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３Ｄ立体地図でみる明洞(ミョンドン)の地図．タワーの立つ南山の北側にありソウルの中心エリアをなしている

<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 ②
－ 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１１日(月曜日)
“徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏祝賀会”

水原からソウルへ向かう国道は渋滞のためか、想像以
上に時間が長く感じた。国道 号の始興大路から大方路1
を抜けると、目の前に“漢江(ハンガン)”が開けた。汝
矣島の韓国一高い｢ ビル｣の横を通過し、元暁大橋で63
河を渡った。南山周辺の中心街ダウンタウンは大渋滞の
上、一方通行が多いので、目の前にロッテデパートが見
えていながら、一度南山 号トンネル付近まで戻ってＵ3
ターンし、やっとの思いでデパート前で降ろしてもらっ

た。全相雲とはここで別れ、明日、全相雲先生の祝賀会
で再びお目にかかる。
今夜の韓国大使徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏の祝賀会は

隣のロッテ・ホテルで 時から行われる。 時、古川19 16
先生家族とデパートに入ったところで別れ、先生たちは
紳士服売り場へ背広を新調に行った。こちらは持ってく
るのを忘れたネクタイだ。 階までエスカレーターで上4

、 。がると あるはあるは…ネクタイが目の前に並んでいた
しかし、ピンクや赤の原色の派手なものばかりで、オ

ーソドックスな柄が置いてない。案の定、ここでも直ぐ
に店員がすり寄ってきて商売に余念がない。やっといい
柄を見つけたら、何と ウォンという。節約旅行80,000
なのに、普段しないネクタイに 円もかけてられな9,000
い。もっと安いのを…と思い、店員を無視して捜し回る
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が結局いいものが見つからなかった。仕方なく、値段重
視で ウォンのネクタイを買った。しかし、この39,000
時期ロッテデパートは全店 ％ 期間で気持ち割引10 OFF
になって嬉しかった。
その後 “フードコート”が新装になったことを本や、

インターネットで知っていたので、地下へ向かった。小
腹が空いていたので“肉まん”でも買おうと思ったが、
どこも長蛇の列で割り込む余裕がなかった。

ロッテホテルの前のバス亭で“グォン・サンウ”のコルトンと
一緒に記念撮影

準備もあるので地下のフードコートを諦め、ホテルの
連絡通路でロッテホテルのロビーを横切って、隣のプレ
ジデント・ホテルへ戻った。途中、ロッテホテルでは“
ヨン様”のコルトンと、バス停では“クォン様”のコル
トン前で美香が一緒に記念写真に収まった。
泊 日部屋を空けていたので、戻ると綺麗になって1 2

いた。シャワー
を浴びてくつろ
ぐと約束の時間
がせまってきた
ので、スーツを
着て準備してい
ると、徐賢燮元
大使から電話が
かかってきた。
分前には来て30

欲しいというこ
とだった。
命名額を持っ

て部屋を出た。
会場は隣のロッ
テホテルだから
近くて便利だ。
ロッテの 階38
のレストランは
会員制で一般人
には制限がかかプレジデントホテルからロッテホテル
っている。の外観を撮影する
はて？どうし

たものか…と思っていたら、 階のロビーの椅子に腰掛1
けている趙慶哲(チョ・キョンチョル)先生を見つけた。
韓国では有名な科学解説者だ。 年前に、趙慶哲先生の3
命名祝賀会で韓国第 の都市、大田(テジョン)や韓国の3
京都と呼ばれる、慶州(キョンジュ)を案内していただい

た。先生の前まで行くと、直ぐに気がつかれて｢わっ！
久しぶり！ さっ一緒に参りましょう！｣と誘ってくれ
た。少々時間が早かったのでロビーで暇つぶしをしてい
たようだった。

韓国のＴＶで科学解説で有名な趙慶哲(チョ・キョンチョル)先
生．３年前に氏の命名で同じように韓国へ来たことがある．

エレベーターで 階に着くと係員が 名いたが、趙38 2
先生は顔が知られているから、何の問題もなく会場の
｢ ｣に案内された。展望ラウンMETROPOLITAN CLUB
ジは大小いろいろな会合が出来るように細かく部屋が区

20 30切った造りになっていた かなり奥まで導かれ ～。 、
。 、人が会食できるような広さの部屋だった 到着するなり

徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)前大使がご夫妻で迎えてくれ
た。

徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏．右が奥様．1944年，韓国全羅南道
求礼出身．1998年から2001年駐福岡韓国総領事．駐ケニヤ、ロ
シア参事官やパプアニューギニア，バチカン大使を歴任．韓国

． ， ， ．外務省を退官 現在 釜慶大学教授 日本の九州大学特任教授

徐賢燮氏とは横浜領事館在任中に古川先生と一緒に訪
ねたことがある．それ以来の再会だったが、やはり大使
館で会った時にはそれなりに偉そうな感じだったが、今
回はニッコリしており親しみがもてた。公職から解放さ
れたのが理由かも知れない。
徐氏とのなれそめは、 年最初に韓国の ウ1998 10,000

ォン札にもなっている『世宗(セジョン)大王』の小惑星
命名で来韓した時の様子が韓国の新聞などで大々的に報
道され、それを読んだ徐氏が感動して自著に僕や古川先
生の行いを褒め称えてくれたことに起因する。世宗とは
ハングルを創始した大王で、日本で言えば聖徳太子みた
いな韓国の英雄である。日本人がその名を付けたという
ことがたいへんセンセーショナルなことのようだった。
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徐氏は日本での活動が長かったせいか、たいへんな親
日家である。やはり、韓国と日本をよく比較して、率直
に学ぶべき点を見抜いているところがある。もちろん悪
いところも多々あろうが、総じて日本の評価が高い。現
在は退官されても大学で教鞭をとるくらいだから、著書
も数多い 『日韓曇りのち晴れ 『日韓合わせ鏡』などの。 』
いただいた著書を数冊持っているが、相当数の著書がお
ありのようだ。また、日本の各新聞にも特枠をもって寄
稿しており、文章も卓越だ。
今回集まったのは徐賢燮氏の家族や友人 人で、ご20

く内輪の祝賀会だった。それでも仕事柄か名刺をいただ
くと元大使館関係者や大学教授ばかりだ。友人も家族の
方々も皆なで喜んでくれた。

｢小惑星とはなんぞや？｣．今回の命名のいきさつや意義を日本
， ．語から韓国語に翻訳され 祝賀会参加者に説明する趙慶哲先生

ほとんどの方は日本語を理解できるが，家族関係者が通訳を必
要とした．

徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏(左)に命名額を贈呈する

徐賢燮氏の友人という金甲魯氏(左)から記念品をいただくかみ
． ．さんの美香 氏の友人で著名な陶芸家の作品ということだった

粛々と小惑星｢徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)｣命名祝賀会が行われて
いく．２時間をかけてフランス料理のコースが運ばれる.

前菜、パンに始まりスープ、肉料理、デザートとゆっ
くり運ばれてくるので、相当な時間がかかった。特にメ
イン料理が出てきた時には、ウエイターやコック 名10
以上が取り囲み、一斉に 人づつのカバー(丸い大きな2
蓋)をパッと取り上げた時には、ちょっと笑ってしまっ
た。正直｢何もそこまで大袈裟に演出するほど、たいそ
うな料理でもないだろうに…｣と思った。フランス料理
ではそれが普通というが、貧乏人はそういうセレモニー
は慣れていない。
美香が徐氏の友人の金甲魯学校長から蓋付きの韓式茶

碗一対をプレゼントされた。学校長の友人の陶芸家の作
品だと言っていた。その場で｢箱を開けて見てもいいで
すか？｣と尋ね、中に入っていた茶碗をみなさんに披露
した。その上、花束までいただいた。

今夜のディナーのお品書き表示

お腹が空いていたから、何でも美味しく感じた。特に
前菜は果物と黒い物にカラメルシロップがかかっており
美味い！と思った。聞けば黒いものはフォアグラだとい
う。
祝賀会が終わったのは 時を回っていた。徐氏の奥21

様に｢明日買い物に行くなら、ご案内します｣と誘われた
が、こちらは大使の奥様が買い物するような高級店には
用がないので、｢めっそうもない｣と丁重にお断りした。
ソウルに来てコンビニで飢えをしのいでいるとは、とて
も言えなかった。
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三々五々、参加者が帰宅したが、趙慶哲先生が帰り際
｢せっかくいらしたのだから、コーヒーでもご馳走しな
くちゃ｣とホテル 階の喫茶へ誘ってくれた。｢ペニシュ1
ラ｣というイタリアン・レストランで、夜は喫茶店のよ
うになっていた。コーヒー一杯 円もするという噂1,500
の喫茶店だ。
趙先生は庶民派代

表で(決して庶民では
ないが…)ズバリ誰で
も分かる面白い事を
言って笑わせるタイ
プの学者さんだ。特
にＴＶ出演が多いか
ら気取ってばかりい
られないのだろう。
韓国では人気スター
並に顔が知られる有

。 、名人だ その証拠に
この喫茶まで来る間
に、ロビーで何人もの人が先生の前で立ち止まりこちら
を見ていた。
趙｢いあゃ～まずいでしたネェ…｣と、 階の料理を38

けなし始めた。祝賀会では百済の日本と朝鮮の関係が話
、 、 。題にのぼっていたが ｢百済の話は くだらん！｣と一喝

かみさんがコーヒー、僕がメロンジュース、趙先生がア
イスクリームを頼んだ。メロンジュースは生を搾ったも
ので美味かった。趙先生がアイスの量が多く食べきれな
いので、スプーンですくって僕に分けてくれた。メロン
フロートになった。
かみさんが、日本に大名待遇でやってくる韓流スター

の話題を向けた。趙｢そりゃ、日本へ行けば、物価の違
いやギャラの違い…で、韓国の 倍は稼げますよ！ だ3
からネェ…、他の奴のねたみが凄い！｣と解説する。
日本にはゴルフでよくやって来るというが、｢日本の

プレー賃の方が高いのではないか！｣と聞くと、趙｢韓国
200 1,000には くらいしかゴルフ場がありません 日本は。

以上あるんですよ。韓国でゴルフをするのはもの凄く高
いです！｣と人口比率に対するゴルフ場の数が圧倒的に
韓国は少ないと教えてくれた。

。22時近くになってホテルのロビーで趙先生と別れた
我々はそのまま隣のプレジデントホテルへ戻り、部屋か
らソウルの夜景を見て、ベッドに入った。ベッドの上で
明日の計画を地図を見ながら考えていたが、火曜日はほ
とんどの観光施設が定休日で参った。そんなことを考え
ていたら疲れたのか意識がなくなっていた。

南山タワーが見える裏手にある｢ウエスィン・朝鮮ホテル｣と市
街の夜景が綺麗だった．思わずカメラを窓に置いて撮った．

名通訳だった趙慶哲先生

４月１２日(火曜日)
“全相雲(ジェン・サンウン)氏祝賀会”

夕方までのソウル市内観光

ぐっすり眠ったせいか、目覚めが良く 時半には起床5
した。今日は夕方までフリータイムだ。 時に再びホテ7
ルの 階のレストランへ行った。朝から周辺には開いて1
いる店がないので仕方ない。安いアメリカンブレックフ
ァーストにしようとも考えたが、 円しか違わないな300
らというので前回と同じビュッフェにした。前回の朝と
並んでいる食べ物の内容は全く同じ。食事をしながら地
図を見てまた計画を練った。

時半にホテルを出た。ソウルの市内をバスの車窓か8
ら眺め、気に入った場所で数カ所降りて観光しようと昨

部屋の窓から南山タワーが見えた．天気が回復して青空が眩し
い…．透明度が良くソウル市内が山に囲まれているのがよく分
かった．普段は霞んでいて周辺の山々の存在は分からない．

夜ベッドの上であれこれ考えたのが結論だった。ソウル
シティ・ツアーバスが発車するのが、ソウルに来た日に
最初に連れていかれた東和免税店前の観光案内の前だ。
ホテル直ぐに大きな丸い芝生がロータリーになってい
て、一角に重厚な市庁舎が建っている。ワールドカップ
で韓国がベスト に勝ち進んだ時、真っ赤なサポーター4
で市街地が埋め尽くされた記憶があると思うが、ここが
その場所なのだ。確かに広い…。

１９２６年建築のソウル市庁舎
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バスからの車窓見学が目的なので，青色の｢都心循環コース｣でソウルのダウンタウンを周回する．所用時間は約２時間

ということは、
あの映像はロータ

、リーの南側に建つ
目の前にある｢プラ
ザホテル｣から撮っ
た映像だったとい
うことが理解でき
た。冬のソナタで
ミニョンが良く利
用していたホテル
だ。そして東側に
は太平路を挟んで
｢徳寿宮｣がある。

、水時計や世宗の像
。博物館などがある

正面の｢大漢門｣は
修理中なのか大き
な絵の看板でマス
クされていた。入
場は塀を北側まで
ぐるっと迂回しな

ければならないようだ。通勤の人混みを縫って太平路を
北へ少し歩くと、美香がトイレに行きたいと言いだした

ソウルシティ・バス乗り場．看板上部の
模様がバスの車体と同じになってる．

丁度、｢コリアナ・ホテル｣があったので、宿泊客のふり
をして回転ドアを回した。正面に 基の昇降エスカレー2
ータがあって、 階がフロントになっていた。観光に出2
発するツアー客で溢れていたが、紛れ込んでトイレだけ
をしっけいした。再びホテルを出てすぐに東和免税店前
の｢観光案内｣に到着した。案内では日本語ができる係員
がいて、前の道路から出発することと、切符は車内で買
えること、 コースあるバスをどこで見分けるかを教え2
てもらった。

時が今日最初のバスである “都心循環コース”で9 。
フリーで何回乗り降りしてもいい切符が一人 ウ10,000
ォン。時間が余りないからそう何度も乗り降りはできな
いかも…と思ったが、用心のため一回きりの ウォ5,000
ンの切符にはしなかった。出発点ということからか、乗
客は我が夫婦とバックパッカーの白人女性一人だった。

道なりの各施設の入場割引券がついた，フリー乗車券
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南山周囲のダウンタウンを車窓から見る

バスは太平路を南に走り、｢南大門(ナンデムン)｣を回
ってソウル駅前を通過した。地下鉄 号線沿いに南下し4

韓国ドラマ｢天国の階段｣でチェ・ジュウが演じるチス(実はチ
ョンソ)が働いていた南大門市場．そのそばにある｢南大門｣．
別名｢祟礼門｣という(上写真)．ソウル駅の別棟となった新装ソ
ウル駅．ご存知，韓国ＴＧＶ新幹線の発着駅だ(写真下)．

竜山駅までやってきてＵターンした。この竜山駅はコン
サートホールのような立派な駅舎で、この地が の最IT
先端の電子機器街であることを象徴するような建物だっ
た。朝のラッシュ時間が過ぎていたし、バス優先道路も
整備されているらしく快調に進んだ。再び北に進路をと
り三角地という交差点で右折、梨泰院路で｢戦争記念館｣
前に着いた。広大な敷地を有する立派な施設だ。この辺
りは米軍の基地も多く、停留所から何組かの欧米人が乗

祖国のために戦って亡くなった多くの兵士の偉業を称える目的
で建てられた｢戦争記念館｣．主に朝鮮戦争，ベトナム戦争派兵

． ．に関する展示品が多い 戦闘機や戦車などの大型展示物も多い

り込んで来た。本来ならばここで降りて、第二次世界大
戦での日本の悪行を日本人としてしっかり見なければ…
とも思ったが、時間がないのでパスした。梨泰院(イテ
ウォン)は外国人に良く知られている街で、アンティー
ク風の古家具店、革製品、衣類、鞄、骨董品店などが立
ち並ぶ。また、米ブランドのファッションショップも多
い。
バスは狭い道路に入りグルッと回った。地形的に坂が

多いのか、周囲のビルの上にはどこも小屋型のペントハ
ウスが付いていて、｢美しき日々｣のナレの屋上家みたい
だと二人で話し合った。南山の南麓だから漢江を見下ろ
せる景色のいい場所でもある。確かにロケ地もこの付近
の漢江沿いだったと記憶している。この辺りに来て二人
の話題は韓流ドラマのロケ地巡りの様相を呈してきた。
バスは 号線を北に向かい、そのまま南山 号トン31 1

ネルに吸い込まれた。オレンジ色のナトリウム灯がトン
ネル内部を照明し、ここでは｢美しき日々｣のリュウ・シ
オン演じるソンジェがバイクでトンネルを良く走るシー
ンがよみがえった。
南山を抜けたところで｢新世界百貨店｣前で右折、東へ

、 。進路を取ると 右手に南山ロープウエイの駅舎が見えた
前回来た時、ここらの地下鉄駅から南山ロープウエイ駅
目指して坂道を汗を拭き拭き歩いたことが思い出され
た。退渓路といって以前泊まった世宗ホテルや明洞大聖
堂を左に見ながら通過した。｢コリヤハウス｣のそばに来
たので、車内でガイドさんに聞くと、民族村の｢コリア
・ビレッジ｣はクローズだけど、｢コリア・レストラン｣
(格式ある韓式料理店で高い)はオープンしていると教え
てくれた。
この辺りの道路沿いの店先にはペットショップが多い
、 。のか 子犬が籠の中でじゃれているウインドウが続いた

アンバサダーホテルを回って、国立中央劇場から南山の
登山道にバスは上がって行く。ここの交差点が｢美しき
日々｣で、チェ・ジュウふんするヨンスが交通事故に遭
った交差点だ。二人で思わず背伸びして確認する。

｢美しき日々｣でヨンスは南山タワーで待つセナに逢うため急い
でいたのか，この交差点で車にひかれる．血だらけになりなが
ら何と坂を２０ｍも歩いたことになるのだ．

南山の木樹は葉が落ちたままで、つぼみも堅い状態だ
った。冬のたたづまいで、緑繁るのはまだ先という感じ
だ。登山道はジョギングや運動不足解消の市民がたくさ
ん歩いていた。頂上の駐車場で 分の休憩をとるという2
ので乗客がほとんど降りて用をたしていた。タワーは修
理中で入場できないようである。記念写真を撮ったりし
ほとんどの客が再び乗り込んだ。バスは南山を下ってい
った。登り口とは正反対方向に出て、南山の麓をグルッ
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、 。うだ！｣と バスの乗降口から手を振って合図している
遠くになるバスを振り返りながらお礼を言った。
入場券(一人 ウォン)を買って敦化門の入り口へ3,000

行って、初めてバスガイドさんの言っていた意味が分か
った。というのは、ここ｢昌徳宮｣は世界遺産で管理が厳
しくなっている。自由参観はできなく、公式ガイドにつ
いて固まって観なくてはいけないのだ。つまり、日本語
でのガイドが に終わったばかりで、次は 分10:30 12:30
からだというのだ。そこで近くの仁寺洞で昼を食べて戻
れば、丁度いい時間だという事だったのだ。確かに門の
前にはいくつかの人だかりができていた。欧米人、日本
人、韓国人など、その入場制限があるため時間を待って
いる塊だったのだ。
そういう訳なので、 時半までに門に戻ることにし12

て仁寺洞へ行くことにした。敦化門隣りの現代建設のビ
ル前を通って、道を渡ると機動隊に守られた建物の一角
に出た。厳重な警備に中国の反日運動を思い出し、まさ
か日本の建物では？と思いながら門の前の銘板を見ると
｢日本大使館｣と書いてあった。かみさんが、｢何かあっ
たら、ここへ入れば助けてくれるのかしら？｣と言うの
で、｢平民なんか相手にしてくれないよ…、偉い役人だ
けに対応するんだなぁ、大使館職員ってのは…｣とこた
えた。｢小市民はパスポートの再発行くらいかな、ここ
に用があるのは｣と思った。
仁寺洞は何度も行って良く知った場所だ。斜め道路沿

いに大小さまざまな画廊や古美術品、工芸品、伝統美術
品、陶器店などが軒を連ねている。街全体が生きた博物
館と言われる地域だ。以前、ここで韓国和紙や紙製の箱
やトレイ、団扇、白磁のコーヒーカップなどを買ったこ
とがある。印章まで作ったことがあるのだ。最初の頃は
いかがわしい安いものばかりで面白かったが、来る度に
汚い店が立派なビルになっていた。今回は前回よりいっ
そう洒落た店が多くなったようで、かえって魅力が失せ
てしまった。歩いているのは日本人観光客ばかり。自分
もそうなのだが、やはり地元の人と日本人観光客…とい
うのは明らかに区別がつく。肩から斜め掛けのバックを
持った女性数名グループはまさに日本人だ。

仁寺洞の脇道を裏側に入ると韓国式のレストランや喫茶店が密
集している．昼にはまだ時間があるので準備中の店が多かった

小物や雑貨の店が多いが、どれも値段が統一されてい
るようで似たようなものだ。特に仁寺洞通りに面した店
舗は価格にほとんど差がない。考えてみれば、日本だっ
て小樽や函館の観光スポットでは同じようなものだと思

。 。った 要するに最初から観光客相手を想定しているのだ
左側の店舗のウインドウを眺めながら気に入った店が

あれば中を覗いて南へ、タプコル公園に辿り着いた。仁

南山で休憩中のソウルシティ・バス．青を基調の独特の車体模
様だ。前のフロント部に｢循環コース｣の表示がある．

と周回する。｢ハイヤット｣｢タワー｣｢新羅｣といった超一
流ホテルを回って東大門(トンデムン)へ向かった。
東大門はファッションに始まり何でもありの市場だ。

夜になると歩道に、祭りの夜店のような屋台がたくさん
出て明け方まで賑わう。今、ソウルで一番人気の場所か
も知れない。ただ最近は観光客慣れしてきて、屋台で日
本人と分かると法外な値段をふっかける事件が頻発して
いる。こういっては異論もあろうが、日本では外人と分
かって料金をふっかけるということは皆無といって良
。 。い 逆に分からない人には親切にしてくれるのが普通だ

そこらへんの違いが韓国がまだ一等国になれない理由の
ような気がする。日本が一等国と自負する気もないが、
韓国の一番ダメなところが、そこに集約しているような

2気がしてならないのは 僕だけだろうか ここには以前、 。
回ほど屋台が楽しそうなので来たことがあるが、やはり
日本人だけで来るには、いくらボラレルか分からないと
言う恐怖感がつきまとった。
バスは今夕、全相雲先生の祝賀会のあるソウル大医学

部のある一帯を回り、｢昌徳宮｣の前で停まった。ソウル
市内にある五宮の内、今日開いているのはここだけだっ
た。ガイドさんが降りて、宮殿入口の｢敦化門｣前まで走
って行った。バスから離れて何をしに行った？と思った
ら、戻って来て“ ”分と我々の持っている地図に12:30
書き入れてくれた。入場時間を忘れたのを見に行って確
認してくれたのだ。｢まだ 時半だから仁寺洞(イーサ10
ドン)で昼を食べて…、その間は往復 分ほど｣だ、と10
いう説明を英語でしてくれた。直ぐに観たいのに、何か
意味が通じてないなぁ～…と思って下車した。我々の歩
いて行く方向が気になるのか、｢チケット売り場は向こ

世界遺産である｢昌徳宮｣の正面玄関となる韓国最古の門｢敦化
門｣．門の下には入場の順番を待つ団体の姿がたえない．
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タプコル公園の東屋前にて．この裏側に網で覆われた１３層の
仏塔がある．公園の中には女性の姿はかみさんしかいなかった

タプコル公園の入口の門．失礼だが，どうみても失業者がたむ
ろしている場所としか見えなかった．

、 。寺洞に来ながら いつも横目に見て入れなかった公園だ
1919 3今回は寄ってみたかった “タプコル公園”は 年。

月 日に起こった｢三・一独立運動｣の発祥の地となった1
場所で、小さな公園の中に大理石でできた 層の仏塔13
(英語でパゴダ)があるが、これも残念なことに足場で覆
われ網がかかって修理中だった。もともとは大円覚寺と
いう寺だったが、王朝末期に公園として整備された。今
は年寄りが暇つぶしに集まる場所ということだったが、
ものは言いようで、女性の姿が皆無で見てからにくたび
れた市民が集まる異様な雰囲気の場所と化していた。き
っと日本で言うところの失業者が集まって、仲介人が来
るのを待つ場所になっているのではないか？と思った。
再び仁寺洞通りに戻って北へ歩き始めた。屋台で蒲鉾

のようなもの( 本で ウォン)を買って食べた．2 3,000

ちくわを揚げて割り箸に刺したもの．ケチャップをかけた

このゴチャゴチャとした雰囲気は日本にはない

、 。やはり 度 度と来ると魅力が失せるのは仕方ない2 3
旅先もそうだが、初めてのところは何があるか分からな
いから期待も大きく夢も膨らむ。今回は仁寺洞通りの変
わりようを再確認することで終わってしまった。
昌徳宮へ戻る前に、この近辺で昼食を食べて行きたか

った。地下鉄 号線の走る大通りを渡ると一軒のパン屋3
が目に入った。覗くと、買ったパンをその場で食べる椅
子席も用意されているので入ることにした。カフェオレ

｢Tous Les Jours｣というパン屋さんで昼食をとる

つに生クリームやジャムの入ったパンを つ買っても2 3
ウォンほどだった。6,000

世界遺産の｢昌徳宮｣ツアー

時 分が日本語ガイドによる世界遺産｢昌徳宮｣の12 30
入場だ。 分前に敦化門に戻ると日本人が徐々に集ま10
ってきた。総勢 名くらいだろうか。時間ピッタリに30
開場され、門を入った直ぐ横の全体を説明する看板の前
で若い韓国の娘さんが(名前を言ったが覚えていない)首
から簡易スピーカーをぶら下げ、マイクを片手に解説を
始めた。
綺麗な発音で、よどみのない切れの良い日本語をしゃ

べっていた。解説も短くて無駄がない。そもそもソウル
には多くの宮殿が残っているが、面積も広く全部を一度
に回るのは肉体的に困難だ。 回目の訪韓の時に｢徳寿2
宮｣を、 回目の時に｢景福宮｣を見学した。ただし、今3
回は火曜日、｢昌徳宮｣しか開いていなかった。何はとも
あれ世界遺産に指定されているのが、この昌徳宮と東隣
の｢昌慶宮(休み)｣に南隣の｢宗廟(休み)｣なのだ。
李朝 代国王の“太宗”が 年に建てた宮殿。王3 1405

室が使用した日用品などが展示されている。景福宮が正
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敦化門から入場した直ぐ側の大きな『昌徳宮』看板の前で，今日の見学内容を説明するガイドさん．ここは世界遺産なのだ

殿とすれば、昌徳宮は離宮にあたり、遠く景福宮の東側
に位置する。景福宮が 年豊臣秀吉(壬辰倭の乱)に1592
よって焼失後、再建されるまでは歴代の王がここで執務
をとったそうだ。正門である最初に入場した敦化門は韓
国最古の門で、入ったすぐそばの進善門の前に｢錦川橋｣
という何のへんてつもない橋がある。この橋は 年1411
に造られた韓国最古の橋と、解説された。

進善門をくぐると白
、い砂地の広い庭に出て

中央に幅 くらいの石5m
畳の道がずっと先まで
延びていた。これがま
さしく“王道”という
やつで、ただの道とは
思わないで、王様だけ

、が歩けた道だと思えば
一歩一歩の意味が大き
い。
再び門をくぐると｢仁

政殿｣の前に出た。ここ
の正殿となる建物で、
臣下との祝賀儀式、外
国使節との接見、国王
の即位式などが行われ
た重要な場所である。

仁政殿を正面に見る前庭には“位”を表す石柱がずらー
っと並び、宮遣いの偉い順番に正座して並んだことが誰
にも想像できよう。
建物は重層入母屋造りという様式で、中が吹き抜けに

なって広々としていた。古いゆえに暗くて豪華絢爛とい
うよりは、薄汚い倉庫といった感じと言えば分かるだろ

｢錦川橋｣の橋下を確認する客

仁政殿を囲む回廊から(上写真)．自分がどのくらいの地位にい
るか一目瞭然で分かる(下写真)．これも辛いものがある．

うか？ その後、次々と御殿や神殿を巡回する。それぞ
れに意味や特徴を説明されるが、どれも皆な同じにしか
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見えないのは、本当のところは興味がないからだろう。
それでも、王の寝殿であった｢大造殿｣では、屋根の棟が
ないと説明を受けた。なるほどよく見ると屋根の頂上の
拝み部分に瓦がないのが分かる。何でも王様の寝床の上
に棟があっては天に昇る時邪に魔になるからという理由
だそうだ。本当かよ？

普通の屋根には棟が付いている(右写真)が，｢大造殿｣には棟が
ない(左写真の↓部分)

同じような建物ばかりで、客が飽きてくるのが分かる
のだろう。解説する方も、時折クイズや疑問を投げかけ
ツアーに参加させようと必死の趣向が感じられる。例え

ば宮中で唯一青瓦の屋根が残る｢宣政殿｣の前で、壁面に
描かれた崩し文字を何と読むか？という質問が出た。客
は｢雷｣とか｢電｣とか答えていたが、正解は｢霊｣で、この
崩し文字には隙間が空いており、そこから霊が行き来す
るということだった。また、屋根の瓦の四方の軒先上に

は魔除けなのか、複数の人間や動物の置物が飾ってある
が、いったい何なのでしょう？という質問があった。中
国の故宮にも似たような物があった。日本の寺にはほと

んど見られないが、これは一番左が三蔵法師で、連れて
いるのが猿や豚の孫悟空で知られる連中だというのだ。
なるほど聞いてみなけりゃ分からない。これまた本当な
のか？と思った。

四角い池の中に円形の島を配置した朝鮮宮殿の｢芙蓉池｣と｢芙
蓉亭｣．王様が芙蓉亭の窓から直接釣り糸を垂らしたという

宮殿の伽藍をあとにして、奥の庭園へと進んだ。秘苑
として広く知られている｢後苑｣には多彩な東屋、池、樹

10木 岩や石が一体となって配置され美しい 芙蓉池で、 。
分ほど休憩時間がとられた。
次に、文字通り

“門”の形をした
場所に解説員が立
って、１枚岩をく
り抜いて作られた
上部に刻まれた文
字を何と読むか？

、と質問があったが
誰かがすぐに｢不老
門｣と答えて話が途
絶えてしまった。
ここをくぐれば誰
もが歳をとらない
という説明はヤボ
か…。
不老門を通り抜

けた先には韓国の
富豪庄屋ともいえ
る ｢ 両 班 ( ヤ ンバ
ン)｣の屋敷があっ
た。王朝を支えた支配階級である両班の邸宅は、細かく
見ると日本の武家屋敷といった伝統住居との相違点が良

｢両班｣の屋敷は彩色が許されていないため土色で派手さがない

｢さぁ…何とかいてありますか？｣
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く見えて興味深い。
両班(ヤンバン)といえば儒教。彼らは生活全般に関し

て、儒教のしきたりを重んじていたわけで、住居の間取
りや構造にもその思想が反映されている。例えば、主な
生活エリアが男女の別にきちんと区分されているし、台
所や出入り口も複数あって、数世代が秩序を重んじて同
居していた。そういえば、蛇足だが、安東(アンドン)河

回村の両班屋敷が
柳(リュウ)家と言
ったが、韓国ドラ
マ｢美しき日々｣に
出演していた弟ソ

ZEROンジェ役の
がリュウ・シオン
といって、両班(ヤ
ンバン)出身の大金
持ちだということ
だった。
韓国特有の床暖

房システムである
、オンドルについて

母屋の軒先下の縁
側の床下部に穴が
あって、そこで薪
を燃やし煙を全体
に回すような仕組
みができていた。
写真奥のレンガ積

みの塔が、煙突になっているそうだ。そういえば、宮殿
や寝殿のどの建物の陰にもレンガ積みの柱が立っていた
が、あれは全てオンドルの煙突と考えてよさそうだ。

両班(ヤンバン)屋敷の母屋(おもや)の壁に20cm四方の穴がポッ
.カリ空いている．｢いったい何の穴でしょう？｣

両班屋敷の壁に穴が空いていた。誰かが泥棒に入るた
、 、め壊した穴とも思えないが その理由をお客に尋ねると

リュックをしょって一人で写真を撮りまくっていた女の
コが、｢本で読んだんですけど…、トイレの穴だと…｣と
答えた。むむっ…、いったいどうやってするの？と思っ
たら、解説員は｢違います…違います｣と否定、｢これは
煙突の役目で、この穴から煙が逃げるのです｣と、すま
なそうに答えた。女のコは知らない内にどこかに消えて
いた。
門を出たところで、坂を昇って木立の中を行くと、宮

殿を囲む塀が長～く延びて帰り道のようになっていた。
冬景色を思わせるような木々の中を下りながら行くと、
パッとサクラが咲いて綺麗な場所に出た。最後に見たの

｢両班(ヤンバン)｣の軒先で，オンドル
についてシステムを解説する

宮殿を取り囲む塀を進むと昌徳宮ツアーも終わりが近い

が、｢演慶堂｣。朝鮮王朝時代の士大夫という官吏の家を
真似て宮殿の中に建てられた 間余りの民家形式の家120
である。その横には｢楽善斎｣という 年に側室の金1847
氏の住まいとして建てられた家がある。最後の皇后であ
る純貞孝皇后が 年まで、日本の梨本宮家から嫁い1966
だ、大韓帝国最後の皇太子英親王(併合後は李王)李方子
(まさこ)女史が 年まで住んでいた。1989

最後の見学場所となった｢演慶堂｣

六角形の屋根
が珍しい｢尊
徳亭｣を背景
にサクラが綺
麗だ．

韓国ではカ
ラスのような
存在の｢かさ
さぎ｣
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12 30 13 55時 分に昌徳宮に入場し、出てきたのが 時
分。およそ 時間半の駆け足だった。どおりで一カ所で1

30じっくり見ている時間がとれなかった筈だ 終いには。
名いた日本人がガイドに遅れずついてきたグループと、
全く見失うほど遅れたグループとに、たてにバラバラに
なってしまった感がある。確かに、客の要望に応えてゆ
っくり回っていたのでは、 時間弱で回り切れるもので2
はない。これが、もし自由入場だったら広大な敷地ゆえ
管理ができないだろう、かえってそれで良かったと思っ
た。
敦化門前のシティ・ツアーバス停で再びバスに乗っ

た。一番前の席で前方の見晴らしが良い。今度のバスガ
イドさんは日本語ができた。進路を西にとって｢景福宮｣
を一周するように回る。北の端が、大統領府のある｢青
瓦台(せいがだい)｣だ。瓦屋根が青いところからそう呼
ばれており、ソウルのダウンタウンの少し高いポジショ
ンからはよく見える位置にある。
道路では検問が厳しくなった。警官が乗り込んできて

ツアー客をじろじろ見て サインが出てから敷地内にOK
入った。車窓から写真を１枚切ったら、｢撮影は禁止で
す｣とドライバーに制止された。日本の感覚と違うとこ

。 、 。ろだ 何を警戒しているのか不明だが 緊張感が走った
バスを降りる停車場の側にお立ち台があって、大統領府
を写真に撮れる場所があったが、一度降りると次のバス

、 。まで時間があるので そのまま降りずに行くことにした
、 。 、一瞬 並木道の間に青い屋根の建物が間近に見えた が

すぐに敷地の外にバスは移動していった。

大統領府内で撮った１枚きりの写真．建物の右手奥に青瓦の大
統領府屋根が見える これ以降写真撮影はできなかった 残念！． ．

１４時１５分．世宗大路を南に向かう．左に｢李舜臣将軍｣銅像
を見ながら，赤いバスが停車しているところがツアーバスの終
点．左奥にプラザ・ホテルの一部が見えている．ホテルまでは
歩いて５～７分くらいだ．

景福宮の外塀に沿って周回し、 年ワールドカップ2002
年の札幌の雪祭りでも大雪像が作られた｢光化門｣の前を
横切り、世宗大路に入った。終点は間近だ。 時 分14 15
に到着し、そのまま乗っていれば丁度 分には再び循30
環するが、 分待つのは時間の無駄なので次の停留所15
まで歩くことにした。

ソウルシティー・ツアーバスの発着する，東和免税店前の世宗
路の北側を眺める

“全相雲(ジェン・サンウン)氏祝賀会”

ホテルへ戻る道すがら，リヤカーで紙袋に 個ほど10
入った直径 くらいの丸い“おやき”が売っていた2cm
ので買った。 ウォンだ。それをほうばりながら、2,000
市庁舎前のロータリーを歩いていると、民族衣装を着た
楽隊に遭遇した。そういえば、メイン通りの照明灯に綺
麗な垂れ幕がいくつも飾ってあった｢ソウル祭り｣の宣伝
だろうと思った。

色鮮やかな衣装に身をまとった行列が過ぎてゆく

市庁舎前のロータリーから
見るプレジデント・ホテル
(白い四角)．右手奥の白く
細長いのがロッテ・ホテル

時半にホテルへ戻14
り、シャワーで汗を流
したら、 時にスーツ16
を着てまた外に出た。
今夕はまた、古川先生
家族の待つロイヤル・
ホテルまで徒歩で向か
う。全相雲先生の祝賀
会だ。ロッテデパート
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左手前から全先生の奥様，全相雲先生，古川麒一郎先生，古川先生の奥様，後左から渡辺和郎，渡辺美香，古川あずさ

の前の歩道には、夕方のせいかたくさんの露天が出てい
た。おいしそうで安そうな食材を見ながら、目だけでお
腹いっぱいにし、先を急いだ。
ロイヤル・ホテルに着くと、既に全員が揃っていた。

｢世宗大王記念館｣の事務長が黒い大型の高級車で迎えに
きていた。事務長を含め 人が乗った。 年の世宗6 1998
命名でお世話になり 年ぶりの再会になるが変わってい7
ない。我々の顔を知っているというので迎えに抜擢され
たようだ。定員オーバーではないかと思ったが、｢構わ
ない…｣とスタートした。明洞通りは交通量が多くなか
なか前に進まない。車がぶつかりそうなくらい接近し、
運転が下手ではソウルの街は走れないと思った。そうし
ていると、前を横から出てきた乗用車が歩道と車道を仕
切っている大きく丸い縁石に乗り上げ、｢ゴットン…｣と
音がした。流石に、車を停めて運転手が降りてきて傷の
具合を確かめていた。｢ア～ア…、些細なことで修理代
が吹き飛ぶ…｣とため息が出た。
三一路を北上し、タプコル公園横を通過、日本大使館

の角を右折し、昌徳宮の敦化門前を通ってソウル大学医
学部の校内に入った。まるで、さっきまで回ったソウル
シティ・ツアーバスのコースをもう一度復習のため走っ

。 、 、ているようなものだ 古川先生には 建物の前に来る度
午前中は、ここを見たという解説をした。
ソウル大医学部の校内にはたくさんのビルが建ってい

るが、その一つに車が横付けされ、エレベーターで 階5
に案内された。大学とは思えない洒落たレストランだ。
既に全相雲先生が支度の指揮をとっていた。家族・親戚
・友人だけのささやかなパーティーだが、アット・ホー
ムで感じがいい。一昨日・昨日の“扶餘・水原”の観光
のお礼を言う。先生も普段にまして上機嫌だと、娘さん
が話してくれた。

レストランから世界遺産の｢昌慶宮｣が眼下に見える．ここは定
休日で見られなかった．ずっと奥の方が｢昌徳宮｣．

レストラン｢Gardenn V
iew｣．医大とはいえ，
ここは世宗ホテルの料
理部が出店している

全先生も今日は
背広だし、奥様も
エルメスのシャツ
をチラッと覗かせ
ハイソな雰囲気を
醸し出している。
やっぱり大学教授
だ。僕のネクタイ
に手をやり品定め
をしている。
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全相雲先生ファミリー．後列右端から長女．その娘さん，長女の亭主．次男の嫁．次女の娘．次女．次女の亭主．両脇の孫は次
男夫婦の子供．長女のご亭主は京大卒で，友人に天文好きがいて群馬県立天文台の河北さんと言った．

すかさず｢ロッテデパートで ウォンでした｣と正35,000
、 。 、直に値段を言うと コックリとうなずいた 安物ね…か

いいね…か、どういう意味のうなずきかは定かでなかっ
たが、まぁ～良しとしよう。
セレモニーは型通り進んだが、ここで式の内容はほと

んど記憶に残っていない。失礼な話だが、どういうこと
かというと、実は丸テーブルに同席した羅逸星(ナ・イ
ルソン)先生の独演会にはまってしまったのだ。氏の半
生を聞くことで 時間が終わってしまったのである。2
テーブルは羅先生と僕の他、同じ席にはかみさんの美

香、古川先生の娘あずさ、全先生の長女、式の日本語通
訳をされた文学博士の李成奎教授がいた。李先生はたけ
し軍団のガダルカナル・タカにそっくりな感じの、僕が
最初に｢先生は中国人っぽいですね…｣とふると、李｢そ
れが…中国に行った時に、韓国人には見えず、中国語で
しゃべろと、叱られたことがあるんですよ｣と返してく
れた。面白い先生だ。全先生の長女は韓国で日本語学校
の先生をしている。つまり全員が日本語が分かるのだ。
きっと日本語が話せるメンバーでこの席順を決めたのだ
ろう。全先生の長女は、ガダルカナル…と言ったら、げ
らげら笑っていたので、合点がいったのだろう。

羅逸星(ナ・イルソン)先生の半生

それは、それは長い話になる。我々も最初はそんなこ
とになろうとは思ってもみなかったが、羅先生の話術に
うまくはまってしまった。
元延世大学の教授の羅逸星(ナ・イルソン)先生は、
年に韓国の中央部に位置する慶尚北道・醴泉郡(イ1999

エチョン)に私設の天文台をオープンした。その時、小
惑星に命名し同時に祝賀会が開かれた時からの知り合い

だ。韓国では、世宗(セジョン)に継ぐ 番目の命名者で2
ある。ひょんな事から、僕がアマチュア天文家であるこ
とを隣に座っていた全先生の娘さんに説明していたとこ
ろから始まる。つまり、プロフェッサー(大学教授)の集
まりで、自分だけが全くの素人だということを言ってい
たのだ。すると、それを聞いていた羅逸星先生が、｢そ
んなことはないです。あなたは今、天文の仕事に就いて
いないだけで、韓国に来れば立派にプロと同様の仕事が
出来る。私たちだって退職して仕事がないのと同じこと
です｣と、意外にも謙遜する必要はないということを言
ってくれたのだ。もともと、羅逸星先生は学者として頑
固で、アマチュアなぞ軽視するタイプの人柄と思ってい
たので、意外な発言だった。｢韓国で新しい天体を発見
できるプロの天文学者がどれだけいますか…｣と持ち上
げる。
羅逸星先生は第二次世界大戦後、北から南に逃げてき

た家族で、たいへんな苦労をされたらしい。それでも日
本統治下での子供の頃は、日本人の学校のクラスには朝
鮮人は数名しかいないくらい、入るのが難しかった。羅
少年はさぞ優秀だったのだろう。
城津(北朝鮮)の学校の校長の息子でエミ君という日本

、 。 、人の同級生がいて 随分といじめられたらしい ある日
。朝鮮語を使ったのをクラスのエミ君(漢字が分からない

皆がそう読んでいた)に聞かれ、校長に告げ口をすると
言われたらしい。その頃は日本人の学校で、朝鮮語を使
うのは御法度だった。その時、同じクラスの日本人タダ
シ君が、｢朝鮮人が朝鮮語を話して何が悪い！｣と羅少年
をかばってくれたらしい。タダシ君の親は城津で病院を
経営する偉い人だった。その後、タダシ君はいつも羅少
年を助けてくれたそうだ。それから 年、あのタダシ40
君はどうしたろうか、気になって仕方なかったという。
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｢それで、先生はタダシ君を捜したんですか？｣と李教
授があいのてを入れた。羅｢はい、東洋天文史学会が日
本で開催された時、福岡教育大学の平井正則先生に頼ん
でサカエ・タダシ君という学者がいないか調べてもらい
ました｣。しかし、サカエというだけではどういう漢字
を書くのかかも分からないし、第一、学者になっている
かすら分からないではないか…。サカエは“栄 、また”
は発音が違って“酒井、坂井”とも考えられる。
ここで、羅少年の過ごした田舎城津で、親が病院をや

っていたのを頼りに探すことになった。医者になってい
るかも知れない。サカエさんという名前で朝鮮の城津で
病院をやっていた日本人はそう多くはない。かなり目標
は絞られた。
ここいら辺まで来ると、一緒のテーブルについた面々

は興味津々である。ドラマのような話にサカエ・タダシ
少年はいったいどんな大人になっているか知りたくなる
ではないか。それに、 年ぶりに羅少年との再会はあ40
るのか…。これも気になるところだ。
｢まぁ、まぁ…、先を焦らないで｣と羅先生はゆっくり

と、我々の気持ちをもて遊ぶように話を続ける。

昔を思い出すように，サカエ少年との思い出を語る羅逸星先生

羅逸星(ナ・イルソン)先生のドラマをよそに、会場は
順調に祝賀会が進んでいた。全相雲先生の挨拶から友人
のお祝いの言葉、世宗大王記念館の館長さんをはじめ、
以前にお会いした面々が勢揃いしている。
全｢先日、国から勲章をいただきました。日本とは違

って賞状１枚きりです。ただ、 万ウォンくれると1,000
いうので、お金につられていただきました｣と会場内の
笑いをさそっている。全｢でも、お金のことを抜きにす
れば、星に自分の名前が付くことは本当に嬉しい…｣と
上機嫌で話している。もう歳だし、杖をつく頑固な父親
しか知らない娘さんをはじめとする家族たちは、意外な
父親の姿を見た…と、喜ぶと言うより感動している。老
齢になって、家族がこんな形でお祝いができることが、
星に名前がつくということ以上に嬉しいようだ。そんな
機会をもつ手助けが出来たのだから、良かった…良かっ
たと自分に言い聞かせた。
ところで話を戻そう。八方手を尽くした結果、サカエ

・タダシ君をついに見つけることが出来たという。やは
り、病院からの関係をつないでいって分かったらしい。
内容はこうだ。サカエ君は、サカエでもサカイでも無か
った。正確には｢寒河江｣と書いた。つまり、少年の名は
サガエ・タダシ｢寒河江 正｣というわけだ。
直ぐに、羅逸星先生は寒河江君を韓国に招待したそう

だ。当の本人は、そういう羅少年の思いは知らなかった
そうだ。夫婦で招待し、延世大学の正門前で待ち合わせ

４０～５０名の全相雲先生の知り合いや家族が集まって，韓国
式中華料理が次々運ばれた．何を食べたか覚えていない．

全相雲先生に発見者の私より命名額が渡される

をしたらしい。しかし、いつになっても寒河江夫妻が現
れない。もしや…と思い、仲間を正門で待たせ、羅先生
は金浦空港に行ったそうだ。国際線到着ロビーで日本人
の姿を捜したが、まったく分からなかったという。それ

、 。ほど 年の歳月は人相をかえてしまったのだろうか40
ところが、ふと、バス停で待つ夫妻を見て、それが寒

河江さんだと思ったという。二人は抱き合って再会を喜
んだ。寒河江さんの奥さんは、空港に現れない羅先生を
して、詐欺にあったのではないかと亭主の正さんに話し
ていたという。確かにどこかにありそうな、詐欺っぽい
話ではある。寒河江さんは横浜の地方局でＴＶの仕事を
していた。そして社長にまでなっていた。
それが縁で、今も交流が続いており、お互いが行き来

しているという そういえば 年の醴泉の羅逸星(ナ。 、1999
・イルソﾝ)天文台開所式の時、ソウルへ戻って｢世宗ホ
テル｣へ行ったメンバーが、僕夫婦に古川夫妻、それに
平井正則先生と公森一夫さん。それにもう一人がＴＶ局
のプロデューサーの寒河江正さんだった…。もらった名
刺にそう書いてあったのを、この時になって思い出し、
思わず声をあげてしまった。
｢なにーっ！｣。｢サガエさんって、あの寒河江さんな

の？｣。そうか、合唱団でのつきあいだと言っていた寒
河江さんは、羅先生とはこういう関係だったのか。空港
での待合い時間に寒河江さんと随分と話したし、帰国後
に写真もいただいた。当の本人を知っていただけに、こ
の話が誰よりも現実感をもってせまってきた。
李先生は、話が一段落すると、まぁ～うまくできた話

だなぁ～という顔をして、他の列席者に挨拶に行った。
残された者はその話の余韻に浸っていた。｢ドラマにな
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， ，１９９９年６月５日 醴泉(イエチョン)空港で左から寒河江正
， ． ．羅逸星(ナ・イルソン) 渡辺和郎 (大阪の公森一夫さん撮影)

りそうですね｣と言うと、羅｢寒河江さんの関係でそうい
う企画もでたそうです｣と応えていた。
そうこういしているうちに、 時を過ぎて祝賀会も20

お開きということになった。三々五々出席者が帰宅して
行ったが、気がついた時に羅逸星先生の姿はどこにもな
かった。
全相雲先生の長女のご亭主が自家用車でホテルまで送

ってくれるというのであまえた。夜のソウルの街を見な
がら、韓国の思い出も今夜で最後だなぁ～と少し寂しか

Canonった ご亭主の大学時代の友人に天文好きがいて。 、
から群馬県立天文台に転身したという話を聞いた。

韓国をあとに

部屋に戻って、寝る前に荷造りをした。二人分のスー
ツや衣類をたたんで 個のスーツケースにうまく納めて1
きたが、汚しものなどをぐちゃぐちゃに放り込むと、ス
ーツケースが閉じなくなった。仕方なく一からたたんで
やりなおすのに時間がかかった。土産の箱入りの螺鈿の
ケースや陶器、本がかさばる。結局、手荷物が増えたの
で忘れないようお互いに手荷物の個数を確認しあった。

南山の上に明るい星が数個見えた．天気は晴れているようだ

、 。一段落して窓の外を見ると 南山の夜景が綺麗だった
思わず記念に１枚シャッターを切った。明日のソウル－
札幌線は 発と早い。最後まで搾り取るために早朝10:10
からおみやげ店に連れていかれる行程になっている。ツ
アーのピックアップが 時 分。祝賀会疲れか、今日6 30
の感想を話し合っている内に二人とも記憶がなくなっ
た。

４月１３日(水曜日)
“ソウル”から千歳、札幌へ

最後までむしり取るパックツアー

、 。4時半には起きてシャワーを浴び 帰国の準備をした
ピックアップの 分前にチェックアウトの時間を見て15

。 、 。1階に降りた 既に 旅行社のガイドが迎えが来ていた
ソウルに着いた時の彼女だった ガイド｢どうでしたか？。
十分たのしまれましたか…｣と声をかけられたので、｢楽
しかったです｣とかみさんが応えていた。
早朝のバンは中心街の乙支路を抜けてソフィテル・ア

ンバサダー・ホテルへ向かった。ここで来たときと同じ
1 2 3 4メンバーを 組 名拾った。このツアーは基本が 泊

日なので、延泊したのは我々とこの一組だけで、他は昨
日帰っている。
南山トンネルを抜け、漢江を渡ってバンは空港方面へ

向かった。ガイドさんいわく、既にラッシュが始まって
おり、数分の違いで一気に車の台数が増えると言ってい
た。来た時に通った汝矣島を通過すると、サクラが満開
になっていた。趙先生が汝矣島に住んでいて、｢国会議
事堂の裏手のサクラ並木は、それはそれは綺麗です｣と
言っていたのを思い出した。車窓からの一瞬ではあった
が、綺麗な景色を見ることができた。また悪いが、｢美
しき日々｣で、このサクラ並木で弟ソンジェが兄の室長
とヨンスを結びつけたシーンがあった。
昨日の夜景で星が見えていたが、今日は快晴だ。ソウ

ル南東部のとある街角でおみやげ店に立ち寄った。｢阿
里娘観光食品｣と看板のでているビルの 階に案内され2
た。階段を上りながら、なぜか｢ここに来たことがある｣

このビルは一度来たことがある．新婚旅行でソウル経由でヨー
ロッパへ行った時に連れてこられた記憶が蘇った．

と思った。中には、売り子のお姉さん？(おばさん)がひ
しめいていた。かもがやってきたとばかり、まず 人を4

、 。椅子に座らせ キムチの壺を数個前にウンチクが始まる
要するに、ここのキムチが一番美味しくて高級品だと言
っているのだ。かみさんも僕もキムチは見たくもない。
もう一方の二人組の一人は、今朝まで東大門で遊んでい
て寝ていないので、座った途端コックリしている。一生
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懸命説明するおばさんに悪いと思ったのか、残った一人
の子が代表して、食べたくもないキムチを口に運んでい
た。｢おいしいでしょ…｣｢ハイ、おいしいです｣。
結局、誰もキムチを買うとは言わなかった。斜め上を

見て、しょうがない連中！(チェッ)、という顔をして、
おばさんは諦めた。グルッと店内を一周して終わりにし
たかった。要所要所で品物を勧められる。お菓子でもス
ーパーなら 円くらいのものが 円ほどの値段が付100 400
けられている。確かに、これだけの人数が朝早くから集
まって商売しているのだから、こういうふっかけ値段に
なるのは仕方ないのか。我々は買わないという対抗手段
しかないのだ。
ショーケースでこれいくら？と聞いたのが悪かった。

べらぼうな値段だったので、｢お金がない｣とポケットか
ら有り金 ウォン数枚(数十円)を出して見せると、お100
金持ってないならここに来るな、という顔をした。でも
思い直したのか、冷静に考えれば分かることだ。｢あな
た、いっぱいカバンの中に持ってるでしょ。カードでも
チェックでもいいよ｣と言い出した。カードでもチェッ
クでも金に代わりはない。払うのはオレだ。
そんな掛け合いを横で見ていたかみさんが、やめなさ

いとばかり手を引いた。結局、とうもろこし茶( パッ3
ク入り)をかみさんが買った。話の種だから、高いのは
目をつぶった。
そうこうしていると、同じようなカモが 名ほど連10

れられてきた。また、座らされてキムチの講義が始まっ
ていた。それを見ながら店を出た。結局、 組 人でか2 4
ったのは、このとうもろこし茶だけだった。

韓国と日本の歴史問題

、 。再び バンは仁川国際空港目指して高速を走りだした
ワールドカップでの韓国の頑張りをＴＶで見て、理屈抜
きに日本国民は韓国を応援した、という会話をガイドさ
んとした。隣国の韓国を嫌って意地でも応援しないとい
う発想は日本の若者にはない。これが逆だったら韓国は
応援しなかっただろう。日本の若い世代以降は韓国に優
越心や差別心など持っていないのだと言いたかった。後
部座席に座っていた彼女ら 名もそういう会話には｢そ2
うです。そうです｣と参加してきた。
ひょんなことから、中国の反日デモの話に及んで、イ

デオロギーはともかく、それが暴力を振るって物を投げ
たり、果ては日系スーパーを壊したり襲ったりする理屈
にはならんだろう、という話をした。
するとガイドの彼女は｢日本はもっと歴史問題を認識

しなければダメですよ｣という返事がきた。なにっ？ど
こかで聞いたようなセリフだ。何が歴史問題だ。それが
暴力をふるっていいのと何が関係あるのだ。プチッと切
れた。
俺より若い世代のくせに、何かといえば歴史問題にカ

コ付けて、いったいあなたは日韓の歴史の学者だという
のか。何を分かっていてそういう事を言うのか、単なる
すり込みではないかと、腹が立ってきた。車内はシーン
と沈黙の時間が流れた。｢これからたくさんの日本人客
の相手をするのでしょう。いっぱひとからげに歴史問題
が…などという発言は、日本人の気分を害するので慎ん
だ方がいい｣と意見してやった。ブスッと表情が変わっ
てしまった僕を見て、ガイドの彼女は｢すみませんでし
た｣と仕事上仕方なく謝っていたが、間違ったことを言
ったなどとは思っていないように見えた。

｢美しき日々｣でよく登場した仁川空港ビル

気まずいまま、ほどなくバンは仁川国際空港の出発ロ
ビーに到着した。チェ・ジュウ演ずるヨンスが指輪を投
げいれた噴水のある水場を見てみたいと思ったが、そん
な余裕もなくチェックインカウンターに並んで搭乗手続
きが行われた。出国口で我々を送らなければ、ガイドの
彼女は帰れないだろうから、そのまま出国した。
広い空港内は免税店ばかりで、食べるところがない。

軽いファーストフード店ばかりで、外で食べれば良かっ
たと反省した。新しくなった仁川空港はビュッフェなど
の食堂街も充実しているのだ。手荷物を持って歩くのは
限界があるので、カートを調達してそれに手荷物を全部
乗せ、おいしそうな店を案内板を頼りに捜し歩いた。
結局、マックもどきのハンバーグ店でかみさんのリク

エストで｢スペシャルセット｣を注文した。カウンターに
並んで順番を待っていると、ビジネス客のような若い男
性に横から入られたの(英語で)、手を彼の前にだして俺
が先だと制止した。ゆっくりカウンターの女のコに｢ス
ペシャルセットをツー｣と注文した。ざまぁ…みろ。日
本には順番というのがあるのだ。外国にはないのか…？

目の前の機がこれから札幌に向かう

こう言ってやりたかった。簡単な注文の多い中、スペシ
ャルセットは手間がかかっていた。待つ間じっと作業を
見ていたが、陳列棚からベーグルを取り、水平に半分に
切って、具のハンバーグは既に出来合のセットあって、
それを箱から出して、はさんでレンジにかけるだけだっ

2た カフェオレを器機からジョーっとカップについで。 、
セット、は～いできあがり。食欲が失せた。

番搭乗口まで戻るコンコースには、ショップがズ26
ラーっと並んでいるが、どれも免税品店ばかりで入るの
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。さえはばかれる
見るだけで買う
必要もないのだ
が、こういう店
はもう飽き飽き
だった。それで
も、かみさんは
｢ウォン…いくら
残っている？｣と
聞くので、｢ 万8
ウォンある｣と言
うと、職場へ土
産を持って帰ら
ねばならないか
らと、栗をチョ
コで包んだ箱菓

。子を 個買った2
時 分には9 30

。搭乗口へ戻った
待合ロビーには来る時より少し多い 名ほどしか客が100

45 10いなかった 分から機内へ搭乗が始まり 定刻より。 、
分も早く機体が動き出した。国際線だから、乗る客は予
め分かっているし、乗ったのが確認されればスタートし
てしまうのだろう。
あれよあれとという間に誘導路を移動、滑走路を滑っ

て機体は上昇した。上空で左に旋回しながら仁川空港を
眼下に見るような格好で東に進路をとった。新しい空港
が手にとるように見えた。まだ半分しか出来ていないの

窓側をリクエストしたら最後尾の方の座席だった

が分かった．確かに広い敷地を確保しているが、そんな
に需要があるのか…と、いらぬ心配をした。
ほどなく“ソウルの上空”では漢江が蛇行し、汝矣島

や南山タワーのあるダウンタウンも見えた。雲で地上の
景色が見えなくなるまで、ジッと下界をみていた。
直ぐに機内食が出た。シーフドを添えた炒飯だった。

余り手が出
なかったが
ゼリーがあ
ったので食
べようとお
もったら｢ア
ロエのゼリ
ー｣でガック

機内食もでるからこれで我慢…我慢

空港ビルを挟んで右が供用中の滑走路．左側は工事中だ

。 。リきた ｢何でアロエなの？｣と理由を聞いてみたかった
機内のＴＶで による飛行コースが表示される。GPS

問題の竹島上空を通過していたが、雲に覆われ海を見る
ことすらできなかった。日本列島上空もずっと雲に覆わ
れ蒼い空しか見えない。着陸態勢に入って雲を抜けて初
めて地上の景色が見えたが、勇払原野の上空で馬追い丘
陵の上を旋回しているところだった。曇っているせいも
あったが地上には雪も残っていて｢寒々しい景色だなぁ
～｣と自分の住む土地がが何故か悲しく思えた。長沼の
レーダードームをかすめるように高度を下げ、夕張に向
かう高速道路や国道 号を跨ぐようにして千歳空港に274
着陸した。

南からやってくる飛行機は，風の関係で北から千歳空港にアプ
ローチする場合，馬追丘陵の上空で旋回し高度を下げるのだ．

帰国の入管は混みあっていた。こんなに乗客がいたか
、 。な？と思うと 逆の方から別の一団がなだれ込んでいた

中国からの飛行機もほぼ同じ時刻に到着していたのだ。
それでもここは日本、外国人表示口ではなくパブリック
(日本人)口でスムーズに通過し、預け荷物も待たされる
ことなく直ぐに出てきた。
パーキングガレージのバスも都合よく待ち時間なしで

空港出口に待機しており、乗り込んだ途端発車しラッキ
ーだった。愛車に荷物を積み替え、 線経由でのんび36
り帰ったら 時半を過ぎていた。 泊 日の楽しい韓14 4 5
国の旅が終わった。
長い話しを読んでくれてありがとう。子供の成長記録

と旅行の話は、他人が聞いて一番面白くないと言われま
す。自分が言っていたかも…。しかし、懲りずにどうで
もいいことをまた書き綴ってしまいましたが、いい記録
ができたと思っています。これでいつでもこの旅行を思
い出せます。 おわり
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由美子の話題のコーナー

会報６０号記念キャンプ

◆［まだまだ寒い日が続くのでしょうか。でも、確実に
春は近くまできています。さて、我が札幌天文倶楽部で
は、会長と投稿会員の奮闘の成果となる会報も遂に60号
になろうとしています。そこで、これを記念して初夏
(春？)のキャンプを企画します。日程は、５月末か６月
を予定しています。なお、場所は近場で、子供連れでも
大丈夫なよう綺麗なバンガローなどが備わった便利なと
ころを探します。詳細は、また連絡しますので、参加く
ださい。また、既にこの週は無理と解って要る日程をご
連絡ください。まずは第一報です。幹事 佐藤智秀］
というメールが珍しく流れましたネ。最近の倶楽部で

は、星空観察系の行事をやると参加者ゼロの状態が続い
ています。もうすっかり星に飽きてしまったのかしら。

、 、やはり会長の言うように 星はたまに見るからいいので
こうしょっちゅうあっては新鮮味に欠けるのでしょう。
そういう私も倶楽部系のお付き合いはこのところ、ほど

、 。ほどにして また新たな世界に踏み出そうとしています
皆さん同様不参加が続いています。まっ、会っても話す
ことも特にありませんし…ネ。
こういう状態を幹事として打破しようと、佐藤智さん

が苦肉の策でひねり出した企画のようですが…、どうな
ることやら。あんまり無理せず、自然体で集まりたくな
ったら集まる…で、いいのではないでしょう？
◆ 月 日、♭誕生日♪、 {～～～}{～～～～}‾5 1 iiiiii,

会長のお誕生日おめでとうございます！Happy Birthday
良い一日でしたか？ 最近すっかりご無沙汰してしまい
申し訳ありません。韓国旅行の写真を見せて頂き、お話
しも聞かせて頂きたいと思っているのですが、なかなか
伺えなくて残念です。もしかしたらデネブ 号に旅行60
記が載っているのでしょうか？ パソコンがなくてホー
ムページを見られないのが悔しい…( )。そういえば野:_;
口さんの打ち上げが７月に延びたのですね。７月はちゃ
んと打ち上げられるといいけど。それではまた連絡しま
す。今日はずいぶん風が強い一日でしたが(私の住む北
区だけじゃないですよね？)、大丈夫でしたか？ お身体
にも気をつけて( )^O^
◆本日( )は突然お邪魔して、長々とすみませんでし5/3
た。韓国紀行もパソコンのカラー画像で見ることができ
て楽しかったです。｢札幌シティガイド｣の教本有難うご
ざいます ( ) 。これを読んで私も頑張りますね！m __ m
でも目がいくのはやはり“石屋製菓”や“ロイズ”とい
ったところです…。大丈夫かなぁ～？(笑 。懐かしい日）
食などの写真も…。やはり来年のアフリカ・トルコ日食
も是非行きたいです！きっと大勢で行くと楽しいですよ
ね。谷口さんとかも行けるといいけど。それではまた☆

私のデネブ 号が自宅に届くのを楽しみにしていま60
す！

札幌 シティ・ガイド

札幌シティ・ガイドの合格証書と合格証カード

◆札幌シティ・ガイドを受験した会長の元に合格証が届
いたそうです。証書(上)はともかく、カード形式の合格
証がシャレていて身分証のように透明ケースに入れて胸
に表示できるようになっています。会長は、道の“アウ
トドア検定”も視野にいれているみたいで、私も楽しそ
うなので、先ずはこの札幌シティ・ガイドを受けてみた
いと思っています。
◆ なお、倶楽部を 化しようという意見が出ていNPO

、 、たようですが 倶楽部例会に出席する人がゼロの状態で
意見交換ができず、この話は断念したようです “個人。
の楽しみで任意で集まる倶楽部員に、市民サイドの普及
事業を行う手助けは馴染まない”というのが一番の理由
のようです？ 要するに自分が楽しみたいという人に、
ほかの人に楽しさを教えるというのは全く別問題という
ことでしょう。今後は、趣旨に賛同してくれる有志を中
心に話を進めていくということで、前途は多難のようで
す。尚、文化講座や市民講座の一環として実施する観察
会でのお手伝いに、積極的に参加していきたい…という
人は申し出てください。そういう志の人を中心に法人化
のメンバーに加わってもらうということです。
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皆さんのお便りコーナー

会報面白いです
◆会報届きました 返［
事が遅くなりまし
た 。面白い会報です］
ね！ 小樽へ転勤でき
ましたが、小樽は札
幌より寒い気がしま
す。それに若い人を
あまり見かけませ
ん？ でも大好きなケ
ーキが一個 円だ200
いで買えまーす！ 美

味しいです。あと自己紹介ですがメールが入りきらない
のでもう一回送ります。稲留サンは倶楽部員に入りまし
たか？
竹山すみえ
受信日時：2005年04月26日 21：45

会報デネブ６０号おめでとう
◆オハヨウございます。先ほど、何も記入していないメ
ールを間違えて送信してしまいました。｢あ～ぁ！｣と思
った時は、既に遅し。大変失礼いたしました。発熱中だ
からかな…(実は神島、またもや発熱してました)。それ
にしましても、会報デネブ 号発行、おめでとうござ60
います！というか、本当に有難うございます！これから
じっくりホームページで読ませていただきます。いつも
会長にばかり負担をお掛けして、申し訳有りません。と
言いながら、甘えています。これからも、甘えさ・せ・
てぇ～ん。うふっ。なんつって…。会長を気持ち悪くさ
せたところで、今回は失礼いたします。では。
佐藤麻子 umibuta-dolphin-kick@jcom.home.ne.jp
受信日時：2005年04月29 10：49

在京，倶楽部員の近況
51◆東京、今野利秋です。今週はコンペ資料作成と、

１日、 日のイベントの準備などで忙しくまだレポー11
トを書いておりませんです。一応簡単なご報告をしてお
きます。 月 日当日は矢吹浩さんが都合が悪かった4 23
以外は末澤一家、私し今野、関口朋彦、山田将俊、そし
て大井亜紀さんというメンバーでした。末澤家は車なの
で天文台に直行、関口は天文台。残る三人で待ち合わせ
をしましたが、大井さんが列車の都合で遅刻と言う大物
振りを発揮。天文台では関口(博士)さまの案内で見学コ
ースと部外者立ち入り禁止エリアを特別に見て回りまし
た。彼の研究室におじゃまして自らお茶を入れていただ
きました。４次元プラネというシアターもみました。宴
会は時間の都合で行わず、晩御飯を食べてから天文台の
観望会に参加。昼から晩までの天文台の一日でした。
一応、大井さんからは楽しかったですとのメールを頂

戴しました。こんな感じです。ちょっと、今日もこれか
ら打ち合わせのあと直営のプラネに行きますので、レポ
ートはしばらくお待ち下さいませ。すいません。会報は

で見ました。サクラをたくさん載せて頂いて有りWEB
難う御座います。また韓国いかれたんですねえ…。昨日
は ℃近く、今日も暑いです。 は特に予定のない30 GW
毎年と変わらない私でした。

それでは失礼致します。
今野利秋
受信日時：2005年04月29日 22：19

引っ越ししました
◆こんにちは、山田将俊です。 月 日に引越しをして5 1
住所が変わりました。新しい住所は
〒062-0934
札幌市豊平区平岸4条10丁目3-13 ピースハーモニー南平
岸A-105

60です。元の住所にはまだ母親と妹が住んでいるので、
号は問題なく受け取れます。部屋は智さんの家のすぐそ

。 。 。 、ばです いやびっくり… 歩いて行けますよ もう一つ
連絡用の アドレスですが、E-mail
trapezium_orion@yahoo.co.jp

m-yamada 9への変更をお願いします の方のアドレスは。 、
月末で廃止になるんです。プロバイダが に統合さDION
れてしまいました、 系列でしたから…。KDDI
ついでに近況報告。今、出張で東京へ行っています。

ＧＷ明けの 日にまた行って 週間ぐらいで帰ってくる9 2
という生活が夏ぐらいまで続く予定です。東京へ行って
いるときに三鷹へ行って今野利秋さんや関口朋彦さん、
末澤朋代さん一家に大井亜紀さんと会ってきました。そ
んなわけでしばらく活動に参加できません。前にお会い

、 。したのが金星の日面通過の時ですから かれこれ一年…
またしばらく幽霊ですね。固定電話は引いていないので

090-8897-2235ありません 携帯番号は変わっていません。 。
のままです。ではまた、
山田将俊 trapezium_orion@yahoo.co.jp
受信日時：2005年5月2日 23:13

会報デネブ第６０号届きました
◆こんにちは。川口裕美です。亭主の故郷北見から帰る
と会報が届いていました 有難うございます 子供に｢さ。 。
くら｣と名付けたので、今野さんの“サクラの記事”を
興味深く読みました。北海道も、もうそろそろ桜の時期
ですね。先日はイタズラ電話、大変失礼致しました。渡
辺さんからの電話の後、発信履歴をみてみたら、確かに

5 1私の携帯から渡辺さんに電話をかけておりました 月。
日、渡辺さんの 歳のお誕生日におめでとうメールを50
しようと思ったのですが、旦那の実家（北見）に帰って

、 、いたので が使えず 携帯でメールしようと思ったらPC
アドレスを登録してませんでした。ボタンを押すと渡辺
さんの につながる画面のままにしてあった(と思PHS
う)ので、きっとその時に桜来がイタズラしてしまった
のだと思います。でも渡辺さんの声を聞けて嬉しかった

、 。ですが イタズラ電話にならないよう今後気を付けます
全く関係ないのですが、昨日、サンピアザ水族館に行

ったら、売店に｢わたなべくん｣というカエルのぬいぐる
みが売っていました。何故、｢わたなべくん｣なのでしょ
う？ 北見では日中は半袖で過ごせそうなくらい暖かか
ったのですが、夜は寒くてまだストーブを焚いていまし
た(何と、薪ストーブなのです 。この気温差にやられて）
私が風邪を引き、桜来にうつしてしまいました。母子共
に咳ゴホゴホ、鼻水ズルズルです。これから桜来を病院
に連れて行きます。では、渡辺さんもお体に気を付けて
お過ごしください。
川口裕美 ZUA07552@nifty.com
受信日時：2005年05月06日 11：43
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