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安東重要観光地
歴史の香りと伝統の息吹が聞こえる

A
韓国精神文化の首都
儒教と仏教文化の
絢爛な花を咲かせた
韓国精神文化の故郷であり、
五千年の歴史が根付いた
礼と学の故郷安東へ招待致します。

A

韓国精神文化の首都、安東

安東

屏山書院 (史跡 第260号)

B

栄州

陶山温 泉

孤山亭 ∴

温渓宗宅

退渓胎室

栄州

陶山面

B

清涼山

知礼芸術村 (芝村宗宅)

国学振興院, 儒教文化博物館

安東君子村

栄州•堤川

安東の旅をより簡単に、安東へのアクセス方法
▣ 列車
KORAIL H.P http://www.korail.com/ (韓・英語)
出発地

区間

所要時間

釜山

釜田駅 → 安東駅

西後面

備考

１日８本, ２時間から
ソウル ソウル清涼里 → 安東駅 ３時間40分程度
３時間に１本運行中
４時間程度

１日３本運行中

聞慶•醴泉

D

豊山邑

• 安東市外バスターミナル
• 東ソウルバスターミナル
• 釜山東部バスターミナル

H.P http://www.andongterminal.co.kr/(韓)
H.P https://www.ti21.co.kr/(韓)
H.P http://www.dbterminal.co.kr/main.php(韓)

出発地

所要時間

備考

東ソウルバスターミナル

3時間

30分置きに45本運行中

安東韓紙工芸展示館

∴玉淵精舎

観光地

バス番号

乗り場

46
46
51
67
67
67
67
38
3
3
54
11
34, 36
80, 81

安東駅向かい側停留所
安東駅向かい側停留所
安東駅向かい側停留所
安東駅西側停留所
安東駅西側停留所
安東駅西側停留所
安東駅西側停留所
安東小学校正門前
安東駅西側停留所
安東駅西側停留所
安東駅向かい側停留所
安東中央派出所横停留所
安東小学校前
安東駅向かい側停留所

屏山書院

芙蓉台

E

豊川面

∴

謙菴精舎

河回村

☎ 054-840-6394 (http://www.andong.go.kr/)
☎ 054-852-6800
☎ 054-841-6391 (http://www.aftf.or.kr/)
☎ 054-854-3669
☎ 054-840-6599
☎1330

太師廟

安東警察署 •

麻厓松林

月映橋

安東焼酎.伝統飲食博物館

南後面

安東チムタク横町

∴

安東駅

法興寺址七層せん塔

易東書院

雲興洞五層せん塔
安東ダム郷土飲食の路

造塔里五層せん塔

岩山遊園地

南先面

葛羅山

F

安東の歴史と伝統を感じさせる特産物及び土産

義城

吉安面

義城

電話番号

住所

レストラン名

電話番号

住所

中央チムタク
大家チムタク
ウジョンチムタク
ウリチムタク
ユジョンチムタク
現代チムタク
ググチムタク

054-855-7272
054-856-7888
054-854-0507
054-855-8903
054-854-6019
054-854-0137
054-854-9999

安東市
南門洞,
旧市場
内チム
タク横
町

ソウルチムタク
ウィセンチムタク
宗孫チムタク
ミレニアムチムタク
栄光チムタク
ヨンガチムタク
メイルチムタク

054-855-1129
054-852-9457
054-855-9457
054-855-5414
054-854-6667
054-854-3838
054-854-4128

安東市
南門洞,
旧市場
内チム
タク横
町

安東焼酎

青松

昔から接客用のお酒として安東地域で伝承・嗜まれてきた安
東焼酎は独特の香りと燃えるような後味が逸品の蒸留酒で
す。慶尚北道無形文化財第12号に指定されており、安東焼酎
博物館では昔ながらの製造過程から蒸留機器を見学・試飲も
できます。博物館や各スーパーや売店などで販売中。

黙渓書院及び黙渓宗宅

大邱

レストラン名

晩休亭 ∴

河回仮面パン

鶏鳴山自然休養林
吉安川渓谷

黃鶴山

G

G

ホッチェサパプ
安東塩鯖
韓牛

レストラン名

電話番号

住所

カチクモンチプ
味50年ホッチェサパプ
トチュデカム
ヤンバン・パプサン
安東塩鯖食堂
ファンソコッカム
金剛山ガーデン
安東韓牛カルビ
景福宮

054-821-1056
054-821-2944
054-823-1500
054-855-9900
054-843-2123
054-843-8000
054-843-8000
054-857-6337
054-858-6550

象牙洞513-1
象牙洞513-２
象牙洞522
象牙洞513
雲興洞171-9
豊山邑安教里597
雲興洞171-10
雲興洞171-10
亭下洞295-4

▣ 安東の御宿
レストラン名

住所

客室数

電話番号

ジェンモーテル
ローヤルジャン旅館
モーテル キャッスル
モンモーテル
宮殿モーテル
デヨンジャン旅館
リノモーテル
デウンジャンモーテル
フィールモーテル
シャインモーテル
グランドモーテル
バンドモーテル
シェルビルモーテル
アロマモーテル
ギャラリアモーテル
モーテルキュー
安東ホテル
ウイーンホテル
ホテル ギャラリー
シエプモーテル
サファイアモーテル
ハヤンソンモーテル
ジェイスモーテル
ナインモーテル
シャープモーテル
モーテル M
安東パークホテル
パックステル
ロトモーテル
グリーンパークモーテル
スサングンモーテル
ヤクスモーテル
ヒルモーテル
ビッナンモーテル
テーマモーテル
イルチグ食堂

安東市広石洞14-1番地
安東市広石洞202番地
安東市広石洞224-1外１筆地
安東市南門洞198-1番地
安東市南門洞222-47, -49
安東市南部洞240-1, 250-15番地
安東市南後面光音里48-1, -２番地
安東市大石洞138番地
安東市大石洞264-3, -4, -6, -7, -８番地
安東市東門洞158-2番地
安東市東門洞219-9, -11番地
安東市東部洞112-10番地
安東市東部洞116-1外２筆地
安東市東部洞202番地
安東市東部洞203-１番地
安東市法興洞219-28番地
安東市三山洞103-3番地
安東市玉洞613-3番地
安東市玉洞614-8外１番地
安東市玉洞791-10番地
安東市玉洞791-13番地
安東市玉洞791-2, -12玉洞ビル401, 501号
安東市玉洞791-３番地
安東市玉洞639-14番地
安東市雲興洞141-45番地
安東市雲興洞256-18番地
安東市雲興洞324, 216-7番地
安東市太華洞170-6番地
安東市太華洞59-15番地
安東市太華洞60-17番地
安東市太華洞60-2
安東市太華洞692-45番地
安東市豊山邑上里里99-1番地
安東市豊山邑安教里123, 226番地
安東市豊山邑安教里601-２番地
安東市雲興洞176-20

31
26
29
27
27
44
32
25
25
26
26
31
41
30
29
25
35
32
32
31
25
36
34
42
25
43
27
34
39
25
25
35
25
25
25

054-859-4272
054-859-5161
054-842-5678
054-854-2151
054-853-7869
054-857-8266
054-858-5772
054-853-7220
054-857-7222
054-857-8160
054-859-0014
054-841-3563
054-855-6622
054-856-6644
054-853-3377
054-857-6878
054-858-1166
054-843-1188
054-842-0066
054-855-1553
054-859-4824
054-858-5700
054-842-8181
054-855-9969
054-854-0081
054-856-6400
054-853-1501
054-857-2277
054-841-9002
064-855-2767
054-854-9300
054-853-1434
054-858-0897
054-859-8091
054-841-8255
054-859-6012

「安東の微笑」として韓国でも有名な安東の河回仮面をモチーフに
作られた河回仮面パン。カステラ生地には抗癌作用のあるメシマコ
ブが練り込まれ、自慢の餡は美容効果が評判の覆盆子(トットリ苺)
で作られており美容と健康にやさしい安東自慢のお菓子。安東駅前
のキノコの装飾が目印の柳チュンヒョンポソッ農場にて販売中。

菊花茶

▣ その他レストラン
メニュー

韓国では菊は目の疲れや解熱・消炎効果の他にも自立神経を安
定させる効果のある韓方薬として有名で、安東では特に菊茶と
してより市民に身近に親しまれてきました。菊の優しい香りと
茶器の中で水気を吸って満開した菊の花が飲む人の心と体をリ
フレッシュさせます。各スーパーなどで販売中。

▣ 安東地域博物館及び展示館現況
博物館名
安東民俗博物館
安東大学校博物館
慶北山林科学博物館
儒教文化博物館
李陸士文学館
安東工芸文化展示館
河回世界仮面博物館
安東韓紙展示館
安東焼酎・伝統飲食博物館
玉振閣
永慕閣
崇遠閣
雲章閣
安東独立運動記念館
安東布タウン
安東水文化館
伝統文化コンテンツ博物館
自然色文化体験舘
太師廟 宝物閣
鳳停寺 聖宝舘
慶尚北道郷土教育資料館
瓦絵展示館

H

I

1

住所
城谷洞784-1
松峴洞388
陶山面東部里 上69
陶山面西部里220
陶山面遠川里900
象牙洞477-4
豊川面河回里287
豊山邑素山里36-1
水上洞280
陶山面土渓里680
豊川面河回里844-3
臥竜面烏川里上28-1
西後面金渓里856
臨河面川前里240
臨河面琴韶里1028-14
象牙洞486-2
東門路447-8
象牙洞459
北門洞24-1
西後面台荘里901
亭下洞385
西後面台荘里90

2

電話番号
054-840-6546
054-820-7421
054-855-8681
054-851-0800
054-852-7337
054-843-5531
054-853-2288
054-858-7007
054-858-4541
054-840-6599
054-853-0109
054-852-5414
054-852-2087
054-823-1555
054-840-5314
054-859-1257
054-840-6517
054-822-5790
054-852-1969
054-853-4181
054-840-2293
054-855-2267

3

安東山芋食品

ホームページ
www.adfm.or.kr
museum.andong.ac.kr
www.gbfsm.or.kr
www.confuseum.org
www.264.or.kr
www.acehell.co.kr
www.mask.kr
www.andonghanji.com
www.andongsoju.co.kr
www.dosanseowon.com
www.hahoa.or.kr
www.gunjari.net
www.hakbong.co.kr
www.815andong.or.kr

H

永川

山芋はインシュリンの分泌を促進するので糖尿病の予防や治療
に効果的であると共に免疫力を向上させ消化不良、神経痛、腰
痛などにも効果のある健康食品として、特に安東では山芋を使
ったパンや山芋の粉末などが開発・販売されています。農協、
スーパーで販売中。

韓紙
韓国を代表する手隙の紙です。天然素材を使用して染められて
おり優しい色合いが特徴の韓紙。日本の和紙に比べ厚みがあ
り、工場内には習字紙や包装用をはじめ壁紙や韓紙でできた装
飾品など多種多様の韓紙がずらりと陳列されています。安東韓
紙工場にて販売中。

www.tcc-museum.go.kr
www.naturaldyerat.com
www.tsm3.or.kr
www.bongjeongsa.org
www.gber.kr
www.kiwart.com

4

【交
通】安東市庁から徒歩10分
【入 場 料】小学生 1,000ウォン／中高生 2,000ウォン／
大人 3,000ウォン
【観覧時間】午 前 ９ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で 、 元 旦 、
旧 正 月 、韓国盆、毎週月曜日は休館

安東の味を伝える

F

安東旅行で御困りの際には御連絡ください。

▣ 安東チムタク

目に見えない安東の伝統文化や儒教精神を最先端のデ
ジタル技術で現代人にわかりやすく説明している博物
館です。ゲーム感覚で儒教や書院文化を学ぶこともで
き、博物館で体験した仮面劇の映像や写真はUSBでの
持ち帰りやメールで送信することも可能です。

通】旧市外バスターミナル向かい側の停留所
にて54番バス乗車で約40分
【入 場 料】無料
【観覧時間】制限なし、年中無休

安東の旅の思い出に

∴亀厳精舎
∴蘇湖軒

一直面

安 東の御食事 処

伝統文化コンテンツ博物館

【交

E

龍渓洞銀杏の木

※文化観光解説士や日本語通訳、観光タクシー等についての御問い合わせは安東市
文化体育観光課、安東祝祭観光組織委員会、もしくは各観光案内所まで。

(宝物 第115号)

【交
通】安東駅前から28番バスにて約40分所要
【入 場 料】幼児 3,000ウォン／学生及び大人 5,000ウォン
【観覧時間】6時から20時まで、年中無休

臨河面

南安東 I.C

権正生生家

地下700mから湧き出る最高の水質と一日1,024tの豊富
な水量、1,200名が同時に入場できる温泉施設が自慢の
温泉です。中には食堂などの施設も整っており、露天
風呂やゲルマニウムサウナ、蒸気サウナや炭や酸素を
利用した睡眠場など多種多様な温泉施設が整っていま
す。http://www.hakgasanspa.kr/でご確認ください。

知礼芸術村

安東布タウン

高山書院

醴泉

水涯堂

安東韓牛カルビ横町

鶴駕山温泉

自然岩壁に身体を線で彫り、彫刻した頭部を上に乗せ
た高さ12．38mの別名「チェビウォン弥勒」と呼ばれ
る仏像です。このような形式の仏像は高麗時代に流行
した手法で当時の仏像様式をよく表した資料です。

鵞岐山

慶北綜合観光案内所

通】旧市外バスターミナル横停留所にて67番
バス乗車で約30分
【入 場 料】無料
【観覧時間】制限なし、年中無休

通】安東小学校正門西側の停留所から51番市
内バス乗車で約30分
【入 場 料】無料
【観覧時間】制限なし、年中無休

青松

安東独立運動記念館

【交

【交

安東泥川洞磨崖如来立像

万愚亭 ∴

文化観光団地

安東君子村は光山 金氏 礼安派の伝統家屋が密集して
いる君子村です。600年以上住んでいた村が安東ダム
の建設によって水没の危機に面し、濯清亭、後彫堂、
齋舎など重要建物を現在の位置に移転させ形成された
村で古家屋の宝庫として評価されています。多数の文
化財を保有しています。

柳成竜とともに李滉の高弟として性理学に造詣の深か
った義城金氏 金誠一(鶴峯／号)の宗宅です。奥ゆか
しい佇まいや建築様式など安東地方の典型的な両班の
家屋で韓国ドラマ「ランラン18歳」が撮影された場所
としても有名です。

安東民俗博物館

•• + 安東病院

安東君子村

(慶尚北道記念物 第112号)

D

臨東面

安東民俗村

映湖楼

武陵遊園地

☎ 主要電話番号
•安東市庁体育観光課
•慶北総合観光案内所
• 安東祝祭観光組織委員会
•河 回 村 観 光 案 内 所
•陶山書院観光案内所
•観 光 案 内 電 話

安東市外バスターミナル

安東市庁 •

河回世界仮面博物館

釜山東部高速バスターミナル ２時間30分程度 約１時間置きに16本運行中

河回村
屏山書院
鳳停寺
陶山書院
韓国国学振興院
慶北山林科学博物館
安東君子村
岩山遊園地
安東ダム、民俗博物館
臨清閣、法興寺趾七層せん塔
泥川洞磨崖如来立像
鶴駕山温泉
安東焼酎博物館
映湖楼

伝統文化コンテンツ博物館

豊山市場

河回テンジャン村

▣ 各観光地行き市内バス

鶴駕山温泉

西安東 I.C

∴三亀亭

水谷宗宅

泥川洞磨厓如来立像

鶴峯宗宅

安東工芸文化展示館

棣華亭 ∴

農産物卸売市場

▣ 高速バス

鶴峯宗宅

安東布展示館(安東布タウン)

鳳停寺

敬堂宗宅

通】旧安東市外バスターミナル横停留所から
67番バス利用で約40分
【入 場 料】無料
【観覧時間】制限なし、年中無休

【交
通】安東市内からタクシーで約40分
【入 場 料】無料
【観覧時間】制限なし、年中無休

礼安面

臥竜面

鶴駕山

【交

1985年８月５日に慶尚北道文化財資料第44号に指定さ
れた金邦杰(芝村／号）の宗宅で1663年に建設されま
した。臨河ダムの建設によって水没の危機に見回れた
が、芝山書堂や芝村祭廟とともに現在の位置に移転さ
せ知礼芸術村を形成するに至りました。

C

安東湖畔自然休養林

天灯山

現在の宗宅は1929年に元来の規模に新築したもので、
正面６間、側面５間の建物です。宗宅の前には退渓公
園が造成され先生の詩碑などが設置され自然の中で先
生の思想やソンビの気質を感じることができます。

【交
通】３番バスにて約15分
【入 場 料】無料
【観覧時間】制限なし、年中無休

李陸士詩碑
李陸士文学館
陶山書院ソンビ文化修練院
退溪宗宅
王母山城
慶北山林科学博物館

北後面

(慶尚北道記念物 第42号)

2003年５月に竣工した木橋です。周辺には水文化舘や
伝統工芸展示館、橋を渡ると民俗博物館や石氷蔵など
の観光地や塩鯖定食やホッチェサパプ専門店が並ぶ人
気の観光スポットです。

聾厳遺跡地

陶山書院

河回村 UNESCO世界文化遺産

C

退渓宗宅

月映橋
竜寿寺

【交
通】３番バスにて約15分
【入 場 料】個人 子供 300ウォン／大人 1,000ウォン
団体 子供 200ウォン／大人 800ウォン
【観覧時間】午前９時～午後６時、年中無休

【交
通】市内バス46番にて約40分(1日2本のみ)
【入 場 料】無料
【観覧時間】制限なし、年中無休

奉花

禄転面

安東地域で受け継がれてきた民俗信仰や儒教文化を展
示物を使って解りやすく説明した博物館で、安東地域
の歴史と文化を一目で理解することができます。野外
博物館には月映橋、石氷庫、ドラマセット場など観光
スポットが目白押しです。

本来、この書院は豊山県にあった豊岳書堂という書堂
で高麗時代から儒林の教育機関であったものを1572年
に柳成竜が現在の位置に移転させ書院としての名声を
得るようになりました。東・西齋、晩対楼、入教堂な
どをはじめ柳成竜の位牌を奉る尊徳祠など優れた建築
美でも有名です。

奉花
安東市は念尚道師がBC57年に昌寧国を建設しその歴史がはじま
りました。新羅時代には古陀耶郡と呼ばれていたが後に古昌郡とな
りました。高麗時代には安東府に昇格され、この時はじめて「安
東」と呼ばれるようになりました。明宗27(1197)年に安東道護
府、神宗７(1204)年に安東大道護府に昇格、後に福州牧、恭愍王
10(1361)年の紅巾族の乱の後に再び安東大道護府となりました。
朝鮮時代には安東大道護府に兵馬節度府使(各道の陸軍を統制した
司令官)を置き、1931年安東面から安東邑に昇格、1963年安東市
に昇格、1995年１月に安東市と安東郡が統合し全国で最も広い面
積を誇る安東市が誕生しました。

民俗博物館

I

5

6

7

8

9

安東布
安東産の麻を使用して織られる安東布は美しい色合いとその
極め細やかな織目が有名です。安東布織りは慶尚北道無形文
化財第１号に指定されています。安東布は安東布タウンにて
実演を見学できます。また安東市内の新市場ぺジョン横町に
て購入可能です。

塩鯖定食
海のない安東で塩鯖が有名なのは浦項港や江口港で水揚げされ
た鯖を安東に運び、腐る一歩手前で塩蔵し漬けるからです。消
化酵素の味をギリギリまで引き出す安東塩鯖はご飯と汁物やた
くさんのナムルと一緒に定食として召し上がれます。

安東チムタク
安東庶民の味として韓国全土でも人気を博した安東チムタクはぶ
つ切りにされた若鳥肉とじゃがいも、人参、玉ネギ、ほうれん草
などの野菜とはるさめをニンニクや唐辛子などの調味料で甘辛く
煮込んだ郷土料理で子供から大人まで楽しめる味です。安東市内
チムタク横町にて召し上がれます(横町は市内地図参照)。

ホッチェサパプ
伝統と歴史を重んじる安東地域では昔から多くの儒教式の法事
である祭祀が執り行われてきました。祭祀が終わると供え物で
ビビンパプを作り食べましたが、普段も安東地域では祭祀用の
ビビンパプを食べたことから地域を代表する料理となりまし
た。安東ダム周辺にて召し上がれます(飲食店表参照)。

安東韓牛
水と空気のきれいな安東地域で飼育された安東韓牛は美味しさと香
りが丁度良い質の良い牛肉です。安東駅周辺のカルビ横町では韓牛
専門店が立ち並びカルビやカルビチム、プルコギ、ユッケなど韓牛
の味を満喫できるメニューも盛りだくさんです。安東駅向かい側の
カルビ横町などで召し上がられます(横町は市内地図参照)。

安東シッケ
強米、大根、粉唐辛子、生姜に麦芽粉を水に浸し発酵させて作
られた韓国の安東式の甘酒です。甘さの中にも生姜と唐辛子の
辛さがありさっぱりとした味わいが好評です。消化を助ける効
果があり食事の後のデザートとして安東では食されています。

安東ククシ
標準語の「ククス(麺)」を安東の方言で「ククシ」と言いま
す。少し細くなったきし麺のような麺とさっぱりとしたスープ
が特徴です。麺の他にもご飯、サンチュ、各種おかずもついて
きます。

世界文化遺産

『韓国の歴史村 河回村』
洛東江が村を「ｓ」字型に囲むように流れていることから「河
回村」別名「ムルトリドン(水が回る村)」と呼ばれてきました。
河回村は豊山柳氏の同姓村で600年以上柳氏一族がこの村に住み
歴史と伝統文化を守り抜いてきました。特に朝鮮時代初期から
後期に渡る伝統古家屋や藁葺き家屋がそのままの姿で残ってお
り、今も尚住民が生活していることからも生きた民俗村として
2010年7月31日には世界文化遺産に登録されました。河回村は
1999年英国エリザベス女王をはじめ米国ブッシュ前大統領父子
などが訪れたことでも注目を浴びました。

永慕閣
文碌慶長の役の際、領議政(現
在の国務総理に該当)を務めた
柳 成 竜 (号 ／西 厓 )の 遺 品 を 展
示・保管するために建立された
建物で各種古文書や遺品が展示
されています。

河回村観光
案内地図
忠孝堂

(宝物 第414号)
柳成竜(西厓／号)の宗宅です。
「忠孝堂」という堂号は柳成
竜が普段から子孫に「国に忠
誠を漬くし両親に孝行しなさ
い」と忠と孝を強調していた
からです。忠孝堂は比較的建
設当時の姿を残しており朝鮮
時代の民家建築様式の貴重な
資料と言えます。

▶ 交通 : 安東市内～河回村46番市内バス利用
▶ タクシーで約30分(市内から約25キロ)
▶ 河回村管理事務所 TEL : 054-854-3669
河回村観光案内所 TEL : 054-840-6974
▶ H.P : http://www/hahoe.or.kr
▶ 入場料：個人
(子供：700ウォン、中高生：1000ウォン、大人：2,000ウォン)
▶ 観覧時間 : 09 : 00～18 : 00(夏期は19時まで)

(2012年1月現在)

❖ 河回別神グッ仮面舞 (重要無形文化財 第69号)

養真堂

陶山書院案内図

1561年に李滉が４年の歳月を
かけて建て、実際に生活をし
ながら弟子の育成と儒学の研
究に没頭した建物です。李滉
が生活した部屋は「玩楽
齋 」 、 板 の 間 (マ ル )は 「 岩 栖
軒」と言います。

典教堂 (宝物 第210号)

(2012年1月現在)

李滉 (1501～1570、退渓／号)

李滉は1501年に安東市陶山面温恵里で生
まれ1570年にその生涯に幕を下ろしまし
た 。 34歳 で 科 挙 に 及 第 し た 後 、 丹 陽 郡
守、豊基郡守、工曹判書、礼曹判書、右
賛成、大提学(各々官職名)を歴任し、死後
は領議政(現在の国務総理に該当)を追贈さ
れました。韓国儒学史や書院文化の広が
りに大きな役割を果たした人物です。

陶山書院の講堂で現在もソンビ
(儒学者)体験などが行われてい
る建物です。中央に掲げられた
「陶山書院」の扁額は当代名筆
であった韓石峯の直筆の品で
す。

光明室

尚徳祠 (宝物 第211号)

試士壇

1792年に朝鮮王朝の正祖王が日
頃から欽慕していた李滉の学徳
を讃え、地方儒学者の志気を高
めるために特別科挙試験である
「陶山別科」を行った場所で
す。1974年安東ダムの建設によ
り水没の危機に陥り元の高さよ
り９mほど壇を積み文化財とし
て保護しました。

天燈山

鳳停寺案内図

大雄殿

(国宝 第311号)
寺の中心である本堂の大雄殿には
釈迦牟尼仏像を中心に文殊菩薩、
普賢菩薩を左右に据えています。
1962年に発見された記録から朝
鮮時代前期の建物と推定されま
す。内部には丹青(タンチョン)が
良い状態で残っており、文様や梵
字など研究するにあたって非常に
貴重な資料です。

新等12年(672)の義湘太師の弟子である能仁太師が創建した寺で
す。能仁太師が若かりし頃、山の洞窟で道を磨いているとその
道力に感服した天上の仙女が天から灯籠を下し洞窟を灯したこ
とから「天灯山」と呼ばれるようになりました。鳳停寺にはこ
のような説話が多く残されています。
▶ 交通：安東市内～鳳停寺まで51番市内バス運行
▶ タクシーで約40分(市内から約16キロ)
▶ 文化解説者：(054)-853-4181
▶ H.P : http://www.bongjeongsa.org
▶ 入場料：個人
(子供：600ウォン、中高生：1,300ウォン、大人2,000ウォン)
▶ 観覧時間：7 : 00～19：00(３～10月)、８ : 00～17：00(11～２月)

極楽殿

(国宝 第15号)
現存する韓国最古の木造建築物
です。加工石及び自然石を積み
重ねた基壇の上に正面３間、側
面４間の切り妻屋根の柱心包建
築で高麗時代の建物ですが統一
新等時代の建築様式を内包して
います。

三聖閣
山神と七聖、独聖をともに奉安
している御堂です。三聖は全て
仏教以外から入ってきた神で、
一般の人々のために韓国の土着
神である三神信仰を仏教と習合
させることで大衆の求道を目的
としています。そのため建物の
名前を「殿」ではなく格下の
「閣」としています。

聖宝舘
鳳停寺の遺物展示館で鉄筋コン
クリート構造の韓式瓦屋の建物
として建立されました。一般遺
物所蔵庫、後佛壁畵所蔵庫及び
展示室を備えており鳳停寺所有
遺物25種174点が所蔵されてい
ます。

安東の良質の韓国牛を御手軽な価
格で味わっていただけます。河回
村方面、豊山市場周辺にて開催さ
れます。

仮面をつけたパフォーマーが全国から集まり繰り広げる劇やダンスなど
のコンテスト。バラエティーにとんだパフォーマンスを観覧できます。
＊お祭り期間中は安東駅前の慶北綜合観光案内所の営業時間が延長されます。
(９時から２０時まで)
＊お祭り期間中はタルチュム公園-河回村間シャトルバスが運営されます。
詳しくは安東市庁、安東市内の各観光案内所か安東祝祭観光組織委員会ま
で御問い合わせ下さい。

各種イベント
マスクダンス競演大会や各種展示
や特産物の販売が行われます。

宗宅
過去から未来を学ぶ
古宅
■ 古家屋(宗宅・古宅)伝統体験

✽恥厳古宅✽

市内から比較的近い場所にあり交通の便のよい恥厳古宅は静かで趣き深
い建物が特徴的です。
【食
事】不可(周辺のレストラン紹介可能)
【交
通】安東駅からタクシーで10分程度
【ホームページ】www.chiamgotang.com

✽北村宅✽

ぺ・ヨンジュン氏も宿泊した河回村を代表する宗宅です。安東でも特に伝
統と格式を備えた宗宅で、別棟や母屋など独特の風格を漂わせています。
【食
【交

事】不可
通】河回村シャトルバスで村の入り口まで行き、そこから徒
歩で約15分
【ホームページ】http://www.bukchondaek.com/

市内から民俗博物館方面に向かうと見えてくる宗宅が臨清閣です。建物
の保存状態が非常に良好で、特に宝物に指定されている君子亭は周囲の
風景と調和し四季を通して美しい風景を演出します。
【食
事】可能
【交
通】安東駅からタクシーで５分
【ホームページ】www.imcheongggak.com

✽楽古齋 河回村✽

事】不可(周辺のレストラン紹介可能)
通】河回村シャトルバスで村の入り口まで行き、そこから
徒歩で約15分
【ホームページ】http://www.rkj.co.kr/

✽伴鷗亭✽

安東の新しい名物、伝統古家屋での韓屋体験。韓国の伝統と歴史が染み込んだ宗宅
や古宅での一夜をどうぞ楽しんでください。
区分

1530年代初期に建築された固城李氏の東屋です。安東中心部から少し離
れた静かな場所に建っており、ゆったりとした気分で伝統古家屋での一
夜を楽しむことができます。
【交
通】安東駅からタクシーで15分
【ホームページ】http://반구정.kr

建 物 名

所 在 地

部屋数 人数

電話番号

ホームページ

知礼芸術村

臨東面朴谷里上69

14

60

054-822-2590

www.jirye.com

聾厳宗宅

陶山面佳松里612

15

60

054-843-1202

www.nongam.com

安東君子村

臥竜面烏川里上28-1

11 100

054-852-5414

www.gunjari.net

臨清閣

法興洞20

11

60

054-853-3455

www.imcheongggak.com

敬堂宗宅

西後面城谷里204

4

20

054-852-2717

退渓宗宅

陶山面土渓里468-2

7

40

054-855-8332

www.yulwhae.kr

固城李氏塔洞派宗宅

法興洞9-2

3

10

054-859-1149

www.tapdong.com

河回村

豊川面河回里844-3

054-853-0109

www.hahoe.or.kr

水涯堂

臨東面水谷里470-44

11

50

054-822-6661

www.suaedang.co.kr

敬徳齋

豊川面九沢里458

8

30

054-853-2009

古

恥厳古宅

安幕洞119-1

3

12

054-858-4411

www.chiamgotang.com

宅

北村宅

豊川面河回里706

8

60

010-2228-1786

www.bukchondaek.com

玉淵精舎

豊川面広徳里20

3

25

017-536-0410

www.hahoehouse.co.kr

守拙堂

陶山面土渓里251

6

20

054-856-3307

琴圃古宅

臨河面琴韶里509

鳳停寺

西後面台荘里901

2

10

054-853-4181

www.bonggieong.org

海東寺

新世洞78

4

200

054-852-4520

www.haedongsa.com

竜寿寺

陶山面雲谷里273-4

2

200

054-857-7873

佳松里チャムサリ村

陶山面佳松里

６

50

054-859-6660

http://gasong.go2vil.org

安東ダム村農村テーマパーク

臥竜面中佳邱里

６

50

054-856-5632

www.andongdam.com

河回情報化村

豊川面河回里

４

80

054-841-2896

http://hahoe.invil.org

厳山農村体験村

南後面光音里

２

25

054-858-4433

http://amsan.go2vil.org

宗
宅

市内から比較的近い場所にあり交通の便のよい恥厳古宅は静かで趣き深
い建物が特徴的です。
【食
【交

(地方 有形文化財第 33号)

書院の最も奥に位置する位牌を
奉る建物で享祀(儒教式の法事)
など以外には普段立ち入ること
のできない神聖な場所です。李
滉とその弟子である趙穆の位牌
が奉られており現在まで年に２
度享祀が執り行われています。

プルコギ祭り

世界仮面ノリ競演大会

✽臨清閣✽
進道門の両脇に立てられた建物
は陶山書院の書庫である光明室
です。西光明室には書院の門人
をはじめ海外での研究書が、東
光明室には王から賜わった書籍
や李滉が日頃から読んでいた書
物が保管されていました。

安東の仏教文化の中心である鳳停
寺にて行われる豪華絢爛な灯籠展
示です。

祭りの夜の楽しみ、仮面をつけた観光客１万人が集まり音楽に合わせて
ドンチャン騒ぎを繰り広げます。

隴雲精舎
弟子たちの寄宿舎兼学問部屋で
す。書堂同様に李滉の存命中に
建立された建物です。弟子が学
問に熱中できるように建物の構
造を漢字の「工」字型にしまし
た(韓国語では勉強を「工夫(コ
ンブ)」と言います。)

鳳停寺灯籠祭

大パレード

陶山書堂

海東儒者と称される韓国最高の儒学者である李滉(退渓／号)が
1561年に陶山書堂を開き、師の没後に門人と儒林が協力し書院
として整備・発展させました。1517年当代最高の名筆であった
韓石峯の直筆の「陶山書院」の扁額が下賜され賜額書院とな
り、朝鮮時代における書院文化と儒学研究の発達に重要な役割
を果たしました。

韓国式騎馬戦車戦ノリ、女性によ
る優雅な遊びノッタルバルキなど
安東の歴史と文化を今に伝える伝
統イベントが盛り沢山。

中国、ロシア、日本をはじめ世界各国を代表する伝統民俗ダンス公演が
繰り広げられます。

1600年代に建立されたと推測さ
れる柳雲竜(謙庵／号)の宗宅で
す。一般の住宅に比べ規模の大
きい朝鮮時代の別堂建築物の中
の一つです。位牌を奉る祠堂に
は柳仲郢、柳雲竜父子が共に不
遷位として奉られています。

１時 間 コ ー ス ① ⇨ ② ⇨ ③ ⇨ ④ ⇨ ⑤ ⇨ ⑥ ⇨ ⑦ ⇨ ⑧ ⇨ ⑨ ⇨ ⑩ ⇨ ⑪ ⇨ ⑮
２時 間 コ ー ス ① ⇨ ② ⇨ ③ ⇨ ④ ⇨ ⑤ ⇨ ⑥ ⇨ ⑦ ⇨ ⑧ ⇨ ⑨ ⇨ ⑩ ⇨ ⑪ ⇨ ⑫ ⇨ ⑬ ⇨ ⑭ ⇨ ⑮
半 日 コ ー ス １時間30分もしくは２時間コース所要 ⇨ 渡し船乗り場 ⇨ ⑯ ⇨ ⑰ ⇨ ⑱ ⇨ ⑲ ⇨ 渡し船乗り場 ⇨ ㉒

安東民俗祝祭

海外公演団

(宝物 第306号)

(2012年1月現在)

韓国伝統花火ソニュウチュルブル
ノリ(土曜日夜間開催)や伝統文化イ
ベントなど多種多様なイベントが
行われます。

韓国無形文化財指定の仮面舞が一同に揃います。毎日、違った仮面舞を
見放題です。

芙蓉台は河回村洛東江沿いに広
がる万松亭の向かい側にそびえ
立つ断崖絶壁を言います。芙蓉
台の上から見下ろすと洛東江が
河回村を囲むように回っている
のが一目でよくわかります。

▶ 観覧料：無料
▶ 河回別神グッ仮面舞保存会：(054)-854-3664
▶ H.P : http://www.hahoemask.co.kr/
▶ 公演案内 : 3月～12月まで毎週水、土、日曜日の１４時～15時

河回村祝祭

国内仮面舞

芙蓉台

村の安寧と豊作を祈願して行われる仮面劇で風刺と滑稽あふれ
る内容から子供からお年寄りまで楽しめます。現在はヤンバン
(両班)、ソンビ(儒学者)、イメ、チョレンイ、ブネ、閣氏、破壊
層、白丁、ハルミ、チュジなど10種11個が伝承されておりの個
性あふれる登場人物と肩と腰を使った独特な踊りが特徴で人気
を博しています。

▶ 交通：安東市内～陶山書院67番市内バス利用
▶ タクシーで約40分(市内から約27キロ)
▶ 陶山管理事務所TEL：054-840-6599
▶ H.P : http://www.dosanseowon.com/
▶ 入場料 : 個人
(子供 : 600ウォン、中高生 : 700ウォン、大人 : 1,500ウォン)
▶ 観覧時間 : 9:00~18:00(3月～10月)、9:00～17:00(11月～2月)

 開催期間：毎年９月最終金曜日から10日間
 開催場所：タルチュム(仮面舞)公園、安東市内一円、河回村
主
催：安東市
主
管：(財)安東祝祭観光組織委員会
後
援：文化体育観光部、文化財庁、慶尚北道
 お問い合わせ先：(054)) 841-6398
 ホームページ：http://www.maskdance.com/
 祭り内容

寺
社
農
村
体
験

054-854-3788

※予約の際には韓国語での御予約か安東市体育観光課の(→まで)御問い合わせくだ
さい。

