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水营城村博物馆
水営城村博物館

水营八道市场
水営八道市場

城市再生现场服务中心
都市再生現場支援センター

水营史迹公园
水営史跡公園

望美团路
マンミダンギル

民族和女性历史馆
民族と女性歴史館

B-con GROUND
B-conグラウンド

F1963 & 国际画廊
F1963 & 国際ギャラリー

艺术釜山
アート釜山

水营站
水营駅

望美站マンミ駅

TEPPEI KANEUJI
‘TEENAGE FAN CLUB(GIANTS)’

DANIEL FIRMAN
‘UNSINKABLE’

NICOLAS SCHÖFFER
‘LUX 10 - BUSAN’

KIM, GAE-HYUN
‘WALKING ALONG THE SUYEONG RIVERSIDE’

KIM, MOON-KYU
‘CIRCULATION-ENERGY’
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中文(简体)/日本語

承载着水营悠久历史的 水营史迹公园
水営の悠久の歴史が込められた 水営史跡公園

F1963是改造高丽制钢工厂而建造的综合文化空间，
这里的国际画廊是建设釜山地区性及文化艺术基础
设施的国际画廊釜山店
高麗製鋼工場をリニューアルした複合文化空間の
F1963と釜山の地域性と文化芸術インフラを扱う国
際ギャラリー釜山店

水营区鸥乐路123号街20 F1963
水営区鴎楽路123番ギル F1963

F1963	 f1963.org	 +82 51-756-1963
国际画廊	 火-日 10:00-18:00	 +82 51-758-2239
国際ギャラリー

F1963 & 国际画廊
F1963 & 国際ギャラリー

这里是起源于朝鲜时代左水营场的充满活力的
传统市场。
朝鮮時代の左水営場に由来する愉快で活気溢れる
伝統市場。 

水营区水营路725号街36号
水営区水営路725番ギル36

+82 51-756-3446

水营八道市场  水営八道市場

为了将釜山建设成文化艺术之都，正在策划并推出
韩国最大规模的文化艺术活动等多种展览
高麗製鋼工場をリニューアルした複合文化空間の
F1963と釜山の地域性と文化芸術インフラを扱う国
際ギャラリー釜山店

水营区鸥乐路104号
水営区鴎楽路104

+82 51-757-3530

艺术釜山  アート釜山

这里是保护村资产、保持和扩大居民社区的核心空
间，运营村茶楼、村展览馆和文化舍廊房。
村の資産保全と住民コミュニティーを維持・拡大す
るための拠点空間として村の茶房、村の展示館、
文化サランバンを運営している。

水营区水营城路32号街28号
水営区水営城路32番ギル28

火~日 10:00 - 18:00

+82 51-757-3201

水营城村博物馆  水営城村博物館

恢复日军慰安妇名誉的人权博物馆。这里是作为电
影《她的故事》而有真实背景的地方。
日本軍慰安婦の名誉回復のための人権博物館。
映画「Herstory」の実際の背景になった場所である

水营区莲水路397号
水営区蓮水路397

毎日 09:00 - 17:00

+82 51-754-3444

民族和女性历史馆  民族と女性歴史館

水营区望美繁荣路一带，这里汇集了充满个性的咖
啡厅、小区书店和工坊等。
個性あふれるカフェと街中の本屋、工房などが構え
ている水営区望美(マンミ)繁栄路一帯

水营区望美繁荣路一带
水営区望美繁栄路一帯

望美团路  マンミダンギル

水营高架桥下建成的集装箱式综合生活文化空间。
(预计2020年开放)
水営高架道路の下に造成されたコンテナ型の複合
生活文化空間。(2020年にオープンする予定)

水营区水营高架桥下
水営区水営高架車道の下部

B-con GROUND  B-conグラウンド

在这里可以看到水营的旧貌和物质及非物质文化遗产   
水営の昔の姿と有形·無形文化財が見られる場所
水营区水营城路43号
水営区水営城路43

+82 51-752-2947

水营史迹公园  水営史跡公園

城市再生现场服务中心支持城市再生新政项目，
并正在运营居民教育场馆和城市再生展览馆。
都市再生ニューディール事業を支援し、住民教育
場と都市再生展示館を運営している。

水营区望美繁荣路70号街137号
水営区望美繁栄路70番ギル137

城市再生现场服务中心
都市再生現場支援センター

水营·望美洞旅游地图
水営·マンミ洞観光案内図

住址
アドレス

水营区水营城路43号
水営区水営城路43

交通运输
交通手段

地铁	 2号线水营站1, 2, 3号出口
地下鉄	 2号線水营駅1、2、3番出口

公车	 水营站, 经过史迹公园的公交
バス	 水营駅, 史跡公園経由バス



露天传统民俗表演场
野外ノリマダン

釜山左水营城址糙叶树
釜山左水営城址のムクノキ

管理楼管理棟

水營民俗藝術館水営民俗芸術館

化粧室

水使善政碑
水使善政碑

安龙福将军祠堂(守疆祠)
安龍福将軍祠堂(守疆祠)

釜山左水营城址黑松
釜山左水営城址のクロマツ

庆尚左水营城南门
慶尚左水営城の南門水营史迹院

水営史跡院

水营姑堂
水営姑堂

二十五义勇坛
二十五義勇壇 庆尚左水营城南门

慶尚左水営城の南門

这里曾是朝鲜时代管辖东南海岸的水军军营庆尚左道水军节度
使营城所在地。1995年3月1日水营区官厅开设后，对与左水
营城有关的文化遗产进行整备复原，如今水营史迹公园被作为
探索水营根源的历史教育场所及居民休息场所。

朝鮮時代に東南海岸を管轄した水軍軍営である慶尚左道の水
軍節度使營城があった場所として、1995年3月1日に水営区
の開庁と共に左水営城に関する文化財を整備復元し、水営の
ルーツを探る歴史教育場および住民の憩いの場として活用さ
れている。

水营史迹公园
水営史跡公園

水营史迹院是位于水营史迹公园内的历
史展览馆，以水营旧貌为模型进行展
览，可一目了然地了解水营地区的历
史。

停车场是为方便公园游客而建造的，位于
二十五义勇坛前，游客可以在上午9点至下午6
点付费使用。

水営史跡公園の園内に位置する歴史展
示館として水営の昔の様子を模型に
し、展示しているなど、水営地域の歴
史が一目でわかる。

公園観覧客の便宜のために造成された駐車場
で二十五義勇壇の前方に位置し、観覧客は午
前9時から午後6時まで有料で利用すること
ができる。 

水营史迹院 / 水営史跡院

这里是进行水营野游、左水营渔坊传统
民俗游戏、水营农厅传统民俗游戏、水
营踩地神等非物质文化遗产定期演出和
为居民及游客举行常设演出的地方。
水営野遊(仮面劇)、左水営漁坊ノリ、
水営農庁ノリ、水営チシンパプキ(地神
踏み)など無形文化財の定期公演に加
え、住民と観光客のための常設公演も
行われる場所である。

露天传统民俗表演场
野外ノリマダン

壬辰倭乱时期，庆尚左水师朴泓弃城而逃，为了守
护水营城，二十五位义勇军勇猛迎战倭军，二十五
义勇坛就是为了缅怀这25位义勇军之魂而设立的祭
坛。
釜山市纪念物第12号

壬辰倭乱(文禄・慶長の役)の時に水営城を捨てて
逃げた慶尚左水使朴泓(パク・ホン)の代わりに城
を守るために日本軍に対抗して闘った25人の義勇
の霊を弔うために立てた祭壇である。
釜山市記念物第11号

二十五义勇坛 / 二十五義勇壇

由右侧的纛神庙(供奉兵营军旗的神堂)和左侧
的水营山神堂组成。水营姑堂于农历一月十五
日举行祈愿村民安定祥和的传统祭礼。
右側の纛神廟(兵営の軍紀を祭った神堂)と左
側の水営山神堂で構成されている。村の住民
の安寧と平穏を祈る伝統の祭礼が旧暦の1月15
日に行われている。

水营姑堂 / 水営姑堂

这些石碑刻有庆尚左水营历代水使的功德，现保存
有33个石碑，形状和大小各异。
慶尚左水営に勤めた歴代水使の功徳を刻んだ碑石
で、現在は33個の碑石が保存されているがその形
や大きさが様々だ。

水使善政碑 / 水使善政碑

这是为纪念安龙福将军之魂的祠堂，祠堂牌匾上写
着“守疆祠”三个大字，意为“守护独岛”。通过管理
栋的视频系统，可以实时观赏独岛的风貌。
朝鮮時代の慶尚左水使營城の4大門のうち一つで
あり、現在水営史跡公園の東側の入口に位置して
いる。虹霓(城門などを虹の形に積んだもの)と朝
鮮犬の拍犬一対などがある。

*指定文化祭の具体的な名称などは当該文化祭の案内板をご参照ください。*
*指定文化节的具体名称等请参考相应文化节信息板。*

安龙福将军祠堂(守疆祠)

安龍福将軍祠堂(守疆祠)

4  糙叶树　树龄约500年以上，是守护村子的堂山木。这里
流传着从树上掉下来也不会受伤，如果在此祈祷，夫妻就会
白头偕老的故事。
天然纪念物第311号

4  ムクノキ　約500年以上の木で村を守る堂山木である。木
から落ちても怪我をせず、祈りを捧げれば夫婦が偕老すると
いう話が伝えられている。
天然記念物第311号

5  黑松　树龄约400年以上，树皮的颜色比松树黑，所以起
名为"黑松"。据说朝鲜时代的水军们将其当作神圣的军神木。
天然纪念物第270号

5  クロマツ　約400年以上の木で茎の皮の色が松の木より黒
いことから「黒松」とも言われている。朝鮮時代の水軍たち
が軍神木として神聖にしていたという。
天然記念物第270号

釜山左水营城址糙叶树和黑松
釜山左水営城址のムクノキとクロマツ

朝鮮時代の慶尚左水使營城の4大門のうち一つで
あり、現在水営史跡公園の東側の入口に位置して
いる。虹霓(城門などを虹の形に積んだもの)と朝
鮮犬の拍犬一対などがある。
釜山市有形文化財第17号

此门是朝鲜时代庆尚左水营城4大门之一，现位于
水营史迹公园东侧入口。内有虹霓(将城门等堆砌
为彩虹状)和一对朝鲜犬“狛犬”等。
釜山市有形文化财第17号

露天停车场 (水营史迹公园附属停车场)

野外駐車場 (水営史跡公園の付設駐車場)
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