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 言うまでもなく現在、日韓両国政府の関係は戦後最

悪で氷河状態と言われるほどです。 

 そんな中、来る 2015 年は日韓の国交が回復してから

50 周年という大きな節目の年にあたります。また太平

洋戦争が終結してから 70 周年という節目にもあたりま

す。 

 この記念すべき年、私たちの団体は氷河の下にも必

ず伏流水が流れているように、深く静かに韓国の市民

としっかり連携を深めていきたいと考えています。 

 具体的に言えば、縁（ゆかり）を重ねてきた都市、

大邱と大田に日本市民の感謝と友情の気持ちを伝える

べく、交流団を送り込みたいのです。 

 

 
 

        水崎翁の追慕祭 

  

 

 

 

 

 

 何故（なにゆえ）の感謝かと言えば、他の街では終

戦後全て破壊された日本人の墓地が大邱と大田では奇

跡的に保存され、守られてきているからです。 

 大邱では、衆知のごとく、戦前に洪水や日照りに痛

めつけられた農民のために、日本人知事や総督府の官

僚を説得し、巨大な農業用貯水池を造成した故水崎林 

太郎翁（岐阜市出身）の墓が残されています。 
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１，2015年は大邱と大田に 

  日本人の感謝と友情の気持ちを伝えましょう！ 
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水崎翁が死去したのは、昭和 14 年（1939 年）、いらい

75 年間にわたって池の近くに住んでいた徐氏一族が中

心になって水崎翁の追慕祭を行ってきました。徐氏一

族の当主で今年 6 月逝去された徐彰教（ソ・チャンギ

ョ 82 歳）さんは、「水崎翁は大邱農民の恩人、いつま

でも墓を守ってくれ！」との父や兄の遺言を受け、30

年以上、墓を守り通したひとでした。 

 徐彰教さんは、生前、こんな話をされていました。

「水崎さんが亡くなって、20 年もしたら、水崎さんの

業績を知る人も少なくなって、追慕祭を続けている私

たちに冷たい視線を向けたり、時には夜中に無言電話

をかけてくる人までいたんですよ」 

 

 そんなエピソードもあったものの、「継続は力なり」

で、水崎翁の功績を知る人も徐々に増え、最近では翁

の墓は地域に貢献した日本人の墓として地図に載るま

でになっています。徐彰教さんは、亡くなったものの、

「その志を継ごう！」と徐さんの次男 徐舗健さんも

含め大邱の若い人々が、追慕祭を継続していこうと決

議し「2015年は 4月 10日（金）に追慕祭を実施します」

と連絡してきています。 

 

 一方の大田では終戦後、墓地にあった数多くの日本

人の墓石は取り払われたものの、骨壷の骨は、全て直

径５メートルにも及ぶ古墳のようなおおきな墓（弘道

塚）に納め、かつての住民が訪れても お参りができ

るようにしたのです。大田で、こうした措置が取られ

た背景には、戦前の大田では、日鮮両国人の融合が、

極めて自然に進んでいた状況があったようです。 

 私たちの会が発足した当初、大田から帰国したとい

う会員が 10 人ちかくもいて「戦前の大田では、日朝 

双方の子どもたちが大変仲が良かった」と言っていま

した。その一人で数年前に故人になられた大久保舜司

さんの証言です。「中学生だった私たちは、当時の朝鮮

で名門校と言われていた大田中学（今の大田高校）に

通っていました。クラスには朝鮮人の子もいて、一人

は飛び切りの秀才、皆な仲が良かったですね。終戦に

なって我が家も一家揃って引き上げてきたんですが、

引き上げの日、仲よしの金君が駅まで来てくれただけ

でなく、貨物車に一緒に乗り込んできて釜山まで送っ

てくれたのには感激しましたよ。その後も日韓の同窓

生が 60 年以上にわたって、同窓会便りを出したり、同

窓会を開いたりしたものです！」 

 

 今、大田市では大田市史の編纂を行っていて、戦前、

大田の発展に尽くした日本人たちの功績もしっかりと

掲載されています。（会員の辻諄さんのお父さんの辻万

太郎さんも戦前の大田の代表的な財界人の一人として

紹介されています） 

 市史の編纂に当たっている人たちは、「私たちは史実

を残すようにしているだけです」と淡々と職務を続け

ているそうです。 

 問答無用と感情的な日本批判が吹き荒れているよう

に見える、韓国の中で、大田では穏やか、かつ爽やか

な風が吹いているように見えます。 

 大邱と大田、私たちの会員の皆さんとも縁（ゆかり）

を持つ、この二つの都市に来年は必ず友情の旅を行い

たいと思います。 

 大邱への訪問は 4 月 9 日（日）出発で追慕祭は 4 月

10日（金）です。 

 一方の大田行きは、関係者とさらに日程をつめ、発

表します。 

 

 いずれにしても今回は、縁を持つシニアの方は言う

に及ばず、極力、若い人たちに現地を体感し、現地の

人々と交流していただくようお願いします。 

 大邱も大田も交流の場には、日本語が話せる人が何

人も出席されるはずです。 

 安心して出かけていただくよう、お願いします。 

   

 
        

       大田全景（2014元旦） 

      

 

   

 
 

          弘道塚全景                
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８年目を迎える日韓交流史講座、2015 年は国内に回帰

して「九州北部の渡来文化」に焦点を当てます。 

 

フォーラム受講者の皆さん方であれば、既に 1～2 回は

訪問されたことも予想できる古代史の謎と魅力をいっ

ぱい秘めた地域です。つい最近では福岡県古賀市の船

原古墳で大型埋納坑の中から、大量かつ豪華な金銅製

の馬具一式が発掘されました。埋められた当時は、燦

然と金色に輝いていたと思われる歩揺付飾金具や、杏

葉・辻金具を始め、鞍やあぶみに加えて、出土例がこ

れまで 2 例しかない馬の頭部を守る馬冑から、鞍の後

部に接続して旗印を立てる蛇行鉄器まで出てきたので

す。 

 九州の考古学者の人たちは「飾金具や杏葉の精巧き

わまりない出来映えから見ると、これらは新羅の工房 

で造られた物で、馬具の主は、新羅を討つため海を渡

った人物か、もしくは逆に新羅と親しかった磐井のよ

うな武将だったかも知れない」などと話しあっている

そうです。 

  

 私たちは、これまで九州北部を稲作や製鉄、金属製 

武具の受け入れ窓口としては、かなり勉強してきたと

言えるでしょう。今回はそうした分野の勉強も、さら

に深化させつつ、宗教という視点から、九州北部が古

代に果たした大きな役割をも確認して行きます。 

 具体的に言えば、かつて、この地域には巨岩や大木、

島などを神としてあがめる伝統的な信仰世界がありま

した。そこに渡来人が故郷の神（新羅神など）と共に

渡ってきます。さらに中国の道教思想（山岳信仰も含

んでいた）の影響を受けた仏教思想も半島から到来し

ます。そうした中から宇佐神宮や宗像大社が生まれ、

九州地方ばかりか、近畿にある大和王朝から一般の

村々の精神世界にまで少なからず影響を及ぼしてゆく

のです。 

 

そして、12 月には元日本考古学会会長の西谷正先生や

日比谷高校教諭の武井一さんのお二人の同行解説で、

現地への 3 泊 4 日の紀行を行います。講座も、紀行も、 

 

 

 

 

 

 

 

 

またとない巨意味深い内容になると確信していますの

で、ぜひご参加下さい。 

 

 

講座日程 

 

 
 

現地紀行 

 12月 4日（金）～7日（月）の 3泊 4日 

   訪問地やスケジュールは検討中です。 

   日程の確保をお願いします。 

 

 申し込み 

   2015 年を迎えましたら、これまで受講いただい

た皆さんへ現地紀行のスケジュールや講座の申

し込み票を送ります。ご了解下さい。 

 

 

 

 

 

 

9月 15日から 19日まで、４泊５日で中国から朝鮮半島

の中央に向かって突き出している山東半島への旅行を

行いました。私たちはこれまで日韓交流史を学ぶ旅を

韓国各地から高句麗・渤海の故地である中国・東北部

まで数多く実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

今回の旅は、古代の日本文明の成立に核心的な影響を

与えた源流の地を求めて行くと、朝鮮半島を通り過ぎ、

直近の距離にある中国の山東半島に辿り着くのではな

いかとの想定に立ったものでした。 

５日間、1600km の距離を踏破した私たちは、山東半島

２，日韓交流史講座、来年のテーマは 

  “九州北部に展開した渡来文化”です 

 

 

会の活動報告 
 

１，中国・山東半島への紀行を行いました。 
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に育まれた中国古代文明の豊潤さに目を見張る一方、

そこでは中国人、朝鮮人そして日本僧たちもからんで 

の劇的な人間ドラマの数々が展開していたことも知り

ました。以下に山東半島紀行のルートをご紹介します

が参加の皆さんの感想文は 5ページから掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         山東紀行日程 

 

初日９／15 (日)中部国際空港―青島国際空港―青洲博

物館 (臨し泊) 

２日９／16（火）臨し―斎国古城遺跡博物館・城郭見学 

―城子崖遺跡―済南・山東省博物館―興国禅寺―千仏山 

摩崖仏（済南泊） 

３日９／17（水）済南―蓬菜・蓬菜閣と蓬菜水域―（煙 

台泊） 

４日 9／18（木）煙台―威海・清の北洋水師跡の劉公島 

―赤山・赤山法華院（チャンボコ関係遺跡） 

―（赤山泊） 

５日９／19（金）赤山—青島・青島市街―空港—帰国  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 11月 1日（土）、犬山市の入鹿池の奥にある、八曽自

然林を舞台に留学生や韓国総領事館のメンバー、それ

に日本人学生と私たち会員等々、多彩な顔ぶれ 45 人が

集まって“野遊会”を行いました。 

 当日は、あいにくの雨でしたが日韓の学生や会員た

ちは、まず八曽の渓谷の名所である八曽の滝までハイ

キングを決行、その後はキャンプ場内の屋根つきバー

ベキュー会場で、いも煮に焼肉、チジミそれにみかん、

柿、りんごなど、ぜいたくに秋の味をお腹いっぱいに

楽しみました。                 

雨の渓谷の中ですから周囲の気温は少しひやりとす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るほどでしたが、屋根の下のバーベキュー会場は、肉 

やチジミを焼く６つのコンロに炭火が赤々と燃えてい

ただけでなく、いも煮を煮る大カマドでも薪が、いっ

ぱい焚かれ寒さしらずでした。 

 日韓の参加者の会話は盛り上がり、日韓の政府関係

者に、ぜひ見てもらいたいと思ったものです。バーベ

キューパーティーを 14時半で打ち切り、最後は全員で 

アリランを合唱して野遊会を終えました。 

 今回の野遊会も総料理長の中川修介さんほか、多く

の献身的な協力で成立しました。 

 留学生らを乗せたマイクロバスを往復運転していた

だいた民団の事業部長の金栄一さん、日韓の学生らを

八曽の滝まで安全に導いてもらった、村越稔さんと田

２、留学生を交えて“野遊会”を行いました。 

      ～ 犬山市・八曽自然林 ～ 
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口良浩さん、チジミを焼いてもらった李尚勲ご夫妻、

会場の設営からいも煮の準備までお手伝いされた鈴木

健介君のご両親など、ここに書ききれないほど多くの

方々の献身的な協力があったことをお伝えしておきま

す。 

また当日、ご芳志をお寄せいただいた方々のお名前も

ご報告しておきます。 
大久保孝造10.000円・長澤進7.000・金龍鐘3.000・金栄一

バスガソリン代 

李尚勲チヂミ 李純子キムチ 岡本弘恵キムチ 後藤和晃

さといも、ネギ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日韓交流史講座を受講したはずなのに、何も頭に入っ

ていない状態で、山東半島の旅に参加してしまいまし

た。 

 行ってみて、中国広さ（山東省だけでもあの広さ…）、

歴史の奥深さに改めて驚嘆！ 中国に、中国の歴史に

ひかれ、はまったら、エライことになる、気をつけね 

ばと思いました。（残り時間がだんだん少なくなってい 

て、学ぶ時間も現地へ行く時間も限られています。何

より頭の回転が鈍くなって、聞くもの見るものが頭に

残っていかないのに。・・・） 

青州博物館で出会った龍興寺の数々の仏像は、一番印

象に残りました。東魏貼金彩絵佛菩薩三尊像と向き合

った時、なぜだかわからないけれど、涙が出てきた;の

です。 

こんなこと今までにあったっけ？不思議な感情でし

た。この仏像に会うためにだけでも、もう一度山東半

島へ来たいと思いました。 齋の遺跡、赤山法華院、

威海、蓬莱・・・へも又行きたいです。帰ってから

“行こう、行こう！”と友人たちを誘っています。 

 高句麗の旅のあと“また行きたいところ”と感想文

を書きましたが、願いがかなって同じ年の九月に行く

ことができました。今度もきっと又山東半島の旅が出

来ると思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワクワク、ドキドキする楽しく刺激的な旅に連れてい

って下さる後藤さんはじめ、事務局の皆様、西谷先生、

武井先生、そして同行の皆様、本当にありがとうござ

いました。 

    
 

        龍興寺出土石仏 

     

   初めての山東半島 ・・・                                 会 員  岡 崎 洋 子 

山東紀行感想文 



 6 

  山東半島歴史散策                                          会 員  長 澤 進 
 

 

平成２４年９月１５日から１９日まで日韓交流史フォ

ーラムのメンバー１８名で中国山東半島に参りました。

今回の視察団一行は、日本考古学会の重鎮九州大学名

誉教授西谷正先生と韓国事情に薀蓄のある著名な日比

谷高等学校講師武井一先生を招いての民間としては贅

沢な旅でした。 

団員は中日韓歴史に関心の深い、70 歳以上の高齢者が

多く、大多数が訪中歴４－５回以上です。嘗ては鴨緑

江対岸の高句麗集安の広開土王の古墳や新羅百済の遺

跡日露戦争激戦地の大連旅順等を訪れています。出発

前には「考古学で見る山東半島」、「慈覚大師 円仁と

張 保臯」、「山東半島の近現代」などのテーマの講座を

受け、事前研修をしてから現地への 5 日間の歴史紀行

を実施しました。旅行のメインテーマは“古代の山東

半島と日本の係わり”です。 

日程の中に自然風景の観光スポットを見るより、博物

館、仏教遺跡、磨崖仏、日清戦争の北洋艦隊基地跡と

赤山法華院などをゆっくり参観して来ました。現場で

は嘗て何度もお世話になったわざわざ遼寧省の大連か

ら駆け参じて頂いた石基連ガイドさんや青島旅行会社

の日本通の女性 徐霞さんの心温まるサービスに甘え

ました。 

 青島到着後、青洲博物館に寄り臨シで宿泊、翌日、

斉国古城博物館城壁遺跡を見物、章丘の城子崖遺跡を

見て山東省博物館を訪れ千佛山,興国禅寺、千国崖仏像

を拝顔、済南市に宿泊。３日目は５時間半もバスに揺

られ蓬莱閣と水城に散策後煙台に宿泊。４日目は威海

の街を見て往復フェリーに乗り清の北洋水師提督府の

劉公島を巡り日清戦争博物館をつぶさに見学しました。

その後は、円仁ゆかりの赤山法華院を参拝してから青

島に戻り、４泊５日の日程を無事こなしました。かな 

りのハードスケジュール、高齢者のメンバーにも関わ 

らず無事こなせたのも幸いでした。 

黄河文明を育んだ山東省は稲作発祥の揺籃の地で地理 

 

 

 

 

 

的にも日本文化の雛型でもあり、その成立と展開を考

慮すると欠かせぬ舞台であります。 

既に７０００年前には藤県の北辛遺跡は土器と粟の栽

培が見られ新石器 

時代の彩陶、黒陶の竜山文化へと発展。当地は商殷 

の主要な基盤とし功臣太公望呂尚建国の西周を経て春 

秋戦国の黄金期を迎え斉・魯国の興隆で桓公が最初の 

中原での覇者となります。儒教の創始者孔子、孟子、

墨子、孫子を始め諸氏百家が輩出、下っては諸葛孔明、 

書家の王羲之等の逸材の生誕地でもあります。 

 紀元九世紀献公が都として制定した臨シ斉国古城の

桓公台城壁王墓の近隣には圧巻東周殉馬抗があり、な

んと５－６百頭の馬が埋葬されているとは驚きです。

史記春秋左氏伝に記載された齋国王景公の巨大な富と

力の象徴です。紀元前２２１年、強国、秦に激しく抵

抗した末、滅亡するまで栄えた史実が伺え、現代でも

華東の商工業の中心です。 

 

お国自慢は他に歴代皇帝の参拝聖地泰山と漢随唐時

代の省中北部の灘坊市安丘県の石灰岩の石刻絵画は見

もので日本の広隆寺の弥勒菩薩の原型を彷彿とします。

画像石墓は中国全体でもここだけです。  

近代建築の粋を極めた素晴らしい青洲博物館には仏

教寺院龍興寺の遺物が数多く展示されています。東北

部渤海に面した水城は明代の民族英雄、戚継光が水軍

を率いて海賊倭寇に備える為に造営した要塞で芝不島、

蓬莱閣も近く、方士の徐福が始皇帝の命令で仙薬を求

めて船出しています。その他漢民族信仰では気、です。

我が国に八幡信仰修験道赤山明神として影響されてい

ます。煙台登州は遣唐使の上陸の地で、済南は日中衝

突の舞台で山東出兵蒋介石の北伐に関与しています。

ドイツの植民地支配三国干渉を経て日清戦争の激震地

としても忘れられません。連日にわたる水産物豊富な

中華料理、青島ビールは石さん、徐さん両方の計らい

で大満足でした。 
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 山東半島の歴史をめぐる旅に対しては４月から７月

にかけての４回に亘る座講の時から期待に胸を膨らま

せていた。中国への旅は初めてであり、案内の旅行日

程による一日何時間ものバス移動に一抹の不安もあっ

たが、高速道路を中心とする移動であったのでその心

配も吹っ飛び、予想以上の快適な旅行であった。特に

同行していただいた西谷正先生や武井一先生の解説、

担当ガイドの石其連さんや徐霞さんの興味尽きない中

国の国内事情などを聞いていると知らず知らずのうち

に時間を忘れてしまった。 

 ところで今回の旅の目的は、中国古代文明の源流で

ある黄河中流・下流における新石器時代の龍山文化な

どの遺跡、春秋戦国時代の斎の遺跡や関連する幾つか

の博物館展示などを通じて黄河文明を理解し、ひいて

は山東省の古代文化が朝鮮半島を介してあるいは直接

に日本列島の古代文化の源流に様々な影響を齎（もた

ら）したという仮説、特に長江流域に発生した稲作が

黄河流域の山東半島に拡がり、対岸の遼東半島から朝

鮮半島を経由して、前弥生時代の日本列島の北九州に

伝播したという説を体感することであった。 

 これらのことは稲作文化の展開ばかりではなく、支

石墓の波及や山東省出土の人骨が北部九州、山口の弥

生人と酷似していることなどからほぼ間違いのないこ

ととして理解してもよさそうである。 

 山東省は黄河の下流に位置し、北に渤海、東には黄

海があり、省の面積は 15 万 7 千平方キロで平野が多く

日本の約４割強、人口は９千６百万人で日本の約８割

である。 

 山東省の歴史は、先史時代まで遡り沂源一帯で沂源

猿人の頭蓋骨や歯の化石が発見されているし、新石器 

時代に入って紀元前 4000 年頃から紀元前 2600 年頃ま

で大汶口文化が展開し、それらを受けて龍山文化が花

開く。今回訪ねた章丘市の城子崖遺跡もその一つであ

る。 

 中国に成立した最初の国である商（殷）も山東省を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有力な基盤としたし、その後周を経て春秋・戦国にな

ると斎魯が中国の覇者となる。中国古代の偉大な思想

家孔子、孟子、墨子、孫子などを輩出したのも山東省

であり、我が国の思想・文化に大きな影響を与えた。

まさに山東半島の古代は日本の歴史的政治文化の遠祖

ということが出来よう。 

 

 

         沿 道 の 植 樹 

 1600 キロに及ぶ山東半島の景色を車窓から眺めなが

ら中国の歴史の大きさと奥深さをつくづく感じいった

次第である。 

高速路スピード先は秋の夢  

旅行は４泊５日におよび、青洲市博物館、臨淄市の

斎国古城遺跡、斎南市の千仏山興国禅寺と千国崖仏像、

煙台市の蓬莱閣と蓬莱水城、石島の赤山法華院などを

訪ねたが、それらの詳細は他の人の報告に委ねるとし

て、この拙文では主としてガイドの徐さんから伺った

中国事情と旅行中の感想など２つ３つ紹介してみたい。 

 

 

  大和への起点・山東半島の旅                               会 員 松 尾 博 雄 
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（ 中国の祝日、植樹祭のこと ） 

 徐さんは小学生の男の子を持つ共稼ぎの奥さん。日

中の団体の通訳やガイドを本業とし、もう既に日本へ

は十数回行っていて、日本語も堪能で日本の事情にも

明るい朗らかな女性である。何でも徐さんの祖先は秦

の始皇帝の命で渡来し東海の三神山に不死の仙薬を求

めたという徐福だという。日本では伝説とされている

が中国では江蘇省（山東省の南隣）に徐福が住んでい

たとされる徐阜村が存在し、現在でも徐福の子孫が多

いという。徐さんの話では徐福は実在した人で郷里の

人達の誇りとのこと。長時間のバス移動のなかで、徐

さんの身の上話も含めた率直な話はとても好感がもて

た。 

 さて、話題のはじめは植樹節である。高速道路を走

っていて両側にポプラなどの植樹が二重三重に植えら

れていて緑が多いことを徐さんに聞くと、中国では３

月１２日が植樹節になっていて、なんでも最初は孫文

を記念して始まったそうだが、1979 年鄧小平の建議に

より、正式に毎年 3 月 12 日を「植樹節」と定めたとの

こと。 

 中国ではこの日の前後、国民総出で植樹造林を行い、

緑を増やすことになっている。 

 こうして植樹は毎年続けられ、ネット検索によれば、

2004 年末の全国都市緑被率は 31.66％、一人当たり公

共緑地面積は 7.39 ㎡に及び、それぞれ 2000 年に比べ

3.51％、3.7 ㎡増加した。現在までに全国で 83 都市が

国家庭園都市に指定されている。このペースで進めば、

日本でいつも見られる黄砂もそう遠くない先には無く

なるのではないかと思われる。日本ではよく北京の大

気汚染が喧伝されるがこれは自動車の増加による排気

ガスによるもので、他方、中国国民あげて取り組んで

いる緑化運動については余り知られていないのではな

いだろうか。 

爽籟やポプラ並木の風とほし 

（ 中国の住宅事情 ） 

 市街地を通過していくと、両脇に高層アパート群が

目につく。建設中のアパートも多い。徐さんの説明に

もあったが、いま中国ではアパート価格が高騰し、住

宅の取得が大変だそうである。 

 1978年の改革開放経済への移行後、中国の住宅事情 

は一変する。中国はいうまでもなく社会主義国家であ

り、住宅も計画経済の下にある。これまでは国家企業

が住宅（福祉住宅）を建設し、安い賃料で割り当て、

退職後も同様の措置を取ってきた。しかし、1986 年の

土地制度の抜本的な改革、1998 年の都市住宅制度の改

革で、それまでの福祉住宅制度を廃止し、福祉住宅の

払い下げを進める一方、住宅金融制度を整備し、個人

の住宅取得を促進する策をとった。また土地改革では

土地使用権を独立の権利として認め、その払い下げ、

転売を自由にした。なお土地所有は国のものであり、

土地使用権は日本で云う定期借地権のことである。使

用権の使用限度は住宅では 70年で更新も可能という。 

 こうした土地制度や住宅制度の様々な改革により庶

民にとって住宅の購入が身近になり、現在の不動産ブ

ームと不動産価格の上昇につながったといえる。 

 しかし、低所得者にとっては、住宅取得や賃貸のハ

ードルは高く、不便な郊外へ移転せざるを得なくなっ

ているのが実情である。逆に中間所得者層は福祉住宅

を購入したり、新たな住宅を取得し、余った住宅は賃

貸にして新たな収入を得ているという。 

 都市に働く若者に住宅事情は殊のほか厳しく、一戸

の賃貸アパートに 5～6 人も居住し、家賃の負担を軽く

しようとする事例も多いそうだ。家族で住宅を購入し

ようとする場合も、最近の住宅バブルによる不動産価

格の高騰により共働きならば買えそうだった住宅も高

嶺の花になりつつあるという。改革開放政策の下に進

められた住宅の市場化は明と暗が拡大しつつあるよう

に思える。 

   賃住の肩をすぼめて秋寒し 

 （ その他の感想 ） 

 山東省の省都は斎南市、人口は 600 万人の大都会で

あり、高速道路は四通八達で北京、上海へは直接通じ、

また省内の 17 の都市とも高速道路で結ばれている。ま

た、主要な遺跡には立派な博物館が備わっている。特

に 2010 年にオープンした山東省博物館はその規模と言

い収蔵品の多さと言い、訪れてみて感嘆するばかりで

あった。このように中国では、非常に進んでいる面と

都市部における道路交通の混雑、規制の遅れ、道路面

の私的な利用（道路での玉蜀黍の乾燥）などのように

まだまだ遅れている面とが同居しているように思えた。 

 

 

  高層アパート群 
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         山 東 省 博 物 館 

 

  

 

 

 

 

 こうした遅れは今後の中国の発展に伴って解消され

てゆくのであろうが、どの位の時間がかかるのであろ

うか。 

 今回の旅行では、ずっと成田鋼一さんと同室させて

いただいた。成田さんは御年八十九歳。そのお元気な

こと驚くばかりだ。毎年、年に２，３回は海外旅行に

行かれるとのこと。しかも常にビデオカメラを携えて

活動的だ。いろいろとお話を伺って感銘すること頻り

であった。 

 

道に干す唐黍の黄い秋のどか 

 

 

最後になりますが、今回の山東半島の旅をお世話いた

だいた後藤さんと鈴木さん、また旅行中いろいろ教え

て頂きました西谷先生、武井先生、それに担当ガイド

の石さんと徐さん、本当に有難うございました。紙面

を借りて厚くお礼を申し上げます。 

 

 

   

 

               
路上に干されている唐黍 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

慈覚大師“円仁”追想 ～ 中国・山東半島にて～              会 員 後 藤 和 晃 
 

赤山浦の夜明け 
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 東の海上に登ってきた太陽が半島の山々に朝の光を

投げかける。その瞬間、湾岸の山々をおおう岩肌が

赤々と燃え上がるように…見えた。 

 ここは、中国・山東半島の東端にある石島、古代よ

り赤山浦と呼ばれ、朝鮮半島の人々と深い縁で結ばれ

た港だった。この石島周辺の山々は、ほのかに赤い色

を帯びた巨大な花崗岩の群れが山頂を覆い尽くしてい

る。そこに朝日、夕日が照りつけると山全体が、朱く

染まり輝くことになるのだ。 

 私が今回の紀行で最も行きたかった所が、この赤山

浦だった。念願がかなって訪れた街で、私たちは海岸

にある一流ホテルに泊まった。そして翌日。 

 早朝、海に登る旭日を拝し赤々と照り輝く山嶺を見

た時の事だ。赤い山肌に、一瞬、苦悩に満ちた日本僧

の面影が浮かんでは直ぐに消えた。 

 幻影の人は 1100 年以上もの昔、入唐求法（にっとう

ぐほう）の大望を抱きながらも唐の官僚の許しが得ら

れず、ここ赤山浦で 8 ヶ月もの間、足止めの苦悩の

日々を送った。 

 “その人”とは後に比叡山・延暦寺の三代目の座主

となり、天皇から慈覚大師と初めて大師の称号を贈ら

れた円仁のことである。円仁は 838 年、遣唐使と共に

唐の海岸に到着した。しかし彼は唐に長期の滞在を許

される留学僧（るがくそう）の資格を証明する書類を

持っていなかったため、入国を拒否され続けていたの

だ。 

 歴史に「もしも…」は無用の言葉であろうが、万一、

円仁が、入唐求法の夢を断ち、帰国船に乗っていれば、

果たして比叡山・延暦寺が日本仏教の総本山で仏教修

業の最高の道場となっていたであろうか。はたまた、

鎌倉仏教の始祖たち、法然、親鸞（しんらん）日蓮な

ど全てが叡山に学んだであろうか？ 

 円仁は当時すでに 45 歳の齢に達していたが、恩師、

最澄が成し得なかった天台密教の奥義を学び、日本仏

教を完成させたいという情熱を失うことは、ついに無

かったのだ。 

 ともかく、日本仏教史上に燦然と輝いている円仁は

赤山浦で長い呻吟（しんぎん）の日々を過ごしたもの

の、ここに根拠を置いて貿易活動をしていた新羅人集

団の支援により入唐求法の 9 年間にわたる旅を完結さ

せることができたのだ。 

 私は、この小文で、円仁を助けた新羅人集団の存在

と山東半島での円仁の足取りについて触れておきたい。

まず新羅人集団のことである。当時、赤山浦には新羅

人の豪商として有名な張保皐（チャン ボコ）が東ア

ジア各国との交易を行うための一大交易基地をおいて

いた。港には倉庫が立ち並び、埠頭には出航を待つ船

が、いく隻も帆柱を揺らしていたことだろう。港近く

には、チャン ボコが建てた赤山法華院と呼ばれる寺も

あった。 

 寺では、日々、法華経が唱えられ高僧が若い僧を相

手に法華経の講義を行っていた。赤山法華院は身動き

がとれず悶々としていた円仁にとって、またとない癒 

 

 

しの空間であったことだろう。 

 そしてチャン ボコのことである。皆さんは数年前に

日本でも放送されたチャン ボコを主人公とした韓国歴

史ドラマ海神（ヘ シン）を、ご覧になったのではない

だろうか？東アジアの海を縦横に駈け廻り、交易を行

っていた海上王としてのチャン ボコの勇姿と暗殺で命

を落とす悲劇的な最期が良く描かれていた。 

 そのチャンボコの部下で赤山浦の拠点の統率者、張

詠は、円仁の入唐求法が許されるよう、繰り返し繰り

返し、親しい関係にある唐の役人に働きかけてくれた。

無論、チャンボコの了解あっての上であろう。 

 

      五台山に向かう円仁一行 

 

 840 年の 2 月 19 日、ついに円仁は唐の役人から入唐

の旅を許可するとの一報を受け、翌 20 日、二人の従僧

と一人の通訳と共に赤山浦を出発した。まずは長大な

山東半島を西へ縦断し、黄河を渡り天台密教の聖地、

五台山を訪問、さらに都、長安に赴き天台密教の奥義

を習得しようというものだった。しかし勇躍、旅立っ

たものの、山東半島の旅路は苦しいものだった。 

 当時の山東半島全体が飢えていたからである。農村

では毎年のように収穫期に蝗（いなご）が大発生し、

粟や黍の実りを食い荒らしていた。収穫を奪われ餓死

する農民も続出する中、困窮した人々が盗賊、匪賊と

なって旅人を襲うことも珍しくなかったという。円仁

一行の旅は、命をかけた賭けだったとも言えよう。 

 赤山を出た一行は、不安に包まれた一週間の旅の末、

半島の北側にある交易港、登州（現在の蓬莱）に着い

た。登州では開元寺という寺に草鞋（わらじ）を脱い

だが、寺の壁には、かつての遣唐使が奉納していった

仏画が飾られており、彼らの心を和ませてくれた。 

 登州を立つ際、一行は食糧などの援助を請うため、

この地方の治める県知事を訪ねた。知事は彼らに茶を

すすめた上で、米や小麦粉、油や茶などの食糧を渡し

ただけでなく、「荷が重いであろうから」とロバを一頭、

贈ってくれた。異国の修行僧に対する唐の役人の心配

りには、円仁も思わず手を合わせたことだろう。 

 その後も円仁たちは、少なくなる食糧を食いつなぎ

ながら、痛みが走る両脚をなだめつつ、青州に辿りつ

いた。青州での一行は、山東半島を代表する大寺院の

一つ、龍興寺で、しばらく逗留するが実際に、身体を
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休めた所は、境内にあった朝鮮寺院だった。円仁一行

は、ここでも赤山浦と同様に、新羅僧から手厚いもて

なしを受けたことだろう。 

 ところで、円仁一行は、龍興寺で目を見張るような

みごとな仏像群を目にしたに違いない。それを示唆し

ているのが、青州博物館で展示されている龍興寺の境

内から発掘され、展示されている 5～6 世紀の石仏群だ。

石仏それぞれの表情は、仏の慈悲を体現したやさしさ

に満ち、見る人を魅了してやまない。これらの仏たち

は、円仁が龍興寺を訪れる数百年前に地中深く埋めら

れたので、円仁自身は目にすることはなかったであろ

う。しかし、青州周辺にはみごとな石仏を彫る技が、

れんめんと続いていたに違いないので、円仁も今、博

物館で展示されている仏たちと同様の微笑石仏を龍興

寺で拝したと思われる。やがて、青州を旅立った円仁

一行は、いよいよ黄河を渡り、五台山に到着、求法の

日々がやっとはじまることになる。 

 今一度、話を青州に戻したい。5～6 世紀に地中深く

埋められ、千数百年も地中で眠っていた 300 体にのぼ

るという石仏たちについてである。石仏埋納の背景に

は、仏教への大弾圧が中国でしばしば行われた事実が

あると指摘する歴史家が多い。 

 

 
 

         龍興寺の出土石仏 

 
 

 

我々、日本人はほとんど知らないことだが、中国の歴

代の皇帝の中には、中国独特の道教に帰依するあまり、

仏教に大弾圧を加えた人物が何人もいたとされる。 

 円仁が長安に滞在していた当時の唐の皇帝武宗もそ

うした一人であった。武宗は仏教の経典の焼却や仏像

の破壊を命じた後、外国人僧尼の還俗、追放まで行っ

た。この措置により、円仁は、847年 9月 2日、かつて

8 ヶ月の月日を送った赤山浦から、新羅人たちの見送り

の中、日本に向けて船出したのである。 

日本に帰った円仁は、比叡山を天台密教の聖地とす

る一方で、叡山の中腹、横川（よかわ）に赤山神を祀

り、篤く崇拝した。この赤山神を赤山に祀られている

道教の神だと説く人もいる。しかし、道教に帰依する

あまり、狂気の如く仏教を弾圧した武宗に追放された

円仁が、果たして道教の神を叡山に祀るであろうか？ 

 それよりは「9 年間の入唐求法を支え続けたチャンボ

コや彼の部下たち、中国各地で一行をもてなした朝鮮

僧たちへの感謝から彼らを神として祀っているのだ」

という説が説得力を持つように思うがどうであろう

か？ 

 

 今、延暦寺の境内には張保皐を顕彰する巨大な石碑

も建てられている。日本仏教の総本山とされる延暦寺

成立の影に、慈覚大師円仁を援けた新羅人たちの存在

があったことをわすれてはならないと心に刻み込んだ

旅であった。 
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         チャンボコ顕彰碑（延暦寺） 

 

 

 

 

 

伽耶、百済、新羅、高句麗（満州）と続いて、正直こ

のセミナーで海の向うへ行くのはオシマイだと思って

いたら「山東半島」が現われたのには驚きました。え

っ、あそこは歴代中国王朝の直轄地じゃないの？と思

ったら、なんの、最澄（仏教大師）の弟子で後に天台

座主となった円仁（慈覚大師）が二度の入唐失敗にも

めげず遂に上陸し初志を貫徹したのがこの地で、それ

を助け庇護したのが当時この一帯の海上王と呼ばれた

新羅人で唐にも仕えた張保皐（チャン・ポゴ）だった

という歴史があったとのことで、なにしろ初めての土

地ですから、喜び勇んでついて行きました。 

 

  
 

          劉公島 

 

 

 

 

 

 

 

真先に私にとっての最大の収穫をお話ししましょう。 

それは四日目威海での見学でした。威海は山東半 

先端に近く黄海に面していますが、日清戦争の時、北

洋艦隊の基地になった所で、その意味では古代史の舞

台ではなく、この機会に近代史の舞台も見ておこうと

いうところでしょうか。前回旅順を見たのと同じです。 

 この辺りは威海衛と呼ばれ、その名は私も知ってい

ましたが、少し沖にある劉公島に艦隊の指揮所があり、 

島を中心に軍艦が配備されていたことは知りませんで 

した。島にはフェリーですぐですが、その指揮所が記

念館として整備され、司令長官丁汝昌の執務室や会議

の様子などが見られるようになっており、それはそれ

で一見の価値はあるのですが、まあ添え物。本当の目

玉は、フェリー乗り場をはさんで向う側に建つ巨大な

博物館です。６年前に造られたこの館の名は中国甲午

戦争博物館。これも初めて知ったことですが、中国で

は清日戦争と呼ばず開戦の年の干支で呼ぶんですね。

そういえば、同じ年に発生して朝鮮王朝を震撼させ日

清戦争の引き金になってしまった農民暴動も歴史上甲

午農民戦争と呼ばれてましたっけ。 

 さて、それで何が展示されていたか。何よりも目を

引いたのが、一室全体を占める大パノラマでした。壁

一面に描かれた絵は見事な遠近感で海陸の戦いの様子

を現わしています。手前は陸地守備隊の凄惨な戦いぶ

り、正面海上遠くに炎を上げる軍艦（おそらく最強不

沈といわれた戦艦定遠）を中心に何隻もの軍艦が半ば 

沈みながら砲火を浴び、右手に移動すると陸上の日本

山東半島の思い出                            会 員 中 林 速 雄 
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兵の攻撃が盛んです。まさかこんな場面がこんなにも

真に迫って展示されているとは！ 

 私は感動で身が震えました。よくもまあ日本は明治

維新から 30 年足らずで、あの大国・清にこんな勝ちっ

ぷりでとどめを刺したものだと。そう、忘却の彼方に

押しやってしまった歴史的事実にです。 

 ここは司馬遼太郎の「坂の上の雲」の表現を借りま

しょう。 

「時に日本は十九世紀にある。列強は互いに国家的利

己心のみで動き、世界史はいわゆる帝国主義のエネル

ギーで動いている。日本はそういう列強をモデルにし

て、この時点から二十数年前に国家として誕生した。」

のです。 

 

       日清戦争（海戦） 

 

 

       日清戦争（陸の斗い） 

「日清戦争は、天皇制日本の帝国主義による最初の植 

民地獲得戦争である。」とか「朝鮮と中国に対し長期に

準備された、天皇制国家の侵略政策の結末である。」と

かいう教条的な認識は、この 10 年後の日露戦争の終結

までは明らかに間違っています。 

 日本人が反省してもしきれないのは、昭和になって

からの軍部の暴走と政治の無力化、大衆の無知（責任

の一半は新聞とラジオ）であり、これに対する批判は

甘んじて受けなければなりませんが、昭和 20 年までの

対外戦争の全てを一緒くたにしてミソをクソにしては

いけません。 

 当の中国政府がどういう意図でこういう展示をして

いるかは、出口に近い壁に掲げられたこれまた巨大な 

地図で一目瞭然です。紛争中の海域も含めて東、南支

那海から太平洋にかけ赤い線がクッキリと引かれ、尖 

閣諸島は勿論、西沙、南沙群島までその線は伸びてい

ました。説明文も意味の判る字を拾うだけでこんな感

じです。 

「この屈辱を決して忘れてはならない。そのためにも

中国は海洋国家として一層海軍力を充実させるのだ！」 

 私などは甲午戦争の敗北は清帝国の腐敗が極まった

結果であり、その清を革命（これも干支で辛亥）で倒

した延長線上に今の共産党政権があるわけですから、

この敗北はむしろ喜ばしいことではないかと思うので

すが、そういう総括の上であの屈辱的な絵や資料を展

示し、だから今は、と開き直って国民に前へ進めと号

令をかけているのかも知れませんね。（中国語以外の説

明文がなく、これは類推です。） 

 それにしても、日本国内でさえもう見ることのない

日清戦争の勝利を決定づけた場面の戦争画を当の中国

で見られたのは嬉しい驚きでした。ひょっとしてロシ

アのこの種の博物館・記念館には日露戦争（例えば日

本海海戦）の同じような展示があるかな？ 有る訳な

いか。 

 冗談はさておき、前回高句麗、渤海（旧満州）のリ

ポートで、高速道路ＳＡの男性用トイレで見かけて愉

快な標語をお話ししました。曰く「向前少歩 文明大

歩」 

 今回もトイレ休憩の度に目を凝らしたら、三度目に

発見しました。「貼近方便 走進文明」ここでも文明の

字が！ でもこの意味は日本と違ってせいぜい「マナー」

ぐらいの軽い意味だそうです。更にこれには英文が付

いていましたのでそれも。「Close To The Couvenient  

Head For The Civilization 」皆さんも中国に行かれ

た時どうぞ第三、第四の楽しい標語を見つけて教えて

下さい。 
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今回日韓交流会は初めて参加することにした。知り

合いから誘ってもらったこともあるし、市民ネットワ

ークということはどのような集まりかも気になってき 

たので、迷わずに参加することにした。しかし、交流

会の朝から雨の音が窓を通して聞こえてきた。その日

登山する予定あったのに、雨が降っていたので、でき

ないと思ったのに、担当者の方は笑顔で”せっかくなの

で、みんな登山しましょう。”と言う。そこで雨の日な

のに、登山なのかと思った。しかし、登山する八曽と

いう所は景色がとてもきれいな所だった。雨ではなか

ったら、本当にきれいな景色を見ることができたと思

って惜しかった。30分ぐらい登って私たちは素晴らし 

い滝にたどり着いた。韓国でいた時でも、また日本に 

住んでいた今まで滝は全然見たことがないので、見な

がら自然の美しさを感じた。いつもテレビとかネット

を通して見た滝を実際に目で見て、その迫力に驚いた。

残念ながら、その日、雨は止まずにずっと降っていた

ので、その素晴らしい景色を晴れの日に見られなかっ

たことが本当に残念だった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちはその素晴らしい滝を後にして下山した。下山

したら、結構多くの人々が集まっていた。そしてとて

も美味しそうな臭いもした。登山でお腹が空いた私た

ちは日韓ネットワークの方々が用意してくれたバーベ

キューに行った。バーベキューを始める前にみんなの

紹介があった。私が一番気に入った話は“今の日韓の

政府の関係があまりよくないが、このように民間では、

親しく交わっていい関係を作って行きましょう”とい

う話だった。日本に留学している自分も頑張れば、日

本と韓国の関係の直しに少しでも助けることができて

うれしかった。そのような挨拶が終わった後、みんな

で楽しいバーベキューをした。登山した学生たちはた

くさんお腹が空いたので、用意してくれたおいしいお

肉と野菜、果物など、満足するまで食べた。そして、

食べながら、様々な方と話ができた。登山の時は会話

できなかった日本の大学生たちとも親しくなる機会が

あって、楽しい時間を過ごした。用意したバーベキュ

ーを全部食べた後、みんなでアリランという韓国の伝

統の民謡を歌った後に解散した。このように日本人と

韓国人の交わりがどんどん増えていくことを望む良い

一日だった。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はユダソムです。私は名古屋大学の学生として今度

の行事に参加しました。朝から雨が降っていましたが

八曽モミの木キャンプ場に行きました。１時間ぐらい

歩いて八曽滝を見ました。滝はすばらしかったです。 

その後で、日韓市民ネットワークなごやという団体 

 

 

の人々や日本の学生と賑やかに、話したり、食べたり

しました。いろんな人たちと話したので楽しかったで

す。特に、他の学生と、様々な情報を交換できたこと

が、とても良かったです。これからもこのような行事

かあれば、ぜひ 参加したいんです。 

大自然が見守った日韓交流     名古屋大学 3年生 朴コベ 

 

森の交流会に参加して     ユ ダソム 
 

野遊会参加者の感想文 
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１１月１日、朝から強い雨が降っていて、心配が多かっ

た。なぜなら、渓谷での交流バーベキューは、大きな期

待をしながら迎えたイベントだったからだ。 

八曽の森には、日韓の学生たちに加え、韓国と日本とい

う、お互いの国を、それぞれ理解し、愛してる双方の成

人が集まるという。それだけに、私も喜んで日本人の妻

と、１才になったばかりの長女を連れて八曽の森に駆け

つけたのだった。 

バーベキューの場所にたどり着いた時も雨は激しく降っ

てはいたものの、大きな屋根に覆われた場所だったので、

集まった人たちの発する熱気は雨をも吹き飛ばす勢いだ

った。日韓関係は政治的には確かに冷え込んではいるも

のの、この場所に集まった人たちの友情は、美味しく焼

き上がった肉のように熱く感じたし、乾杯を重ねる声も

大きく楽しかった。 

私は周囲の人たちに、こんな言葉をかけてみた。「皆さん、

ここにいる赤ちゃんは昨日１才を迎えたばかりの私の娘

です、韓国人の私と日本人の間に生まれたんですから、

日韓協力の結晶と言えませんか！？」 

すると、どっとみんなが笑い「そりゃそうだね！この赤

ちゃんは今日の交流の集いを象徴している。すばらし

い！！」と拍手が湧いた。 

 

 

 

 

 

 

 

焼き肉を楽しみながら、互いに胸を開いて、語り合った 

八曽の集い、これこそ民間外交ではないかと思った。今

回の席を用意してくれた日韓市民ネットワーク・なごや

の関係者には心から感謝の気持ちを表したい。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 11月 1日、私は、犬山八曽国有林で行われた日韓大野

遊会に参加させていただきました。日韓市民ネットワ

ークさん主催のこのような交流イベントに参加させて

いただくのは、今回で 2 回目でした。今回は犬山市に

ある大自然の森でのバーベキューでした。当日は天候

に恵まれず、大雨でしたが、とても楽しい時間を過ご

すことができました。私たちはまず、滝を目指して、

山歩きをしました。さすが大自然ということもあり、

小さなカニや驚くほどの大きなカエルに出会いました。

はじめはこの雨の中、本当に滝まで辿り着けるのだろ

うかと心配していましたが、何とか無事に滝まで辿り

着くことができました。私たちが目指したその滝は、

大きく立派な滝でした。記念写真を撮り、来た道を再

び戻りました。そのころには行きとは大きな変化があ

りました。それは、私たちの間に生まれたコミュニケ

ーションでした。行きはせっせと山歩きに励んでいま

したが、目標とした滝を一緒に見たという達成感から

か、帰りの道では、日本人学生と留学生がいろんな話

をして歩いてきました。 

山歩きを終え、いよいよバーベキューが始まりまし

た。たくさんのお肉や野菜を焼いて、多くの人々と会 

 

 

 

 

話を楽しみました。そんな中、留学生との会話で面白

い発見がありました。それは、日本語と韓国語の似た

慣用句「絵の中の餅」(韓国語では「그림의 떡」です

ね)。網の上のお肉がまだ焼けておらず、食べたいのに

食べられない場面でこんな話になったのが始まりでし

た。私も留学生もこのことでとっても盛り上がりまし

た♪ 

今回のような大規模のバーベキューは人生で初めて

でしたので、とても楽しかったです。楽しい時間は本

当にあっという間に過ぎ、最後はみんなで協力して片

づけをし、「アリラン」を歌って日韓大野遊会は終了し

ました。 

今回、私は、たくさんの素晴らしい方々や韓国留学

生の姿を見て、たくさんの刺激を受けました。もっと

日韓関係の勉強をし、また、韓国語の勉強ももっと上

を目指して頑張ろうという気持ちになりました。あり

がとうございました！ 

 

犬山八曽国有林での野遊会を通して     南山大学 浜田万莉奈 

 

熱気がこもった交流の森           名古屋韓国総領事館員  許 正民 
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今回、私は３回目の野遊会の参加でした。今まで参

加した野遊会も雨の日が多く、今回は雨が降らないと

いいな、と思っていましたがあいにくの雨の天気でし

た。名大の駅からマイクロバスに乗り、キャンプ場に

ついてからは、先に到着した日本人の学生と合流して、

滝までハイキングをしました。ハイキングの途中では

大きなカエルを見つけたり、あまり普段では見ないカ

ニなども見れて、会話がとても弾みました。たくさん

雨が降っていたので少し歩きにくかったのですが、雨

だからこそ“寒い・濡れた”などの些細な会話から話

をすることができて、韓国人の留学生の方ともコミュ

ニケーションができたと思います。BBQ では、韓国人の

学生と日本人の学生が手伝いながらお肉などを焼いた

り、とても楽しかったです。そして、今回は日本に来

たばかりの韓国人留学生や、韓国語を習っている日本

人の学生などもおり、お互いに日本語や韓国語を教え

たりする場面があり、いい交流をする機会になったと

思います。この交流を機会に、もっと日韓交流が盛ん

になったらいいと思います。また、今回の野遊会の反

省点としては、連絡がうまく取れず参加する韓国人留

学生と日本人の学生の把握なども当日までできなかっ

たという点です。今度はもっとスムーズに連絡など取

れるように頑張りたいです。野遊会のために準備して

くださった皆様、ありがとうございました。今度野遊

会がある時は天気が晴れますように！ 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

著書紹介 

 

会員で北海道在住の二日市壮さんが、大変ニュース性のある

本を出版しました。 

その名も、ずばり「韓国擁護論」です。二日市さんは永年、NHK

の放送記者として活躍した後、韓国のKBSの日本向けラジオ放

送のニュース製作部門に貢献した人物です。 

韓国の表も裏も知り尽くしたジャーナリストと言えるでしょう。 

二日市さんは、ここ２～３年、毎週のように量産され店頭に並ぶ

嫌韓本の数々を見るうち「この状態は放置できない。自分が韓

国擁護論を書こう！」と決意したそうです。 

嫌韓を乗り越えて、日本が次にどう行動すべきかを提言してい

る貴重な本です。 

皆さん、ぜひ、お読みください。 

                            事務局 

 

 

 

 

 

 

 

雨の中、会話は弾んで・・・     石田樹梨 
 


