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藍色の空と接している
海を覗いてみるのは

遠いところを見たいからではなく
私のことを見たいからである。

清らかな隙間には四季の言語があり、
私がそちらへ行き、藍色が私に来る。

抱けないものだといってないものなのか。
もはや心の両腕で

たっぷり抱き染めてしまったことを

文，写真 ハン・ウォンピョ

CONTENTS

2020 Summer

Vol. 19

特集２光復第７５周年
- 済州の新しい光を探す

自然

02

フォトスケッチ 1 ~ 4

特集１ポストコロナー危機の済州観光
14

危機の済州観光、

フェア観光が答えである _キム・テヒョン

32
荒波の中に隠されていた済州の光復
_ ジャ・ドンチョル

20

38

済州観光の未来戦略済州観光の未来戦略

_ パク・チャンシク

ポストコロナ

_ シン・ドンイル

24

2020年の夏、

４・３に消えてしまった抗日運動家
44

在日済州独立運動家 _ シン・ソヨン

済州観光の危機を機会に _ キム・ヨンミン

48

28

アフリカへ響く解放の歌 _カン・ウンミ

「癒しのしみあ済州」

ウエルネス観光 _ 済州観光公社

56

デェスカバリー済州１

空を込めた山＿山上湖 サラオルム
_ カン・ジョンヒョ

60

デェスカバリー済州２

みんなに低く流れる済州の森の道
_ カン・ジンヒ

済州女性独立運動家＿チェ·ジョンスク

52

歴史を歩く

歴史の傷を踏みながらアルトゥルを歩く
_ キム・ミョンジ

発行先 済州特別自治道 発行人 済州特別自治道知事 発行日 2020年7月（夏号通巻第19号）

編集長 公報官 編集委員 カン・ウンミ キム・ナソル オ・ドヨン イ・ナヨン ジョン・ジヒョン ジュ・ミンウク ジョ・ギソプ

住所 済州特別自治道 済州市ムンヨン路6(ヨン洞) 電話 064-710-2212 企画·取材·デザ MOG CREATIVE SOLUTIONS / 064-757-0523(済州市カンドク路１５ギル23 韓国女性経済人協会3階302号）
©済州特別自治道ニュースレター 「済州」に乗せられている内容物の無断禁転載と複製を禁じます。

「済州」の定期購読はホームページ www.jeju.go.kr（道政ニュース・オンライン刊行物・ニュースレータの申込）でのお申し込みで無料で読めます。（但し、個人情報の収集の同意が必要）

Cover story

秘密の島 The Secret Island

ホ・キョンウォン 作
215X275mm, mixed media, 2020
若い少女は石垣の向こうにどういう世の中があるかなと気になりました。青い葉をチラッと見
てみると多様な色のアジサイがいっぱいで、その上に椰子のはが広く広まっています。木には

鈴なり熟した緑のみかん達があります。遠くの海に浮かんでいるテワクを見ると海の人魚の海
女さん達が海で宝を採っているらしいです。その上の波にはサーフボードが踊っている美しい
共存の海ですね。このすべてを包み込んだいだいのハンラ山…。ここは済州島です。
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出航のトキメキ

夕焼けに染まっている海を分けながら鳴らす汽笛の音には田舎の漁師の小さな願いが抱きこまれ
ている。今日、どうか満船の旗が上がるように共に願っている。(ソプ島)
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フォトスケッチ 3
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海上の魚市に向かうスズメダイ船

食べ頃のスズメダイを買うため、ボモクポ港には慌ただしい。時には早くスズメダイを買うため喧
嘩になる時もある。みんなの待ちを知っているので、 海上の魚市へ向かうスズメダイの船の帰りは
慌ただしいの一言に尽きる。（ボモクポ港で）
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秘密の島 The Secret Island (Cover Story 中で)

少女の足取りが軽い。果てしなく続くような色とりどりのアジサイの道、その果てにはまたどのよ
うな風景が続くのだろう。秘密いっぱいの島の夏へ入ってみよう。（ホンインジで）
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特集 1–ポストコロナー危機の済州観光

ポストコロナ

危機の済州観光

観光と済州は一緒に
生きなければいけない。

済州の経済から観光産業が占めている比率はなんと73.７%
（2019年基準）に達する。済州の経済の規模と実績を代弁して

いると言っても過言ではない。しかし、今済州の観光産業がコロ
ナ19の直撃弾に当たって危機に追い詰められている。観光産業

が倒れると、済州の経済自体が大きな柱を失い、苦境に陥るか
も知らない深刻な状況である。

こういった危機の状況の中で済州の観光産業を取り戻すための

各界の努力と意見が集まっている。グループ旅行者と外国人の旅

行者に依存ばかりせず、コロナ19で変わった観光パターンに合
わせた済州ならではの観光商品の開発への努力も活発だ。

どうかポストコロナ時代にあった適切な対応とこういった時こ

そ済州のスヌルム精神で危機の済州観光産業を救い、済州の経
済に新しい活力になるようにと思っている。

人々で騒いでいたウォルジョン海も前とは違う様子だ。

コロナ19は済州の観光産業の大事なキーワードになってしまった。

特集 1–危機の済州観光、フェア観光が答えである。

危機の済州観光、
フェア観光が答えである。
文章 金太亨(音译) 〈新济州日报〉 资深记者 / 照片 编辑部
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「それでも世の中はまだ美しい、生きる価値がある。」
余裕のある田舎の農村の四季を背景に自然と家族·友達と一緒に小さな人生

の楽しさを悟っていく映画「リトルフォレスト」は都心の観客の心を打つよ
うに温かく慰める。

韓国第１世代の女性監督を代表するイム·スンレ監督は田舎へ帰ってきた若

い主人公のヘウォンを通して「自然、そして人との共感で分かることができ

る小さいけど確実な幸福」が健康な人生の源泉で、充電材というメッセージ
を残している。

「リトルフォレスト」が今年の新型コロナウイルス（コロナ19）のパンデ

ミック（世界的大流行）の中で見る価値のある映画として再び評価された理
由は何なのか。

何よりもコロナ19の大流行で社会·経済·教育·文化など全ての分野での変化を

予告する「新しい日常の時代」の非対面の流れの中で共感と安らぎが人生の
必要かつ重要な条件だという真理を省察するようにしていることである。

このような真理はコロナ19以降、変化の時代の生活を決める重要な要因

で、食べ物と消費•旅行など数ある経済活動の成否が分かれる核心トレンドに
なる可能性が大きくなっている。

従って、ポストコロナ時代という変化の済州観光の未来も前とは違う競争

力と対応戦略が求められている。
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コロナ19の直撃弾に当たった済州観光
今年の上半期、コロナ19の衝撃が世界を驚かしながら、済州

経済の柱となる観光産業が直撃弾に当たっている。外国人観光
の市場がひどい目に合っている中、内国民への観光市場も最悪
の危機の状況に追い詰められている。

2341人（暫定値）などで外国人が殆ど来ないようになった。

6月にもコロナ19の再拡散の恐れで悪材料として働き続けてい

る。これで今年の上半期の外国人観光客はSARD当時年間約120

万人の20％にもならない20万人未満しかならない史上最悪の状
況を予告している。

内国民向けの観光市場も状況は同じだ。今年の1月110万人に

外国人観光市場は2017年SARDの時よりも酷いコロナ19の衝撃

達していた内国民観光客は2月に入ってからは半分の60万人で激

れて、グループ観光ホテルと飲食店•貸切のバスはもちろん免税

それさえも5月に入ってからは約76万人（暫定値）で回復の

を受けて倒れている。済州の海外への空の道も３ヶ月近く防が

店まで閉店するほかなく、重要の商圏までドミノ現状で「市場
の麻痺」といった最大の危機に直面している。

今年、済州に来た外国人の観光客は1月には14万5000人を超

えてSARDの以前のように完全に回復すると期待感が高たった。
しかし、コロナ19の衝撃で2月には3万人未満に減った。

それにコロナ19でノービザの入国中止装置と世界的大流行

などで海外の空の道が封鎖され、3月3586人、4月1159人、5月

16

減し、3月約47万人、4月約54万人で行来が途絶えた。

気味を見せたが、全体的には昨年と比べ65％激減した。このよ
うな史上はじめての観光客の減少で関連業界の全体が開店休業
などの直接的に打撃を受けている。これは地域経済の悪化に続

くなどドミノ的反響を巻き起こして、経済の活性化対応が至急
な原案課題として浮上している。

1

2
3

1.  町の住民が直接旅行のガイドになり観光客に町の話をしている。
写真提供 済州チャカン旅行

2, 3. 個
 人観光客に地域の遺跡や観光地を直接説明し体験をお勧めするなど、

フェア観光が注目を浴びている。写真提供 チョチョン邑ブクチョン里

コロナ19で変わっている観光のトレンド
コロナ19の事態は今も現在進行形であり、未だに切りがわか

らない。世界保健機関（WHO）のコロナ19パンデミックの宣言

これはグローバル金融危機とは違って、コロナ19以前と以

降の世の中が変わって「ニューノーマル時代」を予告すること
で、IT先端技術の加速化と共に以前より早く変化すると思う。

既に海外旅行よりは安全だと認識されている国内旅行を好む

以降、不確実性はもっと深くなっていく中、世界は「病気との

人が増えている。コロナ19パンデミックが治り、海外旅行が回

コロナ19パンデミックの持続で自由な国家間の移動が封鎖さ

されるのはもちろん、遠距離より短距離の観光の比率が高くな

戦争」という由来のない激変期に合っている。

れ、航空機も運行をやめた。コロナ19の恐怖で国際観光の需要

が冷え込み、コロナ19の以前のように戻られるのかが疑問視さ

復しても病気やウイルスの防疫が確実な安全な観光地が優先と
ると予想される。

修学旅行や大規模のグループ観光の需要もこれ以上期待はで

れている。世界化時代を嘲笑するようもっと広まっていくコロ

きないほど矮小化の気味だ。家族などの小規模の個人観光客は

る変化をもたらしている。

込んでいる。

ナ19の不確実性と変動性は旅行及び観光パターンにも意味のあ

増え、人々が集まる所を避ける距離がとれる旅行が増えると見
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好む観光地及び観光商品にも都市よりは地域に変わり、キャ

ンピングや体験の観光など自然を中心としたトレンドに拡散す
ると予想されている。

ポストコロナ時代、済州観光に脅威
急変するポストコロナ時代の背景には、コロナ19がきっかけ

また感染に弱いクルーズ観光が矮小化され、非対面に弱い

になってさらに高まってきた「安全」意識がある。これは全世

向きになりかけているほか非対面中心のオンライン旅行業や観

策の方向性も変える部門ごとの変化の出発点として作用してい

MICE観光産業も競争力の弱化の恐れがある。また伝統旅行は下
光プラットフォーム業が増えるなど観光産業全般にわたって色
々な変化が予告される。

界の日常と文化を変えるモーメンタムとして作用して政府の政
る。政府が5月26日に開かれた国家観光戦略会議から発表した

「観光国内市場の活性化方案」と「観光産業規制革新の推進方
案」の主な内容にもこのような変化が見られる。

政府は地域別に様々な農漁村の森の道、歩く道、自転車の

道、海洋観光、生態観光などの旅行地の構築と共に山林、生
態、お寺、芸術などの体験旅行プログラムの拡大など「個別

単位の低密度分散観光」に向かった政策の推進を力を
入れて語った。

観光産業の規制緩和の方案として
提示されたホテル業の統廃合
と山林休養観光の活性
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化、キャンピング産業の規制緩和、農漁村の民泊の譲受、譲渡

恵の観光地である済州を訪問するという期待感も観光の根本的

しくなっている。

い清浄自然が済州観光の源泉であり、自然と人間の間に交感で

なども自治体の間に観光地の育成及び観光客の誘致の競争が激
ポストコロナ時代の観光史上の先占のための自治体の間の競

争はもう始まっている。海外旅行の国内旅行の需要転換と政府

の政策の変化などと合わせて地域経済の活性化の対策としてほ
とんどの自治体が観光産業育成に夢中している。

特に、今年政府から国内、国際観光拠点都市として選定した

江原のカンルン市、ジョンブックのジョンジュ市、ジョンナム

な目的から始まる。世界自然遺産トリプルクラウンにふさわし
きる最高の観光天國が済州である。

ポストコロナ時代の観光消費に応える済州のみに差別化された

「清浄メリット」をベースで自然•地域と交感しながら癒しができ

るクオリティーの良い文化観光コンテンツを多様化、個人観光を
中心的に攻略すれば済州観光は新たな答えが見つかるだろう。

因みに、済州観光公社が最近「済州ウエルネス観光15選コン

のモッポ市、キョンブックのアンドン市とプサンを筆頭として

テンツ」の発掘を行い、注目されている。癒し·治癒の消費者の

拡充と大々的なマーケティング推進を進行している。

スパー、出会い·楽しみ治癒など４つの主題別に清浄イメージに

キョンナム、チュンチョン圏などに至るまでに観光インフラの

このような変化で見ると、国内の代表的な観光地である済州と

してはポストコロナ時代が脅威の要素である、済州のみの差別化
された競争力と対応戦略の準備が課題として注目されている。

済州観光、最高の競争力を整えるべき

トレンドを反映した自然·森の治癒、癒し·瞑想、ビューティー、
似合うウエルネス観光コンテンツを作っていく計画である。

はっきり言えることは、済州は天恵の自然という観光資源と

様々な観光施設などの競争力を整えているということである。こ

れをベースでポストコロナ時代に備え、個人観光中心の「クオリ
ティー良い観光」戦略を再び整備し、フェア観光の生態系を作っ
ていく実践戦略が何より重要になっているところである。

ムン・ソンジョン済州ハンラ大学観光経営学科教授は「優先

ポストコロナ時代がもたらす変化の波により、観光産業の未来

的に完璧な防疫のための安全観光マニュアルを構築、履行しな

る。しかし観光を楽しむ根本的な目的である「自然と人間との

きちんと反映して対応方案を整えるべきだ」と言い、「済州の

も変わるしかないということは時代の流れとして受け入れてい

交感を通じた人生の質の向上」はコロナ19以後にも変わらない
有効なモチベーションだと言える。それほど旅行を楽しむという
需要は持続されたり拡大される可能性が多いという話である。

ポストコロナ時代にも様々の内•外国人の観光客が天

がら小確幸とスマート観光など変化される消費者のトレンドを

独特な場所と観光資源を活用したオフラインプログラムとオン
ラインでもお祭りなどを楽しめるアンタクトプログラム開発な

どを通じて持続的な済州観光の需要を創出するべき」とアドバ
イスした。
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特集 1–ポストコロナ済州観光の未来戦略

ポストコロナ
済州観光の未来戦略
文 シン・ドンイル 「済州研究員」観光社会文化研究部選任研究委員

2019年12月、中国の武漢から発生した「コロナウイルス

感染症―19(以下コロナ19)」は2020年7月15日基準で感染者

１,300万人、死亡者57万人で地球が揺れるほどの大きなショ
ックを与えた。問題は今も進行中であり、今後どれほど大き
な影響を及ぼすかを誰も予測できないということである。
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コロナ19ショックが全世界の国の戸を締め切らせた。人との移

動が基本である観光産業が事実上全世界的に止まっている状況で
ある。こういう状況で1年の観光客が１,500万人の観光地である済

観光の形とパートナー：家族、または一人で旅行
コロナ19以前

統計的に済州観光の主なパートナーは友

州道は想像以上のショックと変化をもたらしていると見られる。

達と家族、会が一般的出会った。そして済州を訪問する観光客

国の領土なのかわからないと言われた済州だったが、今は生存

登山会のように団体観光客で、貸切バスを利用し、外国人の場

300万人以上の中国人観光客が訪問し、韓国の領土なのか中

を心配しなければならない状況になった。けど、筆者は観光学

者として言うが、コロナ19が済州観光に大変な危機だというの

は個人観光客が主な観光客だが、国内人の場合には修学旅行や
合はチャーター便を利用する場合も多い。
コロナ19以後

色々な理由で、最近は移動自体が怖いと

は間違いないが、新しい視点から見れば済州観光を違う次元に

感じる状況である。なので団体で他の地域を訪問するというこ

いつになるかは知らないけど、コロナ19は結局終息または最小

形は家族、または一人旅行になる観光になるだろう。他人より

発展していく機会になるのを革新している。

限の休眠の状態になるはずだ。であるからこそこれから済州観光

の未来を賢明に変えてゆかなければならない視点だとみて、コロ
ナ19以降の済州観光の未来戦略を話してみたいと思う。
コロナ19以前

コロナ19以降

とはもう夢みたいな話のようだ。従って今後の済州観光の主な

信じられる家族との旅行と一人旅行が一人でご飯を食べるこ
と、一人で酒を飲むことのように流行する時代になるだろう。

交通、宿泊、食·飲料などのシステムも時代の流れについていく
場合は成功するが、反対の場合は淘汰していくだろう。量的な

成長に集中していた団体観光の誘致中心のインセンティブ政策
を全面的に再検討し、個人観光客向けの済州観光マイレッジ、

観光パスそして一人旅行する人のためのアプリケーションの開
発などが重要な未来戦略になるだろう。

宿泊の変化：シェア宿泊と車泊の流行
ホテル＋ペンション

シェア宿泊＋車泊

コロナ19以前

クラスの差はあるが、ホテルは観光客の

一番基本的な宿泊の形である。済州の場合は家族単位の観光客
が多い理由で民泊とペンションが主な形である。その理由で規
制と税制などから自由になりたくて多所帯住宅として許可を取
コロナ19以後

シェア経済が重要な政策として浮かび上

がっている。Airbnb、Uberが代表的な事例で、シェア経済はもう

経済政策の核心になっているところである。現在政府からもシェ
ア経済を積極的に支援するという方針を何度も発表した。もとも
と住まいの家だったが、これから観光客向けの賃貸用として事業

行為ができるように作っていくということである。済州の立場と
対面型感性刺激

非対面

スマート型

しては今後相当なイッシュになるだろう。もう宿泊施設の供給が

過剰という評価が出ている状況と先に話した登録していない宿泊
21

施設とシェア宿泊まで加えるとその混乱はさらに激しくなっていると思うので、これ

から準備しておくべきである。そして一人旅行する観光客の一般化による車泊(車で

コロナ19以前

宿泊)とキャンピングする人々の増加の備えもしておくべきである。

観光消費：お客は王様から小確幸とコスパ
コロナ19以前

経済的に余裕があって頻繁に観光をする人々もいたが、ほ

とんどの人々の観光は長い間に準備していくことだ。積金を使ったり、1年に１回
くらい休暇を取って観光する。そういうことで観光客は日常とは違う逸脱を望み、

観光バス＋公共交通機関

普段とは違うもてなしを受けたいという気持ちが普通だと思いがちだ。お客は王様
というもてなしを充分に受けたいということが観光客の心だろう。
コロナ19以後

コロナ19以後 コロナ19で想像以上の経済的な打撃が発生

し、余裕があってもお金を使うことができない状況が発生した。従って些細だが確か

な幸せがトレンドを超えて一般化されるはずで、小さな費用で相対的に大きな満足
が得られる方法は何かを探すことが普通になれると思う。いわゆる費用的に否定的
な評価をもらっている済州観光の立場では非常に深刻に悩んでいく部分でもある。

観光の価値：ウエルネス、癒し、そして共存観光(配慮観光)）
コロナ19以前

コロナ19の以前も済州観光は休養の目的として訪問する観

光客がほとんどだった。大都心とは違う観光資源の特性と済州を訪問する観光客の

パッケージ観光

自己満足

願いを反映した結果だったが、時には自然の景観が中心的な観光という批判を貰い
ながら済州観光の限界と短所として指摘を貰っていたことも事実である。そういう
状況で現れた結果が博物館だらけになった済州である。どういう差があるか分かり
にくい室内観光地たちが博物館、美術館などの形で競争的に作られた。
コロナ19以後

最近、済州を訪問する国内人の観光客の統計としてはコロ

ナ19以前の９割を回復した。ほぼ全ての国家が国境を封鎖する状況なので済州以外

ショッピング
観光

には対案がない内国人観光客がたくさん入っていて、これは相対的にコロナ19の感

染者が少ない清浄地域というイメージが反映された結果である。もちろんこれは済
州の立場ではすごく良い機会である。この機会に清浄済州をブランドとし、イメー

ジを作る戦略になったら今後数十年、または数百年を支えられる資産になれると思

う。また、遊んだり食べる形よりは室外で対面を最小化し、癒しする観光が主にな
るだろう。

地域住民がお互いに配慮する文化も形成されると思う。この流れに合わせてフェア
22

ショッピング観光

コロナ19以降

観光または配慮観光を済州観光の価値として作り、観光客と地域住民全てが幸せ

な雰囲気を作ることが大事である。地域住民が運営している隠しているグルメの

発掘と広報などを通じて住民密着型の観光として発展させる機会として活用する
時である。

観光サービスと体験：人工知能型の観光として進化
マイカー＋レンタカー

コロナ19以前

筆者は観光を感性刺激産業だと言っている。たまには五つ

星特急ホテルより古い山小屋の方がより良い経験や幸福が感じるというのが観光の
特徴だからだ。実際、近所の裏通りの小さい食堂のクッパの方がもっと満足するの
が観光だ。観光は基本的に人間対人間の対面感性で満足できるかどうかが決められ

る。ギネスブックに最初登録されている日本のロボットホテルが人気がなく、倒産
の危機に迫っているが、機械ではそのような感性刺激が受けられないからである。
コロナ19以後

私の目と耳•鼻で直接感じらなければならない感性時げきが

もはや機械から感じても良い時代に向かっている。人工知能とVRという科学的道具

個人観光

が観光産業にも食い込んでいる。倒産危機だった日本のロボットホテルがコロナ19
のことで再び評価されていて、予約が難しくなったという。実はアメリカの有名ホ

テルのグループは既にスマートフォンで客室の出入りをしていて、スペインではツ

体験観光

イッターで全ての情報を獲得して実行しているホテルがある。こういうことで数年

前から済州島では全地域に無料Wi-Fiができるようにしたので称賛に値する。しかし
ここに限らずに今からの変化にも良い対応ができるようにして欲しい。

安全と共存

コロナ19ニューノーマル時代：済州観光の最大の危機から最高の機会に

スマートフォン中心アプリ

コロナ19で済州の観光産業は最悪の淵に突き落とされている。人の命と直結する

ウイルスで防疫が最優先事項なので、観光産業の面では当分はあらゆる薬も効き目

がない可能性もある。だが、観光は衣食住につぐ人間の基本的欲求だ。コロナ19で

押されていた観光の欲求が一時に火山みたいに爆発すると思う。復讐消費という言
葉も出ている。買いたくても買えなかったものを一度に買うという意味で、数ヶ月

間身体的、精神的移動が辛かった人々が復讐消費性の観光をする可能性が高いとい
うことだ。そういった状況に備え、済州観光が何をどうやって準備しなければなら

ないのかが大事だ。コロナ19の被害以降、時間が経ってやっと回復するくらいにな
るのか、それともコロナ19を機会として済州が大変身をすることになるのかはみん

室外型＋行楽の穴場
イラスト キム・ボン

なで考えてみるべきだ。
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特集 1–2020年夏、済州観光の危機を機会に

2020年夏、
済州観光の危機を機会に
文 キム・ヨンミン「济州大学」済州大学」未来融合大学 観光裕福号融複合学科 教授
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去年2019年12月中国の武漢で初発した以降、中国全域と全世

生き方もコロナ19の発生以前に戻れることはすごく難しいとい

の経済状況だけではなく日常生活が厳しく規制されるなどの被

ならば、こういう状況で済州の観光産業は果たしてどういう

界に拡散した新型の呼吸器の感染疾患のコロナ19により全世界
害が世界各国で起こった。

韓国も累計感染者数が6月22日を基準に12438人、死亡者数

280人で少なくなく、引き続き新規感染者が発生している状況
だ。

コロナ19の長期化は国内の消費マインドが冷え込み、国民の

生き方を変えてしまうようになった。済州も観光産業を基盤と

しているため、コロナ19の被害はもっとひどい。済州は観光産
業の依存度が他の地域より高いため、ホナム地方統計庁が発表

した「2020年第一四半期済州地域経済動向」によると小売販売
指数は去年の第一四半期に比べて14.８%減少し、宿泊・飲食店
のサービス業の生産指数は去年の第一四半期と比べて23.8%も

減少するなど大体の指標が去年第一四半期に比べて大幅に減少

うことが専門家たちの意見である。

方向に行くべきで、これから観光市場の雰囲気はどうなるだろ

う。6月10日に開かれた済州研究院のゼミナー「ポストコロナ
19済州観光産業の課題と戦略」から目立っていたキーワードは
「非対面スマート観光」だった。今年の6月に国内宿泊フラッ
トフォーム「ヤノルジャ」が分析したコロナ19時代のレジャー

トレンドでも「アンタクトトレンド」の浮上を１つのキーワー
ドとして提示した。アンタクトとは「コンタクト(contact:接触
する)」と否定の意味「アン(un~)」を合成した言葉で、

1. 人がいない観光地はもう見慣れている景色である。写真提供
別自治道

済州特

2. 誰もいない客室。去年と比べると客室の予約率が−42％(2020年5月基準)
1

で、済州観光業界はコロナ19の直接的な影響で存廃危機の状況である。

していて、これは全国で一番深刻な水準に達していた。

済州を訪問する観光客数も減少したが、済州観光協会の4月

観光客入島現況を見てみると去年の20194月まで累積観光客数
は470万人だったが、2020年４月まで累積観光客数は290万人に
なり、約38.3％も減少したと調査された。

このようにコロナ19の拡散によって済州道の観光市場は大き

な危機に逢着し、観光業界及び観光業の勤務者は廃業や無休休
職など観光産業の全般が大きな打撃を受けることになった。

2

しかし観光の現場ではこのような観光業の危機が5月のゴール

デンウィークから少しずつ回復する見込みだと言っている。実
際、5月ゴールデンウィークに済州には20万人以上が訪問した

と集計され、この期間に済州の観光産業の売り上げは増加した
と専門家たちは分析した。

コロナ19の完全な終息はワクチンと治療剤が開発される前ま

では我々の日常になるしかないという意見が支配的で、人々の
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技術の発展を通じて店員との接触無しで物を購買するなどの

ナ19を避けて清浄地域を選んだということが分析された。

コロナ19が今までは飛沫、接触を通じた感染されることが分

しては危機を機会として変えられる良いタイミングだと言える

るなどの人との接触を最少化するための旅行が流行っていると

、観光業界と観光業の勤務者は済州観光が元に戻らないと済州

新たな消費傾向を意味することである。

かって、他の旅行者立ちとある距離を維持して接触を最少化す
ころで同時にこういう旅行パタンが増加している。

コロナ19が変化させた旅行パタンの変化の中、一番大きな

変化は海外旅行を避け、国内に行きながら人との接触を最小化

し、個人単位のレジャーをする傾向になっているということで
ある。

こういう調査結果はコロナ19の清浄地域と言える済州地域と

。実は済州道民は観光客の訪問をあまり望んでいない状況だが
の経済が再び活力を採り戻すことはできないと予測している。
済州観光産業の沈滞は済州の地域経済の全般に影響を与える可

能性があるのでコロナ19に積極的に対応しながら観光産業に再
び活力を吹き入れる方案を考える必要があると見られる。

先に発表された資料たちを総合してみると、済州観光は今回

の夏の7月と8月に海外に休暇で行けなかった観光客が大勢訪
問すると予想できる。済州地域は天恵の自然観光と共に海水浴
場、ハンラ山、オルレ道、オルムなど外のソーシャルディスタ

ンスができる観光地がたくさんあって、今までコロナ19の感染

者が20人(2020年7月10日基準)で全国で一番低い水準なので安全
な観光地として認識されて夏のバカンスを楽しもうとしている
観光客が増えていくと予想される。

観光客が集めているジョンバンポクポ。観光のパタンが室外型、体験型
、個別型で変わっているところであり、変化の流れに合わせた対応が必
要である。

韓国観光公社がSKTのTマップの交通データとKTのビックデ

ータを活用し、コロナ19の事態以後の1月20日から5月30日ま
で21週間の国内の観光客の移動パタンと行動変化を分析した結
果、安全を最優先的に考えているということが確認され、コロ
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加えて、今まで済州を訪問しようとする観光客たちの観光パ

タンとは違う方向に観光のトレンドが変化されると予測でき

る。今までの観光客の訪問が多かった博物館や美術館などのよ
うな室内観光地は訪問客の数が非常に減少されると予測ができ

て、海水浴場や森、ハンラ山などの自然観光地の訪問客は増加
すると見られる。最近の中文観光団地の特急ホテルにはスウィ

ーツルームが毎日高い予約率を記録していて、家族単位の観光
客が増加していると関連業界では語っている。これは消費力を

持っている旅行客たちが不安な海外旅行よりは安全な国内旅行

の方を好きがっていると同時に清浄地域である済州で過ごした
いという心理が反映された結果だと予測できる。

また、済州地域の観光パタンから変化が起きている分野は新

婚旅行の訪問者の増加である。景色が素晴らしい海岸道路や有

名な観光地を行ってみると国内の新婚旅行者たちを前より見や
すくなった。80年代の後半から国内の新婚旅行の聖地であった
済州は90年代を過ぎて2000年代になってから航空便の増加、そ

だが、ここで重要なのは夏に観光客が増えすぎはじめる時にも

今のような防疫が維持されることと、観光地でも防疫指針がち
ゃんと守られなければならないということである。また、観光
客自身が防疫指針を守るために努力しなければならない。済州

道民も既存の生活防疫指針をちゃんと守って、みんなが満足で
きる状況を作れると思う。

コロナ19の発生は済州だけではなく、全世界に由来のない破

してパッケージ旅行の価格が安い東南アジアと競争をしながら

壊力を持ちながら人々の生活·文化·経済に深刻な被害を与えてい

に行けない新婚旅行客たちが済州を訪問することになり、済州

提としている観光産業に一番大きい痛手を受け、地域経済全体

新婚旅行客が急減した。しかしこのコロナ19事態によって海外
は再び以前の光栄を取り戻す機会を迎えた。

2020年の夏は済州の観光産業にあって新たな変化を迎えられ

る良い機会になると思い、危機を機会に変えられる様々な努力

を試してみる時期になるべきである。そのため、既存のぼった
くり観光·エンジョイ不足などのような観光客の感じる否定的な

イメージを消し、清浄環境を元に安全で綺麗な観光地へのイメ
ージを見せる必要がある。

て、日常生活にも変化をもたらしている。特に人々の移動を前
に影響を及ぼしている。観光産業が地域の主な産業になってい

る済州も危機に会っているが、皮肉にもこのような危機を機会
に変えるための変化の気味があるのも事実だ。よって、済州は

このような変化を危機に変えるためにより徹底とした計画を立
てて、これのために多様なる努力をしなければならない。観光

客が集まっているチョンバンポクポ。観光パターンが室外型·体
験型·個人型に替わっていっているので、変化の流れにあう対応
が必要となるはずだ。

それに、済州地域は島であり、済州島へ入ってくる入島客は

空港や港を通らなくては入島ができないため、防疫だけ完璧に
できるのなら済州の観光状況は今よりは良くなるのであろう。

「コロナ19事態により海外へ行けない新

婚旅行客たちが済州に足を伸ばしながら
済州はもう一度昔のような人気を取り戻
せる機会ができた。」
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特集 1–ウエルネス観光「治癒の島

済州」

ウエルネス観光

「治癒の島 済州」
資料, 写真提供 済州観光公社

今年の夏、済州に来る観光客のため疲れた体と心の治癒ができる

おすすめ観光地「済州観光ベスト15」夏号が出た。

ウエルネス（Wellness ）とはウェルビーイング（Well―being）と

幸福（Happiness）、健康（Fitness）の合成語で身体的·精神的·社会

的に健康な状態をいう。旅行先を探し、直接感じて体験し体と心の
疲れを取るという読んで字の如く治癒の観光が最近の旅行トレンド
を代表としているだけに、今回の「済州ウエルネスベスト15」は済

州旅行を思い立っている旅行者にはより充実している情報になるは

ず。他の地域を思い立っている旅行者には済州に来るようになる機
会になってほしい。

また、コロナ19で沈滞されている済州観光業界に新しい活力を吹

き込むきっかけになってほしいことと、最終的に選定及び発表された

「済州ウエルネス観光ウエルネス観光ベスト15」の中に公共利用施
設、町の共同体事業などの公益的な施設を中心として紹介したい。

済州ウエルネス観光ベスト15に対する詳細な情報は済州観光
公社のホームページ「 visitjeju.net 」からご確認できます。
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癒し/瞑想

自然/森 治癒

ハンナムもチェワット森道

「モチェワット森道」は西帰浦市ハンナム里にあり、広い木場

草原と原始林を一緒に楽しめる。自由に森道を散歩してもいいし、

済州癒し瞑想センター

済州チュウサンガンの自然の中にあり、体と心を丈夫で幸

せにする体験ができる癒し瞑想プログラムを運営している。

韓国弓道体験場から体験する伝統弓術体験は韓国弓道指導者の

森の解説者と同行してモチェワット森道の至る所を味わっていくの

専門的な指導で初心者も体験ができて、気血の循環、心身の鍛錬

ト森の空気が入っている薬茶を飲みながらフィトンチッドが一杯な

ルギーがいっぱいある気エネルギーガーデンもある。ここでは自

も面白い。森道の散歩後にはモチェワット健康体験場でモチェワッ
檜足湯の体験をすると体と心が幸せになり、癒される。

西帰浦市ナムウォン邑ソソン路755 / お問い合わせ : 064-805-3113

出会い/楽しみ

と火山岩の精気、水の精気、木の精気などを合わせて治癒のエネ
然と共に歩き、瞑想をしながら体と心を弛緩し、癒しができる。
済州市エウォル邑オウム13ギル196/問合せ: 064-799-7720

/ パー
ビューティース

カメムル(済州農村生態体験農場)

幻の森ゴッジャワル ダムアン足湯

となづけららたのが「カメムル」だ。蝶と昆虫·爬虫類·駝鳥·ア

ワル公園」内に位置している。「ダムアン」は「入れて」の済州

品集の多様化を通していつでも蜜柑が取れる1年年中蜜柑狩り

足入れて、済州のお茶入れて」を主題とする異色場所で、溶岩の

日照りが長く続く時もいつもお水が流れていて、涸れない泉

ルパカなどを直接見れる体験場があり、総面積2万坪で、蜜柑

体験農場プログラムを運営中であり、蜜柑で作るピザ·蜜柑ジャ

ム·蜜柑石鹸·蜜柑チョコレートチップなどの作り体験も同時に
楽しめる。

西帰浦市ナムウォン邑ナムウィソン路 168/お問い合わせ ： 064-764-7759

ダムアン足湯は済州の天然原始林が見られる「幻の森ゴッジャ

語で、「いいことだけ入れて、一緒に集まって足入れて、みんな
上に独特な生態系が維持されてる世界唯一の森「ゴッジャワル」
の神秘的風景のところの中で済州の自生植物を活用した韓方足湯
テラピで癒しの時間が過ごせるところだ。

済州市ハンギョン面ノクチャブンジェ路 594-1 / お問い合わせ：064-722-2848
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特集 2–光復第75周年

光復第75周年

済州の
新しい光を探す

済州は先走って日本帝国の侵略に立ち向かえたところ

で、国内最大規模の女性抗日運動があったところだ。そ
の他地域に劣らず強い抗日運動が光復の瞬間まで続いで

たところでもある。しかし、皮肉にも人口に比べて独立
有功者補償数が一番少ないところでもある。

今までの抗日運動の研究によると済州出身の抗日運動家

は約500人だが、その中わずか38％の193人だけが独立運

動家で功績を認められた。光復以降、済州4•3と韓国戦争
の歴史的荒波の中で理念紛争などの理由で功績が隠れて
しまった人が多いためだ。

光復第75周年を迎え、また済州の抗日運動の歴史と済州

出身の独立志士の功績を再評価し、これから抗日運動家
たちの功績がもっと再評価できるようになってほしい。

特集 2–荒波の中に隠されていた済州の光復

荒波の中に隠されていた
済州の光復
文 ジャ・ドンチョル ＜済州日報＞ 社会部長/
写真提供 ＜済州日報＞

抗日を真っ先に始めた済州
1945年8月15日日本帝国の降伏で35年間続けられた植民地統

治は幕を閉じた。昔から外部からの侵入が激しかった済州は
国内最初抗日を始めた地域だ。儒生と民が奪われた国を取り
返すために武装蜂起をした済州義兵抗争（1909年）を始め僧

侶とドスン理の街の住民約700人が国権の回復のために抗争
したボップジョン寺抗日運動（1918年）が挙げられる。
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1948年5月済州。馬に乗っている警察の横にムルホボクを背負っている女性が危なっかしく道を歩いている。

済州島。騎馬警察たち（1848.5.21）ⒸNARA（アメリカ国家記録園所蔵写真）/国史編纂委員会 電子資料館抜粋

ポプジョン寺抗日運動は３.1運動が起きた

また、日本帝国であった時の済州の海女たちは日本

発生した。武装抗日運動をリードしたポップジョ

彼らは総督部から独占権を得て海女たちが命をか

１９１９年より５ヶ月の前である1918年10月7日に
ン寺の住持のキム·ヨンイルは懲役10年の刑、そし

て主な参加者の66人の中46人が宣告をもらった。日
本帝国はポップジョン寺抗日運動の波及を考え、
全国の3.1運動の参加者より重い形を宣告した。

3.1運動の勢いを繋いだ道民たちは大韓独立万歳

人の資本家と商人たちの横暴と収奪に揉まれた。
けて海から収穫したアワビ、カジメを安い価格で

買ってきた。彼らは雨の日になったらアワビの価格

を半分にしたり、買ってくれない日もあった。晴れ
の日より雨の日よりアワビが２～３倍くらい収穫量
が多かったからである。

済州の海女たちは日本人の横暴に対応するた

を準備した。1919年3月21日から24日まで４日間、

めに海女漁業組合を結成した。しかし1930年代

ン、シンチョンの住民たちがテグッキを持って大韓

ろ海女立ちを苦しめた。1932年1月12日、640

ジョチョン邑地域を中心としてハムドク、シンフ
独立万歳を叫んでいた。

ソウルで留学していたジョチョン出身のキム·ジ

ャンファンが独立宣言書を持って帰郷して全国から

起きていた3.1運動を済州から拡張させた。キム·シ
ボン、キム·シウン、キム·ジャンファンなどの3人は
3月17日にジョチョン理のミミッドンサンから発議

し、14人の仲間立ちを集めた。愛国の志士たちは４
回の万歳デモをした。この抗争で29人が起訴され、
23人は形の宣告をもらった。

になって組合は御用組合になってしまい、むし

人のセファ、ジョンダル、ハド、オジョリの海

女たちは日本帝国の収奪と圧制に対応してアワ
ビを取る時に使う鉄のカギである「ビッチャ

ン」を持って距離に出た。クザとウド。ソンサ
ン地域の海女たちの抗争は３ヶ月間持続され、
参加者は17,000人に至った。

済州海女抗日運動は国内最大規模の女性抗

日運動であり、女性立ちが主導した唯一な抗日

運動であった。不意に抵抗した済州の女性の強
さ、そして義を幅広く知らせた。

ジョチョン万歳運動の再現―2018年3月1日、ウ

ォン・ヒリョン済州特別自治道知事など機関、
団体長立ちがジョチョン邑の距離からテグッキ
を持って万歳を叫んでいる。
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海女たちの大韓独立万歳―2019年1月12日、全

国唯一の女性が主導した抗日運動である「第87

週年海女抗日運動記念式」が開かれた。当時の
海女たちが日本の島司に要求案を叫んでいなが
ら行進する姿を再現した。「済州日報」提供

解放以後は凶年と疫病…
済州経済「瀕死状態」

済州の近現代史から一番暗かった日本帝国の時

期が終わった。日本帝国はアワビとナマコなどの

光復直後、日本にいた済州道民の約6万人がやっ

と故郷に戻ることができた。

日本軍が去ってから1945年11月、米軍第59軍政中

海産物だけではなく、ハンラ山の木を収奪するた

隊が済州に上陸して1948年8月15日まで2年８ヶ月の

日本語で「頭に巻いた紐」という意味で山や森に

が、解放して3年間済州では凶年と疫病、凶年が相

め林道である「鉢巻道路」を建設した。鉢巻道路は
道を作った林道の姿がまるでハンラ山に鉢巻きを
巻いているようだと言われてその名前がつけた。

日本帝国は資源の収奪以外に済州の若者たちを

徴兵及び徴用した。国家記録院の日本帝国の強制

連行者のリストを見ると済州地域では7,540人が強
制連行され、その中1,804人(24％)が死亡した。死亡

間に米軍政が済州道を統治した。人口は急増した

次いだ。製造業者の稼働中断と高い失業率、穀物政
策の失敗で済州経済は瀕死状態になった。1946年の
夏、済州ではコレラが流行して２ヶ月の間に369人
が死亡した。致死率は65％に至った。

米軍政は終戦してから警察の幹部をほとんど親日

者の比率が高い理由は済州の若者たちが他の地域

の経歴がある日本帝国出身の警察を雇用した。植

兵や軍属としてたくさん引っ張られ、太平洋戦争か

の警察が軍政警察として変わり、民族の感情を触れ

出身よりもっと海上活動が良いということで海軍将
ら犠牲されたからである。

昔から外部からの侵略と収奪に抵抗していた済

州道民は光復になって希望を考えることができた。
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しかし現実は相変わらず暗かった。

民地の支配の中で道民たちの不満を持っていた親日

た。彼らは当時の状況を考慮せず、厳しい穀物収奪
政策をして道民を摩擦を発生させた。特に済州では
軍政管理と不正を図る者との癒着問題が大きい問題
になった。結局「福市丸事件」が起きた。

福市丸事件は日本帝国の時期から済州と日本を

1948年4月3日の午前２時、約350人の武装隊は大

航海していた30t級の貨物船である福市丸が1947年1

韓民国だけの単独政府樹立のための5.10総選挙を阻

れて海岸警備隊に拿捕されながら始まった。

を攻撃した。続いて討伐隊と武装隊の流血事態は

月11日、ソンサンポの近海から密輸船として誤解さ

当時、この貨物船は大阪に住んでいた西帰浦ポ

ッパン理出身の在日の人々が故郷に電気を架設す
るため準備した資材と生活用品、学用品などを乗

せて西帰浦に向かっていたところであった。ところ

でこの貨物船の処分を巡って不正を図る者たちが介
入し、賄賂をもらった軍政管理まで関与して事件が
拡大された。

止するため、道内の24ヶ所の警察地署の中、12ヶ所

1954年9月21日のハンラ山の禁足令が下るまで、6年
６ヶ月間に持続されて様々な民たちが犠牲された。

外部勢力に抵抗した抗争の歴史…
女性先覚者たちが先陣を

自由と独立、平和を望んでいた済州道民たちが

汚職に関わったシン·ウギュン当時済州観察庁長が

外部の勢力に抵抗していた抗争は歴史に残ってい

チ大尉が裏の人物として指摘された。この事件の直·

ンゴルの攻撃に対抗してきた。文禄の役と丙子の

職位から解除され、米軍政の法務官であるペドリッ

間接的な影響で忠清道から約100人の警察兵力が済

州道に派遣された。鉄道警察と北の出身など、済州
では一際済州以外出身の警察官たちが志願した。

1947年3.1節の記念式で大韓民国の単独政府の樹

立を反対する街頭行進をした群衆を向いて、他の地
域からきた警察官たちが銃を発砲し、民間人だっ

た6人が死亡した3.1節発砲事件は民の心を非常に悪
化させた。

警察の流血鎮圧に反発して数日後である3月10日、公
務員と教師、学生、会社員などの民·官事業場の95％

が参加したゼネラルストライキが起きた。米軍政

はゼネラルストライキに参加した約２,500人を拘禁
し、その中3人が拷問によって死亡し、道民の反発は

さらに悪化され、済州道民と軍政警察はもちろん西
北青年団との対立と葛藤は日々悪化しつつあった。

る。道民たちは高麗末のサンビョルチョと共にモ

乱の時はイギ理の出身だったキム·マンイルが数
百匹の馬を献納し、国家の勝利に寄与した。

1901年2月、腐敗していた政府が色々な税金

を要求し、フランスの神父を背負ったカトリッ

ク教徒の悪行と略奪に対して官奴出会ったイ·ゼ

スが主導した民乱軍は暴動を起こした。1910年
代に流罪として済州に来たチェ·イッキョンとキ

ム·ユンシク、パク·ヨンヒョなどインテリの思想
を引き継いだ儒林と義兵たちは抗日運動に先立

ち、1918年にポップジョン寺抗日運動と1919年
のジョチョン万歳運動は済州人の抗日運動に重
要な精神的な原動力になった。

日本帝国が支配していた1920年代には開化思

想と新教育運動、文化運動に続いて社会主義系
列の抵抗運動が相次ぎ、1930年代には海女抗日
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運動のような大衆的で生存権の確保のための抗

カン・ピョングク(1900〜1933)、コ・スソン

続いて「済州ヤチェイカ」事件は済州人が中

京城女子高等普通学校(現在は京畿女子高校)の

争が展開された。

心とした社会主義大衆運動で、済州青年同盟と

済州血友同盟が繋げてあらゆる町の自治活動と
夜学活動に繋がって学校を設立、学生の育成を
することができた。

1940年代には宗教·労働·思想運動が拡散され

ながら教育機関が増え、真面な教育体型が整

えられて学生と青年たちが抗日の主導勢力と

(1898〜1989)志士は1919年3.1万歳運動の時に
学生示威を主導し、以後文盲の退治運動と女

権伸張、抗日運動を展開して熱い人生を生き

た。彼らは済州で初めての女性教育機関である

シンソン女学校(現在シンソン女子中・高等学
校)の第１回卒業生で、学校を卒業してからソ
ウルに留学のために行った。

チェ・ジョンすく志士は当時79人に至る少

して浮かんできた。1941年、済州農業学校の

女決死隊を率いて示威をしたが逮捕されてソ

歳落書き事件」を起こして抵抗運動をした。

ジョンスク志士は京城女子医科専門学校に挑

学生たちは日本人の教師向けの「朝鮮独立万

済州人は道外でも抗日運動を展開し、独立資

金の募金も展開した。

済州出身のチェ·ジョンスク(1902〜1977)、

デムン刑務所から８ヶ月間収監された。チェ·

戦して極貧な患者たちのための「ジョンファ
医院」を開院し、以後母校であるシンソン女
高の招待校長をして働いた。1964年には韓国
初の女子教育監として選ばれた。

コ・スソン志士は京城女高に在学している時

独立運動を展開した済州出身の女性先覚

者たち。写真の左からチェ·ジョンスク、
コ·スソン、カン·ピョングク志士。

＜光復会済州道支部·済州道報勲庁提供＞
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に国家同士会の活動をし、3.1運動に参加して、

カン志士は済州初の 女性留学生として日本の東

教師として勤務しながら独立軍の資金を募金し

月、33歳の年に亡くなった。京，然而因健康状

卒業してからチュンナムノンサン公立小学校の

て上海臨時政府に届けた。どんどん日本の監視
が強化されてきたので日本に行って医学を勉強
したが1922年3月に戻ってきた途端逮捕され、
拷問された。

コ志士は1990年、済州女性として初独立功労

者の叙勲(建国勲章愛族章)を貰い、済州女性初
で医者免許を取得した。

カン・ピョングク志士は卒業してジョンナム

のジンド公立普通学校で学生たちに韓国の歴史

を教えたという理由で逮捕され、拷問された。

京から活発な活動をしたが健康悪化で1933年11
态恶化，于1933年11月去世，享年33岁。

光復会済州特別自治道支部によると、済州出

身の独立功労の褒賞者は193人である。済州地
域の抗日運動家の研究で確認された抗日運動家

はおよそ500人に至るが、独立運動家として認
められた人は38％のみである。

様々な愛国志士たちが命と財産を捧げて独立

運動をしたが、叙勲すらもらえずに忘られてい
る彼らに対する再評価が必要である。

画太极旗的孩子们。 2019年8月15日迎来光复节的这天，岛内一座托儿所的孩子们，展示着他们亲手画的太极旗。 〈济洲日报〉提供
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特集 2–4·3に倒れた抗日運動家
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4·3に倒れた抗日運動家

文 パク・チャンシク 歴史学者、元 済州学研究センター長/イラスト アン・ゼソン

今年で光復75周年になった。1945年8月15日は済州道民に日本軍の最後決戦の最悪の危機

から解放と共に新たな機会のチャンスであった。

民族の解放と独立のために戦ってきた抗日運動家たちには不可能だと思われた未来が現実

になったことである。徴兵、徴用で徴用工になっていた済州の青年たちと海から渡って日本

で生活していたおよそ6万人の引揚者たちが故郷に戻ってきて新しい生活をすることになっ
た。

解放された朝鮮半島と済州地域の住民たちに最高の望みは真の独立国家と自治、自決体

制の樹立出会った。日本帝国が統治していた時に抗日運動に参加していた人々は自然に新た

な国の建国と地域の自治共同体の建設のために積極的に政治の世界に踏み出すことになっ
た。しかし3年後の4・3事件で済州道民は独立と自治の機会を失った。アメリカは沖縄と共

に済州道を戦略的な軍事基地として注目し、朝鮮半島の分断は済州道を理念対立の場になっ
てしまった。結局、4.３によって済州道の住民たちは大勢の命を失い、そういう集団犠牲の
過程で済州道は世界の冷戦と朝鮮半島の分断の現実が見られるところになってしまった。

分断は済州4.３と韓国戦争をもたらし、名誉なる民族運動と独立運動の伝統は価値が薄く

なってしまった。歴史の正統性は民族ではなく、理念と体制の保護のための道具になって

しまった。南北すべて、独裁体制の維持と権力の争奪があり、その中で民族、地域、階層の
争いは激しくなってきた。これは抗日運動をしてきた人々が思ったこととは違うことであっ

た。去年の3.１運動100周年と今年の光復75周年を通じて、我々は1919年と1945年が提示し
た真の独立と民主、自由、平等、統合の国が作られたのかを切実に考えるべきである。青
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青年、女性、在日済州人など幅広くて激しかった済州の抗日運動
日本帝国の統治時期に済州道民たちは積極的に抗日独立運動

を展開した。1918年、ポップジョン寺を中心でジュンムン地域

済州の青年たちは済州青年連合会と済州青年同盟などを中心

で協力な青年抗日運動を展開した。

1930年代になってから済州の抗日運動はさらに激しくなり、

の住民たちが大勢参加した抗日の武力闘争を展開した。済州道

主に青年、学生によって展開された。彼らは組織的な社会運動

った。ジョチョンから始まった1919年の済州道の3.１運動は済

海女闘争を処理してから日本の検察が作成した情報報告書には

の抗日運動はジョチョン面の1919年の万歳示威運動で絶頂であ
州の青年たちに民族意識を吹き入れるきっかけになった。

1920年代になって青年たちの勉強に対する人気が上がり、夜

学などの民族教育運動が活発に起き、啓蒙運動を中心としたあ

らゆる団体たちが地域別に設立されてきた。1924年6月は「済
州青年会」が創立され、続けて社会主義の理念を受け入れた進
歩的な青年たちが徐々に登場した。彼らは「反逆者倶楽部」と
「新人会」などの秘密結社を組織した。
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を展開し、1932年の海女闘争のような大衆運動も主導した。
「もともと済州道は耕作地のほとんどが傾斜地を開墾した畑の
農事で田は無く、また道民はほぼ自作農なので済州以外の地域
のように金持ちによる土地占有の悪弊が無くて昔から小作争議

のようなことも発生せず、小作組合のような組織も今まで設立
されていない。また、労働の問題もその相手がいなかったので
思想主義者などのターゲットは主に青少年の獲得だった」と指
摘した。青年の学生向けにした社会主義、民族主義、共同体主
義の抗日運動の特徴が見られる。

ジョ・モング、カン・ギュチャン、ヒョン・ホギョン、キム・
ヨンへ、カン・チャンボ、ソン・ソンチョルなどは日本内の朝
鮮労働組合総同盟のような朝鮮人組織と日本共産党及び日本労
働組合全国協議会のような日本人の組織に参加して核心構成員
として活躍もしていた。

独立国家の樹立の力量が十分だった済州道民の自主意識
日本帝国の統治時期の抗日運動の伝統は1945年8・15解放以後復

海女抗争以後、済州道の抗日運動は青年たちが逮捕されてその

流れが切られてしまった。一部の運動家たちが革命的な農民組合

の建設、読書会、消費組合の組織などの抗日運動をしたが日本帝

活された。解放されてから済州道は全国的な状況と同じように植民
地支配の清算を通じる自主的な独立国家の樹立が達成できる内的な
力量を十分に備えていた。

従って日本帝国の統治時期に抗日運動を展開した様々な人物た

国の弾圧でできなくなった。1940年代の戦時体制の下で道民たち

ちが解放されてから済州道の地方政治の世界に登場した。彼らの

一方、日本帝国の統治の時に済州道の抗日独立運動は日本、特

放直後の済州道の現実の政治社会運動に繋げることができた。新

は徴兵、徴用、徴用工などで一番厳しい時期になった。

に大阪を絆が強くあった。道民たちは生活の貧乏を解決するため
大勢来日して大阪の工場労働者として生活しながら先進的な労働
運動を実際に経験した。キム・ムンジュン、キム・ダルジュン、

ダイナミックで豊かな抗日運動の経験は歴史的な資源になって解

人会、済州青年連合会、青年同盟、ヒョグ同盟、赤色ノンジョ準
備委員会などの様々な抗日運動の組織と青年、学生運動、海女闘
争、農民運動などの経験は解放直後の最終道建国準備委員会と人
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民委員会の建設に大きな影響を与えた。

理念の争いで倒れて隠された済州の抗日精神と独立運動史

ン、キム·ピルウォンなどは 開放されて建国準備委員会の活動を展

1947年3.１事件は済州地域の理念と支配エリートが変化するきっ

1919年にジョチョン万歳運動に参加したキム·シボンとアン·セフ

開した。1932年に逮捕された再建朝鮮共産党済州ヤチェイカのオ·

かけになった。人民委員会の指導部はほぼ3.１事件の核心人物で彼

済州道の全体組織の核心として活躍した。赤色ノンジョの建設運動

本で分けていた抗日運動家たちが結合した。彼らは強い民族意識と

デジン、ムン·ドベ、イ·シンホ、キム·ユファン、ムン·ゼジンなどは
を展開した人々(ブ・ビョンフン、ヤン・ビョンシ、ジャン・チャ

ング、コ・キョンフプ、ブ・ビョンジュン、キム・ウォングン、コ

・シジンなど)、1935年に逮捕されたエウォル面と西帰面の運動家
たち(べ・ドボン、キム・ホンギュ、カン・ムンイル、ソン・テサ

らはほぼ抗日運動の経歴者で、日本帝国の統治時期の済州地域と日
近代意識、自治意識があったグループで、植民地時代から開放後に
至るまでの新たな理念と勢力を実現する可能性が十分にあった。

3.１集会及びゼネラルストライキの主導勢力は自分たちの民族的

ム、イ・ドベクなど)も開放されてから地域の政治の世界に登場し

で自治的な政治社会的指向点を大衆たちの考えと繋ごうとしてい

ク、キム·テッス、ヒョン·ホギョン、ジョ·モング、ユ·シンチュル、

は「3.１精神を継承し、発展させることを誓い、外国軍の排除、外

た。また日本から労働運動として抗日闘争を展開したカン·ムンソ

カン·ギュチャン、キム·ヨンへ、キム·ヨングァンなども開放されて
から人民委員会及び左翼政党の結成に積極的に参加した。

一方、無政府主義に基いて「ウリゲ」という秘密抗日結社を組

織して運動を展開したカン・ギチャン、ジョ・デスなどは建国準備

委員会や人民委員会のような組織に参加しなかった。彼らは1947年
の初期、道外から済州道に入ってくる物資を管理及び監督する済州
道の物資輸送団の責任として働いていた。

1946年12月、＜ドンア日報＞は「世間から済州は左翼だらけで人

た。済州邑に歴史上最大の人々が集まった1947年3.1節の記念式で

部勢力の干渉排除、米ソ共同委員会の早期開催、祖国の早速の統
一の取得」などを叫び、親日派の清算の意思と外部勢力に対する
強い拒否感を表現した。彼らは人民委員会の活動を中心で各地域
の学校、職場などで世論を主導するところにいた人々である。従っ

て彼らの考えと活動に関して地域の住民たちが支持し、彼らが主導
した集会とストライキ、抗議示威に参加した。また済州道の環境と

歴史を通じて作られた共同体性は集会及びゼネラルストライキに
済州道民たちが集団的に参加する形で現れた。

1947年3.１発砲と3.10ゼネラルストライキをきっかけで済州道の民

民委員会だらけという話があるが、済州の人民委員会は建国準備委

衆と左派民族運動勢力は済州道自治政府(人民委員会)を弾圧する米

されていて、最近離れることになった韓·独独足国民会などの右翼

ら反外部勢力平和抗争で変わってきた。しかし3.１事件以後は米軍

員会の時から良心的な反日本帝国闘争の先手だった指導層が構成
団体とも激しい対立無しで問題なく自主的に道内を指導している」
と報道した。人民委員会の指導部のほとんどの人々は日本帝国の統
治時期に抗日運動を展開していた人物たちで、教育と社会活動に献
身的だったのでほとんどの道民たちが信頼していた。
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軍政と全面的に対立することになった。自治闘争と生存権の闘争か
政の強力な弾圧、陸地から入ってきた西北青年会の暴力に向き合う

ことになって済州道民たちは強く抵抗し、その結果は翌年の武装蜂

起と大虐殺であった。結局4.3に繋げる過程で3.1事件を頂点で抗日運
動家たちの期待は無くなってきた。彼らは山に避難して日本に密航

して、島に残っていた人々は大虐殺の時期にほとんど犠牲された。
現在4.３の時に犠牲された抗日運動家はキム·シボン、ハン·ゲック

会運動の連結が切られてしまった。
今まで４.3の時に犠牲された抗日運動家の中で大韓民国の独立功

ン、ユン·チャンソク、キム・ウォングン、べ・ドボン、キム・ほん

労者として認められた人物はキム·シボン、ユン·チャンソク、ハン·

へ、ジャン・ジンボン、ヒョン・ホギョン、キム・ヨンガン、ジョ

過ぎない。大勢の人々が４.3の縛りと理念のせいで国家から独立功

ぎゅ、ヤン・グンオク、イ・シンホ、ユ・シンチュル、キム・ヨン

・デスなどが確認される。あん・セフンとカン・ギュチャンは北

朝鮮から開催されたへジュ大会に参加したが犠牲された。ジョ·モ
ングは4.3の時に避難したがプサンで逮捕されて長期受刑者の生活
を終え、故郷に戻って亡くなった。イ·ドベックは自分の家の裏に
洞窟を掘って7年間生活していたが警察に逮捕されて刑務所の生活

を終えて日本に渡航してしまった。結局彼らの抗日運動の経歴者た
ちが４.３の中で消えてしまい、済州地域で長い間に民族運動と社

ベックン、べ·ドボン、ヤン·ビョンシ、ジョ·デスなど極めて一部に
労者として認めされていない。８.15を繰り返して思いながら国家

の独立と地域の自治を実現できずに犠牲された先輩たちの悲劇の
歴史を振り返すことは未来の朝鮮半島と済州道を見るための歴史
的な省察の態度だと言えるだろう。冷戦と分断が作った４.３の悲
劇を乗り越えて朝鮮半島の平和統一の道に行く時、彼らは真の「独
立功労者」として認められると願いたい。

済州４.3平和記念館に置いてある白い碑石にはまだ文字が書いていない。ただ、碑石の前の表示板に「いつかこの碑石に済州４.3の名を書き、立て直す」と書いてある。
白い碑石が立て直せるいつか、いやその前にも済州抗日運動家の崇高な人生が再評価されて欲しい。(編集者 注) 写真ソース 済州４.3平和記念館

43

特集 2–在日済州独立運動家

在日済州独立運動家

1920年〜30年代のキム・ムンジュンと在日済州人の抗日運動
文·写真提供 シン・ソヨン 済州大学師範大学地理教育専攻講師

毎年向き合う光復のあの日は、いつ来るか分からないあの日を願ってい

た大勢の人々の人生を振り返ることになる。今まで＜済州＞に紹介されて

朝鮮時代末の義兵運動、1908年のポップジョン寺の抗日運動、1919年のジ

ョチョン万歳運動、1932年の海女抗日運動は時が立ちながら済州の抗日運
動の歴史を再び書いてあった。この文では事件を中心として済州抗日運動
史から相対的に評価されていない在日済州人の抗日運動を紹介したい。

済州人の近代教育数学
済州人は出陸禁止令、即ち陸地に行けない状況でいつも外部からの新たな知識を望んで

いた。彼らの欲求は一部の流刑として来た知識がある人々によって学ぶこともできたが、出

陸禁止令が解除されて経済的に余裕がある人々は陸地、そして日本に留学を送って近代の知
識を学び始めた。彼ら啓蒙意識として田舎だった済州を変化させようとし、ジョチョ
ン万歳運動などの原動力になった。ジョチョン万歳運動の主人公たちが逮捕され
たり持続的な監視のせいで済州を去った時、1920年代の青年たちは教育運動
を通じて先輩たちの抗日精神を改めて後輩たちに届ける役割をした。

济州朝天出生的木牛金文准(1894~1936)于1927年赴日，在大阪的各类

团体中担任重要职责。1927年9月在日本朝鲜劳动总同盟(以下简称在日
劳总)下的大阪朝鲜劳动组合(以下简称大阪朝鲜劳组)创立大会中，作
为中央执行委员开始活动，1928年4月在第二届例行大会中，担任
北部支部常任执行委员；1928年5月在日本朝鲜劳动总同盟第四届
大会中做为大阪代表进行活动。
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写真 在日済州人抗日運動家 モグ·キム·ムンジュン(木牛 金文準, 1894〜1936)

「シンソン義塾」、1925年。後ろの左の方がキム・
ムンジュン 写真提供 キム·マンヒョン

日本への渡航と大阪の済州人の生活
1900年代の初期から近代化された漁業の技術と機械が

入ってから済州の経済の仕組みが変化されてきた。手工業
が没落し、海女の技術は日本の潜水技術と比べると競争

ができなかった。済州人たちは生活のために済州よりも
っと稼げるところに行くしかなかった。陸地に行った人
々もいたが、大勢の人々は日本に行った。

1922年、済州から大阪までの定期航路が開設されてか

ら1933年の済州の青壮年に対する渡航を防ぐ前までは済

州と日本との往来は問題なくできた。定期航路の開設で
日本への接近性が良くなってきて自然に航路の終着地であ

る大阪に定着する済州人たちが多くなった。まるで済州

住宅不足と教育問題などは継続的な問題だった。1920年
代の後半は大恐慌の影響で失業問題まで発生した。済州

人たちは見慣れないところで朝鮮人、労働者、済州(島)の
出身という理由で民族的な搾取、階級的な圧制だけでは
なく、同族との地域差別も経験した。

キム・ムンジュンと在日済州人共同体の抗日運動
日本で活動した民族抗日運動家たちの人的基盤は済州人

共同体だった。代表的な在日済州抗日運動家であるキム·
ムンジュンと大阪の済州人共同体が主導したり活発に関わ
っていた抗日運動を調べてみよう。

まず、キム・ムンジュンは済州のジョチョン出身で1927年に

出身の人がソウルに引っ越しすると空港の近い方に住む

日本に行って在日朝鮮労働総同盟大阪(大阪朝鮮労組)で重要な

血縁、縁故主義

で構成された資本家の下で労働する植民地民であ理、労働者で

ことと似ていると言える。日本に渡航した済州人たちは

1920年代当時、東洋のマンチェスターと言われた大阪

に行った済州人は雨が降ると頻繁に水が溢れるので日本
人があまり住まなかった東成区、生野区の周辺に定着し

ながら済州人中心の共同体を作ったが、彼らの労働環境
は甘くなかった。彼らは低賃金と長期間労働にもまれ、

担当として働いた。この団体は当時、抗日運動の一つで日本人

ある朝鮮人たちの困難を解決しようとした。彼が入っていた大
阪朝鮮労組の活動が総督暴圧政治反対闘争、住宅問題解決、労
働者の教育活動などということを見るとその性格をもっと確実

にわかる。彼ら大阪挑戦労組の中央執委員の活動を始めとし、
1928年4月北部支部の常任執行委員、1928年5月全日本大会大阪
代表として選ばれて活動した。
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確実な大阪労働運動の指導者であったという証拠であ

が収益創出のためにチケットの価格を上げてから日本に仕

た時、彼と共にしたジョ·モング、キム·ダルジュン、キム·

た。この問題に対応するため済州人たちは1930年に「ドン

る。1929年8月、シンガン会の検査委員長として選ばれ
ヨンへ、ソン·ビョングなどの済州人たちが一緒に活動し

た。キム·ムンジュンと在日済州人たちの活動の範囲は決

して小さくなかった。彼らが展開した在満同胞サポート運
動、1928年9月水害被害同胞サポート、1929年のウォンサ
ンゼネラルストライキサポート活動は全国的に展開された

シンガン会の民俗抗日運動で、連絡先で朝鮮人の町の近く
に喫茶店をオープンして独立資金を臨時政府に届こうとい

事をしている済州人は自由に往来することが厳しくなってき
ア通航組合」という消費組合を作って直接船舶を運営するこ
とを計画した。1930年の前から構想されていた運動だったが

様々な間違いを経験し、数回の道民大会から議論をした上、
「我々は我々の船で」という意味の消費組合を作った。ど

んどん反応がよくなってきて、結局１２０箇所の地区が参加
し、組合員も1万人に達した。

前の運航社のチケット価格が12.5円だったが、ドンア通

sたという証言で見ると、キム·ムンジュンと在日済州人の

航組合の船は6.5円で運航した。この結果、既存の運航社

なながれとして展開されたということが見られる。

を含めて３円である均一料金で対応することになった。

活動が臨時政府とも関わっていて全国的な抗日運動の大き

たちはあらゆる島の１１箇所の寄港地から大阪港まで食事
ドンア通航組合運動を主導した彼らはこの運動が済州

一方、キム・ムンジュンと共に日本で抗日運動をした彼ら

人を乗り越えるべきだと宣言した。済州人中心の抗日

ジョンイ公立普通学校の弟子だったジョ·モングなどは労働

った。ドンア通航組合運動が消費組合を乗り越えて政治

の人的な基盤が済州人共同体であった。キム·ムンジュンの
者たちを集めて1929年10月にゴム作業員組合を組織した。

組合員の数はおよそ１,０００人に至った。「最低賃金制の

確率、失業手当て法の制定、8時間労働法の早速の実施、民
族的賃金差別の撤廃、民族的差別撤廃特殊排除、女性及び

青少年労働者の特別保護法の実施」などの14個の議案を発
表しながら、朝鮮人の町(猪飼野町)1) を中心で労働現実を改
善しようと闘争を活発に展開した。1928年から強くなった

監視の中でも大勢の労働者たちがゴム工組合に参加したの

は厳しい労働環境、民族の差別と共にキム·ムンジュンとい
う人物の影響力があったからだと言える。

日本が監視していた民族団体「済州ドンア通航組合」の

「我々は我々の船で」

済州―大阪の間の定期航路を通じて様々な済州人の往来を主
導した運航社は尼ヶ崎汽船、朝鮮郵便船だった。前の運航社

運動が渡航する全てを含める運動として成長する視点だ
的、思想的に抗日運動の性格を強く表出すると、日本当
国は日本の抗日運動が済州道の抗日運動にも影響を与え
ると判断し、船が運航する時に私服警察を配置して監視
を始めた。

大阪の唯一な朝鮮語新聞
キム・ムンジュンはゴム工組合の労働争議で逮捕されて2年６ヶ

月の間に刑務所にいて、1934年、病気で刑務所から出ても活動を止
まらなかった。当時、既存の民族精神を表現したり抗日運動を持っ
ていた団体たちは日本の弾圧でほぼ解体されていたところだった。

こういう状況でキム·ムンジュンは大阪の唯一な朝鮮語新聞であ

る「民衆新聞」の発刊に最後の力を発散した。「民衆新聞」を作
った同人の11人には代表幹事だったキム・ムンジュン、済州出身の

ヒョン·サンホ(仮名キム·ジョングク)、ホン・スンイルも参加した。

既存の朝鮮語新聞が東京の知識人をターゲットとしたが「民衆新

1) 猪飼野町 : 猪飼野は「豚を育つ野原」という意味である。元々湿地で、住むところとしては適合ではなくて日本人すらあまり住んでいなかっ た地域であった。
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聞」は大阪地域を中心として発刊されて読者も労働者をターゲット

キム・ムンジュンは1936年5月22日、43歳で死亡して新聞

とした朝鮮語新聞だった。

も日本の弾圧で閉刊されたが、新聞の一部はその精神を残

している海女の話、一般の民衆の声と事情を反映しようとした。

いる我々に伝われている。

思想的には状況的に敏感な情報を提供し、日本に渡ってきて仕事

そうとする仲間によって今まで今まであって現在を生きて

キム・ムンジュンの生き方の跡は日本でも探せる。日本

が敗戦して、日本帝国の圧迫に闘争した社会運動家と労働
運動家のために大阪城の公園の中に設立した「 顯彰大阪社

會運動之戰士 」3) という碑石にキム・ムンジュンと弟子で
あり仲間であるジョ・モングの名前が書いてある。

以上で紙の限界でキム・ムンジュン中心の活動のみ紹介

した。言及できなかった在日抗日運動家たちの名前と活動

に対する寂しさは後とし、最後にモグ·キム·ムンジュンが

残した詩を通じて彼の活動の基盤であった民族愛を味わい
たい。

モグ、私何を探すために生まれたのか？
「民衆新聞」創刊号＿済州抗日記念館が持っている遺物

日本の中で住んでいる朝鮮人は京阪神のみにすると
30万人である。なのに言語が違うことと無知と文盲
と貧困と分散と無権利と特殊性に従う生活の問題に
よって朝鮮人事態としての言論機関を要求すること
は当たり前である。(後略)
一つ。我々は日本内に住んでいる朝鮮人民衆の本当の
生活と世論を汚す不便不黨２）的な言論機関としての
存立と成長発展を目標とする。
一つ。我々は日本内に住んでいる朝鮮人民衆の生活
改善と文化的な向上を考える。
一つ。我々は日本内に住んでいる朝鮮人民衆の生活圏
の確立とその保護を考える。

「民衆新聞」新聞発刊の「趣と目的」

2) 不便不黨：非常に不公平でどちらにも傾けていない

3) 顯彰大阪社會運動之戰士：大阪地域の社会運動家(戦士)の功績を知らせるという意味
4) キム・マンヒョン(1936〜)提供 持っている記録物

私は国が無い私！

国が欲しかったし民族のために犠牲したかった。
学ぶことに先に行き

日后，为了后辈，将身体浸入抗日中，
後のために抗日をした

自分の体を投げて異国の空で花咲いて。

愛国に力を入れる力が基盤を持って犠牲する
誰にも負けずただ国家と民族のみ…

生き場所を探して私が世界のあちこちに

花さくところを知らせたくて異国に来たのだ。
年轻人啊！

戦って犠牲する。

子孫よ！，与我同路罢了，

即便我离世，也将永远不变。

(1927，木牛 金文准)4)
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特集 2–アフリカに響く解放の歌

アフリカに響く解放の歌
済州女性独立運動家チェ·ジョンスクの意味、
ブルンジに置く
文 カン・ウンミ 詩人 / 写真提供「チェ・ジョンスクを考える会」

済州女性独立運動家

故チェ・ジョンスク先生

1902~1977

2018年の夏だと思う。アフリカのブルンジ共和国から嬉しくて驚く知らせが来

た。名前もよく知られてないアフリカの ブルンジ共和国という国に「チェ·ジョン

スク女子高等学校」が設立されたということだった。チェ·ジョンスク、済州道の初
代教育監で、大韓民国最初の女子教育監として一生教育に身を入れて女性の教育と
女権拡張に温度を取っていた人物だ。
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2018年、ブルンジ共和国に建てられた「チェ•ジョンスク女子高等学校」につれ、2019年「チェ•ジョンスク初等学校」の立てる準備をしている。
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2

1

3

4

1, 2. 2018年開校したブルンジ共和国のチェ•ジョンスク女子高等学校の寮。

3, 4
 . チェ•ジョンスク初等学校の開校のためには現地の方々のサポートが何よりも切実で、感謝した。

昨年、3・１運動の100周年を記念する創作ミュージカル「チ

たとは言えない。日帝からの解放はできたが政治、経済、教

た。早く行こう」の済州語）の最初の場面は老人になったチェ·

った。解放当時、朝鮮の女性の文盲率は９割以上に達し、家

ェ・ジョンスクードントッジョホンジョグルラ」（「夜が開け
ジョンスクが彼女の旧友の30代あたりのガン•ピョングッグと

アフリカブルンジのチェ•ジョンスク女子高等学校の開校式で

会うことで始まる。ガン•ピョングッグとチェ・ジョンスクはソ
ウル京城師範学校の時、秘密結社組織の「学生結社団」に加入
し独立運動をした同士で、故郷に戻ってきては「済州女子青年

会」、「女修園」などを作り、女性の教育に温度を取った人物
だ。もうしかしたらこれが済州女性運動の始めだとも言えるの
かもしれない。しかし、ガン•ピョングッグは日本留学の時在

育、文化的独立はできていなかった。特に女性の現実は残酷だ
事に子育て、畑仕事、潜りなど済州女性の労働は酷かった。こ

のような環境を改善しなければ人権は守れず、人生の主体とし
て生きていくのはできなくなる。故にソウルの留学生活を終え

て、故郷に戻ってきたチェ·ジョンスク、ガン·ピョングッグ、ゴ·
スソンのような女性独立運動たちが最初にやったことは女性を
文盲から解放、女性教育に力を尽くした。

1921年チェ・ジョンスクはガン・ピョングッグと一緒に「女

日同胞女性独立運動団体である「朝鮮女子青年同盟」を作り出

修園」という夜学を作る。これについてチェ·ジョンスクは「昼

中、持病が悪化され33歳に生涯を終える。

時間がある時は学生の募集をした。女性教育のための女学校を

すなど日帝抵抗運動をして、逮捕される。そしてひどい審問の

日帝に抗った独立運動の歴史は1945年8月15日光復に終わっ
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には国民学校過程50〜60人を、夜には文盲者と婦女子を教え、
作る必要があると思い、また約200人の募集に成功した。」と

解雇した。女修園は日帝によった晨星学校の閉校を気の毒だと

いをさせるが、特に女性の人生は３、４倍に辛くなる。家族の

グが母校のための運動でもあり、女性が開けることで国が開け

も遠くなってしまう。

思っていた 卒業生1期のチェ・ジョンスクとガン・ピョングッ
て、女性の人生も解放するという思いから始まる。また女性と

生存のための犠牲、学びからも遠くなってしまい、人生と存在

「女修園」の設立趣旨が教育を利用した女性解放だったのと

してソウルに留学まで行けた人としては社会の役に立つ唯一な

同じく、ブルンジに設立された「チェ·ジョンスク女子高等学

年間無給勤務をした。

の器量強化と可能性の開発を最優先の教育目標とする。

方法だったはずだ。その後にチェ·ジョンスクは晨星女学校で16

「チェ・ジョンスク先生は朝鮮語学会の会員でした。本棚の

校」も早婚、強制妊娠、児童労働の状況にいる女性青少年たち

少女に一人を救うことで一つの村が救われ、また持続可能な

中に隠しておいた本を出して私に上げました。チェ·ヒョンべ先

人生が可能となるはずという思い。この思いの上に多くの済州

はり教育に力を入れていた基本は愛国だったと思います。その

い意地が集まって図書館を建て、養鶏場も作り卵も安い値段に

生の文法の本でした。それを持って国語の勉強をしました。や

愛国が人から始まるとおっしゃしました。1964年、全国最初の
女性教育監になりました。女性として周りで相当の期待をして

いました。なれる価値のある方が選ばれてよかったとみんな思

いました。」チェ·ジョンスクの韓国語の弟子でもあり、晨星女
子中·高等学校の教務部長をしていたイ·ギヒョンさんの証言だ。
チェ·ジョンスクの韓国語への愛と歴史意識が見られる。

このようなチェ・ジョンスクの影響をもらい、成長した多く

道民が協力している。世界市民の苦しさに共感し実践する優し
提供している。ブバンザ、ブジュムブラ、チビトケ、カイェン

ザ などから来た225人の少女たちに解放の日が来るようにみ
んなで願っている。

1919年3月1日に響かれた解放の熱望は時代と海を超え、遠い

ブルンジまで愛を蒔いている。歴史は荒い波を乗り越えながら
前へ進んでいる。

の学生たちは先生からもらった愛と実践精神を継ぐために特別
な仕事を公募した。教育を通じた人権解放運動をした。

ブルンジ共和国はアフリカ中部の内陸に位置し、タンザニ

ア·ザイール·ルワンダと国境を向かい合っている。国連の統計
基準最貧国に分類される。電気と水道を使用する人口が全体の

5％未満で、大部分の国民が土の家、土の床で寝たり生活して
いるということは朝鮮の解放前後と似ていると思う。ブルンジ

の歴史を見てみると韓国と似ている。1946年国連から信託統治
領、1962年ベルギーから解放、しかし1994年ルワンダ人種虐殺

で100万人が虐殺される悲劇を経験する。映画「ホテルルワン
ダ」が悲劇をよく見せている。

国連統治、戦争、虐殺に続く国難は大部分の国民につらい思

済州道ソルムンデ女性文化センターは3・1運動と大韓民国の臨時政府樹立100周

年の歴史的意味を知らせるため「チェ·ジョンスク-チェ・ジョンスクに会った人た
ち」口述資料集を発刊した。（資料提供 「チェ·ジョンスクを称える会」）
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特集 2–歴史を歩く

歴史を歩く。

歴史の傷を踏みながら
アルトゥルを歩く
文·写真 キム•ミョンジ 「(社)済州ダークツアー」代外協力チーム長

日本の収奪が一番酷かったところ、済州。島

の至る所に日帝の跡形が残っている。特にデ
ジョン邑ソンアク山あたりは第２次世界大戦

当時、日本が中国の侵略の踏み台にしていた
ところなので、その傷がもっと大きい。訪問

客に心の中の熱い何かを感じさせるところ。

光復第75周年を向かい、済州のダークツーリ

ズムの一番有名なところ、デジョン邑アルト
ゥルあたりを写真に残した。
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ダークツーリズム１）―アルトゥル飛行場あたり
済州モスルポ
アルトゥル飛行場
日帝の地下バンカー

アルトゥル飛行場
滑走路

ソッアルオルム虐殺場

ソッアルオルム虐殺場

済州セッアルオルム
日帝洞窟陣地

済州セッアルオルム
日帝ゴサポ陣地
済州ソンアク山海岸
日帝洞窟陣地

アルトゥル飛行場
アルトゥルは「下の野原」という意味の済州語だ。アルトゥルという綺麗な名前

とは違ってアルトゥル飛行場の周りには醜いおよそ20個のコンクリートの積みがま
るでオルムを半分にしたようにある。日帝が中日戦争の前哨基地として使うため、
1920年代の中間からモスルポの住民を強制動員して作った飛行機格納庫だ。

10年にかけて滑走路、格納庫、弾薬庫などをたて、２次大戦が終わるぐらいには

アメリカとの戦争のため大きく拡張した。今の済州国際空港であるジョントゥル飛
行場とアルトゥルは日帝の代表的な軍事施設だ。

1

1.  アルトゥル飛行場格納庫
2. 日
 帝強占期当時、日本軍

が水のタンクとして使っ

2

たと思われるコンクリー
トの構造物

1) ダークツーリズム – 戦争やテロ、人種抹殺、災難のような悲劇的な歴史現場に行き、見て聞いて感じながら教訓を
得るための旅行のことだ。国立国語院d絵は「歴史教訓旅行」に韓国語揃えをした。
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ソッアルオルム虐殺場（4・3遺跡地）
ソッアルオルム虐殺場は日本軍がアルトゥル飛行場の周りのソッアル

オルムの内部を掘り、爆弾の倉庫として使っていたところが日帝の敗亡以

降、米軍により爆破され大きい水たまりになり、ここで1950年8月、予備
検束2) という名で逮捕した212人の民間人に虐殺が行われた。

3. ソッアルオルム虐殺場予備検束犠牲者慰霊碑

4. ソッアルオルム虐殺場コンクリートの
積み。爆破で埋没していた爆弾倉庫の
残骸が遺骸発掘中に現れた。

5. ソッアルオルム虐殺場の慰霊碑の祭壇
の上に置かれたゴム靴。予備検束犠牲
者が死を直感し自分のゴム靴を投げた
ことを表す。

6. ソッアルオルム虐殺場水たまり

7. ソッアルオルム虐殺場慰霊碑、前に見
える道で予備検束犠牲者たちが乗せて
きた。

3

6

4

5

7

2) 予
 備検束 – 日帝強占期、犯罪防止の名目で罪を犯す蓋然性の高い人を事前に拘禁することを規定した法律で当時韓国に対する弾圧をもっと
固めるための法律だ。（出所：警察学辞典）1950年韓国戦争が勃発するとイ•スンマン政府は過去左翼活動をサポートしていた保導聯盟員たち
に予備検束を行い、済州でも820人の住民が検束された。
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セッアルオルム日帝洞窟陣地
1943年、アルトゥル飛行場の付属支援施設で構築されている日

8. セ ッアルオルム日帝洞窟陣地の前

は1,220mで済州で一番長い洞窟陣地だ。形態は格子迷路型で出入

部。済州道の至る所にこのような

帝の洞窟の形態の軍事陣地だ。内部は横４m、縦５mぐらい、長さ

口は６カ所、連合軍の空中爆撃から重要軍事施設を守るためのも
ので、済州道民を強制動員して作られた。

に建てられている表示板

9. セッアルオルム日帝洞窟陣地の内

日帝の洞窟陣地数十個が散らばって
いる。日帝は済州島全体を殺戮し

た。まだ治っていない傷だが、忘れ

てはいけない記憶だ。写真出典 文
化財庁国家文化遺産ポータル

10. セッアルオルム日帝洞窟陣地の入
り口

6

8

10
섯알오름
ソッアルオルム

동알오름
ドンアルオルム
셋알오름
セッアルオルム

ソンオルム（ソンアク山）

の北に卵のように丸くて小さいということで

名付けられたアルオルム三つが東西に走っている。
西側にあるオルムがソッアルオルム、真ん中の２番目
のオルムがセッアルオルム、「セッ～」は
9

송오름
ソンオルム
(송악산)
(ソンアク山）

「２番目」の意味に使われている済州語の接頭辞だ。
東側のオルムがドンアルオルムだ。
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自然–ディスカバリー済州１

空をこめた山

山上湖 サラオルム
文·写真 カン・ジョンヒョ 写真家、＜ハンラ山物語＞ 著者

1

世界の中の自然遺産
ハンラ山 今年でハンラ山が国立公園に指定され50周年を迎える。ハンラ山は

1. 久 々の土砂降り雨でサラ

スコ生物圏保護地域、2007年世界自然遺産、2010年世界地質公園に指定された。

以外には年中水が溜まって

1966年天然保護区域で仮指定されたのを初めとして1970年国立公園、2002年ユネ
これと共に国立公園区域内にラムサール湿地を含め国家名勝がある。

このように有名であるため、ハンラ山に来る人も増加しつつあっている。ハン

ラ山の旅行者は2015年125万5000人で最高値、以降2016年106万5000人、2017年
100万1437人、2018年８９マン1817人、2019年84万8279人などで、年間100万人ぐ
らいを維持している。この40％ぐらいがソンパンアクコースでハンラ山に登る。
56

オルムの噴火口に水がい

っぱいだ。ひどい渇水期
いるサンジョン湖で、野
生動物が草を食べたり水
を飲む姿が見られる。

観光客の分散がハンラ山の毀損を防ぐための急務
ハンラ山の登山路五つのコースの中、長さが9.6kmで一番長いソ

サラオルムに探訪客分散誘導
サラオルムはソンパンアクコースで一番綺麗な風景で知られてい

ンパンアクコースに人が集まる理由は頂上のベクロクダムに行け

る。ソンパンアクコースは登山を始め海抜1500高地に位置している

もベクロクダムに登れるが、急傾斜など険しい道であるため、専

とした森で、ぎっしりとした木が見えるだけだ。昔は平原だったと

るコースなのである。もちろん、8.７kmのクァンウムサコースで
門山岳人中心に利用されている。この以外にもオリモクやヨンシ

ルコース、ドンネココースは１,700mにあるウィッセオルムやナム
ビョク分岐点まで行ける。昔、ソブクビョクやナムビョクを通っ
てベクロクダムに登る時にはオリモクコースとヨンシルコースの

ジンダルレバッ待避所まで7.３km区間で見所がほとんどない。鬱蒼

言われるところの周りも人工造林の杉があり、そこを通る風景にな
っている。

サラオルムは2008年済州世界自然遺産の保存及び活用総合計画

利用客が登山客の90％以上だった。結局、登山客が集まる区間は

で生態景観体験のトレールを作ろうという提案で探訪コースを開設

うことだ。

ム志向の探訪文化を新しいトレールの造成として多様なる見所の提

ちょっとだけでも簡単にベクロクダムに登れるコースを選ぶとい

多くの人々がベクロクダムを目指して登るため、混雑や毀損の

恐れが新しい社会問題となった。観光客が多くなる週末や休日に

はソンパンアクコース駐車場の近所が無断駐車で混雑で、登山客

することになった。当時、用役の韓国文化観光研究員はベクロクダ

供、探訪客の分散を誘導するという趣旨だった。その以前はハンラ
山で探訪の可能なオルムはオリモク広場から登るオスンセンアクだ
けだった。

探訪客の分散を誘導するためにはそれに値する満足を提供しなけ

が長蛇の列を無している。登山の時、前の人の後ろ姿だけを見た

ればならないが、サラオルムは打ってつけだ。ベクロクダムの東側

な方法が出ているが、代表的なものが、事前予約制と共に新しい

るサンジョン火口湖中でも一番高いところに位置している。

という話が出るぐらいだ。このような問題の解決のため、いろん
探訪路の分散政策だ。事前予約制の場合、今年に始めたが、コロ
ナ19で中断された状態で、探訪分散政策はハンラ山に向かう登山
客をヅゥルレギルやサラオルムに行かせるというのだ。

のオルムの中で一番高いところにあり、噴火口の中に水を含んでい
済州には全部で九つのサンジョン火口湖があるが、ハンラ山国立

公園の区域ないにムルジャンオルを始めサラオルム、ソベクロクダ
ム、ドンスアク、オスンセンアクなど５カ所、国立公園の外のサン

2. ベ クロクダムから見たサ
ラオルム。一番前の噴火

口の中に水が見えるオル
ムがサラオルムでその次

がソンノルオルム、ムル
オルムなどがある。

2
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ジョン湖としては韓国最初の 湿地保護地域として指定されたナムウォン邑のムル
ヨンアリと、キョレ里のムルチャっオルム、クムアクのクムオルムなどがある。

ベクロクダムを含めたサンジョン湖、サラアク薬水も。
海抜1,324mのサラオルムは比高が150m、周りが2,481m、面積が44万686m²、低

経が877mの規模のオルムだ。皿模様の火口湖は直径が80〜100mぐらいであまり大
きくないが、大雨が降る時には水が溜まっているのが絶景だ。特に火口の向こうに
ベクロクダムドンルンが広げてあり、小さいとは言えない。周辺のフクブルグンオ

ルムもあり、また違う感じがする。逆にベクロクダムドンルンから東の方を見てみ
れば水いっぱいのサラオルムを見下せる。

オルムの西南の方には水が沸いているところがあるが、1999年済州発展研究員

3

が調査したハンラ山の高地帯の湧水の現況をみると降水量により変化があるが、
ここから一日平均50万リトルの水が湧き出すと報告されている。この水をパイプ

で引いてきたのが登山路で会えるサラアク薬水だ。管理事務所の職員たちがここの
水をパイプを利用して２km離れているソンパンアク登山路の食水として利用でき

るように泉を作ったので、有り難く飲めるといい。또한 사라오름의 물은 신례천의 발

원지이기도 하다. 신례천은 5·16도로 수 악계곡을 통해 그 깊이를 느낄 수 있는데, 이 계곡의

시작이 사라오름을 비롯 하여 성널오름의 남쪽 사면, 백록담 동릉 사면 구상나무숲의 물과 어
우러져 흐 르는 것이다.

また、サラオルムの水はシンレチョンの発源地でもある。シンレチョンは5•16道

路スアク谷でその深さが感じられるが、この谷の始めがサラオルムを始め、ソンノ
ルオルムの南斜面、ベクロクダムドンルン斜面朝鮮白檜の森の水と一緒に流れる
のである。

4

済州最高の明堂、サラオルム
サンジョンに登ると火口湖と一緒に見えるのが南東のアンサ面の墓たちだ。三

つがなんでおり、周りにも見えるが、昔からここは済州道６代ウムタクヒョルの中
１番目の明堂というのが分かる。子孫たちが高いところまで来て墓を造成したと

いうことはすごい真心が込めているとも言える。済州道で昔から伝わる６代の明

堂は第１サラオルムを始めにゲヨモク（ゲミモク）、ヨンシル、ドツゥミョン、
バンドク（ナムウォン邑ウィグィ里）、バンファ（エウォル邑ジギョン）だ。

サラオルムの南東側に位置している展望台の周りは遠く5•16道路でも見えるとこ
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5

6

3. 探訪路の上に水が溜まり、水
の道を歩く探訪客

4. オルム噴火口の入り口

5. サ ラ オ ルム 噴 火 口 南 の 墓 た
ち。サラオルムは済州道最高
の明堂。

6. 1988年の山火事で大部分の木

が燃えってしまい、笹葺いっ
ぱいのサラオルム南東斜面

ろだ。1988年11月山火が起こり、その時に吹いてきた秒速 12mの強風として急速に広がり、天然林を燃
やし、10時間30分でしたが、この日の火事で5万坪以上が被害を受けた。この時水楢など数千本を燃や

したが、30年以上が経ったが真っ黒になった木は今まで同じ姿をしていて、周りの笹だけがぎっしりと
占めている。木が無いので遠くからも一眼でわかる。自然の災難がいくらに痕跡を残すかを考えさせ
る。

人間の欲張りが一番の災難、自然そのまま子孫に
サラオルムは自然の災難だけではなく人間の貪欲で毀損の危機にあった時もある。1965年済州道

はソンパンアクからサラアク付近まで８kmのところには車道を作り、残りの区間は３mの幅の登山

路を開設するつもりであった。1968年にはサラオルム・オァングァンルン・ベクロクダム・ヨンシ

ルを繋ぐ10.6kmにケーブルカーを設置する計画に許可まで下りていた。これだけではなくソンパン
アクに500坪の付帯建物と60坪の遊技場、サラオルムに200坪の付帯建物とサービスエリア、ウァン
グァンルンに150坪のサービスエリア、ベクロクダムに1000坪のホテル、オベクナハンに300坪の遊

技場を作ろうとした。これらの計画は各界の反対で取り消されたが、万一、計画通り事業ができた

なら今のハンラ山はどういった姿であるかを想像してみよう。また私たちが愛してやまない世界自
然遺産は可能であろうか。

「サラ」という名はハンラ山のオルムだけのではない。済州市ゴンイップ洞にサラボンというオ

ルムがあり、済州市ドピョン洞ムス川の周りの町の名前もサラ町だ。仏教用語という話と一緒に東

の土地あるいは神聖なところという意味だと解釈する人もいるが、その根拠は足りない。確実なの
はその語源を証明するのはできないが、これらに対する済州の人の誇りがすごいということだ。
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自然–ディスカバリー済州２

2020年オープン観光地に選ばれた済州森３ヶ所

みんなに低く流れる
済州森道
文 カン•ジンヒ 作家 / 写真 編集部
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あなたが誰だとしても済州の森の中に流れている道は

低く流れている。あなたの両足でも、あなたの車椅子の
両車輪でも、道にノックをする杖であっても、済州の森
の中はあなたよりもっと低い道だ。緑いっぱいの木の隣

に小川のような森の道を歩いているとちょっとずつ心の
底にあった憎みも、もつれていた悩みもその道に沿って
一緒に流される。

QRコードの読み

込みで取材映像が
見られます。
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シャリョニ森無障害ナヌム道は2020年宝くじ基金（山林庁緑資金）支援を受け、身体の不自由な人·老人·妊婦などの歩行の弱者のため、設計当時
からUD（汎用デザイン）とBF(障害物のない生活環境)を反映し、造成された。

我々はみんな休みが要る。「休み」の「休」字

と関係なく全ての人々が最大限使える「ユニバーサ

化した字だ。それで日常生活の中でせっせと働き、

計」を基に既存の観光地を修復し、国民の観光を楽

は「人」が「木」にもたれかかっている姿を形象
体と心に傷ついて疲れているあなたはしばらく生
活に一時停止ボタンを押して休みの森に来なけ

ればならない。ぎっしりの木の道をコダクコダク

（ゆっくりの済州語）歩いてみると、やがて心が
癒されるような森の力を知ることになると思う。

済州の島の森の中には体が不自由で外出しにくい

障害者、お年寄り、妊婦、子供などの歩行の弱者

が安全に森に行けるよう、無障害の森道が整って
いる。

ルデザイン（Universal Design）- 普遍的デザイン設
しめる権利を保証する事業だ。

小さな小石、低い敷居までも壁になってしまう

と、その道はその誰かにとってはもう道ではなくな

るだろう。いつも誰にでも平等と咲く自然の花のよ

うに、疎外のない誰でも歩けるフェアな道を私たち
は自然と向き合っていくべきだ。

緑に艶めく山林福祉のオープン森道、済州生態ナ

ヌム森道３ヶ所をあなたと一緒にゆっくり歩いてみ
たい。

済州の森道の３ヶ所、ブルグンオルム自然休養林

とサリョ二森道の杉森、西帰浦の治癒の森が文化

体育観光部で選定する2020年「予備オープン観光

地調整事業」の支援対象として選定された。「オー
プン観光地調整事業」は観光の社会的弱者が移動

の制限無しで気楽に旅行ができるよう「バリアフリ
ー(Barrier Free)壁のない無障害設計」と障害の有無
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森のベッドで疲れた心と体の観光客を落ち着かせる。

ブルグンオルム 自然休養林
赤い火山の松の岩は雪のように覆われているの

で、特に赤を名乗り、健康な散歩ルート1.7kmの
「ブルグンオルムロード」と、海松林と杉林を通

り、生態池にまで続く「サンジャッソん森道」、
広葉樹林が密集した「ヘマジ森道」、誰もが一緒

に森を呼吸できる「無障害ナヌム森林道路」など
の生態探査コースがある。

森の力を長く感じたい人のため、総２万㎡の敷

地にキャンプデッキ31個、キャンピングカーのキ

ャンプ場６ヶ所を及びシャワー室とキッチン付き

のキャンピングセンター、ツリーハウスなどで構
成されている「森のキャンピング場」が今年の6月

19日オープンし、運営されている。宿泊施設も揃
えていて、藁屋である「森の家」は格家ごとに木
の表札があり、低い石垣の周りに集まっている。

入り口から約1.１kmの木道になっている「無障

害ナヌム森道」の上を杉の香りを嗅ぎながら歩い

てみるとブルグンオルムの芝生が一眼に見える。
芝の香りいっぱいの広い芝生の上でも森の妖精が

遊ぶような木の遊び場でも子供たちが存分遊べ
る。モネの庭のように白いハスの花と紫色のハス

の花が浮かんでいる生態池の周りにも椅子などが
置いてあり、お話もできて休められる。

広場の右側には木材文化体験場がある。ストリー

テーリング体験室及び木材道具の展示·仮装体験室·
木材体験工房·アロマテラピー体験室·子供木材体験
室などが揃えてあり、家族みんなでいい時間が過
ごせる。

オープン観光地は言葉通り子供·大人·お年寄り·体の不自由な方みん
なに同じ休みの空間を提供する。
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サリョ二森道 杉森
「神聖な森」あるいは「糸などがばらつかないよ

うに丸く巻く」の意味を持っている「サリョ二」
の中には、甘茶の紫色に沿って密室のような杉森
がぎっしり集まっている。

ラク森の本棚」で詩集を選んでハンモックや森の
香りたっぷりの木のベッドで横になってみるのも
いい。あちこち囀る小鳥のようにポエムを読んだ

りしながら一休みできるお時間。あなただけの休
息の時間だ。

森の始まるところには1.７mの広く、最大5％以

下の低い斜めでなっているより安くて広い「サリ
ョ二森無障害ナヌム道」が6月23日から訪問してい

る。他人と肩を並べて一緒に歩けるここは角張っ

ているところがなく曲線を描いている1.３kmの木

道の森が調整されている。いつもの小さい動きま
でも気になるため、移動にだけ集中しなければな
らない歩行弱者立ちはこのナヌム森道では完全に

森に打ち込まれる。杉の皮に生えている苔も目に
入り、長い杉に沿って木の果てにある青い空も見え

るところだ。道だが、退屈も疲れもない。途中の
「モンタク（みんなで一緒に）スイムパン」で休

んでいくのもおすすめ。小さい木のような「ホク

1

1. 新たに造成した杉森の木道は幅1.７mで他より（1.2~1.5m）より広くて車椅子が両側から行き違えるぐらいだ。
2. サリョニ森道無障害ナヌム道開場式の本番前、人々が招請公演を観覧している。
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2

西帰浦治癒の森

10個の治癒の森道でなっている。フィトンチッドが

森を垂直と横型の温度差により暖帯林、温帯林、

寒帯林に分けているが、このような境界を欺く広い
森の島みたいにいろんな木たちが一緒にあるところ

がある。西帰浦市サンロクナム路2271番地、海抜

出ている80歳の檜と杉も人気のある森の治癒師だ
が、ここにはいつも森道を一緒に歩いて頂く専門の
山林治癒指導者と町ヒーリング解説者もいる。

特に10個の森道の中、山の深いところに行きにく

320~760mに位置している西帰浦治癒森のことだ。

い人々のため森に会えるよう、一番低いところに造

賞したここは総15kmの森道で、各テーマに合わせ

ゴロクホン、「余裕ある」という意味の済州語）は

「美しい森全国大会」から「生命賞（大賞）」を受

「オゴセンイ（ありのまま）」、「ベンジョロン（s

っぱり）」など懐かしい済州語で名付けられている
3

成されている無障害森道、「ノゴロクホン森」（ノ
870mに達する木道だ。その中には色な森道を縮小
したような素足治癒道と車椅子に座ってそのまま楽
しめる檜足湯など多様なる施設がある。森道の至る
所にある休憩所である「スイムパン」で檜ベッドや

空ベンチの上に足を置いて空を見ながら横になって
みると、まるで森が暖かく抱きしめるように感じる
のだろう。

「すごい、大きい」の意味を持っている済州語の

「アンブラン治癒森道」はその名前通り大きい杉が
立っている森だ。森道を歩きながら横の方を見てみ
ると1800年代の済州の山村生活が見れる家の敷地

や大釜の敷地、トンシ（糞を食べる黒豚がいるトイ

レ）の敷地などが残っていて生態と文化体験を同時

に楽しめる。ふわふわの森道を伝って登ると上の方
には治癒プログラムを運営している癒しセンターが
ある。

西帰浦治癒の森は入場から「チャロン治癒ご飯」

まで全てが予約制になっている。森は自然と私た
ちが礼儀を持って共存するところというのを直接
実践している。

3. 西帰浦治癒の森オムブラン治癒森道を歩いている人。

空に届くようにまっすぐに伸びている巨木が綺麗だ。
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人–会ってみました。

私も救う海、守って記録するのが宿命

水中オルレ道完成を夢見る
水中写真作家 イ·ウンチョル
文 編集部 / 写真提供 イ・ウンチョル

水中スタジオでテスト撮影を

しているイ・ウンチョル作家に会った。
済州では初めてオープンする

水中スタジオのフリー作家でも活動を広げている。
済州西帰浦出身の作家イ·ウンチョル（50歳）
の済州海への愛着は彼が撮る

海の中のように特別で切ない。

テスト撮影中のイ・ウンチョル作家。場所提供
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マンゴスタジオ

写真

編集部

「父親が写真館をやっていて幼い時から写真との縁が深かったんです。兄も写真を専門としましたし、私

も写真を専門とするにはあまり悩まなかったんです。悩みは卒業写真展を準備する時からでした。」

特別な何か、自分ならではの被写体を探すため悩んだあげく、彼が選んだところが済州の海。海の下に限

りなく続いている海の中だったという。

「海の風景を撮る友達は多かったです。でも幼い時だったのでただ目の前に見える海では特別なものが見

つからなくて、その中を取らなきゃと思ったんです。その時は水中撮影をする友達や先輩はほとんどいなか

ったです。なんか特別かもしれないということで挑みましたが、簡単ではありませんでした。スキューバか
ら習わなきゃならなかったんですが、その時のことを思い出してみると笑てしまいます。」
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ただ面白いということだけで挑んだ水中写真を今は20年

以上続けているのは、水中写真ならではの魅力があったとい
う。彼は「海の中はいつ見ても同じ姿のところがないです。

時間によって、天気によって、潮流によって刻々と変わるの
が海の中の生態です。それが海の一番魅力的部分です。」と
水中撮影の時一番よかった記憶を思い浮かんでいた。

「海の中は今も学術的に記録されていない多くの生物体

が生きています。国内では発見されていない種類の裸鰓類
を発見し世界の学界に報告されたこともありました。時

々海がめに会う時がありますが、握手をしたり抱きしめた

1

り特に私の頭の上の方を泳ぐミナミハンドウイルカの群れ
にも会う時がありますが、本当に美しいです。その瞬間口

に噛んでいる呼吸器を吐いて「わあ」と叫びました。うっとりしてしまうっていうか。頭の中が清ま

り、癒される感じでした。そういう時にはいうも済州の海に有難いです。みんなは心の安定と癒しの
ため森や山を行くと言いますが、私はそういう時海へ行きます。海の中が私には心と体に力を入れて
もらえる最高の憩いの場所です。私を救うのが海です。」と笑顔のイ·ウンチョル作家。確信のある目
には言葉にできない済州海への無限愛情そのものだった。

キ島

2. 水中写真作家 イ·ウンチョル写
真 編集部

3. 水中で撮影をしているイ・ウンチ
ョル作家

4. 西帰浦の海のムン島からダイバー

たちが水中探査の前準備をしてい

自分を救ってくれる海を自分で守っていくと言っている彼はいつの間にか水中写真作家イ·ウンチ

ョルの人生よりは済州の海を守る人兼広報大使のイ·ウンチョルにいる時間が多くなったと言う。水
中環境モニタリングと生態調査などのプロジェクト活動はもちろん協会の水中環境浄化活動などを

続いていて、個人的には済州の島全部を表している水中生態地図を完成するのを最終的目標として
いると言う。

る。ムン島は美しい水中環境で人
気のあるダイビングポイントだ。

最近済州の海はダイビング制限地
域が増えつつあり、ダイバーたち
が海外へ踵を巡らしている。

5. 済州水中オルレ道の完成がイ·ウ
ンチョル作家の目標であり、済州

の海にいただいたありがたさを恩
返しする方法だと。

2
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1. 水面の近くから眺めたムン島セ

3

4

5

「海の中は陸地よりもっと豊かな生態と地形地物といっぱいです。特に済州の海がそうです。水中の撮影

のために全国の海あちこちを行きましたが、済州みたいなところはなかったんです。国際水中撮影大会が２

回も開催されるほど美しい風光を持っているところが済州海です。そんな済州の海を守って記録するのが私
の宿命だと思います。水中地図には済州海女の水中作業·水中洞窟·地域別ダイビングポイントなどの多様な
る内容を載せるつもりです。いわゆる水中オルレ地図を作って魅力的済州の海をもっといろんな方に見せ、
一緒に楽しんで、また一緒に守っていきたいというのが今の私の目標です。」
しかし、そのような彼の目標が思った通りにはならないと言っている。

「今は漁村とのいざこざが一番大きい問題です。不法採取をする一部のダイバーのせいで海の中へ入るこ

と自体ができない海域が多いです。また手続きや行政上の問題でダイバーたちを乗せる船舶の運航が難しい
ところもあります。ダイバーたちが海外や他のところに踵を返すのを見るたびにもどかしいです。」

個人の努力では解決しにくい難題があるらしい。だが、対話と協議が続くと、魚師もダイバーも共生の結

果が期待できると彼は言っている。そのような意味で小さい努力だが、みんなで共感できるような個人水中
写真展示会も企画中だそうだ。済州の海を知らせて守るに役に立つことならなんでも一つずつしていくつも
りだと言うイ·ウンチョル作家の大きな野望が早期に実現されることを願っている。
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人–済州の人のソウルフード

アキグミ町ボモク(甫木)の夏

ボルレナンの下にござを敷いて
座ってみようか。
文 チェ・ヨンジュ 作家 / 写真 編集部

爽やかな緑、清々しい青、高い白。
総天然色のある季節だ。

済州の美しさがもっと輝く季節でもある。

しかし「ここ」ほどこの季節が美しいところがあるのだろうか。
西帰浦市「ボモク」に夏が来た。

「ボルレナン」へ行ってみる？西帰浦市ボモク町
この頃だった。白い花が咲くとほどよく甘い香りが広がる。花びらが散ると赤い実が熟し、

冬になると葉を振り飛ばす。

一年中それぞれ違う魅力を吹き出すアキグミ。このアキグミが多いことで名付けられたのが

「ボモク(甫木)」だ。済州語では「ボルレナン」そして昔にはボモクポグを「ボルレナンゲ」と
呼んでいた。寒がりやのアキグミがよく育つには理由がある。ボモク町は暖かい南にある。マ
イナス気温にはならないため、冬にもかなり暖かい。

アキグミの樹齢と同じぐらいの歴史を持っているボモク町。人里ができたのは約600年前だと

思われる。しかし町の東北の方のドンボルウアットから発見された無文土器を見てみると町の
話はもっと古くなったかもしれない。
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深い歴史の香りを嗅ぎながらお散歩、海岸に流れる水路。「ジョンスルネ（ボモク川）」に会う。海

岸線を中心に後ろはゼジギオルム、前はソップ島があるが、その姿が向かい合って話をしている人たち
みたい。

ゼジギオルムの昔話がある。村に７兄弟が住んでいたが、みんな漁師だった。ある日、７兄弟みんなで
お魚釣りに海に行ったが、済州から遠く離れた島に漂い着いた。人家を探し
てみるとある小さい藁屋を見つけ、そこに住んでいる老婆に助けを求めた。

老婆に夕飯をもらい、みんなで食べたが末っ子は不審の念が起こり食べなか

った。ご飯を食べた兄弟みんな眠ってしまうことになり、末っ子だけが目を
冷めていたが、老婆は妖怪に変わり、刃物を持っていたそうだ。妖怪から逃

げ出した兄弟たちは偶然出会った老人に救われ、ようやくボモクに帰ってこ

られたが、この老人が「神霊」だったという話である。ゼジギオルムの東側
には今も伝説の神霊を祭る「ゾノグェダン」がある。

このような色んな話を持っている街を歩いてみるとお腹が空き始める。香

りと風景を十分楽しむことができたなら今からはボモクの「味」、味覚に集
中してみよう。

イラスト バク・ミンファ
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やばいボモクの味、
出た「スズメダイ」
トラックが出た！「スズメダイウァット、スズメダイ」

トラックいっぱい「スズメダイを」乗せて、村のあちこち

を回る「スズメダイトラック」は夏の始まりを合図だ。

みっともなく小さくて「ジャリ（役中：スズメダイの済州

語）」と名付けられたが、貧しい時期に町の人々には鯛み
たいな貴重な食材料だったので、「ジャリドム」と呼んでい
た。生まれたところにずっといるからジャリだとも言うらし

い。スズメダイは釣るのでは無く「ゴリン」だ。網で引き上

げると言う意味だ。5月から8月までが産卵期で、この時期が
救い盛りだ。平均長さが８~10で一番大きいやつも17cmを超
えない。全体的に灰褐色でお腹の部分が青い。小さくて骨が
いっぱいで強い。しかし抜きがたくて普通骨ごとに食べる。

見た目は怖いが、噛めば噛むほど香ばしい。いくら考えても
「ベジグンハダ」の表現が合っている。普通刺身で食べる

が、漬けでもよく食べる。骨ごと食べるのが苦手な人は焼い
て食べる。焼いて食べたら淡白した味が倍になる

4面が海である済州の至るどころで釣れるが、どこで釣っ

たスズメダイなのかによって大きさも味も別々。モスルポの
海で引き上げたスズメダイは大きくて骨も強いため、焼いて
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「ボモク里の人がモスルポに行って、スズメダイムルフェを自慢するな」という
話がある。スズメダイの味が地域によって差があるが、自負心は一緒という意味
だ。ボモク里のスズメダイは骨が柔らかくてもっと香ばしくて人気がある。

食べた方がいい。ガパドのスズメダイは漬けにしたほうがい
い。

でもやっぱりスズメダイはボモクから引き上げたのが一番

だ。ボモクのスズメダイは肉も骨も柔らかいので刺身として
食べたり、ムルフェに作って食べると美味しい。

毎年夏のボモクではスズメダイの祭りが開催される。しか

しまだ「コロナ１９」のせいで今年の祭りは憚りがある。家
で作るスズメダイ料理で夏を楽しむのはいかが?

西帰浦市東南の小さい町の「ボモク」。長く並んでいる海岸に村がある。

味の秘訣は生々しいスズメダイ、そして味噌
材料から準備してみよう。朝の４時、船が出港する。網を引き

上げてから６時に船が入ってくる。朝はやく港へ行ってみると釣
ったばかりの生々しいスズメダイに会える。

スズメダイムルフェは現代人の口に合わせてコチュジャンなど

色々味つけられちょっとずつ味が変わってきた。しかし、オリジ
ナルスズメダイは違う。昔からボモクポグでスズメダイムルフェ
を作ってきたカン•ヨジョンさんにスズメダイのレシピを聞いた。

スズメダイムルフェの重要なポイントは「味噌」。味噌だけを

使って昔の方法で作ってみるさっぱりしたスズメダイムルフェで
夏を楽しもう。

一皿でステミナアップ「スズメダイムルフェ」

材料 : スズメダイ、玉ねぎ、ゴマの葉、セリなどのお好みの野菜、夏にはキュウリ、秋には大根。
调料 : 味噌、唐辛子粉、酢(氷酢酸)、砂糖、おろしにんにく、ごま油、ごま

➊ 皮を剥いて、内臓と鰭などをさばく。
➋ スズメダイは骨ごと斜めに切る。

tip · スズメダイは大きいものより小さいもの。
生き物より凍ったものを切るのが簡単。

➌ 野菜を切っておく。大根を入れる場合、ちょっとだけ塩漬けする。

· スズメダイムルフェの味のポイントは「味噌」、山椒の葉はお好みによって。

➎ 一緒に入れてお水を加えて、ゴマをかける。

· 酸っぱい味を加えたいなら酢で調節する。

➍ 味噌、刻んだニンニク、ごま油をちょっとだけ入れて薬味を野菜に入れる。

· 酸っぱい味がいいなら氷酢酸。

超簡単 味の極み「スズメダイ焼き」

スズメダイムルフェ以外スズメダイがもっと食べたい人には「スズメダイ焼き」がおす
すめ。スズメダイムルフェがさっぱりした味なら、焼きはスズメダイの香ばしい味その
ものを味わうためにぴったり。レシピはすごく簡単だが、甘く見ないでほしい。

材料 : スズメダイ、大粒の塩

➊ 皮を剥いたスズメダイを準備する。
➋  大粒の塩をかける。

➌ 焦げないよう裏返しながら焼く。

tip

· 丸ごと焼く。

· 弱火禁止！強い火で焼く。
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人–人と共感する。

サムダル喫茶店
店主 イ・サンヨプ

入り口は一つ、窓はバラバラ

誰にでも同じ高さの
サムダル喫茶店
文 キム•ヒョンジュ 作家 / 写真 編集部
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人の

人々がその当たり前の権利が実験できる

は権利だ。

時間だ。しかし、体の不自由な人に旅行っ

移動

瞬間はワクワクいっぱい幸せの旅を立つ
ていうのは当たり前の権利を持つための

挑戦だ。外に出かける瞬間から道の低い
段差だけで行ける道と行けない道が決定
されてしまうのが旅行なのである。

低い

誰かには大きな目標で希望となる済州の

を越えて

間を作り出すところがある。写真家のキ

階段の入り口
眺める
美しい
済州

旅行のために誰にでも開いている旅行空
ム·ヨンガップの町として知られているサ
ムダルで青いサルスベリとふわふわのホ
ルトノキが大きな葉っぱを揺らしながら

旅行者たちをもてなすところ、サムダル
喫茶店だ。誰でもフェアな旅行、差別の
ない済州旅行を基に作られたここは障害
者と非障害者が一緒の無障害のゲストハ

ウスであり、済州と陸地をつなぐ空間、

人と文化がつないで人たちの心に会う楽
しくて温かい旅行者文化の空間だ。
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「体の不自由な方でもそうでない方も誰でもゆっくり休める空間、車椅
子に乗っている障害者や老人、妊婦とベビーカーに乗っている子供たち
が一緒にいられる場所が済州にあったらと思いました。」

音楽と人の話し声でいっぱいだった昔の記憶
の空間が思い出されるサムダル喫茶店には店

長のイ·サンヨプさんとこのような希望が染み
ている。トイレと室内外の移動動線には段差
がなく、済州の風景を眺める窓を通じて体と

心の障害を超え、みんな普通の人として世界
と一緒にできる。

「人生とい
  

うのは自分が生
きたい人生を生
けるのかで幸福
と不幸が決まり
ます。」

ずっと前から保育園の子供たちを見たり障害
者の人権活動をしながら、サラリーマンとし
ても活動をしてきたイ·サンヨプさんは実は、

各種の公益団体の文化企画者として活動して

きた市民運動系の足長おじいさんでも有名

だ。「ソウルから出て済州に来てから人生の
２ラウンド始めながら、ふっと生きたい人生

について悩みました。今考えてみるとその人

生の至難な過程、意味を探すために努力して
いた数なる人生の瞬間たちが結局今を作った

と思います。」またその過程を一緒にしてき
た人々の一途な心が集まり、社会的弱者と一

緒に元気になりたいという気持ちが集まって
いる空間、サムダル喫茶店が作られた。
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イ・サンヨプ店長が大好きなサムダル喫茶店内の空間

障害と

サムダル喫茶店には数多い人々のいろん

心の中の警戒

が一緒に一晩中映画を見たり、社会福祉

非障害、
を超え、

本当の人に出
会う空間。

な息がある。町の住民たちを旅行者たち

士たちが集まってオンラインコンサート
を開いたり、日照りのいい日に発達障害
者と一緒にピクニックをするところ。こ
のようないろんな社会構成員たちが済州

の自然の中で一緒に休んで、その力で元
気な社会を維持する好循環の原動力にな
っているところだ。
サムダル喫茶店の内•外部

いい社会

いくつかの階段ではない傾斜路を設置する

できるのは社

なる。独立を目の前にしている保育園の子

なのかを判断
会的弱者への
配慮の程度か
ら始まる。

だけでそこが誰かには「行ける」旅行先と
たちと脱施設した障害者などいろんな人と

の済州旅行を通じて一緒に考えて悩みなが
ら休める時間が作りたいというサムダル喫

茶店のイ·サンヨプさんのはっきりとした声
が多くの人々にも大きい響きになれるよう
に願っている。

サムダル喫茶店のゲストルームは懐のような暖かい感じで作られている。
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お話し–エッセイ
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体はそこにいるが、
心は海に足湯して
いるあなたへ
西帰浦小さい本屋たち

文 キム・シンスク 詩人 / イラスト ホ•ギョンウォン

いよいよ夏です。夏のバカンスはどこへ向かう予定ですか？夏は海に行くべき、海

と言いましたら西帰浦、西帰浦と言いましたら水平線ですね。島は四面が海だと言い

ますが、済州島のハンラ山を中心として画面の中のWEP地図を指で広めてみると済州
島の東西北の方は大陸や大きな島に会えるが、西帰浦は本当に大きな水平線まで遠い

ところまで海ですね。「西帰浦の前は青い運動場」で始まる西帰浦初等学校の校歌み
たいに西帰浦は太平洋が前庭です。ですので、西帰浦と言いましたら水平線です。

西帰浦は水の流れの都市です。チョンゼヨン滝、チョンジヨン滝、ジョンバン滝、

オント滝など済州の有名な滝はみんな西帰浦にあります。まさか滝が花火のように空
でパッと落ちる水だとは思えないでしょうね。清い水が流れる西帰浦で鳥たちは他の
地域よりは顔をよく洗うと思います。空を飛びながら鳥の爪だけに水をつけるような

猫ちゃん洗面みたいにしても。西帰浦は洗面をちゃんとした鳥たちが飛んでいる風景
を持っています。海と山、森と谷。全ての風景が洗面したてのすっぴんのように生き
生きしています。

水平線をたくさん持っている西帰浦なので、視野が快適で自然と世界のスッピンを見るよ

うに日照りも良くて、街灯の光がみかんのように熟している、西帰浦の深い夜もみかんの花

の香りのようなところが西帰浦です。さて、体はそこにありますが、心は西帰浦に着きまし
た紳士淑女、老若男女のみなさんついに夏です。どこへ行きましょうか。心で西帰浦を歩い
ている皆さん。あなたはい今西帰浦の小さい本屋へ向かうべきです。今すぐ検索してくださ
い。済州島青い夜西帰浦小さい本屋たち！

1

コロナ19の2020年のある春の日、西帰浦で小さい本屋を運営している人々が集まり

ました。2019年シオット本屋も済州市アラ洞から西帰浦市ホグン洞に引っ越しまし

た。そして私たち夫婦も参加させていただきました。西帰浦シオット本屋の住所がマ
クドンサン路19番地なので、とてもお気に入りでした。「詩の句と節」を縮約した詩

句に似ている19番地だと思いました。家族という言葉に似ている「シック」のような
のでよかったです。当時までは「１９」という数字はロマンチックでした。しかしも
う違います。19は「コロナ19」で拡散しています。私たちの新たな時代を表す数字と
なってしまいました。
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意味の分からない日々を送っていた西帰浦の小さい本屋たち

は、ある日自分が運営している本屋にしおりを挟み、初めての

西帰浦本屋会に出ました。本屋の店長のみんながそうではない
のですが、シオット本屋の店長ように口数の少なく、恥ずかし

がりやの方が多い気がします。そしてシオット本屋を運営して
いる旦那は他の方の本屋の前まで行きましたが、なんだか恥ず

かしくなってきたみたいで帰ってくるのがよくありました。お

嫁になった一番上の姉が住んでいる不慣れの町に行って顔だけを確認して帰ってきてしまう、

ある挑戦末の弟の心に似ているのではないのかと思います。だが、なぜシオット本屋の代表は
急にみんなの顔を真っ正面で会いたくなったのでしょうか。その理由は訳のわからない不景
気の時代に、小さい本屋を運営する人々は一体どうやって稼いでいるのかが気になったからで
す。

西帰浦本屋会に出た本屋は料理をするキラネ、人文学本屋ブックサロンイマゴ、鉛筆がいっ

ぱいのヨヘンガゲ、写真をとるラバブックス、本とのインタビュー、美味しいドンキホーテ、
詩集専門のシオット本屋、四季の風が吹いてくるサゲ里のオトンバラム、老若男女の大好きな

絵本なのでサンブックにもサンナムにも本屋をしているノランウサンなど。初めての会は西帰
浦市セファ里のブックサロンイマゴで集まりました。初めての会で「西帰浦市小さい本屋の

連帯」が誕生しました。連帯はみんなであることをしたり一緒に責任を取る意味でもあります

が、海と近いボンスデのことでもあります。なので、連帯は水平線に近い西帰浦に似合う火種
の空間です。

西帰浦で小さい本屋をしている人々は心の火種を消さず、自分の好みと価値観で生きていく
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人々でした。店主のお気に入りの本、済州本、絵本、写真集、料理本。
旅行書籍、人文学書籍、独立出版図書などのいろんな本を販売しながら本屋を運営している

彼らは紙の本が大切だと思う火種を持っていました。世界的大不景気なのにもかかわらず、ど

うかしてみるという心で、本屋をしているそうです。雨が降る時には煙で便りを知らせる海の

寂しい連帯のように、お客さんのいない日には自分がお客さんになり自分の本屋で本を読んで

います。いつか晴れの日が戻ってくると、世の中の価値のある本を紹介しながら世の中の暗み
を知らせて、安全な場所に案内する連帯の信号みたいに手信号になるのを願っている人たちで
した。

みんな違う本を販売している西帰浦の小さい本屋たち。彼らはリゾートやホテルみたいな素晴

らしい風景を持っている場所にあるわけではないが、自分の心臓に会っている幸せと価値観の一
番高いところにお客さんのための本棚を用意しておいた人たちでした。自分が選んだ本の城から
美しい風景をプレゼントする人々でした。インターネットの世界
で今もほうきに乗っているような魔法遣いに似ています。

西帰浦小さい本屋連帯が誕生したその日の日記には「私の

故郷である西帰浦で一番神秘な人々に会ってきた」と書きまし
た。その人々はページをめくるように一ページずつ世界を歩い

ていく優しい人だと思います。ひょっとしたら、誰でもフェア
できちんとした夢が見られるよう、水平線をほうきで掃除して
帰ってくる魔法遣いたちなのかも知れません。
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済州語–で読む済州文化–ドットンシ

写真 済州市 写真DB

ドットンシ(済州語発音：DotTongSi)
済州語 校閲 キム•ジョンスク「済州語保存会」事務局長 / イラスト キム•スジ

「ドッ」は豚、「トンシ」は便所の済州語だ。「ドッ

トンシ」は済州ならではのトイレぶんかで便所と豚小屋
が一緒になっている空間だ。人糞を処理するために豚を

飼っていたと思うかもしれないが、人糞は豚の餌が十分
ではなかったために使われただけでドットンシの主な役
割と機能は済州の畑作と関係ある。

火山島の済州は漏水率が高い土は水が早く抜けてしま

うため、田作をするに適切ではなかった。畑は干からび

っていたので畑を掘り起こして肥えた土にする違う方法
を探す必要があった。その答えがドットンシだ。ドット

ンシから作られた「ドッゴルム」は畑作のための最高の
肥料として経済的で、効果もあった。

ドッゴルムは人糞と生ゴミを食べた豚の排泄物がトン

シの底に入れる麦わらが混ぜて発酵したものを言うが、
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畑作になければならない必須要素だ。済州の畑作で「ド
ッゴルム出す日」は1年の農事を始める重要日程の一つだ
った。

トンシは汚物が溢れてしまうのを防ぐために3〜4坪ぐ

らいの土を地面より低く掘り、そこに麦わらを入れた。

豚が外に出るのを防ぐためにも周りを大きな石で積み上
げ、中には石を削って作った「ドッドゴリ」を置いて台
所から出る生ゴミなどを餌としてあげた。トンシの隅に
は寝たり豚の子を産んだり育てやすくしてあげるために
ススキで屋根を覆った。

「ヂィヂィルパン」は人が大便をする時に座れる

二つの長くて平たい石のことを指す。普通は階段を

作って高くしていた。人の目をそらせるため、石垣
はしていたが、屋根はなかった。

제주에선 돼지를 ‘도새기’나 ‘돗’이옌 ᄒᆞ고 변소를 ‘통시’옌 ᄒᆞᆸ니께.
경ᄒᆞ난 돗통시는 도새기가 사는 변소라 마씀.
그자 사름 똥이나 치우젠 해신가 생각ᄒᆞᆯ 수도 이수다만,
사름 똥은 도새기 멕일 것이 하영 엇어부난 ᄒᆞ는 수 엇이
똥도 치우곡 ᄒᆞ젠 경 ᄒᆞᆫ거답고,
돗통신 제주 밧농ᄉᆞ영 관계가 하우다.
제준 화산섬이라부난 육지영 ᄐᆞ나게 비가 와도 흑에 물이 잘 빠져불엉
논농ᄉᆞ ᄒᆞ기도 안 좋고 밧도 ᄆᆞ르고 척박ᄒᆞ여 마씀.
경ᄒᆞ난 돌 ᄒᆞ곡 ᄆᆞ른 밧을 기름지게 ᄒᆞ젱ᄒᆞ민 돗통시만ᄒᆞᆫ 게 엇어수다.
돗통시에서 나온 ‘돗걸름’은 밧농ᄉᆞ ᄒᆞ는 디는 젤로 값도 싸고 효과도 좋아나수게.
돗걸름은 사름 똥이영 음식찌꺼기영 먹은 도새기의 똥, 오좀이
통시 바닥에 수시로

아 준 보리짚이영 섞영 발효뒌 건디

밧농ᄉᆞ옌 엇이민 안 뒐 중요ᄒᆞᆫ 거라수다.
제주선 ‘돗걸름 내는 날’이 ᄒᆞᆫ 해 농ᄉᆞ를 시작ᄒᆞ는 중요ᄒᆞᆫ 날이라마씀.
통시옌 오물이 넘치지 말랜 땅바닥보다 더 짚으게 바닥을 팡
그 우터레 보리짚을

아줘수다.

도새기가 바끗디레 나오지 못ᄒᆞ게 큰 돌로 담을 다곡,
안엔 돌을 오목ᄒᆞ게 깍은 ‘돗도고리’를 놩
정지에서 나오는 음식찌꺼길 담앙 줘수게.
통시 ᄒᆞᆫ쪽으론 ᄌᆞᆷ도 자곡 새끼도 낭 키우랜 새영 어욱이영 엮엉
지붕도 덮어나수다.
‘디딜팡’은 사름이 볼일 볼 때 앚앙 디디는 질고 납삭ᄒᆞᆫ 돌 두 갠디
보통은 멫 계단 올라강 ᄒᆞ꼼 높은 디 놓아나수다.
ᄄᆞᆫ 사름이 보지 말랜 돌담을 다긴 해신디 지붕은 엇어수다.
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疎通–済州の今日

今やっとよみがえる道が開たような気がします

現金の支給で民俗五日市など
伝統市場も景気回復の見込み
次済州型災難緊急生活支援金の支給につれ 全道民に
次も支給予定
文 编辑部 / 写真提供 済州特別自治道

４月２０日から申し込み及び現金支給された１次済州型災難緊急生活支援金が

支給の初期、限定されている財源のため支援対象の選定に限界があったにも関
わらず、支給の結果は地域の経済の活性化と民生支援に相当役に立てた
という良い反応が出ている。
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現金として支給した第１次済州型災難緊急生活支援金はカードの取引が苦手な民俗五日市などでも良く使用された。 西帰浦市デジョン五日市。写真 編集部

済州道は国民健康保険公団との協調を通じて健康保険

家庭には干天の慈雨だった「済州型災難緊急生活支援

理専用のフラットホームの「ヘンボクドリムポータル」

他の地域とは違って現金での支給だったので、地域貨幣

料の納付履歴をデータベース（Database）化した受付処
を内製開発•運営した。オンラインで申し込み及び書類

をスリム化するほか、邑面洞の住民センターに専門のチ
ームと窓口を組み、オンラインのアクセスがしにくい道

民たちを対象にして現場でも受付や処理ができるように

し、済州型１次災難支援金を申し込み、承認すぐ世帯主
の口座に振り込んだ。

この結果、全部で12万9,811所帯が申し込んで、95％の

12万3,283所帯に401億ウォンが支給され、残りの5,419所

帯には疑義申込み、書類不足などの補完審査を行い、追
加支給の可否を決定する予定だ。

地域別には済州市8万6,184所帯に283億ウォン、西帰浦

市3万7,099所帯に118億ウォンそ支給した。（2020年5月
29日基準）。

コロナ19で急に仕事を失ったり、消費がげき急減した

金」は凍りついた地域の景気に良い影響を与えた。特に

やカードの使用が制限とした五日市などの伝統市場にも
活気が溢れるようになったという評価がある。

個人事業主市場振興公団が実施した「2020年5月個人

事情主市場景気動向の調査」の結果によると、先月全国

の個人事業主の景況感値数は88.3、伝統市場景況感値数
は109.2で先月に比べ14.5p、29.2p上がった。

地域別は個人事業主の景況感値数は最終が先月に比べ

24.7p上がった87.0で一番高い上昇率だった。全羅南道
（23.2p上昇）、ソウル（17.1p上昇）などの順だった。

個人事業主市場振興公団は政府と自治体が支給した緊

急災難支援金、商品券などで道民の消費が増加し、コロ
ナ19で凍りついていた個人事業主及び伝統市場の景気に
肯定的影響を与えた。
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個人事業主景況感値数（2020年5月）
値数
지수

上昇幅
상승폭

+24.7p

上昇幅
상승폭

+23.2p

4月
4월

+17.1p

5月
5월

88.4

96.7

87.0

80

73.6

71.3

62.3

60

上昇幅
상승폭

全羅南道
전남

ソウル
서울

40
20

済州
제주

特に済州道が用意した済州型災難緊急生活支援金は

難緊急性生活支援金という本質的目的に集中した。

その結果、道民を信じ、道民自らが効率的に使用

全額現金で支給された。したがって、全国地方自治団

できる現金支給を決定することになった。おかげさ

支援金などの使用が本格的化されながら、使用先の制

可能だった。お互い助け合うという気持ちで自らで

体がコロナ19の危機を乗り越えるため、支給した災難
限などの雑音や混線から済州だけが例外だった。

地域商品券と先払いカードなどは大手企業マー

ト、税金などで使えないという使用先に制限があっ
た。一部の地域では使用期限が３ヶ月という点でぼ
ったくりなどの問題などが起こった。

まで、道民たちは個人事情にあった自由なる消費が
きれば自営業で活用した。

この結果、道民には経済的に役にたって、済州道

に対する行政信頼を回復した。

路地商圏と伝統市場などの個人事業主の経済活性

化を成した。

ドンムン市場から30年以上出店をしている人は、

済州道の関係者は「済州型災難緊急生活支援金は

「コロナのせいでドンムン市場に人が全然いないと

耐えるように生計に役に立てるよう、緊急救護性の

はお客さんがたくさん来てくださることになりまし

コロナ19の危機で苦しんでいる道民が混乱な時期を

支援なので使用先へ制限、使用期間のある先払いカ

ード、地域貨幣よりは現金の支援が効果的だと判断
した。」と言った。

済州どうは使用期間と使用先を制限するなどの政策は

なくし、道民個人の緊急な必要に合わせて使えるよう災
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地域
지역

いうのは一度もなかったですが、支援金の支給以降
た。済州には生きてみればなんとかなる。という言
葉がある。今やっとよみがえる道が開たような気が
します。」と笑った。

済州道の関係者はこれから「１次災難緊急生活支援金

の結果を 分析する合同評価会を組み、支援金の支給の道

エウォル邑里長・事務長協議会、災難緊急生活支援金教育実施（4．24.エウォル邑）

不自由な老人や障害者を対象にした直接「訪問するお申し込み」サービスを始めた。
立ち居の不自由な老人のお宅に訪問、政府緊急災難支援金の渡し（5.29. イルド１洞）

民の認識調査、ビックデータなどを活用して地域経済の

した道議会との尊重とキム•マンドクの分ける精神で道民

給•運営の企画を用意する方針だと明らかにした。

う財源を十分確保すべきだという特別命令を発表した。

効果分析の結果をもとにした２次災難緊急生活支援金支

6月16日、ウォン•ヒリョン道知事は「今は危機の被害

みんなが被害回復の主体となり、道民みんなを助けるよ

よって、済州道は第２次済州型災難緊急生活支援金を

が道民社会全体に広がり、地域全体が大きな危険に直面

全ての道民にフェアな過程を通して一人当たり10万ウォ

が共同体全体の拡散を積極的に止め、せめて「生存の危

道の支援能力と道民の協力で済州道がコロナ19を打ち

している。」と言い、「済州型２次災難支援金」は危機

機までは防ごう」という目標で、支援金前道民支給を促

ンずつ支給する予定だ。

勝って、懸命に乗り越えてほしい。

済州型 災難緊急生活支援金
単身世帯

20万ウォン

１次

2人世帯

30万ウォン

選別支給中位所得100％以下世帯

3人世帯

0万ウォン

4人世帯

50万ウォン

２次

前道民対象

1人

10万ウォン
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賢明な政策–ドローン活用非対面サービス

ドローン活用非対面サービス

海の底まででも
文 編集部 / 写真提供 济済州特別自治道

コロナ19の拡散が続いている。「生活の中距離確保」

をまた「社会的距離確保」に転換、防疫水準を高めるべ
きだという声が高まっている。

最近には道内でも外国留学生による感染者増加で緊張せ

ざるを得ない状況が続いている。

このような状況の中、コロナ19で非対面が道政サービス

にも活用されており、いい反応を受けている。
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ウォン•ヒリョン道知事が島地域マスク

配達前、参加者たちとドローンを見ている。

島地域公的マスク配達
済州道は4月、水素ドローンを使い、薬局や郵便局がなくて公的

マスクの購入ができなかった近所のガパ島、マラ島、ビヤン島など
へ公的マスク1,200枚を渡した。

コロナ19の影響で非対面サービスの拡大が要求されている状況で

ドローン配達を活用し地域との距離の限界を超え、道民の生活に役
に立てる機会がなったという点で注目を浴びた。したがって、積極
行政大会で海外の人々にも好評を得て、堂々とコロナ19対応積極行
政の良いケース１位を占めた。

ドローン物流配達実証事業
6月8日、ムス川のガソリンスタンドから出発した２台のドローン

が0.8km,

1.3kmを約３分かかり、チュウサンガン地域のペンションと近所

の初等学校に品物とお弁当を配達するというドローン配達の試演イ
ベントがあった。
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これはドローンを活用した物流配達実証事業で、前の公的マスク

配達に続き２回目のイベントだった。

今回のイベントで、今後ドローン物流配達がコロナ19のような国

家的危機の状況で孤立している個人たちに社会共同体と国家が非常
品物とサービスを個別化して提供する共同体維持及び国家非常対応
システムで積極活用可能なサービスというのが明らかになった。

規制サンドボックス実証リーダー的役割、ドローン産業核心的都市に
済州道は2019に続き、2年連続「ドローン規制サンドボックス実

証都市」に選定され、ドローン産業の革新的としになっている。

「規制サンドボックス」とは新商品、新サービスを発売する時一定
期間既存の規制を免税する制度のことだ。砂遊びばのように規制の
ない環境を与え、その中から多様なるアイデアを思う存分考え出せ
るということでサンドボックスだと言っている。

国内のドローン産業が本格的に活性化され、生活に積極的に活

用される前までには多くの実証の過程をへるべきだが、そのリーダ
ー的役割を済州道が担当して行っているのである。

ドローン物流配達実証事業済州試

演イベントからウォン•ヒリョン道
知事が済州をドローン産業のメッ

カとして発展するとイベントの来
賓たちと成功を記念している。

島地域のマスク配達、ドローンでの宅配便物流配達、ハ

ンラさん登山中の応急患者にドローンで救急品をテスト配
達するなどの事業もこのような規制サンドボックス実証事
業のいい例となるのだろう。

ドローンの活用で済州の懸案問題を解決

ている。

最近「ドローン特別自由化区域」指定申し込みをしている済州

道は海洋環境モニタリング,ハンラ山緊急救護物品配達、海上ドロ
ーン見回り、風力発電機など公共インフラの偵知、越冬作物·材線
虫モニタリングなどドローンの活用のための実証をする予定だ。

ウォン•ヒリョン道知事は「ドローン技術実証メッカとして済

済州道はもうドローンを懸案問題の解決に積極的に活用し

州道が成長の基盤を作り多様なる民·館協業モデルの推進をする

松の材線虫病感染木と海岸アカモクの流れをドローンで撮

を融合、済州をスマートシティーにする」と言った。

ていて、今後少しずつ拡大していく方針だ。

影し、映像地図を制作した。農地の利用実態,景

計画」と「ドローン行政サービスも発掘し未来産業にドローン

観保全直拂地域、家畜飼育施設など現場確
認が必ず必要となるところにドローン
を使い、業務の効率性を極大化し

2020ドローン実証都市構築事業の推進により
最終道の所々でドローンの飛行ができる予定

で、ドローンの飛行に安全スタップを配置、
個人情報の保護など関連の装置をした。
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あなたを応援します。– 済州特別自治道

町づくり総合支援センター

済州特別自治道 町づくり総合支援センター

相生の町のための
土台
文, 写真 編集部

「愚問賢答：私たちの問題は現場に答えがある」という言葉を心に刻み付け、

今日も事務室を出て、1日に何回も町の現場に行き、住民たちと一緒に働く済州
町づくり総合支援センターがある。

済州道が住民主導の共同体を作るために、町の住民たちの結束を支援し、

町と行政の間に橋の役割ができる中間支援機関の町づくり総合支援センター
を2016年7月22日に済州経済通商振興院の２階に組んだ。

戦略企画チーム、事業チーム、定着支援チームでなっているセンターはア

ン•ドンフン事務局長を含め、7人の担当者が住民の幸せな町共同体の活性化
のため研究し、心を込めて町の現場至る所の役に立っている。多変化してい
く地域の特徴に合っている情報と共に、個別化住民教育を通じて住民の器量
を強化し、自らの参加で形成された住民主導的組織化の協業で町の共同体事

業が住民のために実現できるよう、町共同体好循環の潤滑油の役を果たして
いる。
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町づくり総合支援センターは常に住民のそばで住民と一緒になり、町に必要な支
援がなんなのかを自ら探していく。 写真提供

町づくり総合支援センター

町共同体活性化事業に住民たちも積極的に頑張んている。
写真提供

町づくり総合支援センター

「教育を必要とする街は住民たちが願っている主題と講

前に事前教育を行い、多くの住民が教育を受け、同時に修

になり、その結果教育に対する疲労が高い住民たちから好

行政安全部新規町企業に指定された。社会的経済の活性化

師をオファーし、住民たちが好きな場所で教育を行うこと
評を受けた。町づくり公募事業コンサルティングの進行を
通じていろんな町が中央官庁、地自体及び公共機関から事
業費をもらい、町づくり事業の基盤を造成するためにし
た。」と説明した。

ゴッジャワル公有化財団とのMOU（業務協約）を通じたあ

る町の住民たちを対象にしてゴッジャワル解説者を養成し

たのも一例となる。この町の場合、ゴッジャワル関係の祭
りを毎年6〜7月に開催するが、訪問客を対象に解説プログ

了ができるようにした。わずか1年ちょっと過ぎた今2020年

はもちろん、コロナ19で沈滞していた町の経済に力になる
機会となった。

5年間、数なる町共同体プログラム運営、町共同体関係中

央官庁公募型事業の支援、町のPR支援事業などを手伝い、
町の共同体と一緒に成長した町づくり総合支援センターは
今年2020年５つのテーマ事業を企ている。

町づくり事業の目標は新たな共同体の構成、既存共同体

ラムを運営しようとしたが、住民たちの専門知識不足のた

の回復、全ての共同体の活性化だ。共同体の理解なしには

ていた。センターから前もって現地の住民たちとゴッジャ

はない実際の住民たちの意見を聞いて、町共同体が一番必

め、外部のNGO団体と助け合い、開設プログラムを運営し

ワル共有化財団の間への協業を押し進め、住民にゴッジャ

ワル解説者の養成過程を行った。その結果、2018年からは
外部の助けなしでも地域住民たちだけでの解説プログラム
を運営することになった。

最近には国内最初、「社会的経済支援センター」とセン

ターの社員と講師が島嶼地域に行って、町の企業を立てる

町が台無しになるかもしれないと思い、言葉だけの事業で

要とする事業、住民ができる事業を発掘するためにいろん
な努力をしている。

アン・ドンフン事務局長は「草の根住民自治の本質は住

民の意見を聞くのが大事だ」と「多数決での決定よりは住

民のいろんな少数意見を 大事にするという努力を町の現場
で住民と一緒にしている。」と言った。
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2
1. 街づくり総合支援センターのアン・ドンフン局長はいつも「人々の意
見から答えがある」と言い、自分が先に近付く準備が必要だと話して

1

大事にするという努力を町の現場で住民と一緒にしてい

る。」と言った。

その努力の一環として住民会議の円滑な進行のため、会
議の専門パシリテイター（facilitator、助け人）が住民たち

いる。

2. 今年の6月24日、街づくり総合支援センターの大会議室から第七回幸せ
農村作りコンテストの道予選が行われた。

公文の作成などの書類作業もサポートしている。難しい文

書作業で町の住民共同体が行政サービスに距離をとってし
まうことがないよう、土台の役割をしている。

センターのキム•ミンジョンチーム長は「今まで共同体

がもっと良い合意による結論に達するのができるようにす

活性化のため共謀事業を町と一緒にしながら、いろんな

聞きを自治的にできるよう、町の活動家の器量強化の一環

は町の方々にありがとうという言葉を聞くときだ。センタ

る。そして町共同体住民自らが風通し、会議進行、意見の
としてパシリテイション（CF）教育運営も実施している。

具体的には2019年、テストで運営していた戦略フォーラ

ムといった事業で街で事情をするに町のリーダーの判断で
事業を企画したり行うよりは住民の意見を聞き、事業案を

出し、これを元にして事業計画書を作成する段階を行うよ
うにした。

これは農漁村パシリテイター済州支会とのMOU(業務協

約)を通じて町別の申し込みを受け、２回から最高３回に

かけて住民２～30人を対象にしたワークショップで事業案

を導き出せ、最終事業計画書が作成できるよう、サポート
した。これで町の事業の進行に住民の参加を拡大させ、円
滑な事業ができるようにした。

特に町の事業の過程で町の住民がしにくい行政の書類や
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仕事を行い、開発し、発展しているが、一番良かった瞬間
ーの社員みんな褒め言葉に弱いタイプなので、「ありがと

う」という人ごとに力をもらい、もっと頑張らなきゃと思
う。」と言う。

全てがいい結果を呼ぶのではないが、結果にかかわら

ず、一緒にしてくれたということだけでありがたる。「後

でまたするのでよろしくお願いします」という住民のお願
いに、道内の全ての町がいい結果が出るまで支援や努力を
続けなければならないと思うことになり、力をもらってい
ると答えた。

最後に、アン•ドンフン局長は「既存の鋳型に嵌めたよ

うな支援ではなく、町の共同体住民たちと共感し、各共同

体に最適化された町事情ができるよう、行政と町共同体の
間の助け人になって欲しい」とこれからのセンターの進ん
でいく方向と覚悟を言った。

2020年五つテーマ事情のアウトライン
1. モダヅゥルオン事業 – 住民器量強化プログラム
町の住民が主導的に住民の器量を強化する健やかな町の共同体の形成のため、町（共同体）の
地域的特徴と価値を反映したいろんな個別化町共同体プログラム運営事業。

2. スヌルム事業 - コンサルティング
中央官庁公募の事業選定など住民主導のボトムアップ町づくりの事業のため、段階ごとに個別
化コンサルティング及び町の懸案問題の解決のためのコンサルティング支援事業。

3. ハガンディ - PR・モニタリング

運んでいる町の事業及び事業完了後に発生できる多様なる問題を把握し、それに対する解決方
法を探し、町づくり事業が続けるよう支援し、センターの役割と事業の内容を積極的にPR,多
くの町と共同体が町づくり事業に参加できるようにする事業。

4. ホンディモヨン事業 – 住民主導学習
町の活動家の養成・運営で町の住民が主導的に住民の器量を強化する健やかな町の共同体を形
成し、町の活動家の器量強化を通じてボトムアップ町づくり事業の定着を支援する事業。

5. ヌヨンナヨン事業 – 定着支援

定着住民の安定的な定着と地域社会とのコミュニケーションや協力のための相互協力プログラ
ムの提供を通じて地域住民と定着住民が一緒に住める共同体の形成で地域発展の成長動力にな
れるように基盤を組む事業。
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読者の声

よく読みました。

제주특별자치도에서 제공하는

코스 지도

자연–디스커버리 제주 2

특집 2–제주4·3 72주년

그럴 때마다 매번 제주도는 아름다운 섬이라는 피상
적인 답변만 하니 제주도에 대한 알 수 없는 부채감이
들었다. 그러다 2009년 제주도와 형성 과정이 비슷한

제주도는
우리가 알고 있는 것보다
훨씬 귀한 섬이다

하와이 빅아일랜드섬을 탐험하게 되었다. 화산국립공

제주 4·3 72주년

원 내에 있는 토마스 A. 재거박물관(Thomas A. Jaggar
Museum)에서 우연히 만난 은퇴한 화산학자는 죽기

코로나19 속,
조용한 평화의 울림
제주 4·3

전 마지막 소원이 한국의 제주도에 가보는 거라며 나
1. 문경수 과학탐험가

를 반겼다. 화산학의 대가인 그가 그렇게 말한 이유가
궁금해 물었다. 그는 세 가지를 말했다.

2. 백록담
1

3. 주상절리대

첫째로 제주도는 하와이와 형제섬이라는 표현을 썼
다. 두 섬 중앙에 있는 화산을 측면에서 보면 경사가 완

글 문경수 과학탐험가, 제주특별자치도 명예도민 / 사진제공 윤종운

만해 마치 방패를 뒤집어 놓은 모양을 닮았다. 그래서
한라산 같은 화산을 방패화산 또는 순상화산이라고 부
른다. 이는 토마토 주스처럼 묽은 용암이 굳어졌기 때
문이다. 순상화산은 마그마의 점성이 약해 용암이 바로
흘러버리기 때문에 완만한 형태를 만든다. 둘째로 곶자
왈에 가보고 싶다고 말했다. 제주도 같은 화산섬은 육
지부와 토양 성분이 달라 작물 경작에 어려움이 있지
만, 그 어려움 덕분에 화산섬에서만 자생할 수 있는 곶
자왈 같은 독특한 생태계를 만들었다. 제주 곶자왈은
지구상에서 남방한계 식물과 북방한계 식물이 공존하
는 유일한 숲 생태계이다. 그리고 마지막으로 곶자왈을

2

터전으로 살아가는 제주 사람들의 삶을 엿보고 싶다고

17년 간 탐험을 하며 많은 외국 과학자들을 만났다. 그들은 한국에서 온 내게 “제주도에 가봤냐”라는 질문을

했다.

자주 했다. 그땐 제주 자연의 가치를 잘 몰라 경관이 아름다운 제주의 몇 곳을 소개하고 관광명소와 유명 카페,
레스토랑 정보를 말했더니 그들의 표정이 내심 어두워졌다. 그리고 되묻기를 “한국에도 제주도처럼 과학적인

제주도를 경관이 아름다운 곳으로만 생각했던 나에

가치가 큰 섬이 있는데 왜 해외를 탐험하느냐”라고 물었다. 처음에는 인사치레로 하는 얘긴 줄 알았는데, 그 뒤로

게 그의 대답은 충격이었다. 그가 보고 싶은 제주는 아

우리의 모든 일상을 바꾸어놓은 코로나19는 올해 〈제72주년 4·3희생자
추념식〉에도 영향을 끼쳤다.

름다운 경관 너머에 있는 지질학, 생태학, 인류학적 다

어느 지역을 탐험하든 비슷한 질문을 꼭 받았다. “제주도 가봤어요?”

여러 가지로 어수선한 정국과 도민의 안전을 고려해 행사 자체를 축소해

양성의 보고인 셈이었다. 그와의 만남은 내가 제주 탐
험을 시작하는 계기가 되었다.

진행하기로 결정한 것이다. 4·3의 전국화와 세계화가 절실한 상황에서

약 120년 전 서양인 최초로 한라산을 등정해 한라산의

매우 안타까운 일이 아닐 수 없지만, 행사의 축소는 오히려 제주의 4·3

높이가 1,905미터라는 사실을 서양에 알린 독일 기자

사건이 우리가 늘 기억하고 ‘평화, 인권, 화해, 상생’이라는 4·3의 가치를

지그프리트 겐테(Siegfried Genthe)의 제주 사랑도 인상
적이다. 독일에서 지질학으로 학위를 받고 신문기자가 된

다음 세대에 전승하기 위해 항상 노력해야 할 일이라는 걸 일깨워주는
3

계기가 되었다.
달라서 너무나 특별했던, 72주년 4·3의 이야기들을 모아 보았다.
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済州道は私たちみんなの貴重で高貴な世界文化遺産です。世

済州オルレコースの地図は本当に役に立っています。ありがと

コロナ19の状況でも済州4.3の話をしてくださいまして、ありが

地球上の遺産でした。恵まれた自然が人間に与える特典は想

す。コロナ19で大韓民国どこも非常な状況ですが、済州道は

聞いたことがあります。済州4.3忘れずにいつも思います。

界文化遺産の登載に1票だけであったとしても、その心はもう
像できないぐらいです。人々の人生も大事ですが、どうか痛

むことのなく貴重に保村して子々孫々続けられることを願っ
ています。

ハン•ドッキ 釜山広域市 ササン区 カンジャン路

진행된 구술 증언자를 분석하면 남자는 594명, 여성은 434명이다. 여성과
특집 2–아직 꽃은 피지 않았다, 라고 기록하는 까닭

うございます。済州に住みたいのですが、できなくて残念で

もっと警戒したと信じています。観光地としては済州道が一番
です。済州道民みんなお疲れ様です。頑張ってください。

とうございます。一番国を思うことは忘れないことという話を
キム・ベルディ 京畿道 アンヤン市 ドンアン区 カンヤン1洞

ジャン•セマン 全羅南道 ヨス市 ソラ面 ソンチョンギル

이야기–타임머신 제주

특집 2–제주4·3, 72주년에 생각한다

남성의 비율이 수치로는 비슷한 수준이지만 구술 자료 속 여성이 겪은 사례

제주 4·3,
72주년에 생각한다

들은 남성에 비해 훨씬 부족하다. 더욱이 질문 자체가 사건의 개요를 묻는 질
아직 꽃은 피지 않았다, 라고 기록하는 까닭

문으로 구성되어 있었기에 가부장제의 문화 속에서 남성중심의 피해 사례가

〈제주4·3 여성의 기록〉에
참여하고

제주인의 삶을 읽다
자료제공 제주특별자치도민속자연사박물관

기록되기에 바빴다. 연구자도 구술자도 당시에는 여성주의 시각으로 4·3을

글 강덕환 ‘(사)제주작가회의’ 회장 / 사진 강정효

돌아 볼 여유가 없었다고 고백한다.

4·3과 콜레라

7,193명의 사망자가 발생했고, 제주도에서

과거시험과 관리 생활

도 369명이 사망했던 것으로 집계하고 있다.
글 김신숙 시인, ‘제주여민회’ 회원 / 사진 편집부

“살암시난 살아져라1) ”라는 말처럼 제주 여성들은 삶이 버거워 과거를 돌아

우리나라 해방 공간의 역사에서 제주의

이 기록대로라면 당시 만연했던 콜레라로

제주는 바다를 사이에 두고 육지와 멀리 떨어져 있었기 때문에 과거

과거에 합격하거나 간단한 시험을 통해 관리가 되어 관직을 받게 되

4·3이 어째서 참혹한 역사로 점철되었는지

인해 전국 대비 엄청난 인명 피해가 있었던

시험에 응하기가 쉽지 않았다. 바다를 건너가다가 풍랑을 만나 표류

면 임명장인 고신(告身)을 받고 근무하였으며, 관리로서 업무와 관련

살펴보면 단순하지가 않다. 그래서 〈제주

셈인데, 이러한 피해는 1946년 만이 아니라

하기도 하고, 과거 응시 비용을 마련하느라 논, 밭을 팔았다가 과거에

해서 다른 관청에 문서를 전달할 일이 많았다. 대개 동등한 관청끼리

볼 겨를이 없었다. 여성의 피해사례는 알몸인 채 구타 당하기, 전기고문, 성희

4·3사건진상조사보고서〉의 결론 부분에서

4·3의 한복판에서도 있었던 것으로 보인다.

는 다음과 같이 설명하고 있다.

“먹을 것도 없는데 돌림병도 돌았지. 아버

“광복에 대한 초기의 기대와는 달리 귀환

롱, 성추행 고문피해처럼 어쩔 수 없이 공개 될 수밖에 없을 때 증언으로 남

인구의 실직난, 생필품 부족, 콜레라에 의

이 소속 관원에게 내리는 문서는 첩(帖)을 이용하였다. 지방관이 향
리나 제관, 풍헌, 유향 좌수·별감 등을 임명에도 첩을 사용하였다. 지

1949년 봄 노형 정존마을의 전략촌에서

가 겹쳤고, 미곡 정책의 실패, 일제 경찰의

생활하던 주민의 당시 증언이다. 역병이 돌

군정 경찰로의 변신, 군정 관리의 모리 행위

아 많은 사람들이 죽어가자 아프지 않은 사

일제강점기의 군사문화가 그대로 답습되고 있던 시절이라 악랄한 성고문

위와 같이 제주4·3 발발 원인의 하나로

게 하면서 밖으로 나오지 못하게 격리를 시

꼽고 있는 ‘콜레라에 의한 수백 명의 희생’에

켰다. 이처럼 “역병이 돌면 민심이 흉흉해진

주목해 보자.

생겨났다. 그러자 미군정에서는 제주를 콜

제주 판관이 세 명의 관원을 이끌고 높은 곳으로 올라가 월식을

첩정 牒呈

지켜보고 월식하는 그림을 붙여 겸방어사(제주목사)에게 보낸

1877년 1월 17일에 제주 판관이 지난 16일에 있었던 월식의 모양을

다고 보고하는 문서이다.

그려 올려 보낸다고 보고한 문서이다.

4·3 72주년과 코로나19

레라 전염 지역으로 선포하고 6일간의 검역
기간을 거치지 않으면 제주도에 들어갈 수

코로나19는 우리 사회 전반의 기존 관행

없다며 연륙 교통을 통제했다.

심각했는지 짐작하는 일은 마음 아프다. 누락된 역사 속 여성 고통을 찾아서

에 많은 제약과 통제를 요구하고 있다. 애초

미군정 보고서의 기록에 따르면 여름에

올해 추념식을 기획하던 지난 1월부터 4·3

들어서면서 콜레라는 더욱 기승을 부렸던

72주년은 4·3의 핵심 가치인 ‘화해와 상생,

것으로 보인다. 1946년 8월 29일 전국에서는

평화와 인권’을 미래세대에게 전승한다는

제주4·3평화공원에 있는 위패봉안소

일러스트 안재선
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이를 관찰하여 보고하라는 전라도관찰사와 관상감의 관문에 의거

에도 적용 가능한 4·3이 남긴 교훈이다.

부터 퍼지기 시작하였다. 그해 6월에 이르

오지 못했다는 이야기를 읽으면 우리가 모르는 여성들의 피해가 얼마나 더

분노의 횃불을 들고 샅샅이 밝혀내겠다는 의욕은 끔찍한 증언 앞에서 무너

하였다.

1877년(광서3) 정월 16일 임신(壬申) 새벽에 월식이 있을 것이니

맞아 엄격한 ‘사회적 거리’를 강조하는 지금

면서 제주도에서도 콜레라 환자와 사망자가

하거나, 달빛에 여자의 얼굴을 비춰 데려간 고운 여자들은 다시 마을로 돌아

방에서 첩정을 올릴 때 내용을 간략히 적은 서목(書目)을 첨부하기도

첩정 牒呈

다”는 말은 코로나19로 국가적 재난상황을

콜레라는 1946년 봄에 남한 각 지방에서

이 증언된 글을 읽을 때면 치가 떨린다. 여자의 몸에 수류탄을 넣고 달리게

로 인한 노고를 위로하기 위해 말과 숙식을 제공하기도 하였다.

람들은 환자들 집 앞에 물을 길어다 두고 먹

등이 큰 사회문제로 부각됐다”

치로 잡히지 않는다. 제주4·3연구에서 여성의 삶들은 누락되었다.

주고받는 문서는 관(關)을 썼고, 하급 관청에서 상급관청에 올리는
문서는 첩정(牒呈), 상급관청에서 7품 이하 관리에게 혹은 관부의 장

제주목사(濟州牧使)의 주관하에 실시하게 하였고 서울에서 치르게
되는 2차 시험(會試)이나 3차 시험(殿試)에 응하게 되면 원거리 왕래

한 수백 명의 희생, 극심한 흉년 등의 악재

는다. 그러나 개인이 겪었던 성폭행, 강제결혼 등 여성의 4·3피해 실태는 수

합격하지 못해 집안이 패가망신하기도 했기 때문이다.
따라서 조선 정부에서는 과거의 1차 시험인 초시(初試)를 제주에서

지도 거기서 돌아가셨어. 우리 옆의 두 부부
도 돌림병으로 죽었어”
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강익수할머니의 시 _ 암호

カン•イクスのおばあさんの詩が頭の中に残っています。

＜済州4.3 72周年に思う＞を読みながら真実はいつかは明らか

＜済州人の人生を読む＞記事を興味深く読みました。遠い昔

へ行った/ウォルセンイ、スンムンイ、ソンウクイ、私/４

し、被害者が救われる正義の世の中を作るために4.3事件の真

す。遠いところに住んでいる人々の便利や辛さを考え馬と宿食

지고 만다.

제주4·3여성의 기록을 남기는 작업을 하는 동안 우리는 횃불을 내렸다. 여

「夕飯食べて暗くなったら/アルドンネ ソンダム 歩哨幕
하루아침에 산불이 나듯 산목숨이 사라진 북촌 마을에 남은 어린 여자들은
성이 제주4·3을 고통이 아닌 희망으로 만들었음을 확인했기 때문이다. 봄이

되었으니 여자들이 할 일들은 바다에서도 들판에서도 풀 자라듯 지깍이었다.

밭일과 바닷일을 하며 남은 가족을 일으켜 세웠고, 시집을 가서도 마을에 정

人で歩哨の番だった。＜中略＞昼にはムミョンジルサム

착을 해 북촌 마을을 유지했다.

の尻尾巻いて/夜にはソンダムに上がり歩哨を立って/幼い

어머니가 고문 피해로 눈이 멀었고 가난했지만 ‘요망진2) 맹수’는 열
세 살에 배를 타 제주를 떠나 공장에 취직했다. 다시는 눈멀고, 아버

時に人生が地獄だった」

지 그늘 없는 고향 제주로 돌아가고 싶지 않았다. 4·3당시 마을에는 죽

음은 넘쳐났다. 맹수 엄마는 고문을 받았다. 거꾸로 매달려 맞으면서도

1) 표준어: 살다보니 살아지더라

になるということ、そして私たちみんなが真実のために努力
実が明らかになり、遺族の心を分かって欲しいです。

キム•ギハク 京畿道 ピョンテック市 アンジュン邑 アンジュン路

に済州道の人々の科挙の試の姿を見られたのでよかったで
を提供していた朝鮮朝政に感動を受けました。

キム•ウヨン 京畿道 安山市 タンウォン区 ポクックサンギル

2) 표준어: 야무진

キム・ウンヨン ソウル クロ区 南部循環路

당신을 응원합니다–제주특별자치도 소상공인경영지원센터

자연–디스커버리 제주 1

슬기로운 정책–제주형 재난긴급생활지원금

소리 풍경을 만나다

제주 소상공인의 또 다른 가족

누구에게나 마음속에는 소리에 대한 향수가 있다. 고요한 산사

이겨냅시다!

소상공인을 위한 체계적인 지원 업무 프로세스

글, 그림 김성라
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COVID-19

제주의

의 풍경 소리, 밤바다의 파도 소리, 낡은 책의 책장 넘기는 소리

제주특별자치도
소상공인경영지원센터

등 모든 소리는 지나간 시공간의 기억이 된다.
새벽 2시 마방목지에서 바라본 거대하고 희미한 은하수, 하늘
의 별이 움직이던 기억 속 풍경은 눈을 감아야만 비로소 자세히
떠오른다. 어둠 속에서 온몸으로 경험한 그날의 기억들은 들판의

제주형
재난긴급생활지원금

성공창업

예비창업

창업교육

현장·종합컨설팅

경영개선

문제점 진단

맞춤형 교육·컨설팅
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소상공인 재기

나무와 풀을 훑고 지나가는 세찬 바람소리와 함께 습한 공기 속
에 낮게 울려 퍼지던 말들의 수군거림, 아득히 들려오던 천둥소

글, 사진 편집부

제주도는 코로나19확산으로 생계난을 겪고 있는 도민들의 가계경제 회복을 위해

리들로 가득 차 있기 때문이다. 시계 소리와 자동차 소리, 컴퓨터

순차적으로 1차 제주형 ‘재난긴급생활지원금’을 총 550억 원 규모로 직접 도민들

의 냉각팬 소리 등 온갖 소리로 가득 찬 세상에 살고 있지만 우리
는 오히려 아무 소리도 듣지 않는다. 이런 수없이 많은 의미 없는

제주는 큰 덩치를 가지고 있는 기업이나 공장이 거대하게 자리 잡아 뽐내고 있는

소리들 속에서 특별한 소리를 찾아 의미를 부여하는 작업, 바로

곳이 아니다. 소상공인들이 풀꽃처럼 섬 곳곳에 올망졸망 뿌리내리며 자라고 있는

사운드스케이프(Soundscape)이다.

에게 지급하고 있다. 도민들의 불편함을 최소화하기 위해, 4월 20일부터 5월 22
일까지 행복드림 포털(http://happydream.jeju.go.kr)을 통해 온라인 신청이 가능하
고, 가까운 읍면동 주민센터에 직접 방문해서 신청할 수 있다.

곳이다. 제주 땅에 뿌리를 내리고 있는 소상공인의 숫자는 십만 명에 달하며, 전체

캐나다 현대음악의 거장인 머레이 셰이퍼(R. Murray Schafer)

제주도는 전화 민원 상담을 위해 긴급재난생활지원금 전담대응팀을 꾸려 민원

기업체 중 소상공인 비중은 92.8%로 조사 되고 있다. 즉, 제주 소상공인의 안녕이

가 1960년대에 처음 사용한 사운드스케이프는 소리 풍경이라는

안내를 진행 중이다. 더불어 행정시 읍, 면, 동 주민센터에 상담 직원들을 배치하여

곧 제주경제의 번영을 가리키는 바로미터가 된다.

의미로, 소리가 주는 풍경에 대한 기억이다. 사운드스케이프는

제주특별자치도는 지속 가능한 제주 지역 경제 발전과 상생적 제주 공동체 경제

어떤 순간을 소리에 고스란히 담아 지금의 우리와 과거의 우리를

성장 추구를 위해, 제주 곳곳에 외롭게 성장하고 있는 소상공인들에게 든든한 버팀

겹치게 해주는, 그야말로 소리로 담는 사진이자 풍경화이기에.

목이 되어주는 ‘소상공인경영지원센터’라는 가족을 제공하고 있다.

자금지원

신용보증 상담
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대출 실행

현장에서 직접적 맞춤 도움을 도민에게 제공하고 있다.
신청 접수가 완료된 이후 곧바로 행정 내부에서 확인 작업만 거치면 지급 결정

소상공인경영지원센터장 김치훈

체계적인 지원 업무 프로세스를 통해 제주도 내 소상공인들에게 보다 나은
서비스를 제공하기 위해 연구하고 있다.

여부가 확정되고, 바로 세대주 통장으로 현금이 지급된다. 신청 완료 문자메시지
부터 지급 완료까지 신속한 행정과정 답변을 실시간 본인의 휴대폰으로 발송시켜

글 김현주 작가 / 사진제공 김창훈

주는 발 빠른 민원 서비스도 제공하고 있다.

기억의 풍경까지 불러내는
경제시장의 신생아 격인 예비창업자들에게는 준비된 사업 성공의 단단한 첫걸음을 위해 창업교육과 소상공인 경영

제주의 소리들

개선 교육으로 구성된 ‘경영아카데미’ 프로그램을 운영하고, 세계화 속에서 제주를 더욱 제주답게 만들고 있는 제주 소
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상공인들에게는 21세기 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 빠르게 움직이는 시장경제의 지원을 위한 온라인 마케팅 비용 지

국내에도 이렇게 다양한 소리에서 의미를 찾고 소리 풍경을 만

원을 최대 50만 원까지 늘리는 ‘온라인 마케팅 지원’사업을 생동감 있게 추진하고 있다.

들어내는 작업들이 꾸준히 진행되고 있다. 국내 곳곳의 특별한

우리 동네 골목 어귀에 오손도손 모여 있는 골목상권 소상공인들에게는 활기 있는 자생력 확보와 탄탄한 경쟁력을 갖

장소에서 자연적으로 발생되는 소리들로 사운드스케이프 작업

출 수 있도록 ‘골목상권 시설 개선 지원’ 사업을 추진하고 있으며, 작은 덩치의 사업체 규모로 많은 일들을 쉴 새 없이 해

을 하고 있는 ‘소리탐험가’ 김창훈 감독은 소리를 모아 풍경을 만

나가는 제주 소상공인들의 건강 챙기기와 풍요로운 삶의 생기를 위해 ‘건강검진 지원’ 사업을 지원하고 있다.

들어내는 작업을 통해 매우 낯설지만 익숙한 제주의 기억을 만나

불행히도 사업 실패의 쓰라린 경험을 하게 되는 소상공인들에게는 또 다른 희망 재기 발판을 마련해 주고자 ‘사업 정

게 한다. 오롯이 귀를 기울여야만 들을 수 있는 제주도의 내밀하

리 지원’ 사업에서부터 희망 더하기 ‘재기 지원’ 사업을 추진하여 함께 돕고 있다. 성장하는 사람에게는 훌륭한 스승이 필

고 깊은 목소리들을 모아 제주만의 독특한 소리 풍경을 펼쳐내는

요하듯, 제주특별자치도 소상공인경영지원센터는 그들에게 실질적 선생님이 되어 도와줄 각 분야별 전문가 컨설팅 프

것이다. 사려니 숲 물찻오름이 들려주는 자연의 경이로움과 가파
도의 우렁찬 개구리 소리에서부터 제주 할망의 정겨운 목소리까
지, 제주의 일상을 고스란히 소리로 전해주며 새롭게 제주를 기
억하는 방법들을 만들고 있다.
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로그램을 운영하고 있다.

1. 김창훈 오디오 감독

QR코드를 스캔하면

2. 제주 사운드스케이프 1집

음원을 감상할 수

3. 제주 사운드스케이프 2집

있습니다.

물찻오름에서의 녹음
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매월 둘째, 넷째 금요일에 진행되는 소상공인 종합 컨설팅 DAY ©제주소상공인경영지원센터
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フォントから主題の構成、内容まで新しくなった春号＜済

個人事業主を支援する仕事をしていますが、済州道個人事業

賢明な政策や済州の文化の

文章と絵を読んで見るだけ

風景についての内容が興味深くてよかったです。音源も聞くこ

ちになります。陸地も島も個人事業主が健康でいられるこそ

どの文を面白く読みました。

州道にいるような気分

州＞、よかったです。済州ならではの特色がこもっている音の
とができたので、印象的でした。聞いてみると心も豊となり直
接その風景に沿って歩いて記憶に残りたくなってきます。
キム•ソンア 蔚山広域市 チュン区 北部循環道路
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主経営支援センターの記事を読んでいると友達に会った気持

経済もそうなる気がします。最近コロナ19のせいでみんなが
辛いですが、私たちみんな頑張ってください。

ソ•ファジャ 京畿道 安山市 サンロク区 オモク路

話、済州オルレコースの紹介な
チョ•ダンビ

大田広域市 ソ区 ケリョン路

で、驚くことにしばらく済
イ•ソクビン

大邱広域市 ソ区 ダルグボルデ路

カラーリング済州

済州の春の風景

petit710

ramb79

日常の大切さを悟っている最近、着いたばかりの済州のニュースレターにあって嬉しい。
距離確保で行けない心をカラーリングで埋めてみる。 #済州ニュースレター（イン★）

seulhye_angela

済州の春の風景を色に塗って応募します。ありがとうございます。（＠）

jejuusana

済州ニュースレターの
おかげで初めてやって

みたカラーリング完
成。青麦と花がコロナ
19の状況に力を上げて

いる様子。済州はやっ
ぱり空が一番～ヨーロ
ッパに行ってきても済

州の空だけはどこの空

より最高。済州道民で

幸せ♥娘たちに賞もら
うかもと言っておいた

けど…。私が一番塗り
絵下手…海の砂ってこ
八色ペンでストレス解消！#済州ニュースレター#カラーリングブック#塗り絵 #済州道（イン★）

参加を
お待ちしております。

とが知らなくて青麦だ

と思って…賞もらえる

かな…#済州ニュースレター#済州ニュースレター購読してみてください#済州ニュースレ
ターいいです（イン★）

済州道政のニュースレター＜済州＞を愛してくださる皆様に感謝いたします。今まで＜済州＞をお読みに

なり、感じた感情などを葉書にお書きください。よかったコーナや惜しいと思われるコーナまたは記事の
提案などなんでもいいです。お送りくださった葉書の中、いい意見がありましたら次の＜済州>にご紹介
し、採択された方にはプレゼントをいたします。
対象
期間

＜済州＞の読者なら誰でも
2020年8月31日まで

参加方法 読者葉書に意見やお名前、連絡先などを書き、お送りください。
発表

2020年<済州＞秋号に発表
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ホンジョオップソイェ

ホンジョオップソイェ
（
「いらっしゃしませ」の済州語）
世界自然遺産

済州

世界が認めている山と海

そして新録の森から土、野花まで

済州の全ては自然が人間に恵む最高のプレゼントです。

済州至るどころを歩き、山とオルムを登り、島を探してみると
日常の重さは軽くなり、笑顔になります。
済州は癒しの島です。

