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お 便 り コ ー ナ ー

お見舞い申し上
げます
●福岡・佐賀ではた
いへんお世話になり

。 、ました 今日(3/20)
福岡沖で大きな地震
があったことがニュ
ースで報じられてい
ます。皆様の方での
被害はなかったでし
ょうか？ ニュース
のＴＶの画面に福岡

の街が写しだされると、あっ！ とかみさんと二人で思
い出しながら、見入っております。佐賀でも震度６弱が
あったと報じていますが、お見舞い申し上げます。
渡辺和郎 2005年3月20日23：00 発信

いや～、ゆれましたね。
◆副島＠佐賀です。学生時代横浜で震度 というのを一5
回経験しておりましたが、感じではその時より強い地震
だったと思いました。我が家の方は、玄関横の立て掛け
式の姿見が倒れ、タンスの上に置いていた江戸時代の水
差しの蓋が転げ落ちてそれぞれ割れてしましました。台
所の大型冷蔵庫も 程、南にずれていました。報道30cm

4 4では佐賀市は震度 とのことでしたが、とてもとても
の揺れではありませんでした。妻は、 階自宅に居まし6

7たが座り込んだまま動けなかったと言っておりました。
階の天文台は特に被害はありませんでしたがアイピース
などの備品が散乱しています。何時も散乱しているので
今回の地震の影響か否か疑問ですが。まあ、若干の被害
は有りましたが総じて無事でした。お気遣い頂き恐縮で
す。取りあえず、ご報告かたがたお礼まで。
副島 勉 佐賀市内
受信日時：2005年3月20日 11:46 PM

花瓶が２個こわれました
◆心配ありがとうございます。もちろん大丈夫でした。
ありがとうございます。詳しくしらないのですが、福岡
で｢彗星会議｣の開催中だったそうで、皆さん結構びっく
りしたそうです。幸い、私どもはもちろんですが全く問
題ありませんでした。でもすごかったですねえ。また、
余震もわすれない程度に襲ってきます。どうも震源に近
いからかもしれませんがすごいですねえ。私ども 階の5
マンションの 階なので地震計みたいでした。ありがと5
う。もう雪は少なくなったですかねぇ～。経験ですが携
帯は通じませんが携帯メールだと連絡できますねえ。で

、 。 。は報告のみ 心配かけました ありがとうございました
平井正則 hiraim@fukuoka-edu.ac.jp
福岡市東区香椎浜1丁目1番6-506〒813-0016
092-662-3215(tel & fax)
mashirai@opal.famille.ne.jp
受信日時：2005年3月21日 03:46

お見舞い有難うございました
◆二人とも無事でした。外出準備中の自宅でした。積み

上げた棚の上や、中のお皿が 、 枚割れました程度で2 3
すみました。 画面で報じられたガラス落下のビルでTV
すが、何を隠そう西鉄本社ビルで恥ずかしい次第、通行

。 、の人が軽い怪我をした程度で助かりました 無防備都市
市民で本当に地震は大変なものとつくづく思いました。
、 秒は東京空襲の一夜とは全く違う、本当に怖い思2 30
いでした。 弱、震源から キロ地点でした。ましMg7 20
て宇宙のエネルギー……。今日は市民皆平常、町並みも
平静です。この間余震 回ありました。3
西鉄相談役 大屋麗之助 fwpar8370ei@nifty.com
受信日時：2005年03月21日 16:22

メール有り難うございます。
◆報道では 、福岡とみやき町(中原、北茂安、三根Mag7
町が合併)で震度 －とされていますが、この近辺では6
地割れもなく、棚上の物も何ごともありませんでした。
震度は 以上あったのは確かですが、震度 以上になれ3 5
ば家の中はごちゃごちゃになると思いますが、我が家で
は風呂場のポリ容器のシャンプーが棚から落ちていた位
です。みやき町の何処に震度計があるのか存じませんが
現在田んぼのある所は 年前は海でしたので、そう2000
いう所では震度が大きかったのでしょうか。当方の被害
といえば電話、メールが不通になる程度でした。福岡市
付近は大変な様子です。当日開催されていた｢彗星会議｣
は分科会のメンバーがたいしたことはない？ と思い、
行くのを止めました。会議は午前中で終わり、交通機関
は 時頃から動き出したようです。川西浩陽さんは車18
で来ていたので夕方まで足止めのハズです。今年のドイ
ツへの予定は 月 日－ 月 日の予定です。5 27 6 27
椛島冨士夫 佐賀在住
受信日時：2005年03月22日 06:26

久しぶりに、今晩は…
◆ご無沙汰しています。申し訳有りません。倶楽部会員
が増えたのをお聞きし、｢へ～、変わった人なのかなぁ
～｣等と思いながら喜んだのものの、また発熱してしま
い、歓送迎会を欠席してしまいました。亭主の智秀から
｢会員は誰も出席していない｣と聞いていたのですが、や
はりそのようだったそうで。なかなか集まる事は難しい
ようですね。私の熱は上がったり下がったりです。よう
やく、山になった洗濯物を退治しました。何だか嫌にな
っちゃいますよ…。四月だというのに、まだまだ雪が多
いですね。渡辺会長、美香さんには、風邪などひかれま
せんようにお気をつけ下さいね。
佐藤麻子 umibuta-dolphin-kick@jcom.home.ne.jp
受信日時：2005年04月01日 18:28

再び今晩は…
◆早々の返信メール、有難うございます。本日は、昨日
よりも熱が下がり、あと一歩ってところでしょうか。治
りかけなので気を付けます。日ハムの試合に行きたかっ
たのですが、我慢の子で大人しくしています。私が行っ
た試合は負けた事無いんだけどなぁ～、と思いながらア
イロン掛けをしています。皆既日食…、いい響きですね
～！そうそう、その楽しみが有りました。その為にも、
頑張って体力つけます。亭主の智秀は今日( 土曜日)4/2
も仕事です。それではまた。失礼しまーす。
佐藤麻子 umibuta-dolphin-kick@jcom.home.ne.jp
受信日時：2005年04月02日 14:27
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早速ホームページ見ました
◆とっても皆さん写真映りが良いですね いや、カメラ
マンが良いのかな…？ 鮨政にリンクできるようにして
頂きまして有り難うございます ［編集注：倶楽部のホ。
ームページ｢札幌天文倶楽部の集会場所｣として、紹介の
リンクをはった］ 鮨政に、またのご来店、従業員一同
(夫婦 名しかいないか)御待ちしております。2
鮨政の亭主より
受信日時：2005年04月02日 18：37

大井さんのアドレス不通です
◆早速、大井亜紀さんのアドレスに歓迎メールを送って
みましたが、送信エラーが返ってまいりました。そのエ

ooia@s1.nttdocomo-h.co.jpラーの帰りもとのアドレスが、
です。アドレス間違いなど、あったりするかもしれま

せんので、上記アドレスをチェックして下さい。お手数
おかけしますが、お願い致します。こちらは、東京での
開花予想よりも前に会社のサクラが咲き始め、今日は既
に五分咲くらいです。 月 、 日辺りにはいい感じで4 9 10
花見ができるような咲き方です。 からは福井県に出11
張ですので、福井でも滞在期間中にサクラの盛りとなる
かもしれません。それでは失礼致します。
今野利秋 t0611kon@goto.co.jp
受信日時：2005年04月02日 19：38

会報第５９号をみて
◆ホームページでようやく第 号を読み終えました。59
会長の“サッポロシティガイド”のお話、感服いたしま
す。私は第二問の１までしかできず、市民失格かも？
何処かに移住でもするか…、やっぱニュージー？ 自分
のレポートが無いと、読むところが沢山あり、楽しさ倍
増です。そういえば第 号の川口裕美さんのレポート58
も面白かったなぁ。第 号では久々の加賀栄一さんの59
新年会レポート、それに加えて新会員の初体験レポート
、 。 、を 楽しく読ませていただきました 新年会は紅一点の

思った通りのむさくるしい新年会だったようで、加賀大
、 。智君が一人で 平均年齢を頑張って下げていたのですね

また、久々の新入会員の話を聞き、めでたいと思いなが
らも、この倶楽部に入って来ることができるなんて、相
当変な人か？ と思いましたが、全く周りの人の事が気
にならないマイペースな方のようで、安心し、納得しま
した。レポートでも、会長に対して私たちには決して言
えない言葉も有り、新鮮で面白いです。会長が入会をお
誘いになった訳が解かりました。今後も若い人が書く、
新鮮なレポートに期待しま～す。
しかし、その中の佐藤智秀に関する事を、二箇所訂正

させて頂きます。第一に、佐藤智秀は決して高給取りで
はありません。毎月間違いなく報酬を頂いているのは感
謝していますが、高給ではないのです。手取りを聞いた
ら驚きますよ！(この話題は会長 佐藤智秀で激論に発vs
展するので、もう止めます)。第二に、控えめで優しい
というのは、会長には頭が上がらない為、受講生の目に
は控えめに映るのでしょう。というか、会長と女性陣の
迫力に負けているだけでは？
岡山の出張はお忙しい日程だったようですね。でも、

スッチーさんに優しくされて、良かったですね。 でJAL
事故が続く中、他社ではサービス向上に、より一層力を
入れているのでしょうかねぇ。私もイケメン男性客室乗

JAL務員に優しくされたいです［編集注：残念ですが

ではなく でした でも 左の鼓膜…大丈夫ですか？ANA ］ 、
手術をする暇が無いのでしょうねぇ ［編集注：暇はあ。
りますがザクッと切る手術が怖いので…］今後、会長の
悪口を言う時は、会長の左側でブツブツ呟く事にしま
す！ま、それはともかく、 ページを開いた時、美星12
天文台の綾仁一哉さんとのツーショットが目に飛び込ん
できて 目立つはずの会長ではなく隣の綾仁さんが ｢僕、 、
は天文オタクです｣と私に訴えかけてきました。一目で
それと解かりました。申し訳無いですが、ちょっと笑っ
てしまいました。綾仁さんごめんなさい。そして、文章
を読むと、やはりそのものだったようで、またしても笑
ってしまいました。すみません。トレーナーも、それら
しき物のような…。でも、会長のサイン入りの本は彼の

。 。宝物になったことでしょう やっぱり会長って凄いです
何か、こう、一気に読み終えると第 号が楽しみに60

なります。第 号記念で行事はしないのかなぁ。幹事60
にはチラッと提案したんですが。夏の夜の虫が増えない
うちに春のキャンプをし、日帰りの人たちは、美味しい

、 、焼き物を食べて帰る… 夜中に来る人がいても良いかも
という案ですが…。何故ゆえキャンプかと言いますと、
焼き物だけで日帰りすると、亭主の智秀他、酒飲み運転
手がビールを飲めないから、という理由でして。以前に
もありましたよね？ 会長と美香さんがキャンプしてい
るところに来てくださって、皆なで天ぷらを食べたり…
もしたような… 回くらい有りましたかね。如何です2
か？ っていうか、幹事次第か。また智秀に言ってみま
す。あー、でも最近は土日も出勤だったりして日程が組
めないか…、あ、ブツブツ言ってないで、前向きに検討

、 。 。しなくては ですね 何か凄く長くなってしまいました
お付き合いくださって有難うございます。では、お元気
で。また。
佐藤麻子 umibuta-dolphin-kick@jcom.home.ne.jp
受信日時：2005年04月05日 11：33

無事デネブ５９号が届きました
◆次回はいよいよ会報も 号ですね、特別企画とかあ60
るのでしょうか？ なんて書くと[少しは企画手伝った
り、投稿しなさい]と言われそうですね。非協力的な会
員で本当にすみません。それにしても今回の内容からは
皆さんお元気そうでなによりです。会長は札幌シティガ
イド検定を受けられていたのですね。認定証とかはある
のですか？ どんな時にどのような活動をされるのです
か？ 例題は難しいものでしたが、興味深かったです。
自分が生まれ育った町について案外知らない事も多いん
だなぁ～と考えさせられました。
今回も載っていた雪まつりの“ヨン様雪像”はもちろ

ん私も撮影してきました！ 今年は本当に｢冬ソナ｣が目
につきましたね。それにしても真駒内会場が終わってし
まって残念でした。毎年楽しみにしていたのに…(別に
滑り台にはのってはいませんから！)。純粋に雪像をみ
るのが好きなだけです(笑)。そうそう、韓流コーナーに
載っていた｢秋の童話｣観ましたよ！ 確かに毎日 時間3
づつでしたし、時間帯も日中の為大変でしたが、｢ホテ
リアー｣や｢貴公子｣等とともに夜な夜なビデオを見続け
ました。
ところで、私は別に誰のファンというわけではないの

でヨン様の雪像が旭化成のイヒ！ の人に似ていても大
丈夫です(今野さん安心してね)。まあとにかく｢天国の
階段｣や｢美しき日々｣も終わり、少々寂しいやらホッと
したやら。韓流ドラマはまだまた続きますが、そろそろ
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一休みしようかなと思います(でも、お勧めがあれば御
一報を…)。
あと、会員が新しく入ったんですね( ) 。嬉しいで^o^ v

す！ 大歓迎！！ でも歓迎会に参加できずごめんなさ
い。是非是非早いうちにお目にかかりたいです。関係な
いけど、大井亜紀さんが｢ロイヤルホスト｣で食べた“苺
ヨーグルトパフェ”美味しかったでしょう？ 私は阿部
圭子さんが食べた“ヨーグルトジャーマニー”も、もち
ろん好きです。更に“チョコファジ”もお勧めです！
そして得意の｢びっくりドンキー｣では今年もまた期間限
定の“いちご城のプリンセス”が登場しています。ただ
し昨年とは微妙に違います！ 多分わかるのは会長くら
いかなぁ(笑)～。是非食べてみてください！
なんだか携帯で久しぶりに長文をうってしまいまし

た。疲れてきたのでこの辺で失礼いたします。会報いつ
も本当に有難うございます。暖かくなったと思ったらす
ぐに寒くなるこの季節、お身体にはくれぐれも気をつけ
てお過ごしください。
中島由美子
受信日時：2005年04月9日 23:30

仕事が忙しく失礼してます
◆こんばんは。会報 号届きました。ありがとうござ59
います。なんと、新会員加入とのこと…。そのうちお目
にかかりたいですね。ここしばらく年度替わりで毎日残
業の日々を過ごしてました。仕事が早く一段落するのが
待ち遠しいです。
谷口明美
受信日時：2005年04月9日23:45

会報読むのが楽しいです
◆会報デネブ第 号届きました。ありがとうございま59
す。天文倶楽部のホームページでこの 号を見ること59
ができることは知っていたのですが、製本された会報の
方が好きなため、待っておりました。本当にありがとう
ございます。早速、読ませていただきました。｢由美子
の話題コーナー｣での、｢札幌シティガイド検定｣の問題
に早速取り組みましたが、難しいの一言です。また、天
文倶楽部に新たに会員が加わったことを知りました。ま
た、新会員の方が早速レポートを書いているのは驚きで
す。以上のように、楽しく読ませていただきました。本
当にありがとうございました。
加賀栄一
受信日時：2005年04月10日13:45

嬉しいですネ！新会員が増えて
◆こんにちは。川口裕美です。土曜日( )に会報が届4/9
きました。有難うございます。新会員が二人も増えたの
ですね。おめでとうございます！ 嬉しいですね。この
新会員は、私の弟と同じ年齢です。若い娘が入って良か

30ったなぁ～と思っていましたが、良く考えてみると、
代なのですよね。自分の弟を｢若い｣と思っていたけど、

3 30私より 歳若いだけで…。今、自分が何歳なのか、
歳までは覚えていたのですが、それ以降、パッと答えら
れなくなりました。どんどん進むボケ、マズイです。新
会員の大井亜紀さんのレポートを読みました。なかなか
顔を出せない編集委員の私より、とても頼りになりそう
ですね。札幌シティー・ガイドでしたっけ？ 問題は全
滅でした。チンプンカンプンです。加賀氏のレポートの

中の問題の、｢ドイツから送られたマイバウムの意味｣だ
けが気になりました。気になったのは、｢マイバウム｣で
はなく｢ドイツ｣の方。｢ドイツ｣と聞くと、｢雨に祟られ
たドイツ皆既日食｣を思い出します。アフリカでリベン
ジ出来たけど、未だに悔しい思い出です。さて、｢マイ
バウム｣ですが、バウムクーヘンのバウムが｢木｣という
意味なので、｢マイバウム｣は何かの木のことではないか
と思いました。何の木かが気になって独和辞典で調べて
みたら、｢ 月祭の柱｣と載っていましたが、どんな意味5
なのでしょう？
会報が紙で届く前にＨＰで少し見ました。ＨＰは、写

真がカラーで見られるのがいいですね。写真についてい
るコメントも面白くて笑ってしまいました。でも、ダイ
ヤルアップ回線ではダウンロードに時間がかかるので、
ページが出てくるのがワクワクする反面、イライラもし
ます。川口家では、光回線導入を検討していましたが、
それより先に 買い換えが必要だという結論に達しまPC

64MB 128MB 20GBした。何せ、メモリは を増設して 、
、 は壊れていて使えないし、デジカメのHDD CD-RW

データとか大きいものを取り込むとフリーズしたりし
て、メール以外にはあまり使えない環境(？)なのです。
旦那が買い替え＆光導入に乗り気でしたが、この時期、
新入学、就職祝いの他に、新築、出産、結婚祝いが重な
ってしまい、お金に羽が生えて飛んでいってしまったた
め、先延ばしになりそうです。では、とりあえず会報の
お礼まで。
川口裕美 ZUA07552@nifty.com
受信日時：2005年04月10日23:45

４/７の読売新聞の夕刊に
◆小野さんの読売新聞に載った｢腹笑会｣の記事がありま
したので良ければ読んで下さい。倶楽部員には北海道新
聞購読者が多いので。川口裕美

［編集注：腹笑会］小野征弥さん(元札幌市青少年科学館天文
係勤務、後に市の他部署に異動)が主宰するアマチュアの腹話
術の同好会。我が札幌天文倶楽部と同じような文化活動の仲間
です。小野さんの人柄に多くの人が集まっています。
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「サクラサク頃」
今 野 利 秋編集委員

ここ武蔵野には春が訪れています。

会社の庭にあるサクラが咲きました。東京では開花宣
言が 日に出ましたが、会社のサクラは 日くらいか31 26
らちらほら花をほころばせ、 日現在で写真のような4/3
感じです(会報にあるかと思います)。種類はヤマザクラ
だそうで、会社にあるサクラの中では一番最初に開くも
のです。ソメイヨシノも少しだけ咲き始めました。昨年
はバカみたいに 月の中頃に狂い咲きしていましたが、3
今年は例年と同じくらいのようです。異常気象も一段落
か？と少し、安堵の気持ちになります。 月からバカ陽4
気はつらいですよ、道産子には…。

五藤光学の会社の庭に咲くサクラです。日付は４月３日です

北海道からこちらに出てきて思った事は、春のサクラ
が見事だな、と言うことです。上京した 年、この1993
時は平年よりも少々早く咲いていたのだと思います。引

越しが終わって、近くの多摩川の土手を歩くと、桜並木
が満開のサクラでピンク色になって続いていました。ま
た、市内の桜並木も自転車で通ると、サクラのトンネル
になっていたのを覚えています。それから、この 年12
の間にいろんな所でサクラを見ました。
奈良県吉野のサクラは山が染め織物のように、サクラ

が模様を織りなしていました。京都清水寺の夜桜、清水
の舞台と相まって雅な雰囲気でした。福井県浅羽山のし
だれ桜は、樹齢を重ねてみごとな枝っぷりでした。長野
県松本のアルプス公園のサクラと松本城のサクラ。朝日
に赤く染まる北アルプスとサクラの光景は見事でした。
東京では、早稲田の神田川沿いのサクラは意外と見事。
北区の飛鳥山講演は将軍家の花見の場所だったそうで
す。隅田川沿いの桜並木も又見事。昨年は、六本木ヒル
ズで有名となったテレビ朝日の近く、桜坂の夜桜を見ま
した。
北海道では松前のサクラを見たことがありませんが、

基本的に本州と種類が違うために、こちらのサクラのよ
うな豪華絢爛なものは少ないようです。東京では星が見
えない、とよく言いますが、冬の武蔵野では札幌の中心
部よりも見えていたりします。その星の季節が終わると
やってくるサクラの季節…。

四月になると、急に暑
くなってきます。最高気
温も 度を超える日があ20
り、自分にはまるで初夏
のよう。隣街の三鷹市に
は国立天文台の三鷹キャ
ンパスがありますが、こ
こもこの時期にはサクラ
が美しいです。春の陽気
に誘われてキャンパスを
そぞろ歩くと、なんだか
学生に帰った気分になれ
ます。構内にはポプラの
樹もあり、四月の陽気と
風の音を聞いていると、
初夏の北大の構内にいる
かの錯覚も覚えたりしま
す。サクラがなければ、
北海道で感じる春という
季節を武蔵野は飛び越え
ているように思います。
雪解け、という雪国の儀
式のない春は、やはり物
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足りません。でも満開のサクラは、それを補ってココロ
を優しくしてくれます。
昔、デビューしたての松たか子主演の｢四月物語｣とい

う映画がありました。松たか子演じる楡野卯月は旭川北
高校を卒業して、こちらの大学に進学した 歳。私も18
母校は旭川北高校。とても親しみのもてる映画でした。
楡野が引っ越してきて、大学の仲間と過ごす四月だけを
描いているのですが、武蔵野の春がとてもきれいに描写
されています。引越しのシーンで、旭川ナンバーのトラ
ックがサクラのトンネルの下を通るのが印象的です。春
になると、一度はサントラを聞き、ビデオを見返したく
なる映画です。皆様も宜しければどうぞ。
もう一つ、ミーハー系でのサクラネタ。私の好きなド

ラマ｢白線流し｣は長野県松本市を舞台にしていますが、
ヘールボップ彗星を見に春の松本に行った時、松本のサ
クラが盛りでした。そして偶然、このドラマのスペシャ
ルのロケと遭遇したのです。このスペシャルでは、サク
ラと共に松本の春と大学生達の初めての春が瑞々しく描

。 。かれていました タイトルは｢白線流し・ の春｣です18
レンタルされてみてはいかがでしょう？その後も、この
ドラマのスペシャルの松本ロケには偶然に遭遇し、 本4
あるスペシャルはすべて撮影を間近で見ています。この
ドラマ、この秋にもスペシャルが放映され現在、松本で
撮影が進行中です。詳細はこの会報がホームページで公
開されるので、撮影が続行中の現在は書けませんが、サ
クラのシーンも出てくることかと。タイトルは｢白線流
し－夢見る頃を過ぎても｣。恐らく、 月までにはロケ5
現場に偶然、居合わせていることかと思います(笑)。で
も、ドラマの撮影、こんな風に撮影して行くのか、とプ
ラネタリウム番組を作っている私には結構参考となりま
すヨ。

、 、さて 今年はまだ府中のサクラしか見ておりませんが
日から出張の福井でもちょうどサクラが満開の頃で11

す。帰りに京都に寄れば夜桜、松本経由でも久々のアル
プスとサクラです。今年はどれだけのサクラのある光景
を見られるのか楽しみです。
そういえば、サクラと言えば、寝台特急のサクラが無

くなったのは、鉄道ファンである会長には悲しいニュー
スであったことだろうかと思います。自分も上京する時
には寝台特急エルムでした。なんだか、旅情を感じる旅
がしにくいこの頃です。 日に都心のスタジオに録音4/1

寝台特急「さくら ．２００２年１１月２６日，東京駅」

、 。に出かけましたが 若い人々が列車にあふれていました
新社会人です。彼らがどんな思いでこの時を過ごし、未

来にこの時を思い出す時、どんな思い出があるのか。そ
、 。の思い出の片隅に 咲き誇るサクラもあるのでしょうね

なんだか、上京した頃の自分を重ねて彼らを見ていまし
た。
嫌で嫌でたまらなかった上京でした。でもですね、こ

の春で上京して 年目の春を迎えました。旭川で過ご13
した 年にあと一年。北海道で過ごした 年の半分以14 23
上をこちらで過ごしています。｢慣れたでしょう？｣とい
われますが、なかなかどうして。サクラを見つつ、やは
り雪解けの粗目雪や歩きにくい道路、もっと昔の記憶で
スパイクタイヤの粉塵などを思い出しております。

特急｢さくら｣は遠く九州は長崎行きなのだ

サクラサク頃。この春もまた、思い出の光景を作って
いこうかと。そんな今野でした。まとまりのない投稿で
ありました。と、はたと思いついて見てみましたら、あ
りました寝台特急｢さくら｣の写真。 年に撮ってい2002
たものですが、この時、｢なんだか、こいつらとは会え
なくなるような気がする｣と思って撮っていました。予
感、ですね。｢サクラ｣と｢さくら｣の写真、添付します。
え、つまんねぇ…駄洒落だろうって？｢さくら、それを
言っちゃあおしまいよ……｣（ 男はつらいよ ［編集注「 」）
：アホッ］むむ、今日はここまで！

札幌はまだ雪の中でしょうか？
◆こちらは、あれからヤマザクラが散り、ソメイヨシノ
も満開から散り始め。それに換わって、シダレザクラが
満開になろうとしています。今日などは、きっと都心の
有名スポットは花見の人で溢れている事と思います。前
はヤマザクラでしたが、今回は、シダレザクラのアップ
目の画像と、シダレザクラとソメイヨシノの色の対比の
分かる画像を送ります。

4 23大井亜紀さんですが連絡が取れました。現在、 月
日に三鷹の国立天文台を関口朋彦君に案内してもらうツ
アーと観望会のあとに、歓迎会を開こうとしています。
幸いなことに、大井さん初め私、関口朋彦君、矢吹浩さ
ん、澁谷朋代さんと、こちらの倶楽部会員レギュラー全
員が集まります。また、明日から東京出張の山田将俊君
も加わるようで、盛大な初顔合わせとなる見込みです。
様子は、おいおい報告いたします。それでは失礼致し

ます
今野利秋 t0611kon@goto.co.jp
受信日時：2005年04月11日 23:30

さて、私、今週( から)は福井県に出張で来ており4/11
ますが、見事に桜前線と行動をしております。市内に足
羽川(あさわがわ)という川が流れていますが、その両岸

、 。におよそ キロに渡って 見事な桜並木が続いています2
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白と桃色の競演

しだれ桜

夕方ともなればライトアップが始まり、屋台などが出て
市民が花見を始めます。朝は通学や通勤の人々が当たり
前のように通っています。
トンネルになった並木や暗闇に浮かぶ花の幽玄を感じ

させる光景。北海道のサクラでは、ちょっと味わうこと
が難しいかもしれません。そして、福井は田舎の都市で
すので空気がきれいですから、東京などで見るよりも空
が青く、空気が澄んでいてので写真の光がいかにも春の
陽光といった感じです ここの桜並木は地元民いわく｢日。
本一｣だそうです。
福井といえば戦国の武将｢柴田勝家｣の居城があった土

地です。毎年、このサクラの時期には大名行列が出て市
内を練り歩くようで 柴田勝家役のゲストは 今年は｢藤、 、
岡弘｣だったようです。大河ドラマで｢利家とまつ｣をや
っていたときのゲストは、ドラマで勝家を演じていた、
マツケンこと｢松平健｣でした。
今日は本当にいい天気でした。ホテルから徒歩１分で

川になりますので、時間があると写真を撮りにいってま
す。

4 12 14夜桜は 月 日の夜のもの。朝のサクラは今朝、
日に撮ったものです。なんだかサクラの画像ばかりを、
ここ数通で送っていますが、たまには天文倶楽部でも、
本州のサクラを味わえる特集号？ があってもいいのか
と思います。

一応、夜桜もお送りしておきます。提灯などがあるの
でそれとなく雰囲気が出ている？かと思います…。デジ

カメは 年前に買ったミノルタのディマージュの一番最3
初の型ですので、 万画素です。ピントも露出もオー196
トで、しかもコンパクトカメラ。つかえないものばかり
で、すいません…。
今野利秋

そんなことくらいで嬉しいです
◆今日は。会長に原稿を少し書いたくらいで｢助かる…｣

。 、なんて言われると嬉しいです いつもサボってばかりで
これでも申し訳なく思っているので。体調も戻りつつあ
るし、倶楽部の大きな行事が無いうちは、くだらない事
でも書きとめるようにしようかと、思っています。例え
ば、｢爆笑佐藤語録｣とか？ 何か本人に怒られそう……
ま、いいか！ では、また。失礼いたしまーす。
佐藤麻子 umibuta-dolphin-kick@jcom.home.ne.jp
受信日時：2005年04月07日 10:30

以前のメール生きてます
◆生きてます。横浜に来てまだバタバタしてますが、と

、 。りあえず パソコンのメールが見れる環境になりました
こちらの倶楽部メンバーで歓迎会やって頂けるようで
す。国立天文台に行くみたいですよ。天文倶楽部ですか
ら。では、また。
大井亜紀
受信日時：2005年04月08日 15:59

【表紙写真】世界遺産，ソウルの国宝第225号｢昌徳宮の
仁政殿｣．仁政殿は昌徳宮の正殿として臣下との祝賀儀
式や外国の接見、国王の即位式が行われた重要な建物．
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風情ある夜桜
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<２００５年４月９日(土曜日)～１３日(水曜日) >

全相雲・徐賢燮 命名記念 韓国紀行 ①
－ ２００２年趙慶哲先生命名から３年ぶりの韓国訪問 －

２００５年４月１２日に韓国・ソウルの明洞(ミョンドン)に近い，ロッテホテル・38階レストラン“Metoropoli
tan”で元韓国大使の徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏の小惑星命名祝賀会，次の日の１３日にソウル大学医学部のレス
トラン“Garden View”で韓国科学史大家の全相雲(ジェン・サンウン)氏の小惑星命名祝賀会，二つの祝賀会参列
のため，３年ぶりにサクラ満開の韓国を訪れました．
特に全相雲先生には，以前に体調を崩して行けなかった百済の古都“扶餘”と世界遺産の“水原城”を案内して

いただきました．｢冬のソナタ｣で始まる韓流ブームにわく日本から，ソウルの町並みなどを含め，最新のようすを
祝賀会参列の機会を利用して倶楽部員のみなさまに紹介させていただきます．

渡 辺 和 郎

４月 ９日(土曜日)
千歳から韓国の首都“ソウル”へ

いつものごとく 時半に自宅を車で出発。どんより10
とした天候で 月にしては肌寒い。千歳の朝日町の“パ4

4 5 2,800ーキングガレージ に車を預け 泊 日の予定で” 、
円を支払う。この時期でも結構混み合っており、受付の
予約をしていなかったので、｢次回からは電話で予約し

てください｣と注意された。丁度，待機していたバスに
乗ることができ空港まで送ってもらったが、それまで待
たされた他のお客には少々気の毒だった。
空港の国際線前で降りたため、 階の団体受付カウン1

ター(空港中央部)まで荷物を引いて歩き、切符を手にし
て再び国際線まで戻ったら、あと 分ほどで預け入れ10
荷物のチェックが始まるというので、そこで待つことに
した。座席は窓側がとれたのでラッキーと思った。スー
ツケース１個を預け、手荷物だけ持って空港の売店を試
食しながら歩くが、試食したら買わなければ…というプ
レッシャーからか、なかなか手が出せない。
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中央広場の佐藤忠良の女性像の写真を撮ったりし、時
間潰しに 階の休憩場に上がった。ここで、パンとカフ4
ェオレを注文し朝食代わりにする。というのも、機内食
が出るのだからここでお腹一杯にしては無駄になろうと

1,060いうもの、節約…節約。しかし、合計で意外にも
円もかかっ
たのでは軽
食とも言え
ないか…。
受付で添

付されてい
た“ソウル
”のガイド
ブックを見
ながら、や
はり韓国と
はいえ海外
は国内旅行
とは違う何
かしらの期
待 感 が あ
る。ソウル
で暇があっ
たら何処へ
行こうか考
えを巡らし
た。

時 分になったので搭乗待合室に入ることにす12 30
る。ボディチェックや出国審査は人数が少ないから簡単
だ。成田の混み具合から比べれば雲泥の差、らくちんら
くちんというもの。それに、空港税がないから二人会わ
せて 円の節約。もし、羽田から成田までリムジン5,400
バスを使えば、往復 円が余分な出費となってこ12,000
れにプラスされる。目に見えない経費も集まればバカに
ならない。千歳から直に海外に行けるのは本当にありが
たい。

、 。誰よりも早く入ったせいか 待合室はガラガラだった
時間が経っても椅子が埋まらない状況はその後も続い
た。いつもなら、ほどほどに座れないくらいの人で混む
のだが、今回はガラガラだった？ 時 分を回った12 50
頃、空港を見渡せる窓の外に青い機体の大韓航空の機体
が見えた。ちょうど到着したところで、 日後はこの便4
で帰ってくることになる。窓越しに到着のようすを見て
いたが、客は 人くらいのものだった。早晩、連休を50

ソウル行きの大韓航空の搭乗半券(二人分)

“ＰＲＯＮＴＯ”という喫茶店で軽く朝食

A-300 260 MD 160過ぎれば、機材は (約 人乗り)から (約
人乗り)に格下げになることだろうと思った。竹島問題
で日本バッシングもいいが、韓流ブームを支えている主
婦層の優しい気持ちに領土問題は関係ない。彼女らの貢
献が大きいことを関係者はもっと理解すべきだ。

時 分から搭乗が始まり、機内は窓側の席で埋ま12 45
り、中央の 列席は誰もいない状態だった。千歳空港を4
南から北側にむけ離陸すると、すぐに雲の上に出て、景
色は何も見えなかった。ほどなく配膳が始まり、昼食と
なったが、シーフードカレーが出て、期待していたビビ
ンバではなかった。アメリカ線で出たビビンバが美味し
かったのでついぞ期待したのだが残念だった。東北の日
本海側に出たところで地上の景色が見えるようになり、
機は日本海側に沿って南下していた。新潟沖の佐渡島上
空を通過中に機窓を覗くと丁度すぐ下を 機が交差JAL
して行くのが見えた。｢佐渡島空港を離陸し羽田へ向か
うのだろうか？｣なぞと思いを巡らした。

富山湾上空を北アルプス方面へ飛行するJAL機

能登半島上空では富山湾と雪をかぶった北アルプスの
山並みが綺麗に見えた。尖った山が目についたので｢槍
が岳｣と思った。若狭湾から鳥取の山陰海岸を遠くに見
ながら隠岐諸島の上空を通過し日本から離脱、朝鮮半島
を目指す格好でソウル仁川空港へ。途中、問題の竹島を
熱心に探したが、ついに機窓からは見えなかった。

機窓ギリギリ眼下に隠岐の複雑な島影を見る

韓国上空もやはり曇っていた。天気は下り坂のようだ
ったが仁川(インチョン)国際空港に降りるため雲を抜け
ると地上はどんよりと暗く雨が落ちていた。広い空港に
無事滑走すると雨煙が上がった。空港ビルに駐機する機
体は青色ばかりで、韓国に来たという実感が沸いた。



- 10 -

免税店に行くときに携行するよう渡された入店証．これは添乗員のバックマージン用伝票も兼ねているのだろう

青い機体に赤と青の雷模様(？)が目印の大韓航空機

入国審査を終えターンテーブルで荷物を取るのに時間
20は余りかからなかった。出口に両替所があったので

万ウォンの交換を申し出ると、日本円で 万 千円とら2 3
れた。在韓中の小遣いはこれでおさえたかった。
出口付近で 歳くらいの現地女性添乗員に声をかけ40

られ、他に 組 名を待っているので、付近で座って待3 6
つよう言われた。ほどなく 組 名が揃ったが、全員札4 8
幌－ソウル線の近畿日本ツーのお客で、 代から 代20 30
の女性ばかりで、親父は僕一人だった。どうみても彼女
らは韓流ブームのお客のように見えた。
今回、韓国の祝賀会への費用はできるだけ迷惑がかか

らないよう安くあげるため、飛行機と宿がセットになっ
たパックツアーを選んだ。 で調べると、格安航空券HIS
だけでも往復 名で 円はくだらない。宿泊費を2 96,000
考慮すれば個人旅行は高くつく。色々探すと、仁川空港
とホテルまでの送迎と 日目の夕食にカルビ定食がつい1
たものがあったので、 泊延泊する形で明洞のホテル指1
定料込みで、 泊 日 名で 円というものだっ4 5 2 161,000
た。
雨の降る中、ワゴン車に揺られ、高速道路を一路ソウ

ルへひた走る。小 時間もかかろうか？ 幸い土曜日と1
いうので、平日の渋滞はさほどでもないという。今回の
旅行はフリープランで送迎がつく代わりに免税店に立ち

16寄らねばならない。仁川空港の外に出たのが夕方の
時 分だったのに、車中の人になったのは 時間半も30 1
経った 時で、外は薄暗くなっていた。個人とは違っ18
て団体行動は一番遅い人に合わせねばならないので仕方
ない。
仁川の島々を通過し、ソウルの中心を流れる漢江(ハ

ンガン)沿いの高速を市内へ向かい、緑色の大きな丸屋
根の国会議事堂のある汝矣島(ヨイド)から漢江を渡り、
新村からウエディング通りを経て、忠正路と世宗路との
交差点になる｢東和免税店｣に到着した。車内で免税品店
の入店証書(上写真)を配られ、これを見せて買い物をす
るよう言われた。パスポートではなく、これを見せろと
念を押された。光化門ビルの南側地下が免税店で 時間1
のショッピング・タイムが取られたが、ざっとブランド

10ショップを見て回り、入り口の集合場所に戻るのに
分とかからなかった。入店証は添乗員のバックマージン
用のものだろう。これを使って買った品物の何％が添乗
員の収入になる。そんな物を買うものか…。小市民の小
さな抵抗である。
当然、まだ 分もあるので外へ出ることにしたが、50

雨が降っている。免税店の傘をしっけいして大通りに出
ると、機動隊が勢揃いしデモ隊を取り囲んでいた。ひょ
っとして日本バッシングのデモか？と思ったが、垂れ幕
や看板に日本に関係する表示は見当たらなかった。
多くのソウル市民は遠巻きに見物するか、興味なさそ

うにビル街を闊歩していた。そばの建物に｢ ｣の観光案i
内所があったので、日本語の資料や地図をもらいに入っ
た。免税店に戻って、もう一度店内を 周し、約束の時1
間 分前には 名全員が揃っていた。今は誰も免税品15 8
に興味がないようだ。
いくら売り上げがあったかは定かではないが、みんな

しっかりしているように見えた。これからツアーについ
ている、ただ 回の無料夕食へ行くことになる。1

教訓！ ただより高いものはない

ソウル中心部の明洞(ミョンドン)から夕食を摂る焼き
肉店まで車で 分かかるという。随分と遠くへ連れて20
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いかれると思った。ダウンタウンである南山の南山 号1
バイパストンネルを抜け、車は漢南洞地区(南山の南側)
に出た。漢南路に面した｢南海楼｣という店の前に辿り着
いた。店の前にはミニバンやワゴン車がびっしりと駐車
して、もの凄い混雑ぶりだ。たいそう流行っている店と
勘違いしたのだが、それは人気のある店で流行っていた
のではなく、ツアー会社専属の店で混雑していたのだ。
このことは後になってから分かった。
この日ツアー唯一の特点として、 日目の到着夜にカ1

ルビー 人前の夕食が付いていた。二人で 人前とい1.5 3
うことだが、出てきた量は意外に少なかった。ご飯を一
緒に食べれば何とかお腹がいっぱいになるだろうと考
え、追加はせずに、｢ちじみ｣一皿に景気付けに飲み物は
個人払いというのでビール 本だけを注文した。1

日本語の話せる係の女性が忙しそうに立ち回る店内は，活気が
あって繁盛しているようだった．なにげなく追加注文をした．

ランチョンマット代わりの紙にメニューが豊富に載っ
ていたが値段が無いのに気づかなかった。それでも、ビ
ール 本とちじみ一皿なら、高くても１万ウオンくらい1
と踏んでいた。勘定になってその金額にビックリするこ
とになる。｢えっ？｣…。係｢ 万５千ウォンです！｣。2
ビール 本とちじみ一皿が 円！ 日本でもそん1 3,000

。 。なにしやしない 物価が安い韓国ではなおさらのことだ

店の外に所狭しと並んでいた車は日本人ツアー客相手
のピックアップバンやワゴンで、入り口付近で混みあっ
ていた人間は運転手と添乗員、全ては追加注文からマー
ジンをあげる算段なのだ。韓国では缶ビールが安い物で
円、普通は 円くらいのもので、日本製のサッポ50 100

ロビールが 円で高くて手が出ないと聞いた。野菜や270
肉を卵と小麦で薄っぺらくお好み焼き風に焼いた｢ちじ
み｣もせいぜい 円くらいのものだろう。500
一気に奈落の底に叩き落とされた。暴利バーというの

は聞いたことがあるが、暴利焼肉店というのが存在して
いたのは知らなかった。きっと追加分の料金は 万ウォ1
ンもしないだろう。それに運転手や添乗員のバックが加
算されて、この値段になっている。これで焼き肉のカル
ビが少ないからと追加でもしようものなら 万ウォン10
を請求されていたかも知れない。｢あ～ぁ、怖！｣。何の
ことはない最初からツアー会社と結託した値段設定なの
だ。ただ、法外な値段がびびたるものでも、後味がこの
うえなく悪かった。旅行中は余計な出費がかさむのは仕
方ないにしろ、これはたちが悪い。添乗員のいない時に
他のツアー客 名に、法外な値段に｢ビックラこいた！｣6
と言うと、皆んな一様にうなずいていた。

ツアーでは料金に入っているものだけにし、教訓！
追加注文などは安易にしないこと！ これほんと…。

やっと宿泊のホテルへ

暴利焼き肉店を出たワゴンは、南山東側の｢ソフィテ
2 4 3ル・アンバサダー・ホテル｣で 組 名を下ろし 南山、

号トンネルを通って、小公路からソウル市庁舎前の｢プ
レジデント・ホテル｣に着いた。時刻は 時を回ってい21
た。このホテルはあの有名な｢ロッテ・ホテル｣と冬ソナ
でヨン様が利用した｢プラザ・ホテル｣の間にあって明洞
にも近く便利がいい。いっけんビジネスホテルのようだ
が、部屋も広く満足だった。荷物を部屋でほどいて休憩
したら、直ぐに買い出しに出た。クロークでコンビニの
位置を聞いて、おまけに雨降りなので傘も借りて外へ出
た。

リゾートクラスの広さがあった部屋内部

ホテルから北側のビルの間を歩いて直ぐの所にセブン
イレブンのようなコンビニがあって、 ㍑大・ ㍉㍑2 500

3 640小のミネラル・ウオーターと菓子パン 個(全部で
円)を買って帰った。
今日は、札幌を出て、千歳で出国、仁川で入国しソウ

ル市内を無意味に連れ回されて終わった一日だった。格
安のツアーとはこういうものなのだろう。何度か経験は
あるのだが、今日は特に勉強した気がした。
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４月１０日(日曜日)
ソウルから百済の都“扶餘”へ

、 。昨夜は 時頃に就眠したが あとは全く覚えがない23
疲れたのか直ぐにパタンと考える暇もなく寝込んだらし
い。かみさんもそうだったと言う。朝 時半頃には目が3
覚めた。しかし、起きるには早すぎるのでジッとしてい
ると、 時半頃にかみさんも起き出した。我が家は早起4
きなのである。さっそく朝のシャワーを浴びて 時には7
食事に行ける用意が整った。

階のレストランに一番に食事に入ると(有料)安いア1
メリカン・ブレックファーストでもと思っていたが、ビ
ッフェスタイルのバイキングがあるというので、ここは
奮発してそれにすることにした。しかし、小市民は朝か

。 、らそんなに食べられるはずもない サラダにソーセージ
スクランブルエッグにコーヒー、せいぜい 円くらい500
の食事内容だ。窓際の席からは隣の｢ウエスティン・朝
鮮ホテル｣の東屋裏が見え、路地で段ボールを軽トラッ
ク一杯に積み上げる作業をこなす力強い韓国のおばさん
の姿をジッと見ていた。｢たくましいなぁ～｣と思った。
勘定は二人で 万 千ウォン。高けぇ！一人 円3 6 2,000

の朝食だった。

待ち合わせの“ロイヤル・ホテル”へ

今日はソウルの銀座と呼ばれる明洞(ミョンドン)通り
の“ロイヤル・ホテル”で 時半の待ち合わせだ。昨日9
の昼頃に既に韓国入りしている東京・三鷹の古川麒一郎
先生家族が、このホテルに宿泊しているので、老齢夫妻
を気遣ってここを待ち合わせ場所とした。
韓国の勲章を受けた科学史の大家｢全相雲(ジェン・サ

ンウン)｣先生 歳の案内で、 泊 日の予定で百済(く74 1 2
3だら)の都“扶餘(プヨ)”観光に向かうのだ。実は、

年前に訪韓した際に、韓国の京都と呼ばれる慶州(キョ
ンジュ)を観光する際、扶餘の観光も予定していたのだ
が、かみさんの美香が食あたりにあって、大田(テジョ
ン)のホテルで寝込んで公州・扶餘観光ができなかった
いきさつがあった。古川先生は気を遣って果たせなかっ
た扶餘観光を全相雲先生にお願いしたのだった。かみさ
んは｢冬ソナ｣の春川(チュンチョン)の方へ行きたかった
ようだが、韓国の歴史を学ぶにはとても言い出せること
ではなかった。

時 分に洗面道具類だけを持ってプレジデントホ8 45
テルを出た。荷物は部屋に置きっぱなしである。隣のロ
ッテホテルのロビーを通って、市内地図を調達すると、
地図の裏は一面大きなヨン様のポスターになっていた。
ホテルの外回りのコルトン(大型ポスターが裏から照明
されている)のヨン様看板の前でも記念写真を撮った。
ロッテホテル隣のロッテデパート前の歩道には、日本で
は考えられないような屋台が店開きを始めたところで、
おいしそうな屋台を覗きながら明洞通りに向かった。
ロイヤルホテルには 分とかからず到着した。ロビ10

ーを見回しても、時間が早いのか先生は見あたらず、一
度外に出て、目の前にある｢明洞大聖堂｣へ向かった。こ
の立派な教会は｢美しき日々｣で室長のミンチョルとヨン
スが手をつないで駆け上がった教会だ。今日は日曜日と

いうことなのか、
多くの人が教会に
吸い込まれてい
た。
ほどなくホテル

に戻ると、背広の
ネクタイを日本か
ら持って来るのを
忘れたため、売店
に入った。ホテル
の売店にはネクタ
イがあったが、色
が合わない．｢う
～む…｣と悩んで
いると売店の女性
は｢私は有名な大
学のデザイン学科
を出ている。なぜ
私の言うことを聞
かないのか？｣と

いきりたっている。ここが韓国らしいというか、客に説
教してどうする。かみさんが、そそくさと店を出ていっ

。 、 。てしまった 日本では こういう物売りは考えられない
お国柄が違うと言えばそれまでだが、何と積極的という
か強引というか…。
エレベーターの前に来ると、丁度古川先生と鉢合わせ

になった。ほどなく古川家族が集結し、全相雲先生が姿

美香は明洞大聖堂前で記念撮影
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を現した。
韓国の文化財のミニュチュア制作会社のワゴン車を運

転手付きで調達し、我が夫婦と古川先生家族、全相雲先
生夫妻で扶餘に向かう段取りらしい。さっそく車に乗り
込んで南山 号トンネルを昨夜の焼肉店前を再び通過し1
漢江(ハンガン)を渡って、高速 号(京釜高速道路)にの1
った。
この時、ぼられた話をしつこく全相雲先生にすると、

韓国と日本の違いを細かく教えてくれた。｢タダより高
いものはない｣が、韓国人は｢タダなら青酸カリでも呑む
…｣ということわざがあるそうな。全相雲先生は全く我
々と同じように日本語が堪能だ。
全相雲先生はソウル大学を出てニューヨーク州立大学

で科学史科、ハーバード大学、京都大学などを経て、現
在は韓国科学史の大家と呼ばれている存在である。しか
も親日家であり、偉ぶらないところが小市民の僕にとっ
ても嬉しい限りだ。小惑星に先生の名を付けたことを本
当に喜んでくれている。日本をひいきにしてくれる韓国
人は、語弊があるかも知れないが、どうもハイソな方々
に多い。つまり、炭坑労働などの過酷な労働を強いられ
た朝鮮の人たちと違って、それなりの待遇を受けていた
と思われるからだ。虐げられた人種とは全く違う階層と
お見受けした。それがどうのこうのと言う気はもうとう
無いが、先生の発言は的を突いてはいるが、韓国庶民の
真の感覚とはちょっと違うのだろうと思った。

京釜高速のサービスエリアで全先生の奥様持参のお菓子で休憩

韓国は車社会と言われる。鉄道などの公共交通より自
動車網が発達している。サービスエリアが駅のように混
んでいた。日本ではお祭りの時に出る参道屋台のような
食べ物屋がズラーッと並んでいる。試しに薄ぺったらい
“おやき”のようなものや、フライドポテトと思いきや
堅い薩摩芋の“じゃがりこ”もどきがあって面白い。

分ほどの小休止のあと再び高速に戻り 途中｢天安｣30 、
。辺りから分岐した 号(論山・天安高速道路)にのった25

時間半ほどで公州インターで下り、なだらかな丘陵地2
帯を縫うように国道 号線をひたすら扶餘へ向け走っ40
た。景色は北海道の郊外と変わらない。看板のハングル
だけを除けば、ここが日本と思えてならなかった。道路
と併行する形で高速道路の工事が進んでいたので、将来
再び扶餘を訪れることがあれば、もっと早く到着するだ
ろうと思った。

、 。丘陵地帯を抜けると 広い平野のような景色が続いた
高い山は周囲に見あたらない。扶餘に入ると、市街地の
北側、青黒い森をなしている の扶蘇山が真っ先に106m

目に入った。扶蘇山には百済(くだら)の数多くの女人た
ちが花びらのように落ち、死んで貞操を守った話が伝え
られる名所・旧跡がある。今は徹底的に破壊しつくされ
残るものは皆無に等しいが、その場に立って千数百年前
の歴史を省みると感慨深いものがこみ上げてきた。
扶餘はソウル、公州に継ぐ百済の三番目の王都で、西

暦 年に公州から遷都し、西暦 年新羅・唐の連合538 660
軍に陥落されるまでの 年間繁栄をきわめた “扶餘123 。
” “ ” 、というと 失った百済 が思い出されると言われるが

年余りの百済の歴史の中で最も絢爛たる 年間700 123
は、今も扶餘のあちこちに生きておりその息吹が感じら
る。
まず最初に訪れたのが｢国立扶餘博物館｣。門の横には

国宝の｢百済金銅大香炉｣の巨大なレプリカが鎮座してい
た。展示館の前庭には石の
仏像や塔が野外展示遺物と
して多数置かれて子供たち
の格好の遊び場にもなって

400いる。展示館(入場料
ウォン)に入ると流石に国
立だけあって綺麗に展示室
内が整備されていた。年代
順に百済史が語られる。
写真撮影は禁止だと思う

が、全相雲先生は｢どこに
も禁止の表示が無いから撮
っても構わないのでは…｣
という。パシャパシャ、カ
メラのフラッシュを点く
と、すかさず若い職員がや
ってきて撮影禁止であるこ
とが告げられた。｢見てな
きゃ、いいんだよ｣と全先
生は屈託がない。｢百済金
銅大香炉｣がガラスケース
に納まって展示されていた

ので、これが本物かと聞くと、これが本物でソウルの中
央博物館のものがレプリカということだった。密蝋で整
形し、型をとってから蝋を熱で溶かし、その痕へ銅を流
し込んで 分割してつくった技法が紹介されていた。中4
国などの香炉も多数あったが、確かに香炉としては唯一
素晴らしい出来映えと感じた。

愉快な全相雲先生(左)から魔よけの木柱のレプリカをいただ
く．土俗宗教の象徴からか，キリスト教徒はこれを嫌いらしい

全先生はしきりに嘆いていた。展示物に円い青銅製の
壺の蓋がいくつも展示されていたが、それは蓋ではなく

国宝の百済金銅大香炉をあし
らった扶餘博物館の入場券
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百済を助けるため日本の軍勢は，ここ｢白村江の戦い｣で新羅と唐の連合軍に大敗全滅する．扶餘市内地図

鏡だという。何度も学芸員に注意したのになおされない
と怒っていた。
博物館をあとにして百済を代表して唯一残る“定林寺

址”へ。ここの寺には、百済美術の傑作、五層石塔と高
麗時代の石仏座像がわずかに残っている。 枚の石で149
造った高さ の塔は、益山の弥勒寺址石塔と共に百8.33m

五層の屋根を支える角の取れた升の形が特徴と解説してくれた
全先生(左の白髪)と私．奥の建物の中に石仏座像がある．

百済時代に立てられた韓国石塔の始まりで、高麗時代の
石塔建立と日本の飛鳥文化に大きな影響を与えたといわ
れる。焼き払われたお寺でこれだけが残ったのか、表面
は黒く焦げていた。奥の建物の中に石仏座像が鎮座して
いたが、芝生を敷き詰めた広い公園の中に、塔がポツン
と建つようすはどこか寂しい。発掘調査によれば創建当

初は金堂や講
堂、回廊といっ
た建物が並ぶ壮
大なものだった
ことが判明して
いる。
天気が回復し

て外が大分暑く
なってきた。こ
の後、昼食に向
かった。インタ
ーネットで調べ
た地元の料理店
という所で、確
かに地元の人で
なければ入れな
いような店構え
だった。間口は
狭いが奥にどん
どん長く、少し

づつ建て増しが行われたようで中が広かった。キムチや
菜っ葉漬け、もやし、などの付け合わせが最初に食卓に

。 、所狭しと並ぶのは毎回同じ 地元の客で混雑していたが
我々を珍しそうに眺める客が多かった。
店の正面には韓国で有名な建築家が立てた旧博物館が

見えた。コンクリの打ち放ちの斬新な建物のようだった
が、地元で日本のお寺に似ていると悪評がたって、現在
の場所に立て替えられたらしい。日本に関係する物は全
て排除するという考えが徹底しているのは、それだけ苦
い思いをさせられたことの裏返しだろう。

定林寺址の石仏座像前で
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軍勢に追われ百花亭から落花岩の絶壁を飛び降りる宮女たち
を描いた皐蘭寺(コランサ)の壁に残された絵．悲しい話だ…．

グドレ ドルソッパブ
(韓国専統飲食専門料
理店)という韓国料理
店の前で

食事の後は、白
馬江の川下りのボ
ートに乗ることに
なった。扶餘の町
は白馬江(ペッマ
ガン又は錦江と呼
ぶ)に臨む扶蘇山
(プッサン)を砦と
し、そのふところ
に条里制の市街地
を築いた計画都市
だった。百済自慢
の仏教文化が花開
いた一方で、国際
情勢の急激な変化
で百済は唐と結ん

だ隣国の新羅(しらぎ)に攻め滅ぼされてしまう。援軍と
して乗り込んだ日本の軍勢がここで戦った｢白村江(はく
すきのえ)の戦い｣は歴史を学んだ人なら覚えているだろ
うが、全滅してしまうのである。
｢クドレの里｣船着き場から観光ボートに乗った。のど

、 、かな錦江はゆったりと流れ 川面がキラキラとまぶしく
今ののどかな町を見ると、まさに｢兵どもが夢の跡｣とい

豪華に並んだ食事のように見えるが、辛
いものばかりで食べられるものが無い．

皐蘭寺(コランサ)から望む白馬江と船着き場

う言葉がピッタリだ。錦江は忠清北道の俗離山に発し、
。 、湖南平野を流れて黄海に注ぐ 韓国でも有名なこの川は

扶餘周辺で“白馬江”という名前で呼ばれている。観光
のハイライトは川下りのショートストップ。扶蘇山の麓
にある船着き場から切り立った“落花岩”を見下ろす崖
登りだ。百済が滅亡する時、数多くの宮女たちが花のよ
うに白馬江に身を投げたと言う伝説の場所となってい
る。一説では 人とも言われるが、全先生は 人3,000 30
くらいが大袈裟に伝わったものだろうと言っていた。

悲しい宮女祠(クンニョサ)たちをまつる皐蘭寺(コランサ)
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山形の｢山寺｣にも匹敵するような崖を登ると｢皐蘭寺
(コランサ)｣というお寺に辿り着き、寺の裏側に“皐蘭
薬水”という湧き水があって、これを一杯飲めば 年若3
返るという伝説もあるらしい。さらに崖の遊歩道を登っ
て頂上に着くと｢百花亭(ベッファジョン)｣という六角屋
根の東屋に辿り着いた。白馬江が遠くまで見晴らしが良
い。死で貞操を守った百済の女たちの魂を追慕するため

年に建てられた。1929
若き女性が崖から身を投げる悲しい話は、沖縄の“ひ

2めゆり とかサイパンの バンザイクリフ と似ている” “ ” 。
時間の遊覧を終えて船着き場に戻る頃には陽も西に大分
傾いていた。クレド芸術公園内を散歩し時間を過ごすと

扶蘇山の白馬江側は｢落花岩｣と呼ばれ，切り立った断崖になっ
ている．右上に百花亭の建物が，左下に皐蘭寺の建物が写って
いる(上写真) 落花岩の頂上には｢百花亭｣という東屋が建って
いる．百済の乙女になった気分で記念撮影(写真中)． 百花亭
から白馬江を見下ろす雄大な眺めは清々しい(写真下)．

今夜の宿泊のホテルへ向かった。扶餘はまだ観光地とし
て一流のホテルが完備していない。韓式旅館がまだ多く

馴染みがない。日本風に言うとどうも場末の宿という感
がどうしてもぬぐえないのだ。全先生が友人から紹介さ
れたというホテルは扶蘇山東側の辺鄙な所にあり｢迎日
楼｣といった。バスが 台やっと通れるような悪路を行1
くと出来たばかりのような建物だったが、何とも旅館の
ようなビジネスホテルのような中途半端なものだった。

ベッドにしてもらったが、暖房を消しても一晩中暑くて寝苦し
かった．聞けば床がオンドルになっているということだった．

ホテルの売店で水やコーラ、スナック菓子を買ってい
たら、直ぐ 時から外で夕食を摂ることになった。扶19
餘の街をしばらく行くと北側のロータリーの西部が｢扶
餘在来市場｣という商店街や市場が密集する地域になっ
ていた。そこの小さな路地を入り、車をわずかなスペー
スに駐車すると、目立たないドアから建物に入った。そ
こは小じんまりとした食堂になっていた。屋号は分から
ないが働き者のおかみさんが夕食をつくってくれるらし
い。他にお客は一組だったが、直ぐに帰って我々だけに
なった。
ビールケースが積まれ、空き缶や空き瓶のゴミがむき

だしになっている。飾り付けや額が油まみれで薄汚れた
感じが雑然とし、ケーキの食べ残しがテーブルの上に残
っているのは、さっきまで店の家族でつまんでいたのだ
ろうか？ おせいじにも綺麗な店とは言えなかったが、
何故かホッとした。ここが韓国の本当の意味での大衆食

。 。堂だったのだ 綺麗なレストランばかりが食堂ではない
庶民はこういう所で食事をしているのだ。全先生は｢こ
こは安いんだ…｣としきりに言っていた。朝のビュッフ
ェが一人 ウォンという高級ホテルと違って、こ19,000
この夕食は一人 ウォンもしないのだろう。カセッ5,000
トボンベの上に鍋が置かれ、キムチ味の海鮮煮込みが手

海のものが煮込まれたキムチ味の庶民料理を味わう
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ぎわよく作られた。
でも、やはり辛くて食べられなかった “たこ”を一。

口ほうばっただけで唇や舌がジワーッと痛くなる。付け
合わせの餅を一人でたいらげ、辛くない惣菜をおかずに
ご飯を食べた。白い塩ビ製のような容器に入った濁り酒
で乾杯となったが、クレンザーの容器のようで、どうも
酒のようには思えなかった。生ものだけは手を出さない
ようにした。それでも少しづつ、つまんだだけだったが
結構お腹がいっぱいになった。

時にホテルに戻って、 で の で日本の21 TV NHK BS
ニュースを見た。中国では反日デモが激化していると報
じていた。最近の中国はやりたい放題だ。

４月１１日(月曜日)
“扶餘”から“水原”へ

暑苦しくて眼が覚めた。部屋の暖房は切った筈なのに
暑い。窓を開けると涼しい風が入って来て気持ち良かっ

5 8た また今朝も 時起きだった 今日は 昨夜の食堂で。 。 、
、 。時半に朝食を摂ったら そのまま水原(スウォン)へ戻る

シャワーを浴びて二人で早朝のホテル周辺を散歩した。
田舎の景色で特に変わったということは無かったが、た
だ、せっかっくだから部屋で時間まで悶々としているの
がもったいなかった。 分ほど散歩して戻ったら、ロ30
ビーでは皆んな出発の用意ができていたようだった。

外観は立派に見えるが印象はビジネス・ホテルの｢迎日楼｣

ホテルの支配人が全先生に、ここのレストランで朝食
を摂ってくれるよう懇願していたが、先生は高い！と言

扶餘在来市場の裏手でひっそりと営まれる食堂

って断っていたようだ。確かにこんな場所で法外な料金
を請求されてはたまったものでない。韓国、とりわけ田
舎では朝から開いている食堂はほとんどないということ
だが、全相雲先生のたつての願いで、日本からの偉いお
客さんが来ているという理由で特別に開けてくれたそう
だ。昨夜は辛いもので腹八分目だったのか、朝はお腹が

海苔やみそ汁、川魚で簡単な朝食を摂る

空いていた。ご飯をしっかり食べた。コーヒー(当然イ
ンスタント)をいただいて落ち着いた所で 時半に出発9
となった。
このまま水原へ向かうと思っていたが、車は扶餘市内

の南部に向かって走り、｢宮南池｣に立ち寄った。この池
は百済の武王が造ったと伝えられ、王宮の南にある別邸
に属する池だったという。韓国で最古の人工池で、池の
中心には｢抱龍亭｣という東屋があり、そこまで池を跨ぐ
木の橋が延びる風光明媚な場所である。不幸にも観光シ
ーズンから外れていたのか修理中で、肝心の東屋は足場
で覆われて残念だった。

本来の｢抱龍亭｣を望む宮南池の写真(上写真)．下写真が池の水
． ．が抜かれ工事中の実際の状況 またいつか来てみたいと思った
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古墳博物館の前で左から渡辺和郎・渡辺美香・全先生の奥様・古川先生の奥様・古川麒一郎・全相雲

宮南池から再び北の百済路通りにて定林寺址前を通過
し、扶餘の中心街で右折してから東に向かい、町はずれ
の二股路を右に折れると直ぐに｢百済王陵苑(ベッジュ
ワンルンウォン)｣に着いた。駐車場に数台の観光バスが
停まって賑やかだったが、発車するとさっと人並みが引
き誰もいない閑散とした広場になった。
扶餘の東側に位置するこの陵山里の野山に “こんも、

7り とお椀を伏せたような山がいくつも点在している” 。
基の古墳は百済が扶餘を泗泚(サビ)と呼んで都にしてい
た時期(西暦 ～ 年)在位していた、王と王族の墓538 660
で、 年西側の陵寺址木塔の心礎石の上で、｢百済昌1995
王銘石造舎利｣が発見され、百済 代聖王と関連した王26
陵であることが確認された。

丘の斜面のこんもりの盛り上がった古墳が並ぶ

年 月になって、百済の最後の王である“義慈2000 9
” “ ” 、王 とその息子である 扶餘隆 の祭壇を新たに造成し

｢百済王陵苑｣と呼ぶようになったそうだ。ほとんどの墳
は盗掘にあって何も残っていなかったが、それでも古墳

の下列右側にある第 号墳の四方の壁と天井に描かれた1
｢彩色壁画｣は有名で、模型展示館にて復元した壁画を見
ることができた。

第１号古墳の前で渡辺美香と全先生の奥様が二人で記念写真．
諸先生方は，ここまで歩けないので見学を断念した．

何せ広い丘陵地帯だけあっ
て全てを散策することは大変
だった。古川・全両老先生は
祭壇前で入口の門まで引き返
したが、全先生の奥様と若い
者 名は全部見て歩いた。日4
射しが戻って汗ばむ陽気にな
っていたが、ここで小 時間1
はついやしただろうか。また
ここでのんびりと散歩ができ
て良かった。

時半。扶餘の主だった見10
学を終了し水原へ向かう。有名な彩色壁画
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扶餘の二股まで戻って国道 号を高速まで戻る途中40
で、突然車が道ばたの倉庫の前で停車した。全先生の知
り合いの会社か？と思ったが、何でも有名な酒蔵の看板
が目に付いたので寄ったということだった。全先生は薬
…薬としきりに口にしていた。中へ呼ばれて建物に入っ
てみると、韓国の著名な陶芸家のつくった青磁に入った
高級酒が陳列してあった。中味はともかく立派な容器だ
けでも飾っておきたくなるような逸品ばかりだったが、
高価で手が出なかった。

道すがらからは車の修理工場にしか見えなかったが、韓国では
有名な酒蔵ということだった．事務所内の製品の陳列棚

来た道を戻り高速 号にのった。この高速は枝道な25
ので日本と同じように片側 車線だが、ソウルが近くな2
ると主要高速は片側 車線と広くなる。それだけ交通量4
が多いということのだ。

高くない山の間を縫うように高速が延びている．まだまだ工事
は進んでいないが、扶餘まで貫通するのは間もなくだろう．

小 時間走ったところで再びサービスエリアで休憩と1
なった。行きと同じように、どんな売店があるのか覗く

のが楽しみになっていた。野菜や肉を小麦粉と卵でお好
み風焼いた“ちじみ”を角食に挟んだ安い韓国風サンド
は美味しそうだった。それに直径 くらいの丸い“2cm
おやき”が 個くらい紙袋に入って、中の餡が噛む度20
に飛び出てきて難儀した。全先生の奥さんが“水ぎょう
ざ”を買ってきて、皆んなでつまんだ。カキが煮込んで
ありダシが出てこれも美味しかった。

韓国風サンドイッチ(上)と水ぎょうざ(下)

水原(スウォン)はソウルの南 くらいに位置する20km
人口 万人の城郭都市である。そもそも李朝 代国104 22
王・正祖が、父の墓を楊州から風水上優れた場所とされ
るこの｢水原｣の小高い丘陵に移した。その父の眠るこの
地に正祖は都自体も遷都するという計画をたてたのだ。
そのため、市街のある丘を城壁で囲むため膨大な費用と
労力をつぎ込んで、 年に完成させた。これが現在1796
のシンボルになっている｢華城｣だ。できあがった城郭は
当時の漢城(ソウル)よりも立派で、外的に対して効率的
に攻撃できるしっかりした軍事施設となっていた。その
上、各所に優雅な外観を備えた門を配置した。
ところが、遷都の直前に王の正祖が病死してしまい、

城郭だけを残して遷都計画は中止となってしまったので
ある。いわゆる、水原は今のソウルになりそこねてしま
った町といえるのである。
東側から水原に入った車は、華城の丘に登るかっこう

で、まず最初に｢蒼龍門｣の前に着いた。丘を取り囲むよ
うに城壁が続いており、これを見るためにやってきたの
は間違いないと思った。華城は世界遺産なのだ。扶餘の
観光に水原も見てみたいと全先生にリクエストしておい
たのは正解だと思った。観光案内で入場料を払って蒼龍
門に入ると、グルッと遠くまで城壁が続くようすが見え
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３７万人の労力を費やし石材とレンガを併用するヨーロッパ建築技術を採用した.築城時あった４８門は４１門現存する

た。１周するのに ～ 時間はかかるという。古川先生2 3
はとても全部を徒歩では耐えられそうにもないので、ほ
んの一部でも疲れたら終わりにする約束で歩き始めた。
全先生は周回を放棄し｢蒼龍門｣で我々を見送って、車で
先回りして｢長安門｣で待つということだった。

華城の北東に位置する｢蒼龍門｣から散策スタート

蒼龍門をくぐると広大な敷地が目の前に開けた。地平
線付近をはうように城壁が取り囲んでいるのが見える。
想像以上に規模が大きいと感じた。城郭の中を道路が走
り車が往来している。確かにグルッと迂回していたので
は無駄が多い。バイパスが城郭内を通過するのはやむを
得ないだろう。正面の伽藍は｢東将台｣といって兵士の訓
練場だった場所で芝生で大きく開けていた。建物では古

｢東将台｣から城壁伝いに見晴台の｢東北空心郭｣を望む

式弓道が行われており、近い場所と遠い場所の カ所に2
弓の標的が 組置かれていた。東将台から城壁伝いに西2
へ向かって歩き出した。軽いアップダウンに古川先生一
家が遅れている。城壁の上部が戦闘用の凹凸になってお
り、その間から水原の市街地が一望できた。随分と高層
マンションが立ち並び大きな街だと思った。ソウルの南
山タワーが見えないかと探したが、遙か遠いのか探し出
すことができなかった。城壁の外の下を見ると、こちら
に向かって大きな照明設備が等間隔で並んでいるのが分
かった。古川先生はそれを気にして、夜のライトアップ
が綺麗そうだから、今度はぜひ夜訪れてみたいとしきり
に言っている。今度がいつになるか…、先生の替わりに
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自分がライトアップされた城郭を見にくることになるの
ではないか？ と、ふと思った。
天気が回復傾向で青空が出て太陽が眩しくなってき

た。ジャケットを脱いでも汗がにじむほどの暑さだ。そ
の上、城壁の歩道は上下があって厳しい。

絵になる場所が多く，写真のコマがどんどん消費される

風光明媚な｢訪花随柳亭｣で小休止する．後方は水原の街並み

偵察や兵糧運搬の通路などに使用されていた楼閣｢訪
花随柳亭｣に着いた。ここが華城散歩のハイライトだと
いう。楼閣の眼下には｢龍池｣という池があり、夜に水面
上に映る月明かりと調和した柳の枝が綺麗に優雅に見え
るという 『龍池待月』といい、水原八景の中でも最も。
美しい場所とされる。確かに古川先生ではないが、夜の
雰囲気はまた格別なんだろうなぁ～と想像させた。ここ
から全相雲先生が先回りして待つ｢長安門｣はまだ遙か遠
くに見えた。全先生の奥さんがしきりに携帯を使って打
ち合わせに余念がない。
訪花随柳亭から坂を下ってすぐの｢華虹門｣を目指して

歩いていると、後方でドサッという音がした。｢うわ
っ！｣。古川先生が歩道の段差に足をとられてひっくり
返ったのだ。景色を見て歩く老人が足下の注意を怠って
転倒した。すかさず先生の奥さんと娘さんが駆け寄って
抱えながら起こしたが、膝小僧あたりをすりむいて痛そ
うだ。背広のズボンに大きな穴があいてその衝撃を語っ
ている。ズボンが使い物にならなくなった。背広は買え
ばいいが、それより何より先生の体が心配だ。老人ゆえ
骨折でもしていたらたいへんなことになる。
幸い？ 先生は皆に迷惑をかけてはいけないと思った

のかしきりに｢大丈夫、大丈夫｣を連発している。それが
何とも逆に大丈夫そうに見えなく心配した。あっけにと
られて、唯一の成人男子の自分は何も手を出せなく恥ず

かしい思いをした。とっさの時の女性は強いものだと感
心した。
全先生の奥さんが気にして、携帯で｢長安門｣で待機し

ていた車を｢華虹門｣まで回送させる連絡をしていた。事
なきを得て華虹門にたどり着く。華虹門は華城を貫く南
北に流れている川と城壁の交差部分に設けられた水門で
華城の北に位置する。七つのアーチ型の門の上に楼閣が
ある。澄んだ水が流れ、段差に水しぶきが上がると虹が
現れる。この美しさがやはり水原八景の一つとされる。
かみさんの美香が呼んでいる。何かと思えば、川の中

の華虹門下で撮影が行われていた。真っ白なウエディン
グドレスを着たモデルが遠目に美しい。さっそく、ズー
ムの望遠でモデルをアップして撮影。

｢訪花随柳亭｣から階段を下りる古川先生．このあと華虹門へ向
かう途中でアクシデントが起きる(上写真)．｢華虹門｣の古い建
築物を背景に花嫁衣装が眩しい光を放っていた(下写真)

華虹門を渡ったところで車が待っていた。以後は先生
を気遣って城壁の徒歩はやめ、｢八達山( )｣を見に143m
いくことにする。時間も大分予定をオーバーしていた。
城壁の北西から西を一気に車で回り、南西部の｢西南暗
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門｣前に着いた。ここが周囲 の城壁の中でも山伝5.7km
いに高い位置にあり、全体が見渡せる軍の司令部が置か
れた場所である。道を登ると車の違法駐車ですれ違うの
が容易ではない。やっと上部まで上がって降ろしてもら
い、車だけ駐車スペースを求めて下っていった。
第 代正祖大王は父親が党争で“米びつ”の中で残22

酷に殺されたことをいつも悲しく思っていた。かわいそ
うな父親の霊を慰めるため、楊州の拝峯山にある墓をこ
の地に移して築いた城がこの｢華城｣である。現存してい
る朝鮮時代の城の中では最も規模が大きく美しいとされ
る。築城技術が卓越しており、 年世界文化遺産に1997
指定された。

西南暗門をくぐると目の前に世界遺産の碑があった

全・古川両先生は｢西南暗門｣前の売店の椅子に腰掛
け、我々が八達山の頂上を見て帰るまで二人で待つこと
になった。日射しがきつくなった。途中、｢孝園の鐘｣と
いうたいそう立派な“鐘”が東屋の中に吊ってあって、
韓国の若奥様集団 ～ 名が、｢キャッ、キャ…｣と言い5 6
ながら楽しそうに突いていた。その度に “ゴーーン”、
と地響きのような重低音が一帯に響き渡る。水原の主要
行事に打鐘していた｢八達銅鐘(有形文化財 号)｣が69
年を経過し小さく響きも悪くなったので、 年に300 1991

新たに製作したものと看板に記載されていた。口径
、高さ 、総重量 トンは市民の意見でそ2.15m 3.54m 12.5

う呼ばれるようになったそうである。

看板には一突き1,000ウォンという掲示があったが，彼女らは
知っているのか知らないのかお構いなし．突いて突いて突きま
くっていた．何がそんなに楽しいのか？

鐘の響きも凄かったが、それより奥様たちのはしゃぎ
様が尋常でない。女子高生のようで、何のうっぷんが溜
まっているのか、はたから見ていて実に面白かった。そ
ばの売店の人が眉をひそめ困った顔をして眺めていた。

八達山の山頂にある軍事指揮本部で，華城将台とも呼ばれる楼
閣｢西将台｣の見晴らし台から水原の街を望む

ゆるやかなアップダウンの先に｢西将台｣という立派な
楼閣があって、以前はその 階から辺り一帯を眺めるこ2
とができたようだが、老朽化のためか 階は立ち入り禁2
止になっていた。その代わりに楼閣の横に城壁の高さを
上回る石の立派な見晴らし台が造られており、その上か
ら水原の市街地が ﾟ見渡せた。なるほど、ここから360
大きな旗を振ったり、のろしをあげて城壁の各部署に指
令を伝達していたのか…。
それにしても、上から一望すると城壁を一周しような

どと思わないで良かった。広さもあるが、そのアップダ
ンの急勾配はとても簡単には回れるものではないことが
見てとれる。ガイドブックの地図は平面で立体感がつか
めないから、聞くと見るとでは大違い。一番なだらかな
場所である蒼龍門から入って、古川先生がこけた華虹門
までで城壁全体の くらい。ここ八達山付近が一番き1/6
つく、これをもし回るとすれば一日がかりになるなぁ～
と思った。
城壁の外の売店まで戻ると両先生がゆっくり話し込む

ことができたのか、満足そうな顔をしていた。今夜の祝
賀会での背広を新調しなくてはならないので、水原を早
めに切り上げソウルに戻ることになったらしい。
車の中で全相雲先生は言った。日本人と話しているの

を見た観光客が｢どうして日本人と仲良くするのか？｣と
先生に食ってかかってきたそうだ。そこで｢君は、この

、 、日本人の何を知っていて 文句を言っているのか！｣と
たしなめたそうだ。どれだけ偉く立派な人かを知らない
で、何を言うか…この若造が…、と思ったそうだが、話
すとちゃんと｢すみませんでした｣とペコリと頭を下げた
という。韓国では、誤るというのは、口だけ動かして表

、 、現するのではなく いったい何処の何を間違っていたか
その箇所を自己申告し、もうしませんと反省を明確に表
し、何度も土下座して許しを乞うのだそうだ。それで初
めて謝ったことになるらしい。韓国では恨みは末代まで
語り継がれ根にもつということを教えてくれた。国民性
というものは、こんなに違うものなのか…。日本の武士
道では、間違いがあっても、分かり合えばそこでパシッ
と ﾟ切り替えが早い。しかし、どこかの国の口だけ180
の反省では謝ったことにならないらしい。確かに口は謝
っていても、目が謝っていないというのがある。
水原から一般国道を通ってソウルを目指したため、渋

滞でなかなかソウル市内に入れない。信号で度々ストッ
プ。まだまだ知らないソウルの街並みが車窓から眺めら
れた。ハングルで溢れかえる商店街はやはり日本とは違
って異国情緒を醸し出していた。 続く
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