ようこそ。
世界自然遺産の済州

韓国だけではなく世界が認めた山と海

そして、若緑の森でのひと握りの土、野花に至るまで

済州の全ては自然が人間に恵んでくれた最高の贈り物です。

済州の所々の道を歩み、山とオルムを上がり、島に訪れるならば、
日常の重さは軽くなり、顔は微かな微笑みが浮かぶようになる。
済州は、まさしく癒しの島なのです。
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フォト・エッセー

ⓒユク・ミョンシム
4

真夏の済州(チェジュ)女性たちの素朴な休憩,

「黒いモサルトゥム」

5

済州(チェジュ)市の三陽海水浴場は女性たちのモサルト

ゥム(砂ぶろ)で有名な場所だ。直射日光を受けた三陽洞

の黒い砂は様々な肌の病気、関節炎、神経痛に効能があ

るという。昔は女性たちが宿泊しながら砂風呂をしてい
た。

ⓒユク・ミョンシム
6

作家ユク・ミョンシム(1932~)

韓国写真系の元老作家であり、人間の本質または根源に対する疑問を韓国的な素材を通じ

て表現してきた写真家だ。
この50数年間の間、<芸術家の肖像>、<白民>、<チャンスン>などの

大規模な作品活動をし、2016年には文化芸術の発展有功者として選ばれ、銀冠文化勲章を
受勲した。<黒いモサルトゥム>の連作は彼が1983年に初めて済州島特有の伝統的な夏の風

景を撮ってから、約十年ぶりに後続撮影を通じて1996年に初版を発行した作品集であり、今
年2月により完璧に完成させて、3回目の改訂版を出した。

ⓒユク・ミョンシム
7

済州(チェジュ)に住む

済州(チェジュ)の夏

済州にある
青いコンマ

文. シン・テヒ(詩人) / 写真. コ・マンホン

花がさいて葉が落ちることを見守っている間、
夏はたくましく肩をはってやってきます。
新緑が濃い緑になりました。

熱く燃え続ける花を連れてきます。
タチアオイは舞い散るように咲いて、
カンナも咲きまし

た。
汗の匂い漂うお祭りのど真ん中です。

今回の大統領の約束である
「コンマのある人生」
が来ています。
いつもコンマを待っていたので、
ドキドキします。

何気なく鼻歌を歌います。
目の前に大きな海が見えます。
南の海の香りと共に地下鉄に
乗って帰宅します。

地下の窓の外にミナミハンドウイルカが澎湃として通り過ぎます。

数多くの島があり、綺麗なコンマの形で浮いている馬羅島(マラド)まで、全てが真夏の読

書のようです。
時々出てくるオルムは言葉をつないでくれ、
数え切れないページは海とい

う本になります。

真夏の読書は私たちの夏を一層成長できるようにしてくれるでしょう。
そうして充満な感
嘆符一つを胸に抱いて、
本を閉じるのです。

より軽くなった足取りで荷物をまとめます。

旅人の服装は素朴です。
毎日より濃くなっていく七月の森の中を歩いてみます。

サリョニもいいし、三多水の林道も素敵です。
ざわざわする緑の言語が体中に浸透しま

す。

山のアジサイが濁った瞳を洗い流します。
汗流した額の上にそよ風が吹きます。

風の鱗がひらひらと落ちます。
住めずに去った愛は涼しいです。
そうして、
あちこちに花が
咲いて小鳥が泣きます。
なので、美しさの隅にはいつも寂しいスペースがあるのです。
自
分を防いでいた見えない枠から解放されます。

自分が自分に対して邪魔をしていたので、
その邪魔をするのを止めます。通り過ぎの人

になってもいいです。
無心だった昨日と別れて、
今日はときめきをこの森の道に植えてお

きます。

ついに、時間でも味がして、味の空間が生まれます。
ドアの段がない場所です。
土が目を

さめます。
足の裏がかゆいです。
わくわくしている空気がもくもくと育ちます。
どんどん夏の
身長が伸びていきます。

東のほうに行くと北村の沖、手に触れそうなくらい近いタリョ島が見えます。時間は日暮

れの三十分前です。
低い玄武岩島には青い瓦をかぶせた亭と白い灯台が、お互い向き合

っています。
「私たち」
という島の中に閉じ込められて、遠くに立って向き合っている貴方と
私のようです。
タリョ島の中にずっと立っています。
冬には今までの寂しさを癒してくれるか

のように、数千匹のオシドリたちが集まり、
カップルの天国となります。
この世はとても皮肉
な場所かもしれません。
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朝天邑の北村里の海、
タリョ島
9

済州(チェジュ)市奉蓋洞ジョルムルオルムの杉林
10

北村里の山87~90
島の住所は
陸地に届き

山のような恋しさ

胸に刻み生きている
お前ひとつ

私ひとつ

灯台一つ
亭一つ

今日も別々に

島々も寂しくて陸地の住所を持っているという事実に驚きました。
寂しいから人であり、
寂

しいから島です。
みんな孤独な島だが、陸地の持分を所有した立派な共同体です。一瞬

で幻のような光景になりました。
タリョ島の夕焼けは私たちを胸の痛い寂しさでより濃く
染まります。

ホタルとの約束時間が近づいてきます。
済州(チェジュ)の言葉でホタルは
「ブルランチ」
で

す。
コッチャワルに行き、
息をひそめて待ちます。

優しい光が来ます。
こんなに明るく胸にしみるので、息苦しくなります。
夏の夜の森に漂う
花です。

きらめく沈黙

喉の渇いたしぐさ
闇を飲んで
帰ってくる

また、
一緒に

燃え上がる反響

恋しくて、
染まる

戸惑わない、
これ以上

-タリョ島の夕焼け

後ずさりない
体の中の火

真っ暗な空中を開く
-ブルランチ

済州(チェジュ)に住んでいるホタルは最も美しい光を出すことで有名な
「雲門山ホタル」

です。
国内で初めて発見された場所の名前をとってつけられました。
飛んでいるホタルは

全てが雄です。
ホタルの雌は翼がなく、土の上にいます。交尾の群れが夏の夜をきれい

に輝かせてくれます。
音のない歌が鳴り響きます。
光と光が会って、
より大きな光になるも

の、付け加えた境界線もなく、一つになります。
地上に降りてきた星のようです。
銀河への
招待です。

都市という巨大な談論に包まれた我々にはプライベートな宇宙が必要です。
燃える星と
氷の輪を通過する宇宙船のピンクのキーが私たちの手の平にあります。
ポプリンの枕を

して、
ある晴れた日の朝、目が覚めます。
「ハンサムな」一日です。気持ち良い日差しと風

で描かれた部屋です。
回りは素敵なリズムでいっぱいです。
昔からあった楽な木造のテー

ブルと向かい合って心からしたいと思ったことをします。
今、
まさに、
ここはとても眩しいで
す。
不時着した小惑星の済州(チェジュ)です。
オーバー!
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済州(チェジュ)に住む

済州人の暮らし

余裕と
情熱の間
文. 編集部

真夏の生業の現場、

生で生き生きしている。
済州(チェジュ)の夏は、島全体が忙しい。押し掛けて来る人々、海には観光客たちで溢
れ、道には熱気であふれる。

海と最もよく接している漁業の人々の生活も共に忙しくなる。
タチウオの漁撈を終えて
朝に停泊した漁船から魚を取り出す。黙々と箱を荷役してる間ずっときつい作業のせ

いなのか、
あまり言葉はないが、チームワークはとても素晴らしい。回りを振り返ってみ

ると、みんなそうだ。

今年の済州(チェジュ)は20年ぶりのタチウオが沢山とれた年だ。夕方の7時から翌日の
夜明けの5時まで、休まずずっと働き、その結果、木の箱には沢山のタチウオが盛り込

まれて積み上げられている。済州(チェジュ)の魚市場に最も多く見れる魚だが、今年は
特に多い気がする。
タチウオが沢山とれたということで、
この夜明けに多くの人々が外

出の支度をしているかもしれない。外部の人々はほとんど、
タチウオを焼いたり煮物料

理にするけれど、昔から済州(チェジュ)ではタチウオを汁にして飲んでいた。魚臭いとこ

ろもあるが、固有の風味が含まれている。旅行中一食ぐらいは、
タチウオ鍋を食べても
いいと思う。済州(チェジュ)の夏を詰め込んだその味を感じてみよう。

一方、観光客が多い済州(チェジュ)の夏には、夜遅くまでお店が開いている。西埠頭の
刺身屋さん通りや海岸道路の刺身屋通に行くと、今ごろなら夏休)みに遊びにきた観

光客でいっぱいだ。刺身屋さん通りには、客引きをしている現地の人たちが済州(チェ

ジュ)の言葉で観光客に声をかける。夜の海の波の音と海岸を照らす街灯、看板の光り
が観光客の心をわくわくさせ、
また、お店の人達はそこが商売の場である。

こうして、済州(チェジュ)の夏は海と陸地で多様な形で
「誰かの夏休みのための作業」
が盛んだ。
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真夏の楸子島(チュジャド)の夜の海で漁船作業の現場ⓒキム・ホチョン

熾烈な生業の現場で

夏よりも熱い、今日を生きる

人にも済州(チェジュ)の夏は
小さな休憩をくれる。

もしかしたら、情熱と余裕は時間の差を置いて
繰り返しながら、私たちの日々を
満たしていくのかもしれない
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絶えずに流れる時間、
ファンウジ海辺の夏ⓒイ・ソクヒョン
14

夏の夜、光りの消えない済州島の西埠頭の刺身屋さん通りⓒオ・ナムフン

一生懸命働いた貴方、
海に心を任せる。

厳しい生業の現場で夏より熱い今日を暮らしている彼にも済州(チェジュ)の夏は小さなコンマ

をプレゼントしてくれた。
もしかしたら熱情と余裕は時間の差を置いて繰り返し、私たちの日々
を埋めてくれるのかもしれない。

休憩を選んだ人々には天の恵みのように、海の香りいっぱいの済州(チェジュ)で楽しめるもの
が沢山ある。青い水の色が透明に波打つソウボン海辺では青年たちが砂浜を走って青春を満

喫している。
この瞬間の済州(チェジュ)の夏は皆において癒しだ。

どこで楽しもうが済州(チェジュ)の夏は一番青く輝く。塔洞広場とサラボン、龍頭岩海岸遊歩道

に沿って真夏を歩き、近くの海辺や浦の人々を見ると懐かしい気もする。1人旅であっても済州

(チェジュ)は全く寂しくない島である。済州(チェジュ)の海のエネルギーが満ちている済州(チェジ

ュ)の夏は心に新たに活気を注入してくれる。
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済州(チェジュ)に住む

済州(チェジュ)が出会った人

夏,
踊りながら愛しなさい!
彼らのように

済州(チェジュ)のビーボーイ・チームFATSOULZ
文. キム・ミンジョン(フリーランサー) / 写真. オ・ナムフン

16

片方の腕で体を支えたまま空に向かっ

て足を伸ばして、さらに、
くるくる体を回

転させる。
クルーたちのビーボーイング
動作は無重力のようだ。道具を全く使
わずに、織り成す身振りなので、より素

敵だ。済州(チェジュ)のビーボーイ・チー

ム、FATSOULZである。

情熱は
「重く」
ダンスは軽く!
FATSOULZは「太った、厚い」を意味
する形容詞「FAT」に「魂」を意味する
名詞「SOUL」の複数形をつけて付け
た名前だ。一言で「ソウル充満したチ
ーム」
という意味だ。複数形にSの代わ
りにZを付けたのはヒップホップする
人たちの間ではよく使う変形語で、例
えば、
「 本物」を意味する
「forreal」を
「furilla」
として使用するのと一緒だ。
８人のクルーで構成されたFATSOULZ
は、済州(チェジュ)の数少ないビーボー
イチームの内の一つだ。
20~30代半ばの年のメンバーはほとん
ど中学や高校時代からダンスをしてい
たので、短くは10年、長くは20年の経
歴を持つベテランだ。ビーボーイング
が好きで、その情熱だけで、チームを
結成した
のが2009年だ。いつのまにか8年間の
間、活動してきたのだ。
メンバー一人ひ
とりの事情も異なる。15年経歴のキム。
ミンさんは昼には流通業の会社に勤
めている平凡なサラリーマンだが、夜
はプロのダンサーになる。チーム内で
音楽の編集やパフォーマンスやダンス
を担当するほど、チーム内でも実力者
として認められている。さらに履歴の
多いメンバーもいる。中学の時に始め
て20年間の間、
ずっとビーボーイングを

しているコ・ヨンフンさん。チーム内で
面白くない人」だと言われていて受け
身的な性格のように見えるが、済州島
唯一のスケートボード店の社長であり
ながら、宅急便の運転手であり誰より
もダイナミックな毎日を過ごしている。
その他、
ソウルちゃん、ハウルちゃんの
お父さんであるヒョンチョルさん、犬の
美容師を夢見るジンホさん、チーム内
でダンスが一番下手だと自分でそうい
うスンフンさん、踊るバリスターである
キョンホさん、チームで一番若いミンホ
ンさん、この８人の平凡な彼らが踊る
ダンスは平凡だからもっとスペシャル
だ。
ダンスに対する思い、
済州(チェジュ)がダンスする。
仕事の内容も性格も全く異なる人た
ちの集まりであるので、FATSOULZ
は、様々なエネルギーを発揮し、済州
(チェジュ)のそれぞれの公演場を熱く
盛り上げる。2014外国人・サマー・フェ
スティバルをはじめ、2016済州(チェジ
ュ)YWCA第1回青少年ラップ・フェス
ティバル、2017伝統楽・管弦楽トップ
クラスの指揮者のイム・サンキュの夢
オーケストラの公演など、大規模のイ
ベントに招待され、舞台を披露したり
国楽劇団のハナアートとコラボの公
演もした。道内のビーボーイ文化がな
くなっていていた2010年には、頑張
ってビーボーイングを活気づけようと
いう想いで「Who‘sgetthefame」、
Breakfreefrom」などの行事を主催
した。他のジャンルが混じっていない
純粋なビーボーイバトルだった。
クルーの全員が一番頑張った公演だ
ったのは、純粋なビーボーイ・バトル・
イベントだった。
しかし、参加人数と観
客が減るのはどうすることもできなか
った。それで、結局、毎月行ってきたこ
17

のイベントを続けることができなくなっ
た。

イが始まったアメリカのニューヨーク
・ブロンクス区(Bronx)地域の頭文
字を取ったという説もあるし、その地
域は破壊された都市だということで
Broke の B だという説もある。
1960年代末、最初のヒップホップDJで
ありながら、
ヒップホップの父だと言わ
れるクール・ハック(Koolherc)は、音
楽の途中のビートの区間だけ繰り返
して聞かせてくれる、いわゆる
「ブレー
キ(Break)」
タイムにダンスをする群れ
を見て
「Breakboy」、つまり
「B-boy」
と呼んでいたことで始まったという
由来が最も正しいらしい。大体、間奏
の部分でダンスをするという意味で
BreakbeatBoy の略字だということ
だ。

「済州(チェジュ)は他の地域より、ビー
ボーイに対する関心が少ないみたい
です。踊りたいと思う人も、ダンスを見
たいと思う人も少ないんです。陸地の
ビーボーイの人たちと会うと、済州(チ
ェジュ)で活動しているビーボーイがい
るなんて知らなかった、不思議に思い
ます。」
FATSOULZは、自分たちの存在理由
はこれだそうです。多くの済州(チェジ
ュ)島民たちが多様な文化芸術のコン
テンツが楽しめるようにし、
またそこで
ビーボーイの活動も生かしていくこと
だと言います。
"それでもこのごろはよくなっていると
思 います。様々なストリート公演も結
構あって、通りすがりの人々がそういう
イベントを楽しむのに慣れてきていま
す。島民がよくコンテンツに接して、感
じるチャンスが多くなればこのような
文化もちゃんと定着できると思います。
それで、私も頑張りたいと思います。」
それで挑戦をやめない。7月や8日に
は塔洞広場で他の地域のビーボーイ
たちを招待して、
もう一度ビーボーイバ
トル公演を開いた。
「MadeinJEJU」、
「MadebyJEJU」の気持ちを込めてそ
の名前も
「サプジェン?」にした。
「戦って
みる?」
という意味の済州(チェジュ)語
だ。反応が良ければ回数や規模も増
やしていこうと思っている。

商売ではなく、純粋に
ずっと舞台にいられるように。
ビーボーイ(B-boy)は、オリジナルの
ヒップホップダンスを踊る男性のこと
をいう言葉であり、
「 B」の語源に関し
ては、さまざまな説がある。ビーボー
18

FATSOULZにとってビーボーイとは何
だろうか。
しばらく考えてから、やがてこのように
答えた。
ライフスタイルです。
夢は大したものではありません。
ただこのような心を忘れずに
商売だと思わずに、
純粋な気持ちで

動くことができる限り、踊りたい、
それだけです。

趣味ではなく生活だということだ。自
分が自分の人生の主体になって自分
らしく生きていく行き方だと説明を付
け加えてくれた。彼らにダンスは毎日
息をしている空気のようなもので、毎
日一緒に暮らしている家族のように当
たり前の存在であり、本能であるわけ
だ。
熱い情熱よりも決定的なのは、継続
する情熱」
と言っていたある米国企業
家の言葉が思い浮かぶ。だからであろ
うか。今後の活動計画がとても楽しみ
だ。
夢は大したものではありません。ただ
今の気持ちのまま、商売ではなく、純
粋な心で体が動く限り、踊りたい、
それ
だけです。」
商 売 で は なく」の 一 字 一 字 ぎゅっ
と押 さえて 発 音し、 動くこと が で
きる 限り」を ビ ー ボ ー イバトル の
サプジェン」公演
話すところでは瞳が輝いた。
ビーボー
イ(B-boy)の「B」はこれら彼らにとっ
という単語を付けてほしいく
て、Best」

비보이 배틀 ‘쌉젠’ 공연

らい素敵だった。自分の人生の主体と
なって自分らしく生きていく人たち、そ
れで自分と他人の暮らしに活力を吹
き込む芸術人たち、純粋な気持ちでた
だずっと踊りたいという永遠
な青春、Best-boys.
青春
シルバーのビーボーイングを夢見る。
インタビューの間、ずっと椅子に座って
真剣に話を交わしたFATSOULZはカ
メラの前に立つと、人が変わる。ポー
ズは生き生きしていた。片腕で体を支
えたまま空に向かって足を伸ばす動
作は芸を見ているようだった。逆さま
になったままティータイムを楽しめそ
うなくらい余裕だった。人間の体が表
現できる無限性に改めて驚いた。やは
り、彼らは椅子ではなく、舞台にふさわ
しい
「ダンサー」だった。

ていて、重力を逆らうような霊堂的な
ダイナミカルなしぐさにも空身が作り
出す淡泊さが溶け込んでいる。ダイナ
ミカルと淡泊のアイロニーこそがまさ
にFAT SOULZの魅力ではないかと。
銀色の髪を翻ながらビーボーイングす
るおじいさんを会うことができたら、
き
っと素晴らしいことだろう。
FAT SOULZなら、期待してもいいかも
知れない。一時流行りのように通ると
こだったビーボーイの命脈を保つため
に青春を捧げたFAT SOULZの充満
な魂がたそがれの頃までつながれる
ことを心から祈ってみる。

ダンスは人生の一部だと淡泊に言うけ
ど、その中にはしょうぎょう生業と並行
しながらも、あきらめない熱情が生き
19

濟州暮らし

濟州の生態

山と海に
訪れた
濟州の夏
字. 編集部

イメージ. ハンミンヨン

ハマユウ

濟州トキ島のハマユウの自生地(天然記念物第19号)

ハマユウ」はヒガンバナ科の常緑多年草で、暖かい海岸の砂地で

生える。7~9月に白い花を咲かせる‘ハマユウ’は高さが30~50ｃｍ

ぐらいまで育ち、葉は幅が狭く毛がない。
ハマユウの花は白い花

の茎に傘のような形で多くの花が垂れながら咲き、花が散ったと

ころには灰白色の丸い実を結ぶ。
ハマユウの自生地である濟州
市舊左邑(グジャウプ)下道里(ハドリ)のトキ島は天然記念物第19
号に指定、
保護されている。

トキ島」は下道里(ハドリ)の海辺から50メートルぐらい離れてい

る海に浮かんでいる小さな島で、島の周りは岩で囲まれていて、

中は砂で覆われているが、その上にハマユウが群落を形成し、
自生している。白い花が群落を形成する7月になると、下道里(ハ

ドリ)の海辺はハマユウのかすかな香りに覆われる。ハマユウ」
は去年、国立山林科学園の暖帯・亜熱帯山林研究所から
「7月の

花」にも選ばれた。
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八色鳥(ヤイロチヨウ)
天然記念物第２04号(絶滅危機２級)

ヤイロチヨウ」は濟州の代表的な渡り鳥である。
東部及び南部の

アジア地域、韓国と日本で繁殖する
「ヤイロチヨウ」は虹のように
7色の羽毛を持っている美しい鳥である。額から後頭部まで茶色

であり、首の前は白色、背中と肩の羽は緑色、腰・上尾の羽はお

すまししたネイビー、腹の中央と下尾の羽は濃い桃色で、
また、尾

は黒い緑色、
くちばしは黒色、足は黄褐色である。八尺音のよう

に“ホーイッ、ホーイッ”と泣く
「ヤイロチヨウ」は主に5~8月に濟州

で繁殖する。
国立山林科学園の暖帯・亜熱帯山林研究所は2016
年に西帰浦市濟州試験林地域をヤイロチヨウの国内最大の繁

殖地と発表したことがある。濟州試験林ハンナム地域はこんもり

とした暖帯林地域で、ヤイロチヨウの主な餌資源であるミミズの
生息環境が良く、降雨量が多いため、
ヤイロチヨウが生息するの

に最適な環境を整っている。
天然記念物第204号で、絶滅危機の

野生動物である。

手のひらサボテン

濟州月令里ㅡ群落(天然記念物第4２9号)

手のひらサボテン」はサボテンの一種で、手のひらのような形をし

ているため、付けられた名前である。手のひらサボテン」は済州

市翰林邑(ハンリンウプ)月令里(ウォルリョンリ)の海辺に群落を
形成していて、天然記念物第429号に指定、保護されている。手

のひらサボテン」は、夏に黄色の花が咲き、11月には紫色の実が
熟している。
サボテンの実は別に
「百年草」
と言い、民間では喘息
や消炎、解熱剤などに広く活用した。
最近は健康食品として多用

に活用されている。月令里の人は村の特作物として
「手のひらサ

ボテン」
を栽培し、高い収入を上げている。たくさんの花が咲く7
月と紫色の実を結ぶ11月に行ってみるといい。
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スズメダイ
スズメダイは済州の海で年中取れる特産魚種である。麦が黄熟

する晩春から初夏の間が「スズメダイ」が卵をはらむ時期のた
め、最もおいしいという。スズメダイは塩辛、焼きもの、刺身、冷

たい刺身のスープなどの材料として活用され、スズメダイを活

用した済州の郷土料理は夏の珍味である。スズメダイ」は小さ
いものは生でそのまま味噌につけて食べたりするが、その味は

一品だと言われる。例年、私たちの先祖は、テウ、
トウィ」などと

呼ばれる
「テべ(いかだ)」で網を利用して、スズメダイ」を取っ

た。濟州市朝天邑北村里 、西歸浦市 大靜邑上下摹里、西歸浦

市 甫木里のスズメダイが有名だ。甫木里では毎年、スズメダイ

祭り」
も行っている。

22

ヤリイカ
足が短くて一寸しかならないとして
「ハンチ」
とも呼ばれる。済州

では昔から
「ハンチが米であれば、
イカは麦飯で、ハンチがイン

ジョルミ(餅)なら、
イカはゲトク(麦類などで作った餅)である」
と

イカよりハンチが好きだった。刺身で食べると、
イカより柔らかく
て甘い味がするからである。
ハンチを取る船の光で、明るい夜の
風景は美しい。
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特集

濟州原都心を考える

濟州城制夷閣の上から眺めた濟州原都心の風景
24

濟州の原都心は忘れられた過去ではない。

原都心の人はいまだにここで現在を生きている。

開発の強い開発の激波の中で共存の道を尋ねる。
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特集

濟州原都心を考える1

私が置いてきた
あの時
字. キムスヨル(詩人)

生まれ育った原都心を立ち去ったのがいつの間にか30年がふわりと過ぎた。
そういえば原都心で留まった時間よりも原都心を離れ、
移し通った時間が長くなったわけだ。幼年を原都心で過ごしたという理由で、たまには原都心に関する文を書いてくれという請託を
受けたりする。本当に困惑である。丁重に断ろうとしても私の幼年と別れるような気分になってしまい、
しっかりと断ることはできず、受

け入れてしまうが、実際に書こうとするとおぼろげなことである。山河も三回は変わったから当然なことかも知れない。
時間を渡るムグンソン醬工場工場路地

請託を口実に原都心を訪れる。
そうしてでも原都心との縁を維持したいのだが、いざ行ってみると、
またそうでもない。多く変わった。

変わってもその程度がひどくて、
あの時の路地がこの路地なのか、
あのとき井戸があった場所がここのどこなのかとよく迷ってしまう。

それさえも嬉しいのは私がいつも遊んでいた路地は昔の姿のまま残っているということである。
もちろん、路地の両側にある家の形は

変わったが、
ムグンソン醬工場の路地は相変わらずほほえましくて懐かしい。
あのときの路地で一緒に遊んでいた友達はいないが、
あ

の路地だけは相変わらず懐かしい。
ッ変わったことがあるとしたら、私が変わった。
あのときはそう高く見えた路地の壁が今はあまりに

も低くなったということだ。
そんなに広く見えていた路地の幅は、なぜこんなに狭いのかと。。。私が物質的な欲望にとらわれて背も体

重も増やすのに夢中だったとき、
あの路地は、時間の流れを逆らうかのように昔の姿そのままである。変わったことがあるとしたら、
そ

んなににぎやかだった路地が今ではあまりにも静かであるということである。私からムグンソンを立ち去ったのに、誰かが残っているこ

とを望むのはもちろん、私の欲だろう。
また、離れた者たちは、離れただけの事情を持っているだろう。
少年が走った路地、
そしてバダン

幼年時代の友達と付き合って、楽しく遊んでいたあの路地を歩きながら、彼らの名前を一つ一つ思い出してみる。
ウォンヒョン、
ジョンピ

ョ、
ジョンボ、チュンヒ、チュンハ、
ミンス、
ヒョンス、
ジュンス、
ソンス、
ジンヒ、
ソンフン、
ウォンウ、
ウォンジン、
サンジョン。。。
これだけじゃない、
ジョンピョの家にあった井戸、
サンウクの家にあった木、
そして、私の家にあったドットンシと隣の井戸。。。

路地で遊んで、疲れたら、私たちは誰からともなく、バダンに走り出した。路地を離れ約２00メートルぐらいの距離である。バダンに到

着したとたん、
すぐ服を脱いで、脱いだ服は石で押さえをして置いてじゃぶじゃぶとバダンに入る。近所の厳しいお兄さんの教えに私
26

たちは小学校2年生になる前に犬泳ぎを習った。水の中でも眼を張り、ボマルやグサル、
グゼンギなどを取った。たまには、浦に船が入

って来たりしたが、
その時になると、お兄さんたちは特攻隊を

組んで、体を飛ばして船に乗り、
スズメダイを一握り盗んでバダンに駆け込み、船底を通り遠く逃げ出したりした。
あっちこっちで枯れ枝

を拾ってきて、大きい串に刺されているスズメ狩りを焼いて食べる味とは！食べていたら、口の周りが黒くなって日がだんだん暮れてい

った。
その頃になると、防波堤の上からお母さんが現れて
「スヨル、
ご飯食べなさい！」
、
「ジュンス、帰ってきて！」
と叫ぶ声が聞こえてきた

りした。
ムグンソン路地から出てきて、バダンに行く。お母さんが叫んでいた防波堤はすでに消えてしまった。
タプドンが埋め立てられ、
全然違う姿に変わったのである。現在、
オリエンタルホテルがある場所が防波堤があったところではないかと。だから、
ラマダホテルや
E-MARTはあの頃海の真ん中にあったと言えるだろう。E-MARTがあったところにはたぶんウォンダムもあった。
ウォンダム。
。
石縄だ。水

が抜けていくとみんなウォンダムに出て、石縄にかかっているものを拾った。
コセンイ、
メバル、キュウセン、アメフラシ、
タコ。
。
。私が近所の

お兄さんたちをちょこまかと付きまとう立場だったから、
まともに取ることができなかったが、
そのたび、彼らは私の面倒を見ることを忘

れなかった。夜が更け始める。埋め立てられた防波堤の先に上る。散歩に出た人でにぎやかになる。一方では若者たちがチキンとビー

ルを楽しんでいる。花火を楽しむ人も目立つ。防波堤に腰掛けて海の先に視線を置く。
まだ時間が早いのか。星が見えない。
原都心、星の光より燦爛たるあのときの記憶

小学校２年生の頃で覚えている。家で夕飯を食べてよく防波堤に行ったりした。暗くなったら少しずつ星が見えてきた。私はすごく知り

たくなった。水平線にあるあの星たちがいつ空に上がるのかを見届けることにした。星たちの故郷がほかならない水平線だというこ

とを新たに発見した瞬間だった。私だけの秘密にしたかった。
そして、空に上がっていく星を確認したかった。長い時間見届けていた

が、結局水平線の星は空に上れなかった。次の日も、その次の日も。。。水平線にある星が集魚灯だったことだと気づいたのはずっと

後のことだった。私は今もあれが集魚灯ではなく、星だったと信じたいのである。
もちろん、時間は私を連れて中年の入り口まで来て

しまったが、幼い頃の心にドキドキしながら水平線にある星たちがいつ空に上がるのかを見届けていたあのときの心を消したくはな
い。
そんなとんでもない想像力のせいなのか、私は今詩というものを書きながら生きている。
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特集

濟州原都心を考える2

輝いていた芸術の要覧、
チルソントンと
その周り
文. 写真.キム・ジョンウォン(映画評論家)

イメージ. ハン・ジュヒョック
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解放前、済州の原都心で生まれ、高校卒業と同時にずっとソウルで暮

られるようになった。ジェイル高校３年の時だった。

の原都心の思い出を抱いて生きている。
どんなにせっぱつまれば、
そ

妹だった前濟州税務署長の娘と結婚し、上京して、

らしてきたが、私は今もその人生の年輪よりもはるかに薄い故郷済州
の記憶の紐を離さないようにと、詩の中に入れて表現しただろうか。

夜になるたび、海へ向かう。/ 船票もない裸 / 離れてきた頃のように
手ぶらで / 種まきした麦畑 / あの冬の / 濟州邑サンドリ / サッカーボ

そのあと、ジョ・チョルヒョンは歌手のべク・ナンアが

全羅北道鎭安郡出身のチェワンギュは除隊した後、

チェインスという芸名でシナリオ作家になった。

ールの代わりに豚の膀胱で遊んでいた / 丸坊主の友達はみんなど

映画人、
その運命の始まり

- <幼年散調> 濟州文学、1970年

ここで欠かせないことの一つは友達と付き合って、

た。/ 醤油を売っている隣の店舗 / 日本人の女性番長は일甘えん坊

の友達二人を誘って劇場へ行ったが、やはり制止

こに行っちゃったんだろう。

坊ちゃんが生まれたところはジョンウォルの海辺 / チルソントンだっ

の / 坊ちゃんに乳を含ませた。
- <長男> 新東亞、1971年
1950原都心の郷愁

以上はソウルソウルで暮らしながら、故郷を忘れることができず書い

森島２里にある濟州劇場に行ったことである。近所

を受けた。劇場に入る大人の間に紛れ込んで入ろ

うとしたが失敗し、そのあとは方法を変えた。劇場

をひと回りしてみた結果、舞台の左側に大人の背ぐ

らいの高さに窓が開いているのを見つけた。窓に
は鉄条網があったが、私は迷わず友達の助けを受

けて、古い鉄条網を取り、小さい体を押し込んだ。

床に足を運んだ瞬間、靴で何かを踏んだ気がした。

た思い出のかけらである。年度を見たら、私が朝鮮日報に努めてい

じんぶん人糞だった。ふたを切り出した空のドラム

た。チルソントンの入り口から３0メートルぐらいのところで右にあった

に作った粗っぽいトイレだった。

た頃だった。前の詩に出たように私は19３7年濟州邑本町で生まれ

単層の建物だった。
あの時のチルソントンは日本語の発音で
「ほんま

缶の両側に木の板を載せ、
その上で用便をするよう
私は急いで劇場の中に入り、大人たち中に入り込

ち」
と呼ばれた。
ソウルの忠武路のようなところだった。
ここで解放を

んだ。映画はもう始まっていたが、周りから変な匂

門店を運営していた。はんこと看板をつくる仕事だった。觀德亭の看

糞を床に敷いたかますの隅にふき取った。
こんなに

迎えた。お父さん(キム・ギュヒョン)は瀛洲尙美院という印章、工芸専

いがするとざわめいた。私は急いで靴についた人

板の字もお父さん(キム・ギュヒョン)が刻んだと聞いた。家の隣には

ドキドキしながら意味も分からない一本の映画を

かわいいと頭をなでたりした。
そのあと、お父さんは日本の大阪に行

督)という日本大映映画社が製作した軍国主義の

日本人が運営する食料品の店があった。
そこの女性主人は幼い私を
って、解放の後帰郷するまでソープ工場を運営した。

50年代の頭、お父さんが運営していた瀛洲尙美院の場所に濟州印
刷所(代表 カン・ソンオン)ができて、第1訓練所の機関紙である
「統

見た。あとで分かったことだが(1943、古賀聖人監
宣伝映画だった。

今も主題曲の一部を覚えているぐらい強烈な映画
だった。7歳しかなってない子供のちゃっかりした客

一新聞」
を印刷した。隔週刊紙だったと覚えている。
このとき
「統一新

気だった。
しかし、私はこれを機にして映写機から

ンギだった。二人とも詩を書いた。
このような縁で年齢などは関係な

画評論に詩やを広げた動機でもある。

聞」の取材と編集を担当した私兵が政訓部所属のジョチョルとチェワ

出てくる光の芸術にほれ込んでしまった。詩から映

く、家で泊まったりするぐらい親しく過ごした。第1訓練所は1951年1

あのとき、濟州劇場は木造建物だった。チルソントン

戦になるまで、
２年半の間、存続した新兵養成所だった。

専門店があった。中折帽と学生帽子以外に運動服

月２1日、大田(デジョン)から大靜邑に移ってから、195３年7月２7日休

私はその間に195２年、大田(デジョン)で創刊された月刊中高生雑誌
に投稿した詩がジョ・ジフン先生に選ばれ、紹介されることで広く知

の入り口の左側には50年代まで甲子屋という帽子

も販売していた。私はチルソントンに入るたび、店に
いるきれいな若い女性主人を見た。
そのあと、甲子
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屋の看板が消えたところに濟州米国公報院長を務めたホン・ワンピョの作

業室ができた。後ろに濟州カトリック教の信者会長にも務めた。書刻の腕が
立った。

戦乱の中、花を咲かせた原都心文化芸術の饗宴
しかし、解放の後、原都心の象徴であるチルソントンは光復の感激を味わう
暇もなく、政治的混乱を見守らなければなかった。1947年２月10日、洋菓

子の反対デモの次の起きた独立記念日の行事は4.3事件の導火線になっ

た。騎馬警察の馬のひづめによる子供の致死と発砲事件、いわばイ・ドッ

ク人民遊撃隊司令官の展示された死を目撃しながら、混乱たる時期を過
ごした。私はこのような時期に森島２里のムグンソンで暮らした。11歳北

小学校5年生だった私は先生の引率に従い、学んできたとおり
「人民抗争

歌」を歌いながらデモに参加した。もちろん、子供が騎馬警察に踏まれる
現場も目撃した。そして、何年か後に6,25戦争が起きた。今度はモスル浦
第1訓練所所属のジョンフン慰問隊が觀德亭の前で披露した市民慰安行

事を見ることができた。軍服格好に鉄帽を被ったパーマをした姿がとても

格好よく見えた。
グ・ボンソのようなコメディアンもあの時会えた。
しかし、

この骨肉相はむな6.25は逆説的にも芸術の不毛であった濟州の人たちに

瀛洲尙美院。
キム・ジョンウォンさんが4歳の時に撮った家族写真

幸運をもたらした。51年1,4後退と共に作家のケ・ヨンムク、詩人のジャン・

スチョル、画家のジャン・リソク、ホン・ジョンミョン、キム・チャンヨル、
グ・
デイルなどと舞踊家のオク・パイルなどが濟州島に避難を来ることで様相
が変わった。あとで、
「水玉」画家で知られているキム・チャンヨルは警察

試験に合格して発令を受けて濟州にきた例外的な場合だが、ホン・ジョンミ

ョンはチルソントンに画室をつくり、
オヒョン中学校で後輩養成に努めた。取

り除かれない戦乱の余震の中でもチルソントンは活気にあふれた。芸術に
渇いた青年たちが避難芸術家に会うためにドンべク喫茶店やチルソン喫

茶店に訪れることが多くなり、
「文学の夜」のようなイベントも増えた。
ここに
は、
アジュ飯店の近くにあったYMCA会館も一助となった。

しかし、なんと言っても、濟州文学の基礎を固め、寄与した人物はを、
「白痴

アダダ」
を書いたケ・ヨンムク(1904〜1961)先生だった。私には一生忘れら
れない文学の恩人であった。刺激と勇気を与え、励まして、解放の後中央文

壇に進出した濟州文人第1号を作ってくれたからである。彼は濟州劇場(現

代劇場の前身)の南側に住んでいたが、一度訪れた後、むさくるしいと言っ

てはばかったため、二度と訪れることななかった。
その代わりにこの方の行

きつけの店だったチルソントンのドンベク喫茶店に行って会った。会うたび
習作ノートを持って行った。客がいない日にはその場で読んで、長所と短所

を詳しく指摘してくれた。たまには直してもらうこともあったが、珍しい達筆
だった。
この方は特に文章に対して人一倍やかましかった。正確な言語駆
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1960年代のスターシン・ソンイルの回顧写真展に参席したキム・ジョンウォンさん

使と余計なことのない表現を選好した。私はこの喫茶店の唯一の中学

済州の明洞、チルソントンの思い出

先生が参与した7人の同人誌(195３)が出た。彼を除外してはオク・パイ

ナングン喫茶店のことも欠かせないものの一つであ

校３年生の客だった。
この頃、私の中高時代の恩師であるヤン・ジュンヘ
ル、
キム・チャンヨル、バク・ジェシク、チェ・ヒョンシクなどみんな他地の人

る。避難芸術人がよく行ったりしたチルソントンの東

州の女性と結婚し、定着して、濟州新報の編集局長を歴任した。

喫茶店は濟州有志がよく利用したところだった。
さ

だった。
この中で咸鏡南道洪原生まれのチェ・ヒョンシクはそのあと、濟

側にあるドンベク喫茶店より遅く開業したナングン

ケ先生は私が高校に進学したら、試しに<文芸>誌の推薦制に応募し

らに、
その向かい側に濟州新報社があって、
シン・ド

きれいだから筆耕士の仕事をやってみなさいと東洋通信の濟州支

がよく利用し、民主党の党籍で後で国会議員になっ

てみなさいといくつかの詩を選んでくれた。
それだけではなく、字が

社長を紹介してくれた。予想もつかなかった副業だった。
そのときは

バン専務、
キム・ヨンス編集局長、などの役員と記者

たホン・ムンジュン、濟州新報の理事でもあるビジネ

まだタイプライターが普及されてないので、記事を謄写紙に鉄筆で

スマンのホン・ジョンオン、そして、濟民日報の編集

ーを押して印刷した。ついで、ケ先生の周りに集まるコ・ヨンギ、ガン・

後でオヒョン高校の校長だったジャン・ヨンジク島議

刻み、
「ガリバン」
と呼ばれる謄写版にかけて、
インクがついたローラ

トンウォン、バク・チョルヒ、
キム・ソンジュ、
キム・ジョンウォンなど高校生

局長を歴任したゴ・ジョンイル、コ・ヨンイル兄弟と
員と濟州溶岩洞窟を発見した植物学者のブ・ジョン

が主動になり、195３年10月に濟州大学生のガン・グンファンを星長と

ヒュ、登山家及び報道人のキム・ジョンチョルなどが

を創刊するようになる。いつの間にか高校生になった私は、
この同人

・ヨンイル、
ブ・ジョンヒュ共同写真展（１９５５）、
キム・

せて編集した。
レイアウトに沿って表紙(イ・チェボン)を依頼し、自ら目

（１９５５．
７）などがその例である。キム・ジョンウォン

ったので、はんこの店にお願いしなければならなかった。ゴム板に刻

喫茶店の裏側にはソウル旅館があった。陸地で濟

した学生文壇、
「ビョルムリ」を作り、
この年の1２月２0日(国版８0面)

誌の制作を引き受けて東奔西走しながら、集めた原稿を判型に合わ
次と内容カットを描いた。当時は銅板制作やオフセットの施設がなか

んだ目次とカットを活字とともに組版し、印刷したので、
イメージの線

が伸びるなど本の形がめちゃくちゃだった。今考えてみれば、夢のよ

うな話である。

愛用した。
ここでは、展示会もたまに開かれたが、ゴ

ジョンウォン詩画展（５５、
４）、
ガン・テソク絵画個人展

とガン・テソクは高校３年生の学生だった。ナングン
州に映画の撮影で来たり、独唱会に出演する声楽

家たちが利用した。映画撮影の場合はリン・ハンリ

ム監督の＜霧がかかった西帰浦＞(１９５８)とアン・ジ

特にここで言及したいことは友生堂書店と友生出版社に関すること

ョンハ監督の＜牽牛と織女＞チームがここに泊まっ

と濟州邑イルド里の中心街に開店した友生堂は1950～60年代の学

とキム・サンハ、イ・イェソンなども合流した。その中

在だった。私はここで学校では学ばなかったジョン・ジヨンとゲーテ、

がかかった西帰浦＞チームは大学２年次の夏休み

である。1８70年代に推定される瀛州書館に次いで1910年代に入る
生にとっては陸地とつながる唯一の窓口で、施設図書館のような存
T.S. エリオット、
アルベール・カムィのような文人と月刊<文芸>、<学院

>、<セボット>などの雑誌を接した。加えて、多くの情報と知識も得る

た。二つの映画で主演を演じたファンへ、
ソン・ナミ

の一部はナングン喫茶店でコーヒーを飲んだ。
＜霧

に、
＜牽牛と織女＞チームは４年次の時にしばらく

帰郷した際に見た。紙面が足りなくて、全部言及す

ことができた。
それで、徹夜で書き集めた詩を選んで、送ったりして雑

ることができないが、あの時の原都心はショッピン

高舜河社長は濟州社会に出版の大事さと文学の創造的な役割を認

を果たした。
このようなチルソントンを私は濟州の

誌が出るまでドキドキしながら待ったりもした。
この書店の代表である
識して実践した先駆者だった。彼はケ・ヨンムク先生を陰に陽に助け

た。彼の随筆集＜象牙の塔＞(1955)をはじめ、
アンドレ・ジッドの＜背

グ街で、文化人たちの歓談空間として自分の役割

明洞と呼んだ。私はムグンソン時代の後、
ウンジュダ

ン路地に移っていったが一度も原都心を離れて暮

徳者＞、
レオ・トルストイの＜懺悔録＞なおの翻訳書を出版し、
＜新文

らしたことはない。だから、原都心は私の人生で消

ンピョに次いで、濟州カトリック教の信者会長を歴任した篤実なカトリ

ないのである。

化＞、<黒珊瑚>、
＜ビョルムリ＞などの刊行も手伝った。彼はホン・ワ

ック信者だった。

すことのできない大事な存在であることは間違い
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特集

濟州原都心を考える3

歴史の生きて
いる痕跡、
文学の中の
原都心に出
会う
文. キム・ドンヒョン(文学評論家)
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文学青年たちのアジトからショッピング街に変貌したチルソン路の昔のドンベク喫茶店の敷地(Tommy Hilfiger)

少し特別な旅を準備しながら
済州文化の中心地が原都心という事実は明らかである。
原都心は済州が近代に面しながら仕込

み出した多くの波長の跡がそのまま残っている空間である。
ここで見落としてはならないことは、
空間が社会的関係を内包するということである。
かつてアンリ・ルフェーヴルが貫いたのように空間

は、
単にこことあそこの物理的な距離あるいはカテゴリを意味することではない。
場所性
（locality）

は空間が社会的関係の産物として、
積極的に解釈される必要があることを示している。

このような点から見れば、
済州原都心を歩くということは、
単純に過去の痕跡と向き合うことだけで

はない。
それは、
過去と現在の関係を積極的に想像し出すことであり、
創案し出すことでもある。
こ
れまで済州原都心に対する多くの研究は、
過去の痕跡を発掘し出す記憶の発掘者という役割に忠

実してきた。
記憶を発掘し出すことはそれ自体でも意味のあることである。
しかし、
記憶の考古学が
単に過去の再現あるいは過去を現在の章に展示することにとどまることは過去を時間に縛らせ剥

製化させることである。
私たちに重要なことは記憶の考古学ではなく、
記憶の解釈学である。
記憶

の解釈学は私たちが発見した過去に意味を与えて、
それを現在の観点から創案し出すことである
だろう。
原都心の文学地理学の可能性はこのように解釈

の創造性で原都心を想像し出す実践的な努力のときのみ、
意味がある。
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背中に荷物を背負って昔の観徳亭の前を通り過ぎる二人の老婆の姿ⓒ<済州50年史＞

済州文化地理学の1番地、
観徳亭
観徳亭は済州で最も古い建物の一つだ。世宗30年（1448年）済州牧師新粛清が軍事訓練のた
めに作ったと言われる。観徳という言葉は、儒教の経典<礼記>編に射者所以觀盛德也（弓を撃

つことは高くて素晴らしい徳を積むことだろう）
というく文章から由来した。朝鮮時代から済州の
中心であり、
1970年代末新済州の開発が本格化される前までは、
済州の中心部であった。

観徳亭を叙事的再現の対象としている重要な作品は、
キム・ソクボンの
「火山島>とヒョン・ギヨン

の<地上にスプーン一つ>である。
キム・ソクボンの
「火山島>は4・3を扱っている方式、話の膨大な

面でも注目するべきものだが、
それに劣らず配置の力学を通じた叙事的空間の再現を効果的に

駆使している。
また、
解放3年という空間の中で、
地域の場所性を示してくれる、
テキストでもある。

キム・ソクボンの
「火山島>、

主人公
「ナム・スンジ」
の痕跡を振り返る

小説の導入部は武装ゲリラ組織の一員のナム・スンジが解放区であるジョチョン面Y里でバスに

乗って済州城内に向かうシーンから始まる。
ジョチョン面からで出発したバスはさら棒を過ぎて、
濟州の城内に入る。バスに乗ったナム・スンジの目に映った城内の風景は
「甲虫のように地面に
付いている」
「藁屋根」
と新作路につながっている石垣に描写される。小説の導入部が城内に侵

入する武装ゲリラ組織の一員であるナム・スンジの視線に捕捉された城一景観で始まることは意
味をがある。
それはこれからの叙事が濟州城内を中心に展開されるということを示唆 する。
34

<火山島>の登場人物の一人であるナム・スンジは主人公のイ・バングンと一緒に小説の中で重

要な位置を占める人物である。
ナム・スンジは済州出身で幼い頃、日本の神戸へ渡り、
そこから過

ごした。
解放後、日本から帰国して、済州N中学校の英語教師として在職する人物である。
革命の
道に出たナム・スンジが城内の動向を把握するために城内に進入する場面は
「火山島>の主な舞
台が済州城内を中心に繰り広げられることと関係があるだろう。
バスに乗って城内に進入する場
面は事実的に描写されている。

バスに乗って城内に進入するナム・スンジを焦点話者にした小説の導入部は植民地時代の回

想、
そして、解放後の情勢に至るまでの回想と城内の現在の姿が交差されながら表れる。前の2

つのシーンは導入部から焦点話者のナム・スンジの視線に捕捉された解放後―小説の中の時

間で計算したら、1948年2月26日の済州城内の様子である。
「ナンムントン」
と
「チルソントン」
、
そし

て、理髪店まで小説の中で描写される城内の光景は今の観徳亭広場を頂点に描写されている。
作品の中で観徳亭を先に描写しているのは小説の中の人物たちの空間配置とも関係があるだ

ろう。小説の中の主人公のイ・バングンの家は北小学校の裏側にある広い庭がある家に描写さ
れ、
彼の書斎は小説の中の主要な人物が出会う場所でもある。

<火山島>はイ・バングンとナム・スンジという二人の人物を中心に済州4・3の戦史とそれ以降の

話を幅広い視覚で扱っている。
ところで、
この小説の主人公はイ・バングンとナム・スンジ、
そしてユ

・ダルヒョンとキム・ドンジンなど済州4・3の中で苦悩する人物群像だけではない。
この小説のもう
一つの主人公はまさに道である。

バスに乗って、済州城内に入ってきたナム・スンジは新作路に沿ってまっすぐ上がりナンムントンと

の交差点を渡って」
「郵便局の前の広場を横切ってナンムントンに入り」
、
「緩やかな坂道」
を登る。

ナム・スンジの移動経路が詳細に描写されているこのところは単に一回の描写にとどまらない。
小 説の主要人物であるイ・バングン、
ナム・スンジ、
ユ・ダルヒョン、
バク・サンドン、
キム・ドンジン、
ヤン

・ジュンオなどは常に道を移動する。
それ は主要な人物の空間配置が観徳亭を中心に置かれて
いるからである。

叙事的配置過程で最も中心に位置したのはイ・バングンの家である。北小学校の裏側にある北

新作路のイ・バングンの家を中心にナンムントンにはユ・ダルヒョンが、
ドントンムンにはヤン・ジュ

ンオが、
ビョンムンチョンにはバク・サンドンが、
ビョンムンチョンの外にはキム・ドンジンを配置して
おいた。

小説はずっとチルソントンと観徳亭を中心とした城内の町を背景に進行される。
ナンムントンを遡

って位置しているユ・ダルヒョンの家や、西門橋を渡ってのバク・サンボンの家、北小学校の裏側

のイ・バングンの家、東門橋を渡って測候所を少し過ぎたところに位置しているヤン・ジュンオの

家。
小説の中の人物たちの家はすべて城内を中心に布陣しており、人物はこの道を往来する。
そ

して、
その道の中心は観徳亭を中心とした道である。
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ヒョン・ギヨンの<地上にスプーン一つ」
、
出征の凄絶な理由を問う

済州原都心を舞台にしたもう一つの作品は、
<地上にスプーン一つ>である。
1999年に出版された

ヒョン・ギヨンの<地上にスプーン一つ>は
「4・3の現在性を絶えず問いてきたヒョン・ギヨン文学の
総括編」
と評価される作品である。
成長小説の形式をしているこの作品は4・3という歴史的な悲劇

の現場を貫通してきた幼少時の記憶と具体的な地域の姿を叙情的な書体で描写している。
これま

でこの作品に対する評価は濟州4・3の受難史的な考察の克服とさまざまな民衆的な群像の芸術

的な形象化という側面で扱われてきた。
この作品は故郷喪失と故郷への帰還という大きな軸に基

づいて少年の成長と歴史的悲劇の中で、
耐えなければならなかった民衆の具体的な日常を鋭い

視線で捉えている。

作家の故郷でもあり、
4・3の被害地であったハンバギグルは一つの
「始原」
として描かれているが、
作品の最後が帰郷練習という項目で終わっていることを見れば、
この小説は失われた故郷を創造

的に復元しようとする叙事的挑戦とも言えるだろう。
ここで議論することは作品の中に込められてい

る具体的な場所に対する認識、
エドワード・ラルフの表現によると、
場所に対するアイデンティティであ
る。
作品の中の場所は単純な背景ではなく、
場所感、
さらに作家のアイデンティティを規定する役割
を担当する。
その中でも最も白眉な場面は観徳亭広場に対する解釈である。

ヒョン・ギヨンは観徳亭広場を島の共同体が持っていた抵抗精神の生産地として認識する。瀛州

書館 リ・ジェスをはじめ、
サングン隊長のイ・ドックに至るまで済州のジャンドゥ精神は観徳亭広場とい

う具体的な空間を舞台にして、
現在と向き合っている。
「民衆の中でジャンドゥが生まれ、
ジャンドゥ前

面に出して官権の不義に抵抗していた島の共同体の長い伝統」
を
「神話の世界」
と命名しているこ

のところは＜地上にスプーン一つ＞の場所性が指向していることを正確に示してくれる。
それは観

徳亭広場を通じて、
島の共同体、
済州4・3に焦土化された島の共同体精神の復元を叙事的に再現

し出そうとすることである。
小説の中で観徳亭広場はスプーン一つを差し込んだまま死んだイ・ドッ
クの遺体が暴力的に展示された空間であり、
済州の青年たちが志願入隊をし、
行進していた空間

でもある。
不義に抵抗した神話が消えた場、
広場を埋めたのは、
海兵隊志願入隊のための
「出征の

行列」
だった。
それは
「国民の一員」
として認められていないと、
命さえ維持することのできなかった

厳しい時代、
海兵隊志願入隊という選択を通してでも
「国民」
であろうとしていた済州人たちの避け

られない選択の瞬間を示している。
それをヒョン・ギヨンは
「
「暴徒」
の濡れ衣を脱ぐ道」
と言う。

燃えて、
残った島。
土地の死んで生き残った人たち、
その中でも青年たちの犠牲がひどくて、
大半が
が死んだのにも関わらず、
今度はその残りの青年たちに出征命令が下った。

まず、
第一に出征したのは都内の中学生で構成された海兵3期であった。
短期間に行われた抜け
打ちの徴集で、
ほとんどが15歳以上の十代後半の子供っぽい青年たちだった。
（中略）
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そして、
その出征は単独政府樹立に反対したが、暴徒、逆徒の名で虐殺された彼らの先輩との永

遠の決別を意味した。
その矛盾を受け入れるしかなかった。
胸に太極旗を巻いてかけた、悲壮な
姿の出征行列には、
彼らが島を離れた日、
町内響かせたその力強い叫び声と合唱音を私は忘れ

られない。死の恐怖に押さえ付けられてきた島の人々の集団被害意識を突き抜けて湧き上がっ
た大きな叫び声、
そうだった。恐怖で凍りついた口で話し出した道とはただ命をかけた出征しか
なかった。

海兵隊出征は自発的な選択ではなかった。
それは世代との断絶であり、恐怖を勝ち抜くための

矛盾の選択だった。子供っぽい済州の青年たちが胸に太極旗を巻いてかけた姿で出征に出な

ければだったのは暴徒、逆徒との暴力的な決別を強要されたからである。
イ・ドックに象徴される

ジャンドゥ精神の崩壊、神話が崩壊した後、済州人の選択肢は絶えず
「暴徒」
ではないという自己
証明の道だった。
そして、
このような自己証明人は
「海兵隊出征」
で呼び覚ます反共国家の一員
になる道しかなかったのだ。

ジョチョンから入ってくる入り口である東門交差点から観徳亭につながる元町路の今日
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濟州原都心を考える4

濟州北小学校のバク・

ヒスン校長に聞く原都心の話

“濟州北校が
生き残ることで、
原都心も生きる”
字・オン・ヨンソン(フリーランサー)/ 写真・オ・ナンフン

１９２４年第１４回卒業記念写真ⓒ100周年歴史記念館
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都市が外縁を拡大していく過程で、比

較的に疎外されて立ち後れされた区

域。
しかし、最近原都心が変わった。歴
史と文化の中心地として過去とは全

く異なる時代を生きていく今の子供

たちに誇りを呼び覚ます活動が活気

を帯びている。
済州教育の発祥地であ

「当時の資料を探してみると、1クラスの

済州北校のバク・ヒスン校長に会って、

60年代には戦争中にも全体の学生数

学生数が40〜50人に達しました。50〜

り、都市の繁栄と衰退を共にしてきた

が2千人にも達したでしょう。北校の最

「済州原都心」
の今日を語ってみる。

大の全盛期はやはり80〜90年代です。

アジアンゲーム、88オリンピックなど、韓

国の全盛期でもあった時代でした。そ

北校ではなく

のとき、
この地域の商圏も一緒に復興

「大北校」
と呼ばれてました。

の時期を迎えました。チルソン路、中央

路を中心にした私たちの学校の周りに

「学校の歴史が110年になりました。
ど

済州商圏を思うままにしました。
その当

うみると、学校の歴史もまた、都市の興

時、学生数が3,500人に達した。当時に

亡 盛衰と共にしたとしても過言ではな

はだたの北校ではなく
「大北校」
と読ん

いです。初めて北校できた当時や都市

だりしました。
そのときのここの卒業生

が盛んに 発展していた1980年代に比

の誇りは言葉にできないぐらいです。
”

べると子供の数も大幅に減って都市も

衰退になったのは事実です。
」
北校は儒

林が中心であった伝統的な教育から近

代新文物、新知識、新教育が胎動した

変化の時点、
まさにその瞬間にできた

のだ。何よりも、済州最初の公立学校で
済州の近代教育の嚆矢であり、済州教

育の歴史と脈を同じくするところがまさ
に済州北校である。

チルソン路、中央路を中心に
私たちの学校の周りに済州

1980年代、最高の全盛期を享受してい

た当時の北校中心とした一帯は済州

の経済、文化芸術、教育の重要な場所

の商圏を思うままにしました

であった。現在、済州島議会や文化芸

人に達しました。
あの時はた

出身が多いということ自体が、当時の

ね。
その当時、
生徒数が3,500

だの北校ではなく
「大北校」

術の分野で活動する名師の中に北校

名声を証明する。濟州の判事、医者な

と読んだりしました。
そのとき

ど、有名な家では先を争って子供たち

にできないぐらいです。

今で言えば、
ソウルのデチ洞と同じわけ

のここの卒業生の誇りは言葉

を北校に入学させるぐらいだったから、
だ。
バク校長は33年前に初めて平教師

として赴任した当時、済州に太鼓、鉦、
杖鼓などが完備されているプンムルク

ラスがなかったが、北校で初めて民俗
クラスを運営するなど、教育的に試験

的な挑戦を多くしようとしたと回想し

た。
また、
「かなりの教務部長よりも北校

の平教師がいい」
という言葉があるほ

どで、北校の教師出身であるだけでも
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実力を認められたという。
もちろん、そ

都心の変化は、地域開発における知らず

しかし、都市政策によって、
すべての行

る。
しかし、
そのすべての利害関係を超え

は衰退を迎えた。学校もまた運命を共

育」
という。

の誇りは今も続けられている。

知らずの様々な利害関係があると言え

政の中心が新済州圏に移されて都市

ることがあるとしたら、
それがまさに
「教

にすることになるので、現在の北校の

学生数は206人が全部。
著しく減少した

学生の数を見て
「社会像の流れが私た

ちの学校にもそのまま溶けている」
と感

じるというバク・ヒスン校長は発展に疎

外された住民の誤解についても懸念を
伝えた。

「憂鬱で暗い周辺環境もまた深刻な問
題だと考えています。保存でもなく開発

でもない状態の周辺、言葉そのまま放

押しのけて来てくれたのです。

ることができるからですさらに、大人の

ず知らずの様々な利害関係が存在する

都心の変化は地域開発における知ら

置された都市は多くの問題を生じさせ

否定的な心理状態はそのまま子供に

ようになる。
しかし、そのすべての利害

地域の姿があるのです。改善するため

がまさに
「教育」
という。

関係を超えるものがあるとしたら、
それ

反映されてしまします。
子供の姿の中に

そして、その場で子供たちのために地

の方法を悩んでいたその時、原都心開
発の話が聞こえてきました。
本当にうれ

しかったです。
「うまくいけば子供の教

育環境が変わるかも'、'否定的な雰囲気

からの肯定的であり、
希望的に変わるこ

ともできるだろう」
と思いました。
」

原都心開発は教育的に必要なこと
原都心開発の成否は、住民の参加で左

右されるというバク・ヒスン校長は婦人
会、青年会、老人会、町内会などの地域

団体が活気を持って主体になり、
地域を
発展させようという努力が町を生命力

のあるように作ると強調する。
そして、
そ
の雰囲気が子供たちに肯定的なエネル

ギーを植えてくれると固く信じている。

「原都心“開発”とは、私たちの地域の
文化と歴史を生かすことです。地域の

文化を子供たちが享有するということ

歴史を生かせなければならない。
ムン
かが起こらなければならないなどの主

題が自然に議論されました。北校に与

は言葉では表現できない誇り、自尊心

えられる影響力はともかくしても、学校

心開発は忘れていた私たちの根を探

の中心にならなければならないだろう

きる文化行為の主体として立てる意味

また、文化でも教育でもその過程は、日

なことだと思います。
」

ヒスン校長。一例として、北校のすぐそ

る知らず知らずの様々な利害関係があ

は済州の歴史と行政の中心であった場

を植え付ける根本的な教育です。原都
すことであり、文化を享有することので
を込めているため、教育的に必ず必要
一方、都心の変化は、地域開発におけ

ると言える。
しかし、そのすべての利害

教育、学校というものが原都心生かし
な、
と思いましたです。"

常にならなければならないというバク・
ばには、済州牧官衙があるが、牧官衙

所で北校の子供たちの場合、牧官衙に

関係を超えることがあるとしたら、
それ

ついて勉強し、探究することをいとわな

「いつか一人の子供を育てるのに町全

めたら、
それが最も効果的な現場教育

がまさに
「教育」
という。

いんだ。私の近く、なじみのものから始

体が必要である」
というフレーズを掲

になるという考えである。
実際に北校で

会、婦人会、老人会を問わず、みんなす

る子供の解説士のプロジェクトが進行

ために来てくださいと言ったら、万事を

「基礎教育は学校で担当し、牧官衙 は

げ、懇談会を開いたことがある。青年

べて来てくれました。私たちの子供の
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域を明るく照らさなければならない、

は観覧客に牧官衙を直接説明してくれ

されている。

1

木管楽器 の解説者を招待して行って
います。前回は
「ゴールデンベル」の形

の木管、
クイズ大会も開催しました。大

きな期待をしていなかったのですが、
子供たちが一晩中、牧官衙 について

勉強し、情熱的に参加する姿をみて、
驚きました。」

これ以外にも、北校は「 牧官衙 の季

節化、植え」、
「科挙試験の再現」など
子供たちの目線に合わせた 牧官衙 プ

ロジェクトを企画している。子供たちの
2

自己向上はもちろん、地域活性化と 牧
官衙 の誘致など、
シナジー効果を期待

している。

「一時期の繁栄ではない衰退してしま
った都市の姿は苦々しい記憶を抱い

ます。原都心は済州(チェジュ)の地理、
歴史的根となる場所として、済州(チェ

ジュ)人たちの記憶と思い出の場所で

す。住民が自ら参加することを前提と

して、我々の歴史と文化、芸術をもとに

原都心再生が活発に展開されること

を期待しています。」

子供たちと住民、地域文化の芸術人

3

1 北小学校が行った觀德亭(クァンドクチョン)4・3歴史文化探訪の現場
2 北小学校の学生たちの原都心作り

3 済州(チェジュ)北小学校、パク・ヒスン校長

が共にする都市の再生、教育の主体と

して学校の役割についていつも悩ん

でるパク・ヒスン校長先生の情熱から

すでに原都心の変化は、始まっている
のです。
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濟州原都心を考える5

原都心で
明日を夢見る
人々

イ・インシク

が、時には辺変化の源になるように、

が亡くなった後、
２号店を出したのですが、

には若い文化芸術のコンテンツで、
原

号店 では香水の香り香りがするなら、本店

親密さと新しさの交わったバランス

今済州の原都心がそうである。 ここ
都心の新しいルネッサンスを夢見る人

す。これが原都心が持つ力だと思います。

人の多い原都心、本当のリアルな都心にな

文. 編集部

りを持って家業を継承し、済州(チェジュ)の

なぜ私は原都心に住んでいる
か？

二つ、

私が夢見る原都心の未来

더
아일랜더
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では思い出のこもった深い香りがするんで

るのが夢です。そしてその中心に、仁川文化

一つ、

풍류

本店の香りとはやはりその差があります。2

と誇りを持つ彼らに、
原都心について

こんな質問をしてみました！

인천
문화당

ながらとても多くの思い出があります。父親

原都心が復活するように

イメージ. チョン・ソンウ

까사돌미예랑

に都心でした。この場で50年間の間、
暮らし

原住民たちが大きな存在感として位
聞いて見る。

제라진

50年前に父親が定着した時は、
ここがまさ

す。本店にいるときが一番心が楽になりま

置付けしている。 済州の真の原都心

아트
스페이스
•씨

真似することのできない原都心ならではの香り

々がいる。原都心が言葉そのまま
「都

心」だった時代からここを守ってきた

미래
책방

仁川文化党

党があって欲しいです。個人的には3代が誇

原都心を守る核心的な役割をしたいと思っ

ています。

イム・サンギュ

イ・ヨンヒ

キム・デウォン

人が住んでいる町

一生を暮らした私の故郷

外部の人だから見れる特別なロマン

す。
陸地で定められた言葉です。
奥の村に行

有のロマンがあります。それで名前も
「アイ

ザ・アイルランダー

2013年、
旅行会社を開き、
最初は新 済州の

オフィステルをオフィスにしました。けれど、

カサドル

事は
「原都心」
という言葉は作られた言葉で

オフィステルは、高層ビルの中にあるため、

って年寄りに聞いてもわかりません。
「ソンア

な中、
知人の紹介で事務所を七星路に移転

学に進学して、軍入隊期間を除いては78歳

人との交流が全くできない場所でした。そん

することになりました。
今は旅行会社ではな

く記念品ショップに変わったけれど、当時の

旅行社を運営するときも周辺にゲストハウ

スとホテルが多く、立地がさほど悪くはあり
ませんでした。また、
原都心は栄えたショッピ

ング通りと古い住宅、
小さなオルレ道が共存

している姿が魅力的でした。
今はあの時とは

結構変わったけれど、
まだ昔の姿を保ってい

る空間も多いので、
昔のことを思い出すこと
のできる町です。

原住民が無視されてはいけない。

の一生をほとんどここで過ごしたのです。
ふ

す。様々な理由で私はここを選びました。

誰も飛ばされない村

簡単に言えばよく暮らしたいと思っています。

るさとだから最高なのです。

外国では町に家を建てることになると、
町内

の住民たちが会議をして他の家と比べて、
派

域が余裕があって静かで交通も便利ですで

お互い違う視線のシナジーを期待

原住民も移住民も皆がです。原住民と移住

民がお互いバランスをとって共にうまく暮ら

手でもいけないし、悪くてもよくないなどを

していけるといいですね。
もちろん、
簡単では

自然環境が良ければそれとよく似合うきれ

が必要だと思うけれど、
そうなることを願っ

決めて家を建てます。
調和が重要なのです。
いに管理すればいいのです。きれいに管理

しながら暮らさなければいけません。
所得だ

けを考えて暮らしていると、
すぐに破壊され

は思ってないみたいです。
原都心の住民のう

く、
すべての自然環境と調和して暮しながら

近急激に上がってしまった賃貸料のことでと

ルランド・ファクトリー」
ではなく
「風流」
にしま

した。高層ビルがそれほど多くないので、
地

てしまいます。済州(チェジュ)が気候や自然

ち、少なからぬ人々が自営業をしていて、最

町の2年目の素人の目で見ると、
原都心は特

ン」
と言えばわかります。
ソウルにある医学大

原都心に来てから4年間の間、
外見が多く変

わりました。しかし、
全ての人が肯定的だと

風流

ないと思います。
実現されるまで多くの時間

ています。島民として、
そして原都心の人とし
て心から願います。

環境はとても良いので、
原都心だからではな

バランスよく整えられればと思っています。

ても心配をしているそうです。済州(チェジュ)

にも
「ジェントリフィケーション防止」対策を

設けるべきだと思います。住民たちが幸せを
体感できるさまざまな政策が設けられるこ

とを希望します。
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キム・グヮンフプ

アン・へギョン

イム・キス

過去で発見した未来

最も正確に整われた私のベース

大変でもみんなで一緒にできる町

暮らしました。
今、
アートスペース・シーがあ

舗の賃貸事業を行い、
これをきっかけに、原

ミイェラン小劇場

10年前、
原都心は古い建物、
駐車問題、
老朽

化された生活環境などで少しは破壊されて

アートスペース・シー

大学時代以外はずっとここ済州(チェジュ)で

いました。
しかし、
周りを見ると、
牧官衙、
山地

る建物は9歳の頃、
引っ越してきて10年間住

場など、
ここの要素がむしろシナジー効果を

を最も深く持つ時期に住んでいた場所だっ

川(サンジチョン)、
済州(チェジュ)城、
伝統市

出すのではないかと思っていました。そうや

んでいる家です。時間空間に対する思い出

が絶え間なく原都心でコンテンツを作り出せ

るように市・道でも持続的な支援が行われる

れど、文化芸術という共通の趣味と目標を

なので、
明日が楽しみな原都心です。

層ビルの都会ではできない散歩をして、
古い

済州島で文化芸術活動を熱心にしている人

は、原都心がインフラがよい訳ではないけ

お店の人達と住宅でわいわいしています。
高

術祭、都心の中の小さな音楽会などを行っ
新しい力が途切れないように

都心に位置付けすることになりました。実

持つ人々が集まるという意味があるのです。

す。
周りの東門市場の朝は活気が溢れます。

て10年になりました。

2014年、済州(チェジュ)市で文化芸術空店

たので、
ここがとても安心するし落ち着きま

って原都心を文化芸術に再び活性化させよ
うとして、
2007年に劇場を開き、
ストリート芸

絵本ギャラリー、
ジェラジン

教会堂の鐘の音が聞こえると昔のことを思

い出します。ゆっくり流れるこの時間を満喫

しながら思い出を思い出します。

壁のない低くて広い町になりますように。

文化芸術団体のベースキャンプになりそう
済州文化の新しい中心軸

文化芸術人たちが期間を決めて一回限り

の活動ではなく、多くの芸術人たちが落ち
着いて活動できる環境が造成され、原都心

が済州の地域文化を導いてく中心軸になる

できればこれ以上、
高い建物ができないでほ

ことを願います。何より長期的なビジョンが

れる文化お祭りの場合、総合的な視線で原

くなったりして、
四角い建物ができるようにな

今原都心は少しずつ活気を取り戻していま

行われることを願っています。

も消えた都市になるでしょう。済州の自然と

ことを願います。
現在、
それぞれの町で行わ

都心プログラムという大きな一つの目標で

しいです。思い出の建物がある日、
工事でな

ったら原都心はこの世にはもう存在しない
歴史、
文化を探求しようとする国内外の芸術
家や研究者区たちの場所の問い合わせが多

いけれど、
関連資料を集めて提供し、
その結

果物であるアート作品を展示し、
本屋さんも

ある、
そんな人文学的な空間になることを夢
見ています。
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見つかる地域になってほしいです。幸いに、

す。

イ・ナヒョン
未来本屋

不便だというのは偏見

本屋を開いて2ヶ月しかたってないけれど、原

仁川文化党

ザ・アイルランド

50年近い歳月の間、島民にリーズナブルな価格で

飾りが独特な記念品がいっぱいのショップで原都心

歴史です。

住所 | 済州(チェジュ)市七星路道41

都心は町がとても落ち着いて平和な雰囲気な

のでとても気に入りました。
老朽化した町とい

うよりは、実際に道民が長い時間住んでいた

町なので生活が感じられる場所です。インフラ

などがよく整っていないと言う人もいますが、

私はむしろ済州で一番大きな市場である東門
市場が近くにあって必要な物はすぐに手に入

るのです。
とても便利な場所だと思います。

質の高い文房具を提供してきた場所です。
原都心の
住所 | 済州(チェジュ)市觀德路8キル30-1
電話 | 064-757-3257

路地の中間に青い看板が目立つ感覚的な店だ。
電話 | 010-8971-5562

カサドル

風流

オペラの音楽に圧倒されるクラシックマニアたちの

壁がガラスになっている屋上テラスで、
そこから済州

いクラシックを楽しむことができる。

住所 | 済州(チェジュ)市觀德路8キル31

唯一なスペースとしてするには

このような雰囲気を感じることができる済州

(チェジュ)都心はほとんどないと思います。
実際にお客様もとても良い場所だと言って

くれます。今ここにあるお店にさらに新しい
店舗ができれば、
より明るい雰囲気になるの

ではないかと思います。ただ、
観光客の多く
がレンタカーで移動するのですが、
駐車をし

てから歩いてこのあたりを見て欲しいと思っ
ています。
昔の済州(チェジュ)大学病院の場

天国のような所。
コーヒーのかすかな香りとともに古

住所 | 済州(チェジュ)市中央路12キル7
電話 | 064-757-7566

(チェジュ)の美しい風景が見える文化カフェだ。
電話 | 064-757-7566

ミイェラン小劇場

アートスペース・シー

ストリート芸術祭、都心の中の小さな音楽会など住

新しくて実験的な芸術作品や国内外の多様な文化を

間続けてきているボールヨンイェスル専門小劇場だ。

ーションをする複合文化展示スペースだ。

電話 | 064-722-5254

電話 | 064-745-3693

所に芸術スペース
「イア」がオープンし、
そこ

の文化芸術プログラムも楽しみです。済州の
昔ながらの雰囲気を生かしたプログラムが
沢山できることを望んでいます。

民と共にオウルリーは疎通の文化芸術公演を10年

住所 | 済州(チェジュ)市中央路72

紹介して教育し、一般人と芸術で親密にコミュニケ
住所 | 済州(チェジュ)市中央路69

絵本ギャラリー
ジェラジン

未来本屋

市民が作って運営する絵本専門ギャラリーに絵本の

昔食堂だったお店を改造した。
オープンしてまだ二ヶ

的に行われている。

で集めている。

電話 | 064-757-2014

電話 | 010-3656-1753

展示をはじめ、読書会、関連教育プログラムが継続
住所 | 済州(チェジュ)市觀德路6キル11

月しかたってなく、古本が沢山あり、
オーナーの趣味
住所 | 済州(チェジュ)市觀德路4キル3
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特集

濟州原都心を考える6 - 一目で見る済州(チェジュ)

7

初の近代学校の旧址

산지천

8

瀛洲館(ヨンジュクァン)の旧址

崔益鉉(チェ・イクヒョン)
謫居の旧址

15

24

管徳政

鎭西樓の旧址

初の五日場の旧址
22

城內(ソンネ)教会

17

16

旧現代劇場

25

10

중앙 로터리

鄕社堂

12

初の済州(チェジュ)
郷校の旧址

동문 로터리

三泉書堂の旧
址

延祥樓の旧址

海兵魂塔

1

ュ)中央教会堂

23

察眉軒(チャルミホ

東門市場

ン)(二衙東軒)の旧址

3

靖遠樓の旧址
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21

拱辰亭の旧址

済州(チェジ

9

병문천

ブクスク・ホンムンの旧址
20

6

牧官衙
13

2

4

칠성로

남문 로터리

18

橘林書院
19

11

五賢壇

済州城の旧址

カラククッムルの旧址

5

南水閣の旧址

14

運籌堂(ウンジュダン)の旧址

済州(チェジュ)
ソンアン巡り。
1

延祥樓の旧址

済州(チェジュ)邑城の 東門樓

の旧址日本による植民地時代、
1914年に壊される。
2

鎭西樓の旧址

済州(チェジュ)邑城の西門樓の
旧址白虎樓とも呼ばれた
3

靖遠樓の旧址

済州(チェジュ)邑城の南門ルー

の旧址邑城の3つの門楼中で最

も長く残っていたが、
1918年に壊

された
4

ブクスク・ホンムンの旧址

済州(チェジュ)邑城ブクスク・ホ

ンムンがあった場所
5

南水閣の旧址

済州(チェジュ)邑ナムスクの上に
建設された楼閣現在、
制夷閣(ジ

ェイガク)が建てられてある
6

崔益鉉(チェ・イクヒョン)
謫居の旧址

大寒帝国末期の代表的な儒林で

ありながら、抗日の闘士の崔益

鉉(チェ・イクヒョン)が謫居した
旧址
7

瀛洲館(ヨンジュクァン)の旧址

朝鮮時代の牧客舍大廳王の位

牌を奉安して礼をしていた所で

あり王命を奉じてきた官吏たち

の宿舎
8

初の近代学校の旧址

9

察眉軒(チャルミホン)
(二衙東軒)の旧址

朝鮮時代の牧社を補佐していた判官

が行政実務をしていた官庁の旧址
10

三泉書堂の旧址

1736年に牧師のキム・チョンが

サンジムルの近くに建てた書堂
11

カラククッムルの旧址

済州(チェジュ)ソンアンで水の味

が良いことで有名なカラククッム

ルがあったところ
12

初の済州(チェジュ)郷校の旧址

済州(チェジュ)郷校が創建され

たの旧址。
現在済州(チェジュ)銀
行本店の近く。
13

初の五日場の旧址

済州(チェジュ)最初の五日場が

あったところ
14

運籌堂(ウンジュダン)の旧址

済州(チェジュ)邑城の東側にあっ

た軍司令官の指揮所
15

牧官衙

橘林書院

五賢(五賢・キム・ジョン、
キム・サ

ンホン、ジョンオン、
ソン・インス、

ソン・シヨル)の位牌を祀った寺
党として朝鮮時代の教育機関
19

五賢壇

橘林書院が書院撤廃令で壊され

た後、五弦を配向するために建

てられた祭壇。
5つのチョドゥソク
が五賢壇にある。
20

拱辰亭の旧址

済州(チェジュの名勝地であるブ

クスクの近くに建てられた亭。
日
本の植民代時に壊されたこと
21

海兵魂塔

韓国戦争に参戦した済州(チェジ

ュ)出身海兵隊員を追悼するた
めに建てられた塔
22

城內(ソンネ)教会

イ・キプン牧師が城内訓練廳建物
に建てた済州(チェジュ)初の教会
23

東門市場

朝鮮時代の官庁建物。
耽羅国以

1954年に開設された道内初の

文化の中心地

する前に最大の物流の集散地

来、
済州(チェジュ)の政治、
行政、
16

旧現代劇場

日本による植民地時代に流浪劇団

として使われ、1954年開館した済
州(チェジュ)初の映画専用上映館
17

済州(チェジュ)中央教会堂

1907年客舍大廳の旧址に設立

1899年に設立された済州(チェ

学校の旧址

主教座教会堂

された済州(チェジュ)官立普通

18

ジュ)初の本堂であり、
カトリック

公設市場。
大型マートがオープン
24

管徳政

朝鮮世宗(セジョン)の時代に建て

られた兵士たちの弓射訓練場済

州(チェジュ)に現存する最も古い
木造建物
25

鄕社堂

郷庁の機能を遂行していた場所

47

町を近くで見る

淸水里物語

青いゴッジャワルを黄色く染めた淸水里ホタルⓒ淸水里村会
48

深い緑の
空気が
流れる地
淸水里
文. 編集部

村全体が生きている自然学習場
淸水里村はオルレ道をはめてゴッジャワルとオルムに囲まれてい

る。他の済州(チェジュ)村でよ見られる石垣道がうねうねと続い

て、民家と畑が適当な間隔を置いて並んでいる。きれいに建てら

れた建物たちの間に静かな空気が流れる淸水里は
「フルスン水」

と呼ばれていた。村を作る時に西側の気が弱いと言われ、四つ

のバンサタプを積んできた。今は一つは損傷し三つだけが残って

いる。村では依然としてその地域を神聖に思ってその周りの石と

木は片付けたり、移すことはできない。村の片隅には、
カマオルム

と平和博物館がある。カマ・オルムの頂上からは済州(チェジュ)島
の西側がすべて見えるが、
このような理由で太平洋戦争当時、日

本軍の 地下要塞が作られた。解放後、日本軍は退いたが、村に
は 地下要塞を掘るために強制的に労役に連行された人々の痛

みが残っている。あの時の記憶を忘れないために、淸水里は地

下要塞の一部を復元して平和博物館として活用している。ホタル

博物館であるウットゥル博物館と乗馬教育場も村の中に位置して
いる。乗馬教育場は馬の牧場とつながっているが、
この牧場で淸

水里ホタル祭りが行われる。

広い空間にポツポツと馬の空間が分配されてある。
まるで草原の

草原の馬を見るような自由が感じられる。このように自然と共に
自然を守りながら一緒に暮らしている淸水里住民たちの努力は
各地で認められた。住民の堅実な結束力で行われた乗馬体験教

育科野草事業、体験農場、清水水営農組合村などの事業は2012
済州島には夢のような風景を持った村

がある。天と地の間に深い緑の空気が

流れる場所。済州(チェジュ)中心地から
西に約40分行くと済州(チェジュ)が抱

いた本物の済州(チェジュ)、青修理があ

る。淸水里の旧名は「板旨」または「板

年大韓民国農村・漁村村大賞を受賞し、大きな成果を得た。ま

た、済州(チェジュ)地域共同体事業に選定されてから、関連会社と
農

産物の販売流通網を構築し、農林水産食品部(現農林畜産食品

部)より農漁村体験・休養村事業者として指定されて村の資源を
活用した発展の側面でも立派な評価を得た。

舍」。18世紀後半まで行政上ジョジリに

魔法のような森、
ゴッジャワル淸水里

う村の名前になり、1956年に行政区域

淸水里を代表するゴッジャワルは済州島でしか見られない生態環

高地帯の間に位置している 淸水里は緑

になったところだ。済州(チェジュ)語で、
森と石という意味であるゴ

属していた。19世紀頭から
「清水」
とい

上ジョジリから 淸水里となった。平地と

の自然を守っている広い牧場とみかん
農場、穏やかな人たちがいる。

境で、火山が爆発し、ねっとりした溶岩がデコボコに固まっての地

ッジャワルの地名でも分かるように、
もともとゴッジャワルは石がと
ても多くて農業のできない土地だった。牧場でも作ってみるかと
49

思い、荒れ地だったここが生態空間としての価値を認められたの

ので、道を知らない人が歩き回るには道に迷う可能性がある。
ま

地方植物と寒滞植物が共に育つことのできる環境特性で、
ここの

感な生物であり、若干の刺激にもその土地から離れてしまう。それ

は、つい最近のことだ。漢拏山から海岸線まで続いており、熱帯

た、観光客が自然を破壊する恐れがある。ホタルはあまりにも敏

森はさらに深く、動物が生きやすい土地になった。淸水里ゴッジャ

で村の住民たちはホタルとの共存を一番大事に思っている。様々

育てている民家が少なくなったので、牧場と共に乗馬教育場、ホ

底的な管理を通じてずっとホタルが生きられる土地にしたいとい

ワルは、以前は村の共同畜舎の機能をしていたけれど、今は牛を

な種類のホタルの中でも韓国固有種の雲門山ホタルを保護し、徹

タルお祭りの場所として活用されている。

う思いがあった。
その結果、淸水里村は、国内でホタルが最も多く

傾斜がひどくないため、
癒されながら散歩を楽しむことができる。

生命と活気だ。淸水里が日本植民地時代を経て、大きく人口が減

うっそうとした森で木のトンネルを歩いてみると、涼しい風が吹く。
一方、淸水里村の夏は
「ブルランチ」
、ホタルとともに始まる。今年

から正式にホタルお祭りを開始した村の住民たちは直接栽培した

農産物を販売したり、解説士になったりしている。ここのホタルお

祭りはホタルが住んでいる牧場に観光客たちが歩くという企画な

長い間、土の深く根が育ったゴッジャワルの生命ⓒオ・ナムフン
50

見ることができる場所となった。ゴッジャワルが持っている象徴は、
少していた村であるだけに、人も動物も植物も豊かにいられる土
地として整えたい住民の努力には、切なさまで感じられる。

最近、淸水里村はお祭りで訪ねる観光客たちのためにあちこちを

手直ししている。淸水里の空と土地の色はより長くかがやくだろう。

乗馬体験ⓒ 淸水里町会

星の流れる町
淸水里

楸子面

翰京面

淸水里

大靜邑

誰が住んでい
るの？

326

所帯数

人口

男

女

必ず行かなけ

れば行けない
淸水里の名所

364
352

人

人

翰林邑

涯月邑

安德面

濟州

西歸浦

朝天邑

表善面

楽しんでみよう
淸水里
体験プログラム
星の光りに沿って散歩する森の道

ゴッジャワルホタル探訪路
総距離2.48km

動物と自然とコミュニケーションする

痛い歴史の痕跡、カマ・オルム

玄武岩にフウ欄を植える!

済州平和博物館

城山邑

南元邑

ホタルがいる場所

チョンス・ゴッジャワル

牛島面

舊左邑

乗馬体験

石附作体験
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마을 가까이 보기
町の近くで見る

함께 어울리기 1
町と人

真夏の夜
「ブルランチ」
が
光る。
コヨングク

淸水里の村の里長
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静かな夏夜。
淸水里の町には光のおしゃ
べりでいっぱいだ。昔の町の共同牧場に

住んでいる
「ブルランチ(ホタル)」たちが

牧場を光で明るくさせてくれたためだ。
青い木々の下にホタルが飛び交い、
淸水

里のコ・ヨングク 里長 とゴッジャワルを
歩いた。

文. ジャン・ユジン(フリーランサー)
写真. オ・ナムフン

新しく始めた祭り、
ホタルが消えないように

人もホタルも
「元気」
な場所

中心地から40分ほど走り淸水里村に入ると、
まず最初、石垣を埋

お祭りを準備し、村人たちで構成された解説者を教育して、ホタ

め尽くした花が目に入って来る。ホタルの天国であるるゴッジャワ

ルの博物館を建てることなどいずれか、簡単なことはなかった。

つ独特な生態系を成している。

りと共に心配をしていた。

ル地域には、寒い所に住む植物と暑い所に住む植物が一緒に育

里長に就任して2年、初のお祭りを行ったコ里長は、村に対する誇

「お祭りを開始したのはホタルを保存する目的が最も大きかった

「特別なリーダーシップはありません。住民たちの話をできるだけ

牧場が夜になると暗くて危険です。昼にも道に失って119が出動

見も多く聞き、会議も沢山しています。私が好きだからできること

です。とても多くの人たちが牧場に出入りしていたんですよ。その

多く聞いて、
その次に私の話をしようとしています。お年寄りの意

したこともあるんです。それで、観光客の出入りを管理しなければ

じゃないからです。幸いにお祭りをしようという話に反対する人は

今年からホタルのお祭りを開始した淸水里村は予約が殺到し、若

るのですが、
また心配ですね。
」

通村の観光商品を広く知らせるためスタートする地域のお祭りと

かげだ。淸水里で生まれ育った後、
しばらく外地生活をして戻っ

ならないと思いました。
」

干大変だった。ホタルを見に来る観光客が殺到したせいだ。普

いませんでした。お祭りがうまくいけばいいのですが、自信はあ

お祭りが始まり進められることができたのは、
コ里長の活躍のお

は違って、淸水里のホタル祭りはホタルの保護と保存を目標とし

てきたというコ里長は、淸水里の町を
「守りたかった故郷」
と称し

「幼い時からホタルを見て育ったが、
ホタルについて何も知らなかっ

「お祭りをしてみると、人々がホタルだけを見にきてる訳ではなか

てスタートした。

たのです。お祭りを開いて多くの人たちにホタルを伝えて、
また同
時に保護しようとしたのですが、
とても多くの知識が必要でした。
」

特に淸水里のゴッジャワルは湿度と温度が高くて、
ホタルにとって
はとても最適な場所だ。
コ里長はお祭りを準備するため、ホタル

の生態について熱心に勉強してまた準備した。

て愛情を見せた。

ったのです。ホタルを3匹くらいしか見れない時もあるのですが、
散歩できる道、
自然そのものが素敵だったと言ってくれるのです。
」
いつもチョンス・ゴッジャワルの自然に似た笑顔をしているコ里長

は、村を発展させた一方で、昔のよい姿も維持したいと言ってい

た。人と自然が共にする村を夢見ているという。

「お祭りではなく他の単語を使いたかったのですが、適当な単語が

「私は農村らしい農村を作りたいです。幼い時のようにお互いに

ない人数で入ることが大事だったのです。
それで最初は100人だけ

婦はホタルを見に来てこういいました。
「クリスマスツリーのよう

見つからなかったんですよ。ホタルの数が増えるためには、
人が少

を申込みでもらい20人ずつ入れるようにしました。
それで解説者が

牧場について昔の話もしながらゆっくり歩きながらホタルについて

食べ物も私分かち合う情のある農村を夢見ています。ある新婚夫
だ」
と言ってここに住んでみたいと言いました。

住みたい町だなんて、
とても素敵でした。今はホタル祭りに集中

説明もするつもりだったのですが、参加できる人数が少ないと苦情

しているけれど、
これからは町の会社を一つ立ち上げてホタルの

今ホタル祭りをしている場所は昔、町の共同牧場だった場所だ。

ここミカンがとてもおいしいんです。
」

匹いる。茂った森の中を歩いてみると、ゆっくり歩いて通り過ぎる

入ってくる日差しはとても爽やかた。都市のうるさい騒音と少し離

がありました。
それで今は1日に400~500人が体験しています。
」

しかし、今は民家で牛を飼うことが減っているので、今は馬が数

馬も見ることができる。しかし、
ホタルに出会うことは簡単ではな

い。明るい光や強い香り、大声はホタルを追い出す要素である。

外部の刺激が少なくて飛べるスペースが広くて充分に開放され

た場所を好む。光を照らすことができないので、道が見えない

清浄さと関連づけて農産物を販売してみてみようと思っています。

チョンス、
きれいな水の村である淸水里は緑の森と木の隙間から
れて、
その昔の喉かな町と自然に出会いたければ

淸水里が最高ではないだろうか。
「ブルランチ」たちが永遠に元
気でいるように願う。

の、
でスリッパを履いて行くととても大変なことになってしまう。し
かし、
その困難をくぐってホタルに出会うと、真夏のクリスマスとい

えるくらいとても美しい。
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町の近くで見る

下禮里(ハレリ)の物語

雨が降らなければ、水が流れない孝敦川(ヒョドンチョン)の夏は静かだ。ⓒオ・ナムフン
54

水色のうねり
純粋の村

下禮里(ハレリ)
文. 編集部

山から海まで、
彩られている水色の町
頭の上に漢拏山が位置している下禮里(ハレリ)は冬の風が伝わ

ることができず、一年中暖かい村だ。村の住民たちはみかん農業

をたくさんしていて、特に河川近くのみかん畑は気温の差が大き

く、特に味が一品だ。朝鮮時代の王様に進上するため、最高のみ
かんを育てていたクンムル果園があった場所であるだけに、下禮

里(ハレリ)とミカンの縁はとても深い。下禮里(ハレリ)は何よりも
村の境界に流れる孝敦川(ヒョドンチョン)が見所だ。漢拏山の頂

上から海まで13kmほど長く流れる孝敦川(ヒョドンチョン)は、
ユネ

スコが生物圏保存地域として指定したところで、凸凹でもっこりと
白い底が見えるのが珍しい。

普段は流量が多くないけれど、
雨が降ったら大きく増える小川だ。

ところ所に奇岩怪石がある。下流には有名なスェソカクがある。
孝敦川(ヒョドンチョン)のあちこちには様々な大きさの
「ソ」がある。

「ソ」
とは池という言葉で、
そのうち済州(チェジュ)で一番大きなソ
である
「ナムネソ」には、お金持ちの一人っ子の娘と少年の叶わぬ

恋の物語が伝わっている。お互いに愛する仲だったが、少女の婚

姻により別れするようになって絶望した男がナムネソに跳び入った

という話だ。人々は寺党を建てて彼らの愛を称えている。一方、
海辺のほうに位置した下禮2里は2013年に環境部の自然生態優

秀村として指定された所だ。下禮2里では暖温帯の常緑樹で生

い茂ったコサルリギルを見ることができる。コサルリは渓谷に泉を

成し遂げた旧址とその周辺を意味する言葉で、孝敦川(ヒョドンチ

ョン)から珍しく常に水が溜まっている話があるので、
よく願いを祈

る場所でも利用された。森をよく知っている人と一緒に行かなけ

西帰浦から東に7km、南原邑の一番西
側に位置している下禮里(ハレリ)は、後

ろに山があり両側に水の流れる村だ。
17世紀の耽羅志を見ると、
ここを狐村縣

(ホチョンヒョン)と名付けたが、19世紀

ればならないくらい自然がそのまま保存されているコサルリキル

は2kmほど渓谷をそばに置いて歩く探訪コースで、下禮里(ハレ

リ)旅行の中でも断然人気だ。原始林に沿って歩くと、
２つの大き

な木が根から一緒に育って行くのを見ることができる。こぢんまり

した森の中は、木や土を覆っているコケがファンタジー映画のワン

シーンを思い浮かばせる。下禮里(ハレリ)の趣は網場浦(マンジャ

ンポ)で絶頂を成し遂げる。まさに文化財といえるほどの済州(チ

末に、初めて下禮村(ハレチョン)という

ェジュ)、旧浦の姿がよく残っている。網場浦(マンジャンポ)の名前

禮2里ーと再び分割され、今に至った。

の浦を通じて済州(チェジュ)の物資を元に輸送したことに関連が

名前が登場し、1965年の下禮1里との下
過去、王様に渡す最高のミカンの栽培地

として有名だった下禮里(ハレリ)が、最

近は生態観光の中心として第2の全盛
期を迎えた。

には様々な説があるが、済州島がモンゴルの直轄地だった時、
こ

あるという説と海辺の町と網をたくさんつかうのでこの名前にな

ったという説がある。
日本の侵入が頻繁にあり、
ここで日本軍のよ
うすを見て烽火を上げるなど防御施設があって網場浦(マンジャン
ポ)と呼ばれたという話も伝わる。
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若さに満ちた
「ユネスコの宝物」

孝敦川(ヒョドンチョン)トレッキングと自転車ツアーやコサルリギ

ルのウォーキング、柑橘バーガーの試食などのプログラムを開発

下禮里(ハレリ)は2002年に
「ユネスコ生物圏保全地域の中核地

した。このように生態観光を開始した後、
「ユネスコの宝物」、
ま

チョン)周辺に住んでいる多様で貴重な生物たちが注目を浴び

った下禮里(ハレリ)。地域の自然を観光客に紹介してその収益

拏山のすべての植物群が定着しているだけでなく、珍しい動物

く善循環構造は下禮里(ハレリ)の最も大きな競争力だ。もちろ

暖、
イワウメ、マツバラン、
うらぼし、ツチアケビなど絶滅危機1級

略ということに対する住民たちが共感があったから可能だった。

域」
として指定され、有名になった。その中でも孝敦川(ヒョドン

た。暖帯植物帯、広葉樹林、
グヮンモクリムデ、高森林帯など、漢

まで孝敦川(ヒョドンチョン)の近くに住んでいたのだ。特に、寒
の植物が自生しており、政府でも孝敦川(ヒョドンチョン)を天然

保護区域に指定して保護中だ。さらに、2014年には「生物圏保

全地域生態観光村」
という新しい風が村に吹いた。昨年には、

たは
「世界の人々が愛する生態観光地」などと呼ばれるようにな
は住民に戻ってくようにする形で生態観光をうまく維持させてい

んその背景には、生態観光この村のビジョンを実現する主要戦
一方、みかん農業をする若い農夫たちを中心に柑橘農業と生態

観光を連携させた試みも大きな成果を出した。幼い頃の遊んで
いた場所だった孝敦川(ヒョドンチョン)にクルライミング体験場を

環境部の生態観町事業で下禮里(ハレリ)の「ユネスコ生物圏保

作って変わったトレッキング空間を用意したのも村の競争力を高

ランド化プログラム」が済州(チェジュ)で唯一に選定された。
「カ

験できる場所であるだけに、生態観光に距離感を感じていた若

ての過程で発生する温室効果ガスの排出量を言う。下禮里(ハレ

きていく人々がいるところ、下禮里(ハレリ)の価値ある変化は、依

全地域下禮里(ハレリ)、カーボンフットプリント を減らす旅行ブ

ーボンフットプリント 」は人の活動や商品を生産して消費する全

リ)

の温室効果ガスの排出量を最小化する観光プログラムに

数多くの歳月の物語りを抱いた網場浦(マンジャンポ)の姿ⓒ下禮1里村会
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めた。このように下禮里(ハレリ)は自然を破壊せず、
そのまま体

い観光客にも人気がある。自然を賢明に保存して自然の懐で生

然として進行中だ。

孝敦川(ヒョドンチョン)トレッキングⓒ下禮1里村会

済州(チェジュ)
生態観光の
ビタミン
下禮里(ハレリ)

楸子面

翰林邑

大靜邑

下禮2里(ハレ2リ)

492
605

人

女

579

人

(マンジャンポ)

人口

西歸浦

安德面

男

298

人

女

261

人

ワンブヮンジュル 乳白色の岩渡るスペシャルなトレッキング
孝敦川レッキング
ギョボプソ~
総距離2.48km / 素材下禮1里
下禮里(ハレリ)
体験プログラム

表善面

城山邑

남원읍
하례리

2 40

所帯数

男

必ず立ち寄って 原始林が抱いた秘境
みなければな ナムネソ
らない下禮里 遠い昔の浦
(ハレリ)の名所 網場浦

濟州

翰京面

下禮１里(ハレ1リ)
誰が
所帯数
住んでいるの?
人口

涯月邑

牛島面

舊左邑

朝天邑

ビタミンに充電する旅

蜜柑バーガー体験
素材下禮1里福祉館

林道のヒーリング旅行

コサルリ探訪路
総距離2.1km / 素材下禮2里
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町の近くで見る

町と人

みんなの
「生態観光」
の村を
夢見る
ホ・ウンソク

清浄の島、済州島、
そこの山と野原、海を
みていると、
自然に癒される。

生態観光は済州(チェジュ)の自然に一層

近く近づいていく旅行であり、済州(チェ

ジュ)にはまだ生の自然がそのまま保存

されたきれいな村々がたくさんある。

ホ・ウンソク下禮里(ハレリ)生態観光村

下禮里(ハレリ)生態観光村の協議体委員長

の協議体委員長に村の発展と保存に向

文. オム・ヨンソン(フリーランサー)/写真. オ・ナムフン

いてみている。
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けた生態観光の必要性とその意味を聞

生態観光、
村の自然に近づく
「生態観光村旅行は地域の名所だけを一周するような既存の観
光ではなく、村の自然をより近くで感じることのできる旅です。村

の住民と共に、
その中で、生態の意味を訪れる旅行はそれでけで

自然そのままの村、
その健康な活用
「
「 カーボンフットプリント を減らす旅行ブランド化プログラム」は言
葉そのまま環境を考える旅です。生物圏保全地域生態観光村に合

わせて温室ガス排出量を最小化して村の自然を体験できるコース

も特別な経験であり、
旅行の目的が変わると思います。
」

を開発してブランド化するためのプログラムです。村で住民自治に

るようにホ・ウンソック委員長の村生態観光に対する自負心と目

り、
「テーマ型の複合プログラム」
でブランド化することが目標です。
」

態観光村に指定され、ホ委員長と住民たちは多様な生態観光プ

専門家、地域住民、行政の11人が集まって
「下禮里(ハレリ)国民デ

下禮里(ハレリ)生態観光村の協議体委員長という肩書きが物語
標はものすごい。2014年、下禮里(ハレリ)が生物圏保全地域生

ログラムを開発して運営している。代表的な活動としては、孝敦

運営中の従来の体験プログラムに行政と専門家の協力政治が加わ

そのため、下禮里(ハレリ)ではサービスデザイナーなど、各分野の
ザイン団」
を構成した。主なプログラムでは孝敦川(ヒョドンチョン)

川(ヒョドンチョン)トレッキングを挙げられるが、孝敦川(ヒョドンチョ

トレッキング、
自転車ツアー、
コサルリギルのウォーキング、
甘橘

として指定された所だ。

ョン)トレッキングの場合下禮里(ハレリ)の自然をそのまま体験で

ン)は2002年12月に韓国で二番目にユネスコ生物圏の保全地域

下禮里(ハレリ)は済州島西帰浦(ソグィポ)市南元(ナムウォン)邑に

バーガー試食及び体験などがあり、
その中でも孝敦川(ヒョドンチ

きる生態観光がハイライトだといえる。

位置しており、海岸から漢拏(ハンラ)山に至るまで南北に長く伸び

「村の西側に流れる孝敦川(ヒョドンチョン)は、漢拏山の霊峰のす

だ。村は南元(ナムウォン)邑の一番西側に位置した禮1里と孝敦

水の流れる山の中腹には
「ドンネコ」
と
「モリキド」があり夏に観光

た地形は海・河川・上昇・森があり、
まさに生態観光資源の宝庫

川(ヒョドンチョン)上流で西帰浦(ソグィポ)中心地と南元(ナムウォ

ン)邑の境界の下禮2里に分けられる。

「下禮里(ハレリ)生態観光村の協議体は町の中心!純粋に下禮1
里と2里の住民たちが主体となって動いています。住民が自ら自

ぐ下の高い高地から深い渓谷があり、数多くの谷間があります。
客が集まる場所です。特に、孝敦川(ヒョドンチョン)渓谷の周りに

は絶滅危機植物をはじめ、各種の珍しい動植物を見ることができ

るのですが、法的に保護されているカンラン、
イワウメ、
マツバラン、

うらぼし、
ウルムナンチョなどの自生は、学術的な価値も非常に高

発的に村の情報を発信して、美しさを伝え、同時に守っています。

く、
天然保護区域として指定、
保護されています。
」

今は住民たちも生態観光を村のビジョンを実現する主要な戦略と

を自ら勉強し、村学校の環境教師として活動したり、直接トレッキングの

ホ委員長は住民の合意による共同体的な動き、自発的で能動的

ほど自ら誇りを持つようになる肯定的な変化の一つだと思います。

環境保全と住民たちの公共の福祉を実現するための道具として
して用いれて活動しています。
」

下禮里(ハレリ)の住民たちはそんな孝敦川(ヒョドンチョン)の自然生態

ガイドになって訪問客を案内したりしています。村について知れば知る

に行われる活動を通じて住民に村に対する誇りを持つようになっ

「セルジェロ・トレッキング体験団の場合、100パーセント住民自治

「村のお年寄りの場合、長く説得しなければいけませんでした。生

してその知識を土台で生涯の解説をしています。彼らは皆この村

つ実践していき、
次第に変化した村の姿をお見せしました。最初そ

は伝えられない特別なものがあります。幼い頃の思い出をベース

たけれど、
最初から簡単ではなかった。

態村観光地選定の意義と方向性について絶えず説明して一つ一

んなことする意味があるのかと疑問を抱いていた方が、
今では自ら

活動してくださって、
参加できない方は応援してくださっています。
」

で運営されています。住民が自ら下禮里(ハレリ)の生態系を勉強

で生まれ育った人たちです。解説には単純な知識の習得だけで
に直接体験した下禮里(ハレリ)での物語を解説の時に話して、孝

敦川(ヒョドンチョン)の自然と疎通することになります。
」

そのおかげだろうか。昨年5月、全国の地方自治体を対象に実施

その他、
オルムの一帯がまるで山猫に似ているして命名された
「ゴ

「カーボン・フットプリントを減らす旅行ブランド化プログラム」が全

ォーター浴場「サンイムル」、
そして済州島南部浦のうち完全な原

州島では唯一選定されたものと優秀事例として行われている、

然が、神が与えてくれたプレゼントなら、
それを購入する人はその

した政府3.0国民デザイン団の特化課題公募展で下禮里(ハレリ)の
国最終13の課題の一つとして選定されたとしている。これは済
現在、
多方面に活発な進行が行われている。

ルソアク」
と海岸線が絶景に選ばれる
「黄蓋」
、夏鉄避暑ミネラルウ
型が残っている
「網場浦(マンジャンポ)」
など、下禮里(ハレリ)の自

プレゼントに喜んで感謝し、
その心を努力して頑張って表現してい

るものになる。
「自然そのままの孝敦川(ヒョドンチョン)、
その健康

な活用を通じた済州(チェジュ)の宝物、下禮里(ハレリ)」に向けた
彼らの健康な足取りが持続されることを願う。
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済州(チェジュ)の発見

済州(チェジュ)の味
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藥食
同源

済州(チェジュ)の夏の
スタミナ料理の3食

クマノミの冷たいムルフェ
ヤリイカ刺身の 冷たいムルフェ
イサキわかめスープ
扇風機も、
エアコンもなかった時代、
済
州(チェジュ)の人たちは

どうやって夏を過ごしたのかな?
影のない畑、

暑く照りつける海の上、

労働を宿命と思っていた彼らは、

スタミナ料理として暑さを絶えた。

クマノミやヤリイカで作った
刺身の冷たいスープで
力をつけて

イサキを入れて沸かしたワカメスープで
暑さに負けなように体が軽くなった。
食べ物がすぐ薬だという

「藥食同源」
という言葉は
この季節の夏と

なかなか似合う言葉であろう。
文. キム・ミンジョン(フリーランサー)
写真. オ・ナムフン

場所. 食べ物スポンサー.キム・チスン
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自然から得た食べ物、
健康を守る一食
四面が海に囲まれた済州(チェジュ)は海の恵みがあり、
その中で

も夏が最高だ。夏には
「リ」
の文字で終わる五つの魚を食べなけ
ればならないという話がある。クマノミ、
イサキ、ゲクジュリ(カワハ

ギ)、
キジハヤ、
アラだ。
これは魚類資源の枯渇で次第に減りつつあ

る魚だ。

このうち済州(チェジュ)の夏を代表する魚は断然、
クマノミだ。クマ

ノミをなぜ「クマノミ(ジャリドム)」
と呼ぶようになったのかは、様々
な説が伝わっている。
魚が群れで上下で上り下りする魚といい
「ジ

ャリ
（場所）
」
と呼んでいたという。

「昔は
「夏にクマノミの刺身を食べると目が開く」
と言いました。
そ
れくらい力がついて目が大きくなるということです。
」

キム・チスン名人の言葉だ。全部育っても大人の手の平の半分だ
けの大きさの小さな魚だ。脂肪、
タンパク質、
カルシウムなどの成
分がバランス良く含まれており、栄養豊富なクマノミ。
クマノミ一匹

を骨ごとスライスして新鮮な野菜を入れて刺身の冷たいスープは
夏の体力回復のためのスタミナ料理で最高だ。

冷たいスタミナ料理でクマノミの刺身の冷たいスープと共に有名

なのがヤリイカの刺身の冷たいスープだ。ヤリイカはイカに属する
が、足の長さが一寸（約3cm)なので、
とても短くてできた名前であ

る。低カロリー・高蛋白に不飽和脂肪酸が多く、高血圧など成人

病の予防にいいと知られている。イカと似ているが、食感が柔ら
かくて柔らかくて刺身の冷たいスープにしてよく食べる。済州島で

は
「ヤリイカが米ご飯ならイカは麦飯で、
ヤリイカがおはぎならイカ

はゲトク(餅)」
ということわざがあるほどなので、とにかく、
ヤリイカ
がより貴重なものであるのは確かだ。
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味噌を中心とした食文化
味付け最小化して、
材料本来の味を持ち出す
済州(チェジュ)では刺身の冷たいスープにゼフィランテスの葉を必

済州(チェジュ)スタイルの刺身の冷たいスープは陸地のように色

とができた。魚が海で得た産物だとすれば、ゼフィランテスの葉は

辛子の粉を使用しないからだ。土と気候が唐辛子農業に適して

生臭い匂いを取る用途として使い始めたものだ。
しかし、
これは

たので自然に味噌や醤油を中心の食文化が発達した。

ず入れて食べますが、
ゼフィランテスの葉は畑で簡単に手にするこ
畑で得た産物だと言える。興味深いのは特有の香りがあり、魚の

それだけではなく調べてみたら殺菌作用にも効果のあったため、
傷みやすい夏の食べ物にさらに必要な材料だったという点だ。
独
特な香りが食欲をわかす。

が赤いとは限らない。
伝統的な作り方としては、0コチュジャンや唐

いないうえ、湿った天候のため、
くだいて保管することも難しかっ

ただし、
済州(チェジュ)味噌は特別だ。

「済州(チェジュ)の味噌は、臭くなく、発効された生の味噌をそのま
まで食べられます。

釉薬を塗っておらず、風通しがよい済州(チェジュ)壺に保管するか

夏には冷たい料理という夏のスタミナ料理があるとしたら、
「以熱

らです。簡単に言うと壺が息をするんです。熟成過程で悪いにお

スープを飲むと、汗をずっと流した体がいっそう軽くなる。
イサキ

生で食べても臭くなく、深い味を出すので、刺身の冷たいスープに

に脂肪がついて肉質がよくなり味が香ばしい。
ワカメと相性がよ

明だ。

治熱」の夏のスタミナ料理がある。
イサキを入れてよく煮たワカメ
は、
スズキ類に属する魚で魚で、夏のこの時期になると、筋肉の間

く、深い味を出す。
キム・チスン名人がテレビのプログラムに出演し

いを取って深い味だけが残るのです。
」

味噌を入れて味を出すことができるというキム・チスン名人の説

て
「ベンジャリグク」
を紹介したところ、懐かしいと周囲の人々の電

また、
コチュジャンや唐辛子の粉のような強い味付けを抑えると、

ド」
と呼ばれる食べ物でもある。

の刺身の冷たいスープは材料の味をより持ち出すことができる。

話がかかってきただけに、済州(チェジュ)の人たちには
「ソウルフー

済州(チェジュ)式

クマノミ刺身の冷たいスープや、
ヤリイカ刺身の冷たいスープは材

料本来の味をそのまま楽しむことができる。刺身の冷たいスープ
に入るニラも済州(チェジュ)の土地と天気の特性上、長ネギの農業

がうまくいかないので、
代わりの食品だそうだ。
「歯がなかったら歯

ぐき」
とうい精神で成し遂げた済州(チェジュ)の伝統料理は素朴だ
けれど、今はわざわざやってきて食べる健康食となった。
地域の海

と土で取れた新鮮な材料で作った食べ物こそ最高のスタミナ料

理であり、済州(チェジュ)のスタミナ料理が教えてくれた。
藥食同源

の知恵を発揮し、
この夏、
元気に過ごそう。
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一緒に作ってみましょう。

済州(チェジュ)郷土料理のキム・チスン名人が教えてくれる夏のスタミナ料理の3食

クマノミ刺身の冷たいスープ
材料

クマノミ500g,きゅうり1/4個、ゴマの葉4枚、せり少し、ニラ少々

青唐辛子1個、赤トウガラシ1個、たまねぎ1/4、ゼフィランテスの葉ちょっと
味付け

味噌2スプーン、唐辛子の粉1大さじ,お酢6スプーン、
さとう4スプーン、
醤油2スプーン、
ごまあぶら1スプーン、おろしにんにく1スプーン、
おろした生姜1/2スプーン、胡麻、塩
作り方

① クマノミは、
うろこをそむいて内臓を取り除いた後、
頭の方の半は薄く切って若干のお酢で和えておく。
② 野菜も一緒に切って準備する。

③ ①と②を合わせて味噌と唐辛子の粉を先に入れた後

残りのタレを入れて混ぜる。水を入れてしょうゆで味をつける。
※なし、大根を千切りにして入れてもよい。
.

席刺身の冷たいスープの調理の順番
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ヤリイカ刺身の冷たいスープ
材料

ヤリイカ400g,きゅうり1/4個、たまねぎ30g、ニラ4個、ゴマの葉3枚、
赤トウガラシ1/2個、唐辛子1個
味付け

コチュジャン1小さじ、唐辛子粉1大さじ,味噌2小さじ、お酢6スプーン、

さとう4スプーン、
ごま1/2スプーン、おろしにんにく、おろした生姜、醤油、胡椒少少
作り方

① ヤリイカを切る。

② きゅうりは千切りにする。

③ 玉ねぎ、ニラ、ゴマの葉も切って、赤唐辛子と青唐辛子は千切りしておく。
④ 備しておいたものをすべて合わせて混ぜ合わせた後。
冷水(涼しい水)を注いで完成。

※刺身の冷たいスープを作る時は、
ヤリイカを生で使用したり、茹でて使ったりもする。

イサキわかめスープ
材料

イサキ1匹(400~500g)、
ワカメ(洗ったもの)200g
味付け

醤油1/2スプーン、おろしにんにく1スプーン
作り方

① イサキは、
うろこを落として、内臓を取り出して塩水に洗って数切れに切る。
② ワカメは細かく切って準備する。

③ に水を入れて、沸いたら①を入れて再び沸いたら、
ワカメ、おろしにんにくの手順で入れる。
醤油で味つけする。
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済州(チェジュ)の発見

済州(チェジュ)語と済州(チェジュ)の音

2017年
「済州(チェジュ)語と済州の音」
のコーナーでは済州(チェジュ)童歌や労働歌など済州(チェジュ)
民謡を通じて、
こくのある済州(チェジュ)語を見て、
歌の中に込められている意味も調べてみる。

言葉をつなぐ歌
文. .キム・スンジャ((社)済州の御宴研究所理事)

あの山にきちんとお参りをするの何なの
ススキの花だ
ススキの花は白い
白いのはおじいちゃんだ
저 산으로 꼬박꼬박 절하는 거 무엇이니
おじいちゃんの腰は丸い
새품이다
腰が丸いのは、
ソキルマッカジだ
새품은 희다
ソキルマッカジには四つの穴がある
희면 할아비다
四つの穴があれむしきだ
할아빈 등 굽는다
むしきは黒
黒かったカラスだ
カラスは暴れる
暴れたらシンバンだ
シンバンはたたく
たたくと鉄棒だ
鉄棒なら拾う
拾ったらカニだ
カニは赤い
赤いのはなつめだ
ㄷ
なつめは甘い
ㄹ
ㄷ
甘ければ飴だ
ㄹ

등 굽으면 소길맛가지다

소길맛가진 네 구멍 난다
네 구멍 나면 시루다
시룬 검나

검으면 까마귀다
까마귄 날뛴다

날뛰면 심방이다
심방은 두들긴다

두들기면 철장이다
철장은 집는다
집으면 게다
게는 붉나

붉으면 대추다
대춘 달다

달면 엿이다

著作権者 子供ミンヨペ・ソリナラ
所蔵先 ミンヨペ・ソリナラ
年度 2010

参考資料 済州学センター・アーカイブ資料
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QRコードをスキャンしたら済州(チェジュ)

学ヨンク研究センター・アーカイブにある

言葉をつなぐ歌を直接聞いてみることができます。

言葉と表現を覚えてるときの遊びのうち、
「尻取り」があ

準語に変えれば、
「セプム」になる。遊びを開始し、
「あの

事物についてすぐに言わずに、イメージの似てる言葉を

ンイ」と答える。
それでは最初初めた人が再び「ミピジェ

ズだ。
このような
「尻取り」は歌と呼ばれて生命力がある。

るが、歌を受ける人が髪の毛とヒゲが白いおじいさんを

る。
「尻取り」は単に単語を当てる遊びがある一方、ある

当てる遊びもある。前の歌は「尻取り」
でありながら、
クイ

「尻取り」は複数の人がぐるっと円く座って一人が最初に

言う言葉や最後の文字に続けて言えば次の人が続けて

山にきちんとお参りをするの何なの」ときくと、
「ミペジェ

ンイ
（ススキの花）」の属性である
「白い」と話すことにな

連想して「ハレビ(おじいさん)」と答える。
それでおじいさ

んの背中が曲がった姿を連想し、曲がった形をソギルマ

言う遊びだ。語彙や表現を覚える時に楽しく学べる遊び

ッチの曲がった形を連想する。
また、
そこの四つの穴はお

である。
一人が

く。

として学習効果が大きく、教育する際に多く活用する遊び

餅を蒸すときの四つの
「むしき」を思い出し、歌を続けてい

「イの文字で始まる言葉」といえば次の人たちが「イサ、
イ

「むしき」は黒なので
「カラス」だ。
「カラス」の姿を
「ノプトゥ

「尻取り」を他の言葉で言えば「言葉遊び」とも言う。
これ

国伝統祭祀をする
「シンバン」姿を
「暴れる」
ことに例えて

バル、
イジャン」
と言い続ける遊び方である。

ンダ(でしゃばる)」に比喩して、ぴょんぴょん走りながら韓

は歌でお互い答えあう
「言葉遊び歌」になる。
このような

いる。シンバンを見ながら鉄をたたく鉄工を思い出して、

ることで、
さらに楽しくなる。

出している。
カニを煮た時の赤い色をナツメに比喩して、

遊びは歌として、お互い聞いて答える形式に変化を与え

「あの山にきちんとお参りをするの何なの/ススキの花だ

鉄をつまむ鉄工の姿を通じて、はさみのあるカニを思い

ナツメの甘い味で飴という単語を引き出す。

/スズキの花は白い/白いのはおじいちゃんだ/おじいちゃ

このように「単語遊び歌」は事物について特徴を言い、
そ

ッカジには四つの穴がある/四つの穴があれむしきだ/む

のような遊びを通じて子供たちが自然に新たな単語と特

ンバンだ/シンバンはたたく/たたくと鉄棒だ/鉄棒なら拾

は人が言語を素材として遊びをしながら歌う歌だ。遊び

んの腰は丸い/腰が丸いのは、
ソキルマッカジだ/ソキルマ

しきは黒/黒かったカラスだ/カラスは暴れる/暴れたらシ

れに対する物の名前などを繰り返しながら歌う歌だ。
こ

徴を身につけることができる。
このような「単語遊び歌」

う/拾ったらカニだ/カニは赤い/赤いのはなつめだ/なつ

をする人たちの想像力によってこの歌の味が変わる。

上記の例文のように、ある事物についてすぐに言わずに、

リンゴはおいしい/おいしいのはバナナ/バナナは長い/長

を
「ススケキ」と言っているが、済州(チェジュ)ではこれを

「単語遊び歌」だ。
そういえば、時代と環境によって「単語

歌の中に登場する
「ミピジェンイ」はすすきの花をいう。
標

材を利用して
「単語遊び歌」を歌うのか聞いてみたい。

めは甘い/甘ければ飴だ」

似ているイメージを言いあてる遊びだ。
このような遊び

「イェスクジェキルラク」
と言う。

著者が小学生の時「サルのお尻は赤い/赤いのはりんご/

いのは汽車/……」と歌った歌も上記のような似たような
遊び歌」の歌詞もちがう。今の子供たちは再びどんな素
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風景の記録

済州(チェジュ)市・觀德路
1968

1968年済州(チェジュ)市觀德路ⓒソ・ジェチョル

1968年代、済州(チェジュ)市・觀德路、今の中央ロータリーの姿だ。七星路とと

もに済州(チェジュ)市の中心道路だった觀德路は1977年8月から推進された「
東門ロータリー-觀德路拡張工事」に続き、塔洞につながる道路の拡張で昔の風

景が消え始めた。写真の中のキム薬屋さんの店舗もあの時、なくなった。一方、
旧觀德路の中心地では物を積み込むため集まっている馬の車もまれにあった。
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2017年、現在の觀德路、今の中央ロータリーの姿ⓒソ・ジェチョル

ソ・ジェチョル

済州(チェジュ)新聞写真部長と済民日報の編集部局長を
務め、作品活動をし、現在「自然を愛する美術館」を運営

している。
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文化が散歩

文化公演で
旅立つ
真夏の夏休み
情熱の季節、
夏だ。

暑さに疲れたのは体だけではない。
疲れ果てている心を

知性と感性を精一杯リフレッシュする

スペシャルな文化イベントが
私たちを待っている。

<30年:初の市立美術館探しの展>

<広場芸術-炬火からロウソクへ>

過去から現在まで、

芸術にめぐり逢う

キダン美術館の開館30周年記念アーカイブ展

済州(チェジュ)都立美術館で展示中の<キーワ

流れてきた瞬間を見てみる
の<元祖30年:初の市立美術館探し>では初の

広場文化の価値

ード韓国美術2017:広場芸術-炬火からロウソ

市立美術館であるキダン美術館の歴史を盛り

クへ>は広場の意味を芸術的な観点から再検

・法還洞出身の在日韓国人企業家であるキダ

の炬火から、
今の光化門(クァンファムン)ロウソ

込んだ資料を昔の雰囲気で展示する。
西帰浦市

討してみようと企画れた展示だ。
1894年、東学

ン、
カン・クボム先生(1994年作)が寄贈した資料

クに至る壮大な歴史を芸術的に表現した作品

ている。
また、
建築、
行政、
教育、
所贓品の管理資

な過程を通じて発展してきた広場とはまた異

と1987年の開館式の時の展示作品が披露され
料および故ビョン・シジ展の名誉館長の遺品な

ども展示されている。
美術館側は、開館以降に

が展示される。
今回の企画展は長い間歴史的
なる小屋、道端で観察された水平と垂直の構

造、定住と移動のメカニズム、自治と連帯のシ

集まった様々な記録物と所蔵品などを通じてキ

ステムなど抽象的な概念まで提示することで、

る機会を提供する。
この他にも展示と連携され

再発見するきっかけを提供している。

ダン美術館30年の歴史を一目で見ることができ

た体験プログラムとして美術館クイズ、子供の
絵日記、
思い出の遊びが計画されている。

● 期間 2017. 6. 28.(水)~ 10. 29.(日)

公共領域の媒体スペースである広場の価値を
● 期間 2017. 6. 13.(火)~ 8. 6.(日)

● 場所 済州(チェジュ)都立美術館
● お問い合わせ 064-710-4276

● 場所 基当たりの美術館

● お問い合わせ 064-710-1586

<学生の目で記録した写真展>
十七青春が

済州(チェジュ)を見る

<키워드 한국미술 2017 :
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ソルムン大学の女性文化センターは<学生の目

で記録した写真展>を開催する。
「消えていくも

のに対する考察」をテーマに地域の学生(済州

(チェジュ)中央女子高校1年生)446人が参加し

た今回の済州の記録写真展示会は速く変化す

る時代の中で消えて行っている済州(チェジュ)

の有・無形の姿を青春たちの視線でカメラで撮

った。
原都心の周りから新済州に至るまで、
十七
青春の目を通して眺める2017年の済州の姿は

私たちに新鮮な刺激と済州(チェジュ)の未来に
対する新たな悩みを投げ続ける予定だ。
● 期間 2017. 7. 17.(月)~ 8. 14.(月)

● 場所 ソルムンデ女性文化センター
● お問い合わせ 064-710-4246, 4248

<時間の跡>

時間を求めて旅立つ

「時間旅行」

済州(チェジュ)道立キム・チャンヨル美術館の

<時間の跡>は人間固有の人生に深く関与して

いる
「時間」に注目した女性作家たちが
「時間」

という問題をどのように扱うかについて質問を
投げる。
コ・ヨンフン、
パクソンキなどの7人の参

加作家たちは炭、植物と一緒に時間の流れに

よって変化する材料と長い歴史を含意する陶

器、現代性を表す機械まで多彩な物質とイメ

<お隣の米びつ>

ぞっとした笑いを楽しもう!

コミック、
ホラー演劇

劇は平凡な住宅街に急に置かれた米びつと住

民たちにまつわる話、
無料に手に入ったコメに
喜んだのも一瞬のことで、
米びつの中から子供

の指を発見しながら起こった物語を愉快に描

いた。
お互いに疑って誤解する中で、悪い目に
あうかもしれないので通報すらしていない住民

たちの物語を描き出す一方で、相手のことを全

く考えない発現で近所の人を傷つける現代人
の側面を描いた公演だ。
済州(チェジュ)文化芸

術財団2017創作空間プログラム支援事業だ。
● 期間 2017. 7. 21.(金)~ 8. 3.(木)
● 場所 セイレアートセンター

● お問い合わせ 064-744-8911

<ウェルカム・トゥ・グリーンアイルランド>

自然の中で繰り広げられる
ヒーリングアート・フェスティバル

済州(チェジュ)現代美術館開館10周年記念イ
ベントとして
「ウェルカム・トゥ・グリーンアイル

ランド」がオープンする。
済州(チェジュ)現代(ヒ

イベント、
ワークショップ、
エコマーケット、
キャ

ンプなど楽しいスペシャル複合芸術祭が行わ
れる。
今回のフェスティバルは済州文化芸術財

団2017優秀企画プログラム支援事業の一環と

して設けられた。

● 期間 2017. 7. 21.(金)~ 8. 20.(日)

● 場所 済州(チェジュ)現代美術館
● お問い合わせ 064-710-7801

キム・ソチョン<衛兵所美術館>
展示館として再誕生した
過去の古い痕跡

西帰浦市・安徳面・和順文化村にある戦闘警

察部隊の敷地を活用した美術館プロジェクト

で「安定と不安定」、
「観察と選択」というテー

マで活動してきた作家が2015年、済州(チェジ

ュ)移住後、和順村に滞在しながら戦闘警察隊

衛兵所建物に対する話を芸術的な形で記録し

た。
作家に10年間放置された戦闘警察隊は心
理的不安を与える場所で、村の不吉なものだ

が、作家が自ら敷地を守る
「衛兵」になって、場

所を観察して作業し、2週間に一度ずつ作業結

果を公開しており、7月は「和順戦闘警察隊の
警戒」
に関するテーマで展示が行われる。

ージを通じて、それぞれ美学的な特徴を提示

ョンデ)美術館の展示室と屋外公園では自然

● 期間 常時オープン

は人間の存在の根拠である時間の意味に対す

トの展示が7月21日から8月20日まで開かれ

● お問い合わせ 010-8970-0889

● 期間 2017. 6. 21.(水)~ 9. 17.(日)

の土地「自然と心を抱く」は仕事だけ8千の神

し、人間の欲望と時間の行き先を問う。
展示会
る豊かな答えを模索する場となると思う。
● 場所 済州(チェジュ)道立キム・チャンヨル美術館
● お問い合わせ 064-710-4151

の中でお互い理解して治癒するヒーリングアー

る。
企画展示、
神話

● 場所 西帰浦市安徳面和順文化に22番地15-1

の故郷と呼ばれる済州(チェジュ)でシンバンの
歌で語り継がれてきた済州(チェジュ)グッ(伝統

祭祀)の中6つの神話の空間アートセラピー、
光

と結合させて、現代的に解決した設置美術展

などで行う予定だ。特に、7月28日から30日ま

ではヒーリングアート・フェスティバル期間でト
ータル9つのテーマ空間で多彩な公演や体験
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済州(チェジュ)のお祭り

本当にお祭りは今から!
済州(チェジュ)が聞かせてくれる
夏の物語

<スェソカクお祭り>
● 期間 2017. 7. 29.(土)~7. 30.(日)

● 場所 西
 帰浦(ソグィポ)市ヒョドン洞スェソカク
及びハヒョハンの周辺

● お問い合わせ 064-760-4627

<表善(ソグィポシ・ピョソンミ
ョン)海辺、
白い砂お祭り>
● 期間 2017. 8. 5.(土)~8. 6.(日)

● 場所 西帰浦(ソグィポ)市表善(ピョソン)面表善表
善(ソグィポシ・ピョソンミョン)海辺の周辺

● お問い合わせ 064-760-4413
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<三陽(サムヤン)黒砂海辺お祭り>

<済州(チェジュ)イホテウお祭り>

● 期間 2017. 7. 29.(土)~7. 30.(日)

● 期間 2017. 8. 4.(金)~8. 6.(日)

● 場所 済州(チェジュ)市三養(サムヤン)2洞三陽
(サムヤン)海岸周辺

● 場所 済
 州(チェジュ)市伊保2棟イホテウ海辺
のあたり

● お問い合わせ 064-728-4713

● お問い合わせ 064-728-4921

<イェレ生態村の体験お祭り>

<金陵袁譚お祭り>

● 期間 2017. 8. 5.(土)~8. 6.(日)

● 期間 2017. 8. 5.(土)~8. 6.(日)

● 場所 西帰浦(ソグィポ)市イェレ洞ノンジツム
ル、
大王スチョンの一帯

● お問い合わせ 064-760-4861

● 場所 済
 州(チェジュ)市翰林(ハンリム)邑金陵
宗員の海辺の周辺

● お問い合わせ 064-728-7676

済州(チェジュ)でしか楽しめないお祭りが
暑さに疲れ果てたあなたを待っている。
だるい体に活気を吹きこんでくれる

済州(チェジュ)のお祭りを探してみた。

<道頭オレムルお祭り>

<山地川(サンジチョン)お祭り>

<耽羅文化私>

● 期間 2017. 8. 11.(金)~8. 13.(日)

● 期間 2017. 9. 8.(金)~9. 10.(日)

● 期間 2017. 9. 20.(水)~9. 24.(日)

● 場所 済州(チェジュ)市田村町文化広場

● 場所 済州(チェジュ)市道頭洞オレムル広場及

● 場所 済州(チェジュ)市・健入洞・山地川

● お問い合わせ 064-728-4966

● お問い合わせ 064-728-4655

<西帰浦(ソグィポ)七十里(チ
ルシムニ)お祭り>

<済州(チェジュ)海女お祭り>

<楸子島(チュジャド)マガキお祭り>

● 期間 2017. 9. 29.(金)~10. 1.(日)

● 期間 2017. 9. 30.(土)~10. 1.(日)

● 場所 済州(チェジュ)市舊左(クジャ)邑海女博

● 期間 2017. 9. 22.(金)~9. 24.(日)

び道頭港の周辺

● 場所 西帰浦(ソグィポ)市・西帰(ソギ)洞ジャクリ
公園七十里(チルシムニ)食特化通り周辺

● お問い合わせ 064-760-3946

(サンジチョン)一帯

物館の周辺

● お問い合わせ 064-710-8670

● お問い合わせ 064-710-3417

● 場所 済
 州(チェジュ)市道頭洞オレムル広場及
び道頭港の周辺

● お問い合わせ 064-728-4265
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世界の中の済州(チェジュ)

モンゴルに行った
済州(チェジュ)
オルレ

世の中と人をつないでくれる道、
「オルレ」が、今回は済州(チェジュ)とモンゴルを継いだ。済州

(チェジュ)オルレの二番目の姉妹の道である
「モンゴルオルレ」は巨大な自然を思う存分楽し
めるコースで構成された。百年余りにわたって血縁と文化が混ざった済州(チェジュ)とモンゴ

ル、彼らが一緒に夢見るオルレはどんな姿だろうか。
オルレ道誕生10周年、
モンゴルでその実を成す

門から大きな道につながる小道を意味する済州(チェジュ)の言葉「オルレ」を使い名づけたオル

レキルは初めて世の中に一歩踏み出す足を象徴する。
このようにオルレ道の名前には済州(チェ
ジュ)と世界がつながる望む済州(チェジュ)の人の願いがこもっている。
その願いが済州(チェジ

ュ)オルレ道誕生10周年の今年、
モンゴルで実を成す。

モンゴルオルレはそれぞれ14km、11kmの二つのコースに分けられるが、計25kmの長さの道

が開かれる間、天恵の自然を楽しむことができるように構成された。
カンセ(馬の形の済州(チェ
ジュ)オルレギルの道印)、矢印、
リボンなどは済州(チェジュ)オルレで使用している道の標識と同

じものである。済州(チェジュ)オルレ道を一つ一つ開始すたびに、町の青年会、軍人などが力に

なってくれていたように川に置かれる飛び石一つも、地元のボランティアたちと一緒に作った。

済州(チェジュ)オルレ道が開かれるたびに済州(チェジュ)の小さな町はお祭りをしたのと同じよ

うに、
モンゴルオルレ1コースのスタート地点でホンホル村もまた楽しさと楽しみに満ちたお祭
りを開いた。
モンゴルオルレはまだ個人の旅人よりは数人以上のグループ観光客が多い。
山や川、雲や野生の花のある巨大な草原と空

モンゴルオルレの第1コースはウランバートルの中心地からで東に25kmほど離れたホンホル村

から始まる。
集まっている小さなお店と、町内のレストラン、学校を通り過ぎると広大な平地とボ

モンゴルオルレ1コースⓒ済州(チェジュ)オルレ
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クドゥハン山の稜線を見ることができる道だ。道の始まりと終わりを村に設定してオルレを歩く
人たちが地域の食べ物や物を見ることができる。
済州(チェジュ)オルレの姿をモンゴルオルレで

も見られるのだ。夏を迎え、満開した野生の花と空の雲、
そしてそれらの雲が草原に作った影、

それだけでも巨大な大地の美術のような風景だ。壮大な敷地を歩いてみると、小さなオウォ(о

voo、石段を積み上げて作った城隍堂)の隣にある青色のカンセが目立つ。
遠い国で見た小さな

済州(チェジュ)がモンゴルオルレを親しく感じるようにしてくれる。針葉樹の林を通り抜け、下り
坂を歩くと、終点であるトルジュルルレク村の駅に到着する。

第2コースのチンキスサンコースはコルヒ-テレルジ国立公園に位置していて、
スタート地点に円

を描きながら歩いて帰ってくる形になっている。ユネスコ世界自然遺産であるテレルジ国立公

園は広い草原と巨大な高さの花崗岩の塊、
モンゴル東北部の水源であるトール川のあるところ
だ。
平地の次に、上り坂を登り、少し止まって後ろの方を見てみると、息がとまるような広大な風

景が見える。
稜線の最後の方にはテレルジ国立公園を360度のパノラマで楽しむことができる。

モンゴルオルレを楽しむのに一番良い時期は6月~9月だ。
モンゴルオルレのオープンプログラム
を逃して残念な思いをする国内のオルレを希望する人のため、公正旅行専門予備社会的企業

である(有)ポンナンで8月5日(土)~9日(水)済州(チェジュ)から出発して旅立つ4泊5日の旅行プ

ログラムの参加者を募集している。
モンゴルオルレのウォーキング、乗馬体験、
モンゴルの歴史を
知ることができ、
お寺及び市街地の観光などが含まれており、参加費用は1人147万ウォンだ。
7

月15日(土)が申込みの締め切りで、詳しい日程および申込み方法は済州(チェジュ)オルレホー

ムページ(www.jejuolle.org)<オルレニュース>で確認できる(お問い合わせ：:済州(チェジュ)

オルレコールセンター064-762-2190)。
まだ個人旅行よりは数人以上のグループ旅行をお勧め

するモンゴルオルレ。
経験したことのない広大な大自然が感じたいなら、迷わずに旅立ってみよ

う。

テルルジ国立公園ゲルキャンピング場ⓒ済州(チェジュ)オルレ

草原の上に広がるモンゴルオルレⓒ済州(チェジュ)オルレ
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済州365

済州の今日

銀色の青春が楽しい
済州の未来を夢見る
文．
コ・スンファン
（済州研究者、社会学博士/研究委員)

私たちの社会は、現在深刻な少子化で
「人口の崖ぷっち時代」に進入するとともに、高

齢者人口の急増に100歳まで生きることができる時代になった。今や少子化・高齢社

会の時代に入ったのだ。済州の場合2017年4月の時点で65歳以上の高齢者人口の割

合が14.0％と高齢社会になった。済州島の町村地域は、すでに超高齢社会に入った

が、今の高齢化が進めば、2025年頃には済州全体が超高齢社会になる可能性がある

と予想されている。済州高齢人口の変化とともに高齢世代が住みやすい済州の政策
を調べなければならない。

1

６５歳以上
済州人

13.9 %
2016年

13.7 %
2015年

13.5 %
2014年
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ここは長寿の島、
済州
済州は、歴史・文化的に長寿の島として広く知られている。済州の人の長寿の要因は、水もきれいで空気

も澄んでいる清浄自然環境、食生活の習慣、生活態度や方式、労働文化、社会関係などに関係があり、
あ
る特定の要因だけが済州人の長寿に影響を及ぼしたのかはわからない。
統計の数字で分かるように、65
歳以上の高齢者人口のうち85歳以上の高齢者が占める割合が、2016年度の基準で10.2％で、全国の他

の所と比べても最上位を占めている。
特に済州島の100歳以上の長寿の高齢者が2016年基準で231人に

達しており、済州地域の北西地域（ 涯月 、翰林、翰京）に長寿の高齢者が多く住んでいることで知られて

いる。100歳以上の長寿の高齢者はお酒・タバコをせず、素朴な食生活を維持しながら、体を動かしたり

労働活動に参加したり積極的に生活をしている、
様々な長寿の要因を把握して、
済州の長寿文化を継承・
発展させていけば韓国の代表的な長寿地域として有名になるのも決して難しいことではないと思う。

2

100歳
済州人

231 名
2016年

212 名
2015年

200 名
2014年
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超高齢社会の危機なのか？チャンスなのか！
しかし、済州島が10年後に超高齢社会に到達することになるが、道民に超高齢社会は果たして危機なの
か？また、チャンスだろうか。
また済州は超高齢社会で持続可能な発展と高齢者の幸せを維持することが

できるか。超高齢社会は、生産可能な人口の急減、高齢者扶養費の過重、消費及び貯蓄の萎縮、投資の
減少などで、経済の活動が低下し、潜在的な経済成長率が低下することが予想される。特に済州の地域

は2000年度には、高齢者1人当たりの生産人口が8.4人だったが、2016年には4.75人に43.5％減少し、高

齢者の扶養がさらに多くなったことが分かった。

これからも済州の地域の生産人口がさらに減少すると予想されるため、高齢者の扶養にかかる費用をど

うすればいいのか 重要な社会政策の課題になると考えられる。
しかし、今の段階では、先進国（スウェー

デン、
フランス、
ドイツなど）が超高齢社会の問題をうまく乗り越えて、持続可能な発展を成し遂げた事例も

ある。
つまり、超高齢社会の否定的な波及効果を最小限にさせるためには、高齢者福祉政策の改善に加

え、高齢者向けの産業を新成長動力産業として発展させていく努力が必要である。
また、WHO（世界保

健機関）が推進する高齢者のための町づくり、住みやすい町、安全で快適な定環境を作っていくことも大
切である。

3

高齢者一人当たり
生産人口

4.8 名
2016年

4.9 名
2015年

5.0 名
2014年
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体感することができる需要者のニーズに合わせた高齢者福祉政策の推進
済州特別自治道は、高齢者福祉政策としてとんな準備をしており、
それと同時にどんな
政策事業をしているのか。
これは、今後の高齢社会あるいは超高齢社会の対応の重要
な課題だ。過去の高齢者福祉政策は、高齢者の生活の質を向上させるために、主に生

活の安定と医療、健康などが重要視された。
しかし、済州島は、高齢化が進み、
それと同
時に高齢者層が多様化（特にベビー・ブーム(baby boom)の世代登場）
され、高齢者福

祉政策も変化を求められた。
今の政策は、
様々な高齢者の需要者のニーズに合わせ、
福

祉体感度を向上させることに力を入れている。
それで最近の高齢者福祉政策は、所得

保障、
医療、
住宅、
教育、
余暇文化、
人権と社会参加など、
さまざまな分野に拡大された。
済州特別自治道は、多様な高齢者福祉政策を実現していくため、複数の政策事業を推

進している。高齢者福祉政策を推進する重要な戦略を
「年齢と障害の壁がない配慮と

尊重の社会」
実現に置いている。
また、
「健康100歳、高齢者向けの町づくり、基盤 造成」

と
「長期療養サービス支援及と高齢者虐待防止強化」
を重要な政策目標にしている。

まず、済州特別自治道は100歳時代を迎えて、済州島を高齢者向け町の基盤造成のた
めの国際的な協力体制の構築の一環として、WHO（世界保健機関）の
「高齢者向け町

の国際ネットワークプロジェクト」に積極的に参加するための努力をしている。
また、お年

寄りの余暇文化とインフラの拡散のために町の老人会館 、のプログラムの活性化と高

齢者福祉会館の新築にも力を入れている。特に町の老人会館を生涯教育と余暇文化

の場に変えて、高齢者複合文化空間（教育、自己開発、雇用・就業、健康、
コミュニケーシ

ョン、
連帯など）に一新させる努力が目立つ。
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4

老人会館

427 所
済州島の老人会館

51.8 %

老人会館 利用する人数

引退した高齢者の雇用創出と社会安全ネットワークの構築の積極的に推進
一方、引退した高齢者に深刻な問題は所得保障と生活の安定である。だから済州特別自治道は、高齢者

の経済的な生活の安定のために需要者のニーズにあわせて老人雇用事業を拡大し、雇用の質の向上を
図っている。
特に済州地域のベビーブーム世代（55〜63年生まれ）老後の準備のための
「済州型高齢者の

雇用基本計画」
を策定・推進しているが、特に
「50〜60プロジェクト」
事業を推進している。
また、独り暮らし

のお年寄りのようなお年寄りを対象に世話のサービス支援を強化して、家族・隣人と断絶され、安全の危
険から社会安全ネットワークを構築している。
そして、快適で安全な老後生活保障のために、高齢者福祉

施設の拡張と運用の支援事業と低所得の高齢者の健康保険料の支援や高齢者虐待防止プログラムの
運営事業も継続的に推進している。

済州特別自治道は、高齢者福祉の対内外の環境の変化に先制的・能動的に対応していくと同時に高齢
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社会（あるいは超高齢社会）の対応力の強化や高齢者福祉政策の質的な改善のための政策の協議機構

としての機能と役割をする第1期
「済州特別自治道

「高齢者福祉政策の委員会」
も、5月23日に発足させた。今後、高齢者福祉政策委員会は、済州地域の高

齢者の生活の質の向上と幸せを実現し、済州の高齢者向けの町を実現するため、
さまざまな政策を諮問

したり政策の開発にも寄与すると期待する。
超高齢社会を経験する、いくつかの先進国の成功事例で見ら
れるよう高齢社会（あるいは超高齢社会）
を乗り越えていくためのベストプラクティスとして位置づけられる

ように済州道民だけでなく、地域社会、行政、高齢者福祉機関（団体）
、高齢者関連団体、
そして市民社会
団体などの積極的協力と努力が必要である。つまり、済州道民と道民社会が高齢社会（あるいは超高齢

社会）の到来に伴う危機をチャンスに転換する協力的なネットワークと知恵を一つに進めて行かなければ
ならない。

済州道民と道民社会が

高齢社会（あるいは超高齢社会）の
到来に伴う危機を

チャンスに転換する

協力的なネットワークと知恵を
一緒に進めていく時点
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済州３６５

済州は今

30年ぶりの済州公共交通機関の革新

公共交通機関

8月26日から施行

より速く、
より便利で、
より安く
済州島の公共交通システムが、
8月26日から新たに変わる。

バスに乗れば、
済州どこにでも以前よりも速く、
より便利に移動できる。
1,200ウォンで、
済州どこにでも行くことができる。

複雑な市内区間は、
バスレーン制で停滞せずにバスがびゅんびゅん走る。

街の乗り換え駅で携帯電話を充電して、
無料のWi-Fiも使うことができる。

冬にはバス停の座席も暖められる。
それでは、
迷わずバスを利用しましょう。

1,200ウォンなら、
済州どこでも
「Go Go！」

急行バスと空港リムジンバスを除いたすべてのバス料金は1,200ウォン
（大人基準）で同じになる。
交通カード

を利用すれば、50ウォンが割引になるのも。
既存の市外バスは区間によって料金を最大3,300ウォンでしたが、
公共交通機関システムの改編で、
どこに行っても1200ウォンだけ払えばば良い。
割引できる乗り継いで行ける
時間も現行の30分から40分に増える。

급행버스신설

「急行バス」1時間以内に目的地に到着

100

1時間以内なら済州全地域に移動することができる急行バスが導入される。
済州市と西帰浦、城山、標線、南

原、大正を迅速に結ぶ12の路線が新設される。
赤い急行バスは済州国際空港とバスターミナル、街の地域の
主要拠点のみ経由するので、
より迅速に目的地に行くことができる。
料金は2,000〜4,000ウォン。
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  Wi-Fiができる！駅で携帯電話の充電

目的地までどんなバスに乗って行くのか路線図を見ながら悩ませなくてもいい。
済州島とカカオが一つの

オンラインで最短距離検索サービスを提供する。
携帯電話のデータ料金を心配しなくていい。
バスの中で

Wi-Fiが無料、新たに作成された乗り換え駅でもWi-Fiは無料です。
乗り換え駅では、携帯電話も充電する

ことができる。

また、
バスの色で遠いところなのか、近いところを回るか、観光地に行くのかが一目で分かる。
急行バスは赤、主要
な幹線道路を運行する幹線バスは青、
隅から隅までを回る支線バスは緑、
観光地を循環するバスは黄色である。

  バスを待っているか？待っていないか！配車時間を減らす

バス乗り場でも、道路でもバス利用者は、長く待たなくても良い。車両の通行が頻繁な都心区間3カ所で、済
州初の公共交通機関のバスレーン制が施行される。
光陽交差点〜アラ小学校区間と空港の入り口〜ヘテ園

区間は、
中央バスレーン制が、
ムスチョン交差点〜済州国立博物館の区間は街路のバスレーン制 が運営され

る。
バスレーン制

の区間には路線バス、
貸切バス、
お客様が乗ったタクシー、
緊急車両のみ運行することがで

きる。
時間の約束を守るためには、
バスに乗ること！また、目の前で乗り遅れてもよい。
バスを267台も増やし配
車時間が減る。

● 公共交通機関のバスレーン制 区間

街路バスレーン制 ムスチョン交差点〜国立済州博物館（11.8km）
、

中央バスレーン制 クァンヤン交差点〜アラ秒（2.7km）
、
空港入口〜ヘテ園（0.8km）
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「黄色いバス」
に乗って充実した観光旅行
  

黄色観光地循環バスに乗って主要な観光地を巡るのはどうだろう。

世界自然遺産センターと冬柏東山湿地、
月郎峰 など東地域を回るバスと済州現代美術館、
済州ゴトジャワル

（Gotiawal）都立公園など西部を循環するバス二つの路線ができる。
配車間隔は30分。
バスには、
ツアーガイ
ドの資格がある交通観光ヘルパーが搭乗する。
済州交通情報と観光の情報を教えてくれる。

●  観光循環バスの路線

東部地域

デチョンドン交差点…世界自然遺産センター…仙女と山刀…ダヒヨン…アルバムオルム…トンベ
クトウサン湿地…ハンウルランド…メイズランド
（迷路公園）…ピジャリム…ダランスィオルム…済州

レールバイク…ヨンヌニオルム…アブオルム…ゴスンセミオルム…デチョンドン交差点
西部地域

トングァンユッコリ…シンファヨクサ・ゴンウォン…済州航空宇宙博物館…オソルロクティーミュージ
アム…ガラスの城…幻想の森（ゴトジャワル）…センガッカヌン・ジョンウォン…ジョウジ文化芸術
村・済州現代美術館・バンリムウォン…済州戦争歴史平和博物館…済州ゴッジャワル道立公園…

ソイングクテーマパーク…世界の自動車博物館…ハローキティアイランド…トングァンユッコリ

  高齢者•障害者•国家有功者は無料」

70歳以上のお年寄り、障害者、国家有功者は身分証明書を確認せず、公共交通機関を利用することができる。
新たに提供されている済州の交通福祉カード
（無賃カード）を使用すると、急行バスと空港リムジンバスを除

いたすべてのバスを無料で利用することができる。
7月3日から都内の済州銀行のすべての営業店でカード発
行の申請が行われている。

幹線バス

支線バス

200
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観光循環バス

600

整った駐車場の文化、
私だちは、
便利になる。
駐車スペースの拡充、
駐車環境の改善

人口世帯あたり車両の保有全国1位の済州の生活密集地域の歩行権の確保と不注意になる事故などを
未然に防ぐために、
済州島は駐車難の解決に努力している 。
まず、
今本年中に駐車難が深刻な都心と街

の地域309ヵ所4,838面の駐車スペースを拡充し、住宅街の路地の駐車環境を改善するために新済州ロ
ータリー↔済州道庁区間と14個邑面洞25ブロックを市販業対象地として推進する予定だ。
さらに、
「道路

でルールを守らない人」がいないように駐車•停車の取り締まりを強化する。
取り締まり区間を増やし、歩

行や車の通りの多い所は、
駐車違反の 取り締まり区間に指定される。
また、
公職者が駐車難の解決のた
めに、7月から道庁公務員は乗用車出勤を禁止し、公共交通機関を利用している。
道庁の駐車場は8月か

ら全面有料化され、
現在は無料で運営されている公営駐車場は後３年で段階的に有料化する計画だ。

このように変わりますよ！

１．駐車難が深刻な都心と町村地域309ヵ所に4,838面の駐車スペースの拡充
２．駐車場の環境改善の示範事業区間選定

新済州ロータリー ↔ コスモス交差点 ↔ 中央中 ↔ 韓国電力公社 ↔ 道庁区間（面積193,000㎡）
一方通行の指定及び歩道、一列駐車面造成予定

３．無料公営駐車場は3年以内に段階的全面有料化

４．駐車違反の駐車•停車の取り締まり区間を指定運営
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島民福祉

「新婚Kさん」が
ニコニコするいる理由は？
済州島、
公共賃貸「道南ハッピータウン」700世代供給

結婚したばかりのK氏。
ギリギリの生活は変わっていないが、
最近の仕事が面白い。 子供の計画はいつ立てる

のか、貯蓄はいくらするか幸せな悩みなのだ。
就職に成功し、結婚式を挙げた今年の初めの頃は生活と将来
に不安だったKさんに何が起こったのか。

日に日に上昇する住宅のコストに苦しむ青年たちに、最近嬉しいニュースが訪れた。
それは市民福祉タウン内

に公共賃貸住宅「道南ハッピータウン」
を造成するということ。

Kさんのような新婚夫婦と新卒の人たちはマイホームが夢のような話でしたが。「もうすぐ契約が終わるので、
家主が家を出てほしいと言われ、
再契約しようとしたら数百万ウォンを急に上がり、
自分の家がほしいけど、
高

すぎて買えない状況だ。
「K氏と青年には欠かせない問題だ。

青年層が現実に挫折せずに住居費の負担なく社会に定着できるよう社会が支援する政策が公共賃貸住宅の

建設である。
手頃な値段で提供する道南ハッピータウンの立地は公共交通機関を利用しやすいく、都心からも
近い。

ソウル市で推進する青年の住宅政策も交通が便利な駅周辺を中心に展開される。
ムン・ジェイン大統領も大

都市の駅の近くにある所を安い価格で青年住宅20満室の確保を約束した。
生活が便利な所で、若い世代が未
来を準備することができるよう支援をしていることだ。
道南ハッピータウン700世代は若者のための住宅の土

台にになるだろう。
シルバー世代のための住宅80世帯が一緒に入り、高齢者住居福祉も考慮した。
幸せな住

宅は低層には、高齢者福祉館、住民福祉施設、図書館、国公立保育園など道民のためのコミュニティ施設が
造成される予定である。
済州島では、庶民の住居安定のために、
これから10年間低所得層のための国民賃貸

と永久賃貸住宅3000世帯、
若年層のための幸せな住宅7,000世帯、
無住宅庶民のマイホームを買うために 公
共賃貸住宅（分譲転換）10,000世帯など計2万世帯の公共賃貸住宅を建設する。
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市民福祉タウン、
このように活用できます！

幸せな住宅

公共施設

30%

30%

済州の公共賃貸住宅推進の計画
2020年までに
6,500世帯

現在

造築予定

4,228世帯
推進中

20,000世帯
推進計画

40%
公園

公共

賃貸住宅

2017

2025

労働者のための休憩所、
労働者総合福祉館開館

ブックカフェ、
小さな図書館など、
道民は利用可能

済州地域の労働者のための空間が設けられた。
5月16日に開館した労働者総合福祉館である。
済州の連洞漢拏
樹木園の入り口に位置し、
この空間は、
地下1階、
地上3階に構成されて韓国労総済州島地域本部が運営する。

福祉館1階には、労働教育相談所と非正規職労働者の支援センター、勤労者の健康センターなどがあり、2階

には、韓国労総済州島の地域本部、自動車労連、
タクシー労連、公共連盟などのオフィスやジムがあり、済州

地域の労働者のコミュニケーション空間と憩いの場で活用されている。
また、3階には大講堂や会議室などが

あり、教育、会議空間として活用され、地下1階には、福祉施設でブックカフェ、
スタディルーム、小さな図書館
などがあり、
道民なら利用できる。

済州特別自治道の労働者総合福祉館
● 位置 済州樹木園道 9

● ホームページ www.jjlwc.org
● お問い合わせ 064-753-0003
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文化芸術

済州の夏そして、
金色のらっぱの音
「島、
その風の響き！」
第22回済州国際 管楽祭及び第12回済州国際管楽コンクール
8月8〜16日、
都内のメンバー開催

済州の峰（オルム）に登って大小の噴火口を見ると、天に向かって音を出すラッパが浮かび上がると、誰かが言

った。
島に吹いている風の響きなのか。
済州では、1950年代から管楽の活動が活発し、1995年に済州国際管
楽祭が開始された。
毎年8月には済州に金色の波がうねっている。
済州国際管楽組織委員会は、今年22回目

を迎える済州国際管楽祭を8月8〜16日に済州全域で開催する。
済州の代表的な音楽祭である済州国際管楽
祭には、世界的に有名な管楽団体が参加した。
静かな屋内ステージだけでなく、済州ビーチや天地淵の滝、海
女村で鳴り響く管楽器の壮大で優雅な旋律を鑑賞しましょう。

今年は特にユネスコの人類無形文化遺産として登録され、済州の海女文化と一緒にするプログラムを披露す

る。
済州の海女文化を紹介して、
これと融合された新しいストーリーテリングの演奏プログラムを準備してい

る。
開幕公演では、
米国の作曲家デビッド・キリンホム
（セントラルミシガン大学教授）が済州民謡である
「 ソウ
ジェの音」
に霊感によって創作した管楽曲が世界初公開される。

（詳細プログラムはwww.jiwef.org）

また、今年管楽祭は若い管楽人を育てるために祭りの期間に、済州国際管楽コンクールを一緒に開催する。
世界の管楽系を導いていく能力のある次世代の若い演奏者に会うことができる。済州国際管楽コンクール

は、金管楽器の全部門（ホルン、
トランペット、
テナートロンボーン、ベーストロンボーン、
ユポニウム、
チューバ、
金管五重奏）
と打楽器8部門で行われる世界で最も規模が大きい管楽コンテストである。
今年はホルン、
トラン
ペット、
テナートロンボーン、
金管5重奏の4つの分野で演奏者の実力を競う

第22回済州国際管楽祭及び第12回済州国際管楽コンクール
● 期間 2017. 8. 8.(火)~8. 16.(水)

● 場所 済州アートセンター、
済州海辺会場、
西帰浦芸術の殿堂、
西帰浦天地淵の滝野外公演場、
西帰浦観光劇場、
楸子島、
加波島、
ゴサンリ海女村、
デピョンリ海女村と済州島内の一員

● テーマ 島、
その風の響き
● 参加 21カ国 3,600人

● 主催 済州国際管楽祭組織委員会

88

芸術とツーリズムの出会い...
済州ビエンナーレ
9月2日から展示会、
ツアー、
講演など
都内全域で多彩な行事

文化芸術の島済州で初めてビエンナーレが開かれる。
9月2日から12月3日まで
「ツーリズム」をテーマに、60人（チー

ム）国内外のアーティストが参加している済州ビエンナーレが済州道立美術館、済州現代美術館、済州市原都心、西
帰浦市原都心、
アルトゥル飛行場のメンバーで開かれる。

大規模な観光開発に島民の日常生活が揺れ文化の葛藤ももたらされる済州の現実を芸術の操作通して省察し、選

択肢を模索するために企画された。
80人の人を済州80のヵ所で会って、80種類の済州の懸案を共有する
「タムラスン

ダム」
プロジェクトをはじめ、
展示会、
アートオレツアー、
講演、
トークショー、
会議などが一緒に行われる
済州ビエンナーレ2017プログラム

コース

1コース

済州道立美術館

３コース

アルトゥル飛行場

２コース

済州現代美術館

４コース

西帰浦市の原都心、イ・ジュンソプ通り

耽羅スンダム

済州道イルウォン

スマートツアー

ウェブ基盤のモバイルサイト

講演

済州道立美術館ホール、済州創造都市イノベーションセンター、アラリオミュージアムなど

５コース

ツアー

学び

済州島の原都心

アートオレ

ハイ!スクール

コンファレンス

済州道イルウォン
済州道立美術館

済州道立美術館ホール

済州ビエンナーレ2017

● 展示期間 2017. 9. 2.(土)~12. 3.(日) *開会式 2017. 9. 1.(金)

● 展示場所 済州道立美術館、
済州現代美術館、
済州市原都心、
西帰浦市原都心、
アルトゥル飛 行場の一員
● テーマツーリズム Tourism
● 参加作家 60人(チーム)

● 主催（主管) 済州特別自治道（道立美術館）

（社）済州オルレ、済州文化芸術財団、済州創造経済イノベーションセンター、
● 協力機関 済 州国際自由都市開発センター、
済州観光公社、
済州都市の再生支援センター、
城北文化財団、
アラリオミュージアム
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済州原都心に文化を飾る
文化アジト
「イア」開館...

住民参加プログラムなど運営
済州市原都心に文化芸術の拠点空間ができた。
「芸術空間イア（貳衙）」が済州市三道移動の前の済州大

学校病院の場所5月13日オープンした。
「イア」は、朝鮮時代、済州牧師を補佐していた済州判官が使って

いた官庁の名称からの名前です。
イアは日本植民地時代の建物を建築し、全南都立病院から済州大学病
院として使用されてきた。

島民の生活を調べる行政空間であり、病気の体を治療してくれた医療スペースが文化芸術として心と体を

より健康で豊かにしてくれる場所に変わった。芸術空間になったイアは原都心の真ん中で、島民のための

文化芸術プロジェクトを多様に準備している。住民の意見が反映され、住民が直接参加するプログラム、
休日や仕事が後に楽しめるプログラムを芸術空間イアで会ってみよう。

今年の夏、企画展示で再読作家ジョンヨウンチャン招待展「一人」が8月15日まで開かれている。
「自由と
平和の画家」として知られている作家は、今回の展示で、国内外の重要な歴史の中の人物や物事を披露す

る。芸術空間イアは都民文化芸術教育と体験、芸術家との交流及びレジデンシー・プログラムなどを提供

している。

一緒にしましょう！
文化アジトイアー

● 位置 済州中央路14道21

● ホームページ www.artspaceiaa.kr
● お問い合わせ 064-800-9332

アート空間イアー-1期

文化芸術教育のプログラム

● 海から棒加温宝：済州の海やゴミ問題を教育で習う。

● アップサイクリング音楽団：リサイクルを超えデザインと芸術的価値を与える活動を通じて、環境問題を新たに認識し、
自分の創作物を作ってみる。

（解釈）
プログラムである。
● 幸せプリジェスチャー学校：家族全員を対象とする動き

● 私の人生、物語：高齢者のある今、他自叙伝を書くことが流行ってる今、違うやり方で自己表現の機会を経験する。

ハンモックなど済州の伝統的な製作方法に現代的な感覚を加え
● 済州の網技術を芸術として：植木鉢ラック、
実生活に有用な小物を直接作ってみる。

● ナンプンイア - 一緒の食卓：
「ホンバプ」が流行している孤独な世界で食品を通じて人に会って話を交わす。
※ 1期 プログラムが進行中であるため、電話で参加できるかどうかを確認してください。
8月にはサマーキャンプが9月から2期の教育プログラムが開始されます
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生活案内

リサイクル用品はどのように捨てれば
リサイクルできますか？
リサイクル用品の曜日別の排出制7月に本格的に施行

これまで試験的に運営されてきリサイクル曜日排出制が7月1日から本格的に施行されている。
私たちはな
にげなく捨てるリサイクルはゴミではなく、貴重な資源である。
ゴミを資源として再利用して、清浄済州の環

境を守るために私たちがリサイクル用品を分別する実践の努力が最も重要である。
リサイクル用品の分別！

私が最初に実践するのはどうだろう？

曜日別の排出品目
月

火

紙類、
ビン類
燃えないゴミ

プラスチック類

金

水

土

プラスチック類

木

カン・屑鉄類

日

紙類、ビン類
燃えないゴミ

発泡スチロール、
ビニール類

毎 日 排 出

発泡スチロール、
ビニール類

可燃性ごみ
(従量制袋を使用)
生ゴミ

※リサイクル用品曜日別の排出制を守らない場合、
過料が課されることがありますので、
注意しなければなりません。

リサイクル用品の排出時間：午後3時〜翌日午前4時

リサイクル用品を頻繁に捨てたり、
曜日別の排出日に捨てない場合に備えて

公営駐車場、
公園、
町村の選別場などのリサイクル用品に役立つセンター
（準広域クリーンハウス）

活用可能

- 現在の済州 二走2洞（ジェグヮン教会東側）、
連動（バオジェン街）、
老衡洞（第一高校の裏側）、
西帰浦市

チョンジドン
（公営駐車場）、テジョンウプ ドンイルリ
（会館）
・マラリにリサイクル支援センターが設置され

て運営しており、
今年の総20ヶ所、
来年には70カ所。2020年までに170個所の拡大設置・運営する計画
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済州365

済州に住む人

済州人、
このように住んでいます。

「済州と世界をつなぐ心強い架橋になりたいんです。
」

4年前に済州国際管楽祭で日本語通訳ボランティアとして働いていた。

それで通訳の世界に完全にはまってしまったんです。管楽祭がどんなに

「穴の中の済州の話、
聞いてみますか？」

済州でほぼ一生を送ったのです。
これまで
「石島済州」を素材でいろんな

作業をしてきました。
今年の夏も土にバダンの石を造ってしている。
穴ごと

魅力的なのか、毎年夏休みにもスタッフとして働いています。
今は済州大

に済州の話を込めて見ようと思う。
最近都市再生にも関心を持つように

れる多くの学会会議で同時通訳として活躍するのが夢なので頑張りた

原都心の路地を歩きます。
そうして見ると昔の済州の人々が歩いた道を今

の通訳大学院に進学してあと一学期だけです。
卒業した後、済州で開か
いと思っています。

私は歩いて、
再びその道を明日の済州の人があるくことになるでしょう。
地
層を積んでいくかのように済州の未来が共存することを望んでいる。

キム・ソヨン
（27）済州ドナムドン
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なりました。
原都心がどうすれば、
より美しい村になるのかと思いながら

ジョユンドゥク
（56）済州ボンゲドン

「自然に従って生きる人生は、
野生の花の天国を作りたい」

幼い時見た自然がだんだん姿をけしたんです。
自然が恋しく住んでいた

ところと似ているの場所を探して、
ここに来ました。五、六坪の小さな家

庭菜園に豆とかレタスも植え、済州地元の野生の花も育てながら過ごし

ています。
山の中なので暑さもかんじらないほどです。わたしの夢はここ
を野生の花の天国にすることです。
華やかな外レジョン花ず、先住民族の
野生の花がどのよう美しいか知らせたい。
特に済州ものみ生きる地元の

野生の花たちで。
私たちの花が外来種よりもはるかに美しい。
素朴な趣と
香、
そのようなものを多くの人と分かち合いたいですね。

コチャンヨン
（56）済州ジョチョンウプギョレ4道

人生が複雑な方、
静か茶畑に一度行ってください」

社会生活をしていると人との関係で大変でした。
静かに暮らしたい

「作る人が幸せな家庭料理、
食べに来てください！」

食堂をする前にゲストハウスを運営しながら、朝食の準備を家庭料理の

気持ちがあり、木が好きたったのありに済州島にきました。
自然の中で

ように毎日作りました。毎日同じ食べ物をを作るのは楽しくなかったん

に農場をつくりました、
それで偶然訪れたブロガーが、
ここをインターネ

ば、済州島の材料で料理をしながら生きたいです。
じぶんなりののレシピ

思索も楽しんで木も育てながら、
他のことを考える暇なくおもしろく幸せ

ットで紹介し、
それから、多くの人々が訪れています。
私たちの茶園を訪

れるすべての人に息抜きできる場所にしたいと思いながら、
ここを育て

ています。
最初からそれを造った所ですから。

イ・ウォンヒ
（56）済州ゴムンオルムギル

です。
いろんな料理を作るとお客様が喜んでました。
私のスペースがあれ
を作るのは本当に楽しいんですよ。
お客様が何年、
あるいは数十年後、
再
び訪れる食堂になったらいいなと思います。

キム・ウンギョン
（51）済州ジョチョンウプ北村9
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読者庭

よく読みました
♥

♥

「試練は夢の違う名前」のコーナーをとても面白く読みました。
同質感も感じらたし、困難

イワルジョン画伯の豪華な絵の表紙をめくって最初の章を繰り広げる瞬間、済州の隅々隠
された美しい物語に夢中になって時間が経つのも知らず読むました。
特に「済州が会った

人」
コラムに掲載された「ウド海女出身、
コポンソン博士」の編が最も記憶に残ります。
頑張

って勉強して挑戦するその姿にエネルギーが感じられます。
ジョハンソク様（京畿道議政府市ミンラクドン）

な状況でも博士の学位の夢をかなえたコポンソン博士に拍手を送ります。
次の号でも済

州の多様な生活の話を楽しみにしております。。

ジョンファンソク様（大邱広域市寿城区ファングムドン)
♥

♥

ギムジスン名人の済州の家庭料理のお膳だけ見ても昔のことが思い出されます。
このよ

故郷済州ニュースをこのような形で接することができ、本当にうれしいです。
一字一字心の

うな食卓を作る伝統の食堂が長い間維持されることを期待します。
とても勉強になりまし

こもった記事にどれも印象深くないことがありませんでした。
特に、今回の号の「疲れた心

た。
そして済州道庁ニュースレターなので道民参加広場コーナーも設けてほしいです。

をホットさせる済州の海の夕日」を見ると涙が出るほど美しいです。
この週末実家に買え

ソフンシク様（済州市竜潭二洞)

る時、行ってきます。

ハンユチェ 様（全羅南道麗水市熊川中央路）
♥

済州に移住して4年目のボミ、
ハニのママです。
毎号、面白く楽しく読んでいます。
！今回の号

に掲載された移住に関する内容を興味ぶかく読みました。
特に「村を近くで見る」
コーナー

では、済州のきれいな村の素晴らしい情報があふれてますね！より多く見てみたい〜
シンソンフイ様（済州ジョチョンウプシンブクロ)

読者クイズ
前号クイズの正解

全国生活体育大祭典
春号クイズ及び後期当選者

チョ・ハンソン様、
ハンユチェ様、
シンソンフイ様、ジョンファンソク様、
ソフンシク様

参加を待っています
済州島ニュースレター<済州>に注いでくださった読者皆さんの関心と愛情に感謝いたします。

これまで<済州>を読んで感じた率直な気持ちをクイズの正解とともにはがきに書いて送って

ください。楽しく、
おもしく読んだコーナーや改善が必要なコーナー、
または記事の提案と情報提供など何でも良いです。

送ってくださったはがきの良い言葉を選んで、
次の<済州>に紹介し、
採用された方には、
所定のプレゼントを差し上げます。

夏号読者クイズ

9月2日から12月3日まで済州で開かれる芸術とツーリズムの出会い！
◯◯◯◯◯◯で文化芸術の島済州の多彩な感性を体験してください

対象 <済州>読者であれば、
誰でも/期間2017年8月31日まで/

参加方法 は読者はがきに意見や名前、
連絡先などを書いて送ってください。
発表 2017年<済州>秋号に発表

2017 夏 Vol. 7

読者の葉書
送信者

郵便料金
着払い

住所

発送有効期間
2017. 5. 2.~2018. 1. 31
済州メール集中局
第256号

名前

受取人

済州

済州特別自治道済州市 ムンヨンロ6(連動）
公報官室 ニューメディア担当
<済州>担当者宛

2017 夏 Vol. 7

6 3 1 2 2

풀칠하는 곳

はがき絵 山と海に訪れた済州の夏（ハマユウ、八色鳥、手のひらサボテン、 クマノミ. 、 ヤリイカ）

夏号読者クイズの正解

回答してくださった方の中で選定して<済州>に紹介して所定のプレゼントをお送りします

名前
個人情報の収集・利用同意する

電話番号
同意しない

収集する個人情報(名前、住所、電話番号）は、商品の発送のみを目的と利用され、

目的達成後すぐに破棄(当選されなかった方の情報を含む)します。(ただし、同意しなかった時選定対象者を除く)

楽しく、おもしりく読んだ内容は何ですか？

不十分、または改善してほしい内容は何ですか？

ご紹介したい素材、<済州>に紹介したい方がいる場合は教えてください。

2017 夏 Vol. 7

内部フォールドください

済州特別自治道

済州特別自治道

blog.naver.com/happyjejudo
ブログに来たら済州の食べ物、見どころ、

楽しめるもの、祭りなど済州のニュースを見ることができます~!

Facebook

https://www.facebook.com/happyjejudo

Twitter

https://mobile.twitter.com/happyjejudo

Kakaostory https://story.kakao.com/ch/inusjeju
Instagram https://instagram.com/special_jejudo

