ソウル市庁舎前の噴水広場

いた 。日本統 治時代の 市庁
舎跡 に大きな ガラス張 りの
近 代 的 な ビ ル が 建 っ てい
た。 ソウルナ ビで報じ られ
てい た新庁舎 だ。サッ カー
のワ ールドカ ップ開催 時に
赤い 韓国サポ ーターで 埋ま
った 庁舎前の 広場には 何十
本の 噴水が吹 き出し子 供が
興じ ている。 ソウルの 新名
所に なるだろ う。
▼ ＩＴ王国
泊 まったの はバスタ ブも
ない 、長期滞 在者用の ホテ
ルだ が、今年 １月にオ ープ
ンし たばかり で従業員 がほ
とん どいない 代わりに 玄関
も部 屋もオー トロック 式。

部屋 は暗証番 号を入力 しな
いと 開かない 。
市 内に９路 線ある地 下鉄
も「 Ｔーｍｏ ｎｅｙ」 とい
う交 通カード を購入し ない
と乗 れない。 その代わ りこ
れが 一枚あれ ば鉄道も バス
も Ｏ Ｋ で 売 店 で も 通 用す
る。 東京にも 同様のカ ード
があ るが、ソ ウルの方 が導
入が 早く、
利 用範囲も 広い。
往 十里では 何回とな く道
を尋 ねたが、 若い人は 必ず
と言 っていい ほどスマ ート
ホン を手にし ていて、 すぐ
地図 を画面に 呼び出し 調べ
てく れた。さ すがＩＴ 王国
だと 感心した 。
▼ ６・２５
ソ ウルから 電車とタ クシ
ーで １時間半 ほどの「 オド

統一展望台に来た退役軍人

旅の間、 ４人
の 共有財布 が枯
れ ることは なか
っ た。
空港で４ 万円
を 両替する と、
万６千ウォ
ン 。カラフ ルだ
が 、ペラペ ラで
頼 りない感 じの
紙 幣で財布 が膨
ら む。さし ずめ
「 こども銀 行」
といったとこ
ろ。
初日の夕 食は
焼 肉だ。「 当分
肉 は食べた くな
い」 と思うほ ど食べて 飲ん
だ。 で、お会 計は？ ナン
ト８ 万８千ウ ォン。日 本円
で６ ６００円 、１人１ ６５
０ 円 也 。 ア ン ビ リ ー バブ
ル！
２ 日目の夕 食は２万 ５千
ウォ ン。３日 目５万１ ５０
０ウ ォン。

ゥサ ン統一展 望台」を 訪れ
た日 は、１９ ５０年に 始ま
った 朝鮮戦争 の開戦記 念日
であ る６月 日だった 。北
朝鮮 の人工衛 星と称す るミ
サイ ル発射実 験の予定 日に
石垣 島を旅行 中だった 富信
さん は「今度 は韓国で ミサ
イル 遭遇か」 。ミサイ ルは
飛ん でこなか ったが展 望台
では ちょうど 「６・２ ５記

さ らに泣け る、いや 、笑
える のが４日 目の夕食 、ソ
ウル 最後の晩 餐だ。初 日か
らず っと気に なってい た海
鮮料 理店に意 を決して 入る
こと にした。
店 の外に並 ぶ水槽に は、
「イ カ５杯５ 万ウォン 」な
どと 書かれて いる。キ ムチ
やチ ゲに食傷 ぎみの我 ら４
人の 胃袋は、 水槽の中 を右
に左 に泳ぐ魚 に惹きつ けら
れる 。しかし 、「ここ は高
いよ 」
と互い に言い聞 かせ、
３日 目まで店 の前を行 った
り来 たりしな がら、店 のド
アを 開けられ ずにいた 。
と ころが、 最後の夜 とい
う感 傷からか 、とうと う一
線を 越えるそ の時が巡 って
きた 。共有財 布に 万 ウォ
ン以 上残って いたこと も気
を大 きくさせ た。恐る 恐る
刺身 の盛り合 わせを注 文。
ビー ルの次は 焼酎。「 その
前に マッコリ もいっち ゃお
う！ 」。注文 しながら 、頭

念写 真展」が ひっそり と開
かれ ていた。
展 望台の出 口で帰り のタ
クシ ーを待っ ていたら 軍服
姿の 退役軍人 が３人、 中か
ら出 てきた。 朝鮮戦争 に参
戦し た元軍人 が、この 日を
選ん で北朝鮮 を望見し に訪
れた のだろう 。朝鮮戦 争は
休戦 中である ことを思 い出
した 。
（ 荻原 莞 二）
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到着初日の夕食は早くも豪華焼肉料理

の中 で概算す る。「ま だ、
なん とか大丈 夫…？」
ヒ ヤヒヤド キドキの お会
計。 「エッ、 ５万５千 ウォ
ン？ ４００ ０円ちょ っと
じゃ ない！」 。
毎 日、水槽 横目に店 の前
を行 き来し、 あれほど 頭を
悩ま せたのは 、悲しき ビン
ボー 人の習い 性。「案 ずる
より 産むが易 い」とは 、こ
う い う と き に こ そ 使 う諺
か？
４ 夜連続の 宴会代は 、４
人 合 計 万 ９ ５ ０ ０ ウォ
ン、わずか１ 万６３８ ０円。
東京 なら、一 晩で消え てし
まう 金額だ。 格安ビン ボー
旅行 のつもり が、予期 せぬ
豪遊 （？）に なった。
ウ ォン安、 円高に乾 杯！
（久貝 真澄）
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６ 年ぶりに 訪れたソ ウル
は相 変わらず 活気に溢 れて
いた 。屋台の 数が減っ た代
わり にビルが 増え、人 々の
服装 も垢ぬけ て、特に 若い
女性 の服装は 一段と華 やか
にな っていた 。
▼ 変貌
ホ テルがあ る「往十 里」
はこ れまで耳 にしたこ とが
なか ったが、 駅にはチ ンジ
ルバ ンや大型 スーパー もあ
る７ 階建ての 駅ビルを 併設
した にぎやか なところ 。都
心に も地下鉄 で 分も あれ
ば着 く。
そ の都心中 の都心、 南大
門か ら市庁近 くまで来 て驚

南山ソウルタワー前で一服

（2）

