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統一展望台から見た北朝鮮
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チャ ージ代を 含めても 、せ
いぜ い２万円 にもなら ない
か。 韓流ブー ムでＬＣ Ｃ利
用の リピータ ーが一段 と急
増し ていると 聞いて納 得し
た。
▼ 地下鉄網
整 備された 地下鉄網 には
目を 見張った 。車両の 幅が
広い し、きれ いだ。路 線ご
と に 色 分 け さ れ て い るの
で、 観光客に も分かり やす
い。 ただ、ど うしてこ んな
に歩 かされる のかと思 うく
らい 乗換駅で の連絡網 が悪
い。 エスカレ ーターが 少な
いこ とにも困 惑した。 理由
は分 からない が、高齢 者に
とっ ては厳し い。
反 対に感心 したのは トイ
レの 標識。地 上でもそ うだ
が、 地下鉄の 駅構内で もト
イレ の案内が 至る所に 表示
され ている。
▼ 統一展望 台
国 鉄ソウル 駅から電 車と
タク シーを乗 り継いで １時
間半 、烏頭山 統一展望 台を
目指 す。度肝 を抜かれ たの
が最 寄り駅「 金村」か ら乗
った タクシー 。高速道 でも
ない のに１０ ０キロ超 のス
ピー ドですっ 飛ばした 。「 怖
いね 」とささ やく間も なく
到着 。

修学旅行気分の５日間
ソ ウルは高 層ビルが 立ち
並び 、都心の 交通渋滞 など
は東 京と変わ らない。ただ、
南大 門や東大 門の市場 規模
はア メ横や新 大久保の 比で
はな い。３～ ４車線の 広々
とし た高速道 路や整備 され
た地 下鉄網に も驚いた 。
宿 泊したの は都心か ら少
し離 れた新開 発地域の 小さ
なホ テル。ベ ッド３台 が部
屋い っぱいに 並べられ 、バ
スタ ブもなく 、トイレ もシ
ャワ ーも一緒 だ。誰か が修
学旅 行のよう だと言っ て笑
った 。
▼ 格安航空
利 用した航 空会社は 韓国
の格 安航空会 社（ＬＣ Ｃ）
「イ ースター 航空」。 両側
３列 のボーイ ングの新 鋭機
を使 用し、折 り返しの 成田
駐機 時間は１ 時間。定 員を
増や すため座 席幅が狭 いと
聞い ていたが 、思った より
気に ならない 。コーヒ ーな
ど飲 食物はす べて有料 で、
オギ カンさん が頼んだ 缶ビ
ール はおつま み付きで ５０
０円 。
４ 泊して旅 行代金が ４万
２千 円だった が、この うち
航空 運賃はい くらにな るの
か。 ホテル代 を引くと 、成
田― 仁川間往 復で燃油 サー

展 望 台 は 漢 江 と 臨 津江
（イ ムジン河 ）の合流 する
高台 にあった 。有料の 望遠
鏡で のぞくと 、約３キ ロ先
の対 岸に白い 集合住宅 と北
朝鮮 の山並み が見えた 。森
林を 伐採した のか、そ れと
も干 ばつで樹 木が枯れ たの
か、 山の中腹 まで延々 と赤
茶 け た 国 土 が 広 が っ てい
る。 河岸沿い に緑の田 畑ら
しい 農地が眺 望できた が、
人影 はない。
▼ 辛み料理
予 想はして いたが、 韓国
料理 はどれも 結構辛い 。ど
この 店に入っ ても必ず キム
チな どが付い てくる。 辛党
の食 通にはた まらない だろ
うが 、非辛党 系の者に はち
ょっ と苦手だ 。キムチ など

は 食 べ な け れ ば い い のだ
が、 汁の中に 入ってく る辛
みは どうしよ うもない 。
た だ、仁寺 洞通りの 韓国
料 理 店 の 料 理 は 抜 群 だっ
た。 一見さん では見つ けら
れ な い 分 か り に く い 店だ
が、 コンダク ターが苦 心し
て探 してきた 。さすが ー。
４日 間、家庭 料理や焼 肉、
海鮮 料理を食 べ歩いた が、
夕食 後に喫茶 店でばか 話を
しな がらのア イスクリ ーム
の味 は格別だ った。
（ 富田 信 吉）
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「 変集長」 から「往 かざ
るの 記」を書 けとの仰 せ。
死 に 損 な っ た と い う こと

か。 あいにく まだまだ しぶ
とく 生きてい る。なぜ 一緒
に韓 国旅行に 行かなか った
のか と詰問さ れたが、 特に
大仰 な理由は ない。無 理に
理由 付けすれ ば「めん どく
さい 」という ことか。
ま ず、パス ポートは 年
前に 失効して いる。成 田ま
では 電車を乗 り継いで ２時
間半 以上。旅 行グッズ の取
り揃 え、５種 類の薬を 日に
３回 服用、ト イレも近 いし
…等 々を考え ると「め んど
くせ え」
とい うことに なる。
で もこれは 無理やり 考え
た理 屈だ。新 しいこと をす
るこ とにおっ くうにな るの
は老 化現象の 最たるも の。
相当 老化が進 んでいる とい
う証 拠ですね 。（原 征）
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