合唱館」の主展示館にて、世
界のさまざまな花を展示しながら、観覧客に平和
と幸せ、そして愛のエネルギーを伝える。「国際草
花交流館」には35ヶ国の草花と貴重植物が、「高揚
新韓流合唱館」には「高陽平和統一特別市」、「新
韓流の中心都市」として跳躍する高陽市のビジョン
が、花とマルチメディアで、展示される。

中国	天津┃4月下旬~5月下旬頃

第7回	天津蓟州梨園情観光文化祭り
場所 天津	蓟県

昔から梨の木が多いことで知られる薊県では、毎年4月下旬になると、梨の花が咲
き、地域一帯が梨の花の香りで包まれる。蓟県きっての特産物である梨は、脾臓に
良いとされ、薊県を訪れる旅行客が必ず買って帰る人気土産だ。4月下旬~5月下旬
頃まで開催される梨園情観光文化祭りでは、梨の花見ができるほか、美しい旋律
の民俗音楽演奏鑑賞や、伝統戯曲公演、歌公演、民間書道など、さまざまな文化芸
術を楽しむことができる。
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インドネシア	スラバヤ	|	5月3日

文化と花のパレード
場所 タグパラワン(Tugu	Pahlawan)	

毎年5月になると、スラバヤでは市主催のイベント
が数多く開かれる。中でも5月の第3週目に開催さ
れる「文化と花のパレード」は、多くの観光客が訪
れる人気の行事。スラバヤ市の722周年を記念する
今年のパレードは、町のランドマークである「タク
パラワン」をスタートし、市庁があるエリアまでの
区間で行われる。華やかな伝統衣装に身を包んだ
多くの市民が参加する、都市設立記念のパレード
では、年齢や宗教を問わず、ひとつになったスラバ
ヤの人々の美しい姿を見ることができるだろう。

日本	下関	|	5月2日~5月4日

しものせき海峡祭り
場所 下関市一帯

毎年5月初めに開催される、関門海峡を舞台に繰
り広げられた史実を基にした祭り。平家一門追悼
祭や安徳天皇の御陵前祭をはじめ、安徳天皇や平
家一門をしのぶ「先帝祭」、鎧武者が乗り込んだ
80隻余りの戦船による関門海峡での海上パレー
ド、勇壮な「武者行列」など、多彩なイベントが繰
り広げられる。

日本	福岡	|	5月3日~5月4日

博多どんたく港祭り
場所 福岡市内

毎年5月3日と4日の二日間
にわたり、開かれる福岡を
代表する祭り。最大の見ど
ころは、市内の幹線道路で
ある明治通りで催される華
やかにパレードだ。市内30

カ所余りに舞台が設置され、多彩なイベントが開かれるほか、電球や花などで装
飾されや花自動車パレードもあり、期間中は、福岡市内が祭り一色に染まる。

インドネシア	ジャカルタ	|	5月13日~6月7日

第12回	ジャカルタファッション&フード祭り
場所	ジャカルタモールクラパガディンラピアザ広場、
ヘリスホテル&コンベンションケルラパカーディング

今年で12回目をむかえるジャカルタを代表する祭
り、ジャカルタファッション&音楽祭(JFFF)。毎年5
月に開催されるJFFFは、ファッションと料理が合体
した大規模祭りだ。有名デザイナーによるさまざま
な衣装が鑑賞できるファッションランウェイや、イ
ンドネシア伝統料理を味わうことができるフード祭り、セントラケラパカディングで
開かれるナイトカーニバルなど、興味深いイベントが満載。また、開幕式には、華や
かなパレードがあるほか、閉幕式にもきらびやかな花火が打ち上げられるなど、さ
まざまな行事が予定されている。

韓国　蔚山	|	5月15日~5月17日

第11回	蔚山シェブリ祭り
場所	蔚山広域市北区庁一円、北区文化芸術会館

シェブリとは、鉄鉱石などに高熱を加えて鉄を作る、旧式の
鉄生産過程を指す、慶尚道の方言。2005年にはじまり、今年
で11回目をむかえる蔚山チェブリ祭りは、冶鐵爐が再現さ
れ、伝統製鉄の様子が見られる。また、鉄を焼いたり、溶かし
てはんだ付けなどをしたりする際に使う器具、ブルメの体験
もできる。毎年恒例のメインイベント「ドゥドゥマウル-鍛冶屋
体験」をはじめ、ジャンクアート、ワイヤー工芸、金属工芸な
ど、約20の体験プログラムが用意されているほか、創作人形
劇や、公演、コンサートなどの行事も開催される予定。

韓国	栄州	|	5月20日~5月24日

2015栄州ソンビ文化祭り
場所 栄州市ソンビ村一円

朝鮮王朝時代の文官、ソンビの故郷であ
る栄州では、2015年5月20日から24日まで
の4日間、2015ソンビ文化祭りが開催され
る。独特で多彩な見どころが満載のソンビ
文化祭りは、地域の祭りにとどまらず、国
内外から多くの観光客が訪れる、文化・観光祭りだ。8回目をむかえる今年は、栄州のソンビの文
化や精神、自負心、歴史性、アイデンティティの継承をベースにした、過去と現在が出合う歴史文
化祭りになるよう、様々なイベントが企画されている。

マレーシア	ペナン	|	5月30日	~	5月31日

国際ペナンドラゴンボート祭り
場所 ペナン、テルク・バハン・ダム

1950年代にスタートした国際ペナンドラゴ
ンボート祭りは、世界中のチームが参加す
る国際イベントだ。祭り一の見どころであ
る、ドラゴンボートレースは、午前にはじま
り、翌日まで続く。昼間、気温が上がってく
ると、レースもヒットアップする。ドラゴンボ
ートは規律と調和、体力と精神力が必要と
される、チームスポーツで、一般のボートレ
ースよりも、持久力を要するのが特徴。ペナ
ンの人々にとっては、民族の調和を育むた
めの誇り高いスポーツだ。

中国	大連	|	5月末

第26回	大連アカシア祭り
場所 大連市一帯

毎年5月になると、アカシアの花が満開にな
り、都市全体がアカシアの香りに包まれる
大連は、「東方のアカシアの都」と呼ばれる
町だ。1989年に第1回を開催し、今年で26
回を迎える大連アカシア祭りは、期間中、
大連のアカシア鑑賞や、凧上げなどの民俗
遊びが楽しめる文化行事だ。毎年、開幕式
と閉幕式が華やかなほか、日本、韓国、ロシ
アなどのエキゾチックな公演も催される。



TPO Members  
75 city members, 37 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
 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


