Incheon Specialist Program

江華島&席毛島
美しい夕焼けが落ちる屋根のない歴史博物館

新鮮な空気と澄んだ海が広がる清らかな地域

忙しい生活に疲れた現代人を包み込んでくれる空間。
江華島＆席毛島の静かな自然の中で

自分探しのヒーリング旅を楽しんでください。
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江華島&席毛島ロードマップ

江華島第1コース

自動車9分

江華平和展望台
江華島花ござ文化館

江華平和展望台

自動車18分

江華島花ござ文化館
徒歩7分

高麗山 つつじ祭り

燕尾亭

大韓聖公会 江華島聖堂
龍興宮

龍興宮

江華高麗宮址

徒歩9分
ソチャン体験館

徒歩4分

大韓聖公会江華大聖堂

龍興宮

自動車19分

朝陽紡織

江華レポートパーク

ソチャン体験館

積石寺

席毛島自然休養林

江華高麗宮址
朝日紡績

徒歩7分

甲串墩台
江華レポートパーク

江華島第2コース

自動車5分

普門寺

広城堡

席毛島ミネラル温泉

自動車10分
徳津鎮

自動車10分
伝燈寺

自動車23分

江華シーサイドリゾート

東幕海岸

広城堡

徳津鎮

伝燈寺

草芝鎮

毛島コース
自動車11分

江華シーサイドリゾート

摩尼山(塹城壇)
東幕海岸

普門寺

自動車10分
席毛島自然休養林

席毛島ミネラル温泉
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席毛島
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自分探
五感が満足する

江華島

席毛島

ある檀君王儉が摩尼山塹城壇で祭祀をさ

する42.31㎢の大きさの島です。2017年

江華島は韓民族の始祖（最初の祖先）で
さげ、古朝鮮の歴史が開始した島で、開国
の始祖である檀君の国と歴史を共にした
重要な場所として知られています。江華と

いう地名は、漢江、臨津江、礼成江など

の「複数の川に沿っている下の村」として
江下と呼んでいましたが、「川の下の美し

い村」という意味の江華と呼ばれるよう
になり現在の名前になりました。

席毛島は東京126°20'、北緯37°40'に位置
に開通した席毛大橋で江華島から席毛島

まで車で約45分あれば着くことができま

す。江華島と近くに位置しているが、別

の魅力を持っているのが特徴です。海明
山、上峰山、上柱山。3つの山が位置して

いる、三山面と別名があるほど山が多い

島です。特に、韓国の3大海水観音聖地の
普門寺、ミネラル温泉などの観光地とし
て有名な島です。

Hidden Story

過去の席毛島は煤音島、琴音福島、席浦島など、いくつかの名前

呼ばれていましたが、石角という意味の「ソクウ」、石の緑とい

う意味の「ソクモロ」という名のついたあと、自然に「席毛島」

という名前に変わりました。トルモロ、トロモトゥンイとは、石
の角という意味もありますが、石だらけの山裾の角に水が回って
流れるとして付けられた名前でもあります。

席毛島

江華島
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時間が築いた歴史_ DOLMEN

旅行, 明日になる.
コインドル

コインドルは、中国、韓国、日本のような北東アジア地域で多く発見
されています。その中でも、韓国は実に「コインドル王国」という表

現を使うほど、全世界の40％に達する数のコインドルが発見されたと
ころです。その中でも、コインドルの密集度と形式の多様性、保存状
態が優れた江華のコインドル遺跡は、2000年12月にユネスコの世界

文化遺産に登録されました。江華の自慢であるコインドルの詳細につ
いて調べてみましょうか？

コインドル
コインドルは、青銅器時代の代表的なお墓で、主に

経済力があるか、政治権力を持つ支配層のお墓とし
て知られています。なぜならコインドルに使用する
石は非常に大きく、重いので、多くの人が力を集め

+ コインドル文化観光案内所

仁川広域市江華郡河岾面江華大路994-19（歴史博物館入り口）
032-933-3624
運営時間：午前9時 - 午後6時（水曜日定休）

なければならないからです。江華島に分布したコイ
ンドルの特徴は、第一に、山地を中心に集中的に分

布しているということです。特に高麗山を中心に90

基以上のコインドルが分布しています。また、山の
斜面に集中的に位置していることもそうですが、こ
れは今の平地なところが、当時は海や干潟であった
可能性が大きかったためと考えられます。第二の特

徴では、複数基のコインドルが一箇所に群れを成し
ているということです。遺跡あたりの平均14基に達

するコインドルが群集を形成し分布する形が見えま

+ 江華歴史博物館

仁川広域市江華郡河岾面江華大路994-19江華歴史博物館
032-934-7887
運営時間：午前9時 - 午後6時（月曜日定休）
利用料金(自然史博物館含む)
子供・青少年・軍人 : 2,000ウォン /
団体（20人以上） 1,500ウォン
大人 : 3,000ウォン / 団体（20人以上) 2,500ウォン
幼児・老人 : 無料幼児（6歳以下）老人（65歳以上）

江華支石墓(コインドル公園)

江華歴史博物館

江華自然史博物館

江華歴史博物館

す。コインドルの築造技術は、岩の石を切り離す高

度な技術が必要であり、簡単に運び、築造するため
の土木設計技術も必要です。巨大な重量のあるコイ
ンドルの築造は、不可思議な疑問をいだかせます。

直接コインドルを見ながら、想像力を広げてみるの
もおすすめです。

+ 江華自然史博物館

仁川広域市江華郡河岾面江華大路994-33
032-930-7090
運営時間：午前9時 - 午後6時（月曜日定休）
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甲串墩台
江華海峡を守っていた重要な要塞

墩台は海岸や境界地域に石や土で築いた小規模

観測、防衛施設です。甲串墩台は高麗が1232年

から1270年まで都を江華島に移しモンゴルとの
戦争を起こしたとき、江華海峡を守っていた重要
な要塞です。大砲8門が配置された砲台もありま
す。‘甲串’という名前は、三国時代の江華をカッ

ピゴチャと呼んだことから名が伝わっているとい
う説と、高麗時代にモンゴル軍がここを渡ろうし
たが、思い通りに成し遂げられず残念に思い、
‘私たちの兵士たちが鎧だけ脱ぎ、海に埋めたら

横断することができたのに’と嘆く言葉に由来し
たという説もあります。
甲串墩台

仁川広域市江華郡江華邑海岸東路1366番ギル18
032-930-7077
運営時間：午前9時 - 午後6時

甲串墩台

歴史空間編

広城堡

Ganghwa

摩尼山

最も激しかった激戦地です。オ・ジェヨン将軍、オ・ジェスン将軍碑が祀ら

れた雙忠碑閣と武器の劣勢を克服できず敗れた韓国の無名勇士の墓石がたて
られています。過去の悲痛な歴史を美しい海岸風景と一緒に振り返ってみる
のも良いでしょう。

摩尼山は白頭山と漢拏山の中間地点に位置し、標高472
mの山で、江華島で最も高い山です。檀君が天に祭祀を
行ったという名山として知られており、龍と神仙が住む
山という伝説があります。実際、米航空宇宙局NASAが

発表した「ボルテックス（パワースポット）」という渦

巻き模様の地球上のエネルギーが最も強く吹き出る世界
3大パワースポットの一箇所がまさに摩尼山なのです。
これらの気のためか、今も開天節には祭祀を行い、全国

広城堡
無名勇士たちの戦いの現場

広城堡は1871年ジェネラル・シャーマン号事件を口実に行われた辛未洋擾の

摩尼山(塹城壇)
檀君神話が宿る霊験あらたかな気運の山

体育大会の聖火を採火、リレーする行事が行われていま
広城堡

仁川広域市江華郡仏恩面徳城里833
032-930-7070
運営時間：午前9時 - 午後6時
（冬期：午後5時まで）

す。山々が美しく見事で周辺に文化遺跡が多く観光客の
足が絶えない国民の観光地です。
摩尼山

仁川広域市 江華郡 河岾面 上坊里 山35
032-930-7068
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燕尾亭
屈指の月見スポット

伝燈寺
自然と歴史、神話と伝説が宿った寺院

された燕尾亭は、臨津江が合流する地点に水

韓国の仏教が初めて伝来したのが372年で、伝燈

1995年仁川広域市の有形文化財第24号に指定
路が二つ流れていて、その形状がつばめの尾と

似ていて‘燕尾亭’という名前がついたと言われ
ています。最初に建設された年代は正確になっ
ていないが、高麗時代の王が学生をここに集
め、勉学させた記録が残っています。現在は壬

辰倭乱、丙子胡乱、6.25戦争を経て、破損され
たところを復元した状態です。過去に、民間人

統制区域の北側に属していたので、一般人の

出入りが制限されていたが、今は民間人統制
区域から解放され、自由に観覧が可能です。
燕尾亭

仁川広域市江華郡江華邑月串里
032-932-5464

韓国で最も古い寺院で381年に創建されました。
寺は仏教伝来初期に建てられた現存する最古の寺
院であることがわかります。伝燈寺の不思議な話

に、花は咲いても実を結ばないという二本の大き

なイチョウの特別な伝説があります。昔、せいぜ
い10俵の量しか実を結ばない伝燈寺のイチョウ
に、20俵の量を朝廷にささげろという横暴があっ

伝燈寺

仁川広域市江華郡吉祥面伝燈寺路37-41
032-937-0125

たそうです。そして優れた力を持っていた僧侶の
一人が熱心に祈ったところ、その年からは、銀杏
が全く開かない木になったというものです。

積石寺

燕尾亭

伝燈寺は、さまざまなテンプルステイプロ
グラムも運営しています〜
Homepage http://jeondeungsa.org

草芝鎮
伝燈寺

積石寺
日没が美しい落照峰がある寺

草芝鎮
激しい砲撃戦を繰り広げた要塞

麗416年には、天竺の祖師が江華島で寺を建てる場所

朝鮮時代に建てられた要塞です。当時の熾烈な

積石寺は高麗山の西の麓に位置している寺です。高句
を探していた中、高麗山の頂上に咲いた5本の蓮の花

を折って、風に飛ばした後、花びらが落ちたところ

に、それぞれ赤蓮寺、青蓮寺、白蓮寺、黒蓮寺、黄蓮
寺を建てたとされています。赤蓮寺が今の積石寺です

が、寺の名前に漢字の'赤くなる意味の（赤）'が入っ
ていて、山火事が頻繁におこることから、現在の'積み
重ねる意味の（積）'に変えたとされています。
積石寺

仁川広域市江華郡内可面蓮村ギル181
032-932-6191

草芝鎮は海上から侵入する外敵を防ぐために、

戦争で兵器庫、火薬倉庫などの軍事施設がすべ
て破壊されました。その後、建物が崩れて墩台

の土台と城の基礎だけが残っていました。これ

を1973年に復元して、今の形になりました。
しかし、砲弾を受けた2本の松の木と城壁はそ

のまま保存されており、当時の状況を推測でき
る場所です。
草芝鎮

仁川広域市江華郡吉祥面草芝里624
032-930-7072
運営時間：午前9時 - 午後6時（冬期：午後5時まで）
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江華平和展望台
韓国で眺める北朝鮮の姿

江華高麗宮址
高麗の跡が残っている宮廷から

民の生活を肉眼で見ることができる場所です。北朝

江華島に遷都した1232年創建し1270年までに使用された

江華平和展望台は、韓国で最も近い距離で北朝鮮住
鮮住民の生活の様子や宣伝用の偽装村、開城の送受
信塔、松岳山などを眺望することができ、他の地域

では見られない北朝鮮の文化生態を間近で感じるこ
とができると言われています。過去に一般人の出入

りが厳しく統制されたところでしたが、2008年9月
5日、地下1階、地上4階規模が開館し開放されまし

た。 1階には、離散家族の恨みを晴らし統一を念願
する統一祈念所と土産店があり、2階には、戦争関連

資料展示室、3階には、北朝鮮の地を眺めることがで
きる展望室と屋外展望台があります。
江華平和展望台

Hidden Story

仁川広域市江華郡両寺面展望台路797
032-930-7062
運営時間：午前9時 - 午後6時（冬期：午後5時まで）
利用料金 :
望遠鏡 2分 500ウォン
入場料（成人） 2,500ウォン
入場料（青少年、軍） 1,700ウォン
入場料（子供） 1,000ウォン
団体料金（20人以上）変動

江華高麗宮址は高麗がモンゴルの侵入を避け、開京から
宮殿跡です。1270年、モンゴルに降伏して開京に戻り首

都を移し、当時の建物はすべて崩されました。以後、朝
鮮時代に地方行政官署と宮殿の建物を建てましたが丙子
胡乱、丙寅洋擾のときにほとんど消失しました。現在は

江華高麗宮址という名前で文化財指定がされているが、
実際の当時の高麗宮殿の姿は残っていません。朝鮮時代

官庁建物の数軒だけが残存しており、1970年代以降、復
元された外奎章閣を見ることができます。
江華高麗宮址

仁川広域市江華郡江華邑江華大路394
032-930-7078
運営時間：午前9時 - 午後6時

江華平和展望台

黄海道延白軍から喬桐島に逃げてきた住民たちによ

龍興宮
朝鮮時代第25代王「哲宗」が住んでいた家

した市場です。薬屋、理髪店、喫茶店なども昔のま

王に即位する前に住んでいた家で、彼が王位に上がった

韓国分断の歴史が立ちこめているところ、「喬桐大

龍市場」も欠かせません。韓国戦争当時、北朝鮮の
って形成された場所で、故郷の延白市場の姿を再現

まの香りと様々な時間の痕跡を残しています。路地
を見物する楽しさを体験してください。
喬桐大龍市場

仁川広域市江華郡喬桐面喬桐南路35

江華高麗宮址
龍興宮

龍興宮は皇太子でなかった‘哲宗’（朝鮮時代第25代王）が
後、補修・改装して「宮」と改称しました。元々は取る
に足りない藁葺き屋根だったが、1853年哲宗が王位に上
がってから4年ぶりに今のような家になりました。過去の
住宅の型に沿って建てられて、素朴で純粋な感じがするの
が特徴であり、境内には哲宗が住んでいた昔の家であるこ

とを表示する碑石と碑閣があります。歳月が流れ、風雨に
Tip Box

喬桐大龍市場の入り口に位置する
[喬桐つばめの家]では喬桐島の観光
情報だけでなく、自転車レンタル、
昔の制服の試着など様々な体験を楽
しめます。

より崩れたところを1974年に再び補修して、今のような
形になりました。
龍興宮

仁川広域市江華郡江華邑官庁里441
032-930-3114
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徳津鎮
海峡の関門を守る江華島第1砲台

徳津鎮は江華海峡をめぐる要塞の中で、最も大きな
兵力があったところです。また、徳津鎮の南障砲台

は江華海岸の中で最も強い火力を誇る10門の大砲
があったところでもあります。丙寅洋擾のときにこ
の鎮を通じて潜入しフランス軍を撃破したりしてお

り、辛未洋擾当時、米国の艦隊と48時間の間に激し
い砲撃戦を繰り広げた場所です。その時の砲撃戦で

徳津鎮が破壊されました。興宣大院君の命令によっ

て建てられた斥和碑（警告非）もあります。 ‘（海
門防守他國船愼勿）海の門を防ぎ守って、他の国の

船が通らないようにしなさい‘という、強力な鎖国

徳津鎮

仁川広域市江華郡仏恩面徳城里846
032-930-7074
運営時間：午前9時 - 午後6時
(冬期：午後5時まで）
普門寺

の意志が込められている碑です。

徳津鎮

歴史空間編
Seokmodo

大韓聖公会 江華島聖堂
韓国キリスト教の歴史を垣間見ることができる空間

韓国の聖公会の歴史は、1889年初代韓国主教のコ・ヨハン

（Corfe、C.J。）から始まりますが、その当時、韓国には一人の

信者もいなかった状況です。以来7年後の1896年6月13日江華で韓
国人に初めて洗礼を施しました。大韓聖公会では、このような縁
で江華に一番最初の大聖堂を建立。そのために、江華大韓聖公会

は、最も古い歴史を持つようになり、現存する韓屋教会の建物と
しても最も古いものです。当時の建築木材は鴨緑江から運搬して
使用しており、景福宮工事に参加した宮大工が建築を担当しまし
た。東西の美の調和のとれた韓屋の大聖堂で外観は韓国の伝統的
な様式で、屋内は西洋式バジリカ様式を応用して作られました。
大韓聖公会 江華島聖堂

仁川広域市江華郡江華邑官庁里336
032-934-6171
運営時間：午前9時 - 午後6時

大韓聖公会 江華島聖堂

普門寺
三国時代に創建された韓国3大観音霊地

普門寺には特別な創建神話が伝えられています。過去三山面

に住んでいた、漁師が海の中に網を投げたところ、石ころが

22個かかりました。漁師は石ころを海に捨て、再び網を投げ
Tip Box

［江華話ツアー]は史跡を電動自転車に乗っ
て見回る歴史体験ツアープログラムです。遺
跡と遺物にまつわる様々な話は、簡単で楽し
い歴史を感じる特別な経験になるでしょう。
江華話ツアー

 営コース：聖公会江華聖堂 – 龍興宮
運
- 江華山城（東門） - 伝説の魔女（撮
影地） - 高麗宮址
運営時間：午前10時 - 午後7時
(冬期：午後5時まで）
利用料金：2万ウォン/3万円/4万ウォン
/5万ウォン（40分/60分/80分/100分）
032-934-2628, 2638

ましたが、再び石ころが網にかかり、漁師は失望し、石を海
に投げて家に帰ってきました。そしてその夜、特別な夢を見

ました。年老いた僧侶が夢に出て貴重なものを二度も海に捨
てた漁師を責めました。明日は再びそれを引き上げて気運が
良い山に移してくれと言いました。翌日漁師は夢の中で僧侶
が伝えたとおり、石ころを再びすくい、今の普門寺の場所に
移し神霊な寺になったという話です。

*観音霊地：‘観音菩提が常住する神聖な場所’という意味
普門寺

川広域市江華郡三山面三山南路828番ギル44
032-933-8271
運営時間：午前9時 - 午後6時
入場料：2,000ウォン
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Tip Box

江華島の魅力をしっかりと感じて見る
ために、20個のコース、様々なテーマ

からなる[江華ナドゥルキル]をツアーし

江華レポートパーク（ジップライン）
江華で楽しむ刺激

江華レジャースポーツパークのジップラインは、合計5つのコース
と雲の橋で構成されています。簡単な安全教育を履修した後、全年

齢層が安全に楽しむことができます。めくるめくスピード感とスリ

テーマ空
間編

ル、一目で見渡せる江華の美しい景色をお楽しみいただけます。江
華の代表レジャースポーツとしてあげられます。江華島の東西南北
が広々と見渡せる穴口山に位置していて江華島をすべて感じること

Ganghwa

ができ、新規施設で最新設備を備えていることも嬉しい点です。

江華シーサイドリゾート（ルージュ）
東洋最大規模のリュージュトラック

都心から遠くないところに、東洋最大の長さの‘ルージュ’を体験することができ
るダイナミックな空間です。ルージュとは、特別な動力装置なく特殊製作され
たカートに乗って、路面の傾きと重力だけを利用しトラックを降りてくる体験

レジャー・スポーツ施設です。ルージュは方向調整と制動が可能であり、子供
から大人まで誰もが楽しめる無動力車輪のそりです。各コースごとに好奇心や

楽しさを倍増させてくれる360º回転コースと区間別に相次いで配置されたトン

ネルと落差区間は、海を見ながら降りることができ、優れた眺望と江華シーサ
イドリゾートの醍醐味です。

江華シーサイドリゾート（ルージュ）

仁川広域市江華郡吉祥面船頭里217
032-930-9000
運営時間と利用料金 - ホームページを参照 www.ganghwa-resort.co.kr

江華レポートパーク（ジップライン）

江華レポートパーク

仁川広域市江華郡仏恩面中央路546
032-937-7481
運営時間と利用料金 - ホームページを参照
www.tianlim.co.kr

てみるのもオススメです。徒歩パスポ

ートを通じて、歩く旅の利便性と案内

はもちろん、出発点と完走ポイントに

ある、各コースごとの特色あるスタン
プを集める楽しみがあります。

1コース

心都歴史文化の道

3コース

高麗王陵への道

2コース

4コース
5コース
6コース
7コース
8コース
9コース

江華シーサイドリゾート

護国墩台の道

日の暮れる村道
コビ峠の道

華南生家への道

落日を見に行く道
渡り鳥の道

喬桐島タウルセの道

10コース モルメへ行く道

11コース 席毛島 風の道
12コース 注文島の道

13コース ポルム島の道

14コース 江華坊ちゃん初恋の道
15コース 高麗宮城の道

16コース 西海黄金野原の道

17コース コインドル探訪の道
18コース ワンゴル工芸村への道
19コース 席毛島上柱山海岸の道
20コース 干潟を見に行く道
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朝日紡績
最初の紡績工場で感性カフェとして再誕生

테마공간

席毛島自然休養林
疲れを癒してくれる自然の趣と香り

績工場です。ここでは、国内の繊維産業を主導し、

Seokmodo

した野原と海が一望できる景色が誇りです。良質の森林

朝陽紡織は1933年に設立された韓国初の最大の紡
1960年代まで、最高品質の化学繊維を生産していま

林文化休養館と一戸建て丸太小屋型の森の中の家に分か

全盛期を迎えました。しかし、時間が経って事業が

れており、延べ200人収容できる規模です。4人部屋から

衰退して20〜30年程度廃家のように放置されていま

22人部屋まで多様に構成されており、客室の選択の幅広

したが、以前の枠組みをそのまま生かしてビンテー

いです。自然の中で宿泊できる席毛島自然休養林で癒や

ジ感性カフェとして再誕生しました。特別な空間で

しのひとときを過ごしてみてください。

コーヒーを楽しみながら、昔の紡織機械を回して当
時の姿を想像してみてはいかがでしょうか？

席毛島自然休養林

仁川広域市江華郡三山面三山西路39-75
032-932-1100
運営時間と利用料金 - ホームページを参照
www.foresttrip.go.kr

朝日紡績

# 'スイ
ッチ’

仁川広域市江華郡江華邑ヒャンナム5番ギル12
032-933-2192
運営時間：午前11時 - 午後8時
利用料金 : アメリカーノ - 7,000ウォン
カフェラテ - 7,000ウォン

朝日紡績
席毛島自然休養林

東幕海岸
世界5大干潟の威厳が感じられる海

席毛島ミネラル温泉

東幕海岸は白い砂浜と干潟が一緒にあり、満潮の時は海

水浴場として、引き潮の時は干潟体験として西海の魅力を

東幕海岸

たっぷりと感じることができる場所です。日没頃が美しい

席毛島ミネラル温泉
海風と太陽の光、良い水と共に過ごすところ

場所として挙げられています。幅10m、長さ200mの広々

とした海の景色が壮観です。また、江華島で最大の砂浜を

誇る東幕海岸は、世界5大干潟の一つに数えられる場所で
す。それだけ干潟体験をするにも最適な場所として知られ

ています。天恵の干潟を持つ江華島唯一の海水浴場で貝、

ヤマトオサガニ、巻貝、オキシジミなど干潟に生息する様
々な生物を観察してみるのはいかがでしょうか？
Tip Box

[徒歩歴史体験観光]は生きている江華の歴史を歩いて巡る観光コー
スです。移動距離は短く、内容が充実した盛りだくさんのコースを
見て回ったら、江華の魅力にどっぷりハマるしかないでしょう。

レクリエーションサービスを提供するため、2008年から
5年かけて造成されました。客室はコンドミニアム型の森

した。以後数十軒の紡績会社が入ってきて江華島は

♡ドラ
マ撮影
地_

席毛島自然休養林は、仁川地域唯一の休養林で、広々と

席毛島ミネラル温泉は西海を眺めながら温泉を楽しめる所

東幕海岸

で、心身の安定に最適です。室内湯と露天風呂（15個）、

仁川広域市江華郡華道面海岸南路1481
032-937-4445

徒歩歴史体験観光


運営コース：江華観光プラットフォーム
- （6分） - 高麗宮址
- （5分） 大韓聖公会江華大聖堂 - （1分） - 龍興宮 - （7分） ソチャン体験館 - （10分） - 朝陽紡織

黄土部屋、屋上展望台、足湯などで構成されており、ここ
で使用される温泉水は460mの花崗岩から湧出する51℃の
高温であり、カルシウム、カリウム、マグネシウム、スト
席毛島ミネラル温泉

仁川広域市江華郡三山面煤音里645-27
032-930-7053
運営時間：午前7時 - 午後9時

ロンチウム、塩化ナトリウムなどが豊富に配合されてい

ます。これは、肌の美容や保湿に効果があり、血液循環、
関節炎、筋肉痛などにも優れた効果があると言われていま

す。温泉水を天然のまま使用しており、人為的な消毒をせ
ずに毎日温泉水だけを使用しているのが特徴です。
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ソチャン体験館
ソチャンの昨日と今日を一目で

江華高麗人参
世界レベルの栄養と味

屋の染色工場だった「平和織物跡」を2016

などの環境条件が非常に難しく、江華島が世界的に少ない産

ソチャン体験館は、1938年に建築された韓

江華高麗人参は1232年から栽培が始まりました。気候、土壌

年に、リニューアルして建てられた空間で

地の一つとして数えられます。血液生成作用を旺盛にし、肺

す。江華郡の伝統産業であるソチャンの伝

の機能を強化して、体内の毒を取り除き、糖尿、血圧を安定

統文化遺産の保存と価値にスポットを当

させてくれるといわれています。また、中身がしっかりしてい

て、華麗な江華の織物産業について紹介し

て重いのが特徴です。有効サポニン含有量も高く、煎じても

ます。また、ソチャンハンカチスタンプ体

濃度が高く質が良いです。

験、茶道体験、ソチャン織りの実演体験な

江華獅子足薬よもぎ
ミント、ほのかな香りのよもぎ

ど、様々なプログラムが用意されており、
ソチャンを五感で感じることができます。

特産物編
Ganghwa

摩尼山を中心に日当たりのよい海辺の近くで栽培される江華獅
子足よもぎは、汚染されていないためきれいで、薬用よもぎの

ソチャン体験館

仁川広域市江華郡江華邑南門安ギル20番ギル8
032-934-2500
運営時間 : 午前10時 - 午後5時（月曜日定休）

栽培に最適な花崗岩系の土壌を持つ江華島の特産物です。昔か
江華島花ござ文化館
ソチャン体験館

高麗山 つつじ祭り

江華島花ござ文化館
江華だけの特別な伝統遺産

江華島でのみ生産されている純白のイグサに似たカンエンガヤツリ

（ワンゴルとも言う）で作られた花柄のござを花紋席と呼びます。

この花紋席（花ござ）の歴史と伝統的な製作法を体系的に保存・展
示するために、花紋席文化館を設立しました。文化館を訪れると、

花ござはもちろんワンゴル工芸品の過去と現在、そして未来の様々
なワンゴル工芸品の変遷を一目で見られます。また、一週間前に電

話で申請するとワンゴル工芸人と一緒にミニ花紋席（花ござ）とワ
ンゴル小物を直接作ることもできます。
江華島花ござ文化館

仁川広域市江華郡松海面長井陽五ギル413
032-930-7060
運営時間 : 午前10時 - 午後6時（月曜定休）
利用料金 : 大人 - 個人1,000ウォン/団体800ウォン
青少年、軍人 - 個人700ウォン/団体500ウォン
子供 - 個人500ウォン/団体400ウォン
体験学習 - 個人5,000ウォン/団体4,000ウォン

らよもぎの中で最も効果が高いといわれていた塩基を含む海風

と霧を含んで育ったもので、一度使った人は必ずまた訪れると
言われています。

江華のよもぎは、海風が通る日陰で3年以上熟成させ
るとさらに特別な香りがします。

高麗山 つつじ祭り
千年の歴史込められた高麗山で楽
しむお花見

4月には桜色のつつじが咲き乱れる江華島で
高麗山つつじ祭りが開かれます。つつじでい

っぱいに染まった高麗山を散策しながら、お

花見やいろんなグルメを楽しんでみてはいか
がでしょうか？各種写真展、はがき展、つつ
じ体験展も用意されています。
高麗山 つつじ祭り

仁川広域市江華郡コインドル広場及び高麗山一帯
032-930-3624
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