４月２３日︵土︶︑ユネスコ世界遺産として知られる︑韓
国・忠清南道公州市に位置する公州公山城で︑百済第２５代
王・武寧王銅像回転儀式と熊津城水門兵交代式の開幕式が合
わせて執り行われた︒
武寧王銅像は武寧王陵発掘５０年︑武寧王の更為強国︵百
済は高句麗を何度も撃破し︑再び強国となった︶宣言１５０
０年を記念して︑２０２１年に建立されたもので︑台座を回

古代のロマン「菟道稚郎子の死の謎」

転させることができるという珍しい銅像だ︒この回転には武

連載小説「色は匂えど 第 3 回」

寧王が眺める方向によって︑それぞれ違った意味が込められ

「 武寧王国際ネットワーク協議会 」

スペシャル対談

ている︒
その意味とは︑西は中国と武寧王陵のある位置︑北は高句
麗の方向で更為強国宣言をあらわし︑東は日本と公山城の方
向︑そして南は公州の元都心方向で︑人々を温かく慈しんで

MOVIES「モガディシュ」

menmeiz（メンメイズ）

いる︒
この儀式は今後も毎週土曜日の午後２時から開催されるこ
とが決まっており︑公州観光の目玉のひとつとして注目され
ている︒銅像建立を推進した団体のひとつ︑﹁武寧王国際ネッ
トワーク協議会﹂の会員たち︵次ページにインタビュー収録︶

︶
http://www.kknews.co.kr

も︑この行事に参加し︑新たな時代の幕開けを市民とともに
錦江ニュース︵
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『異邦人』を読んだことなない異邦人

韓国の風水〜ラッキーマスコット編

古典のカケラ

ጳຸຎᨂ

亜細亜の鼓動
「武寧王銅像」

「公州の新たなシンボル」

CREATIVE TALK

「武寧王国際ネットワーク協議会」
東アジアの平和を標榜した百済の精神を今に受け継ぐ

間︒国際交流を目指す市民団体に

ぼ閉ざされてしまった︑この２年

コロナ禍で︑海外との往来がほ

しています︒

くつかの活動を市民とともに実施

る今の時代の交流と︑関連したい

その精神を受け継ぎ︑我々が生き

ち︑韓国・忠清南道公州市で２０
会員としての主な活動としては︑

っている市民で構成されています︒

武寧王や国際交流に強い関心を持

現在︑会員数は７０名ほどで︑

うか︒

ー会員はどのような方々でしょ

とっては︑もどかしさを噛みしめ
る日々が続いた︒それでも多くの
団体が︑さまざまなアイデアを出
しあって︑新たな交流のモデルを

年前から活動する﹁武寧王国際ネ
武寧王の生誕地として日本書紀に

模索してきた︒そうした団体のう

ットワーク協議会﹂の副会長であ

の加唐島で毎年開催される武寧王

記録されている︑佐賀県・唐津市

る尹龍爀︵ユン・ヨンヒョク さ
)
ん︑羅貞姫︵ナ・ジョンヒ さ
)ん
ご夫婦に︑この時代の交流につい
生誕祭に参加したり︑その地に記
の役割を担うことです︒

念碑を建てるなど︑日韓の架け橋

て︑お話を伺った︒

ーまず︑武寧王国際ネットワー
ク協議会﹂という団体について教
ー今︑お話に出た日本との交流
についてもう少し教えてください︒

加唐島とはこちらから伺うだけ

１５００年前の百済時代に生き

えてください︒

でなく︑公州で秋に開催する百済

さまざまな地域と交流されている

流︑民間交流を目指しています︒
文化祭にご招待しています︒毎年

ようですね︒

武寧王は百済第２５代王です︒当
３０名ぐらいの方々が訪れます︒

た︑武寧王の国際人としての精神

時の百済の都は熊津︵ウンジン︶

を継承して︑我々の時代の国際交

ですが︑それが今の公州です︒

こうした交流を２０年続けてきま

武寧王は︑地域の代表的な歴史人

とになったのです︒公州にとって

るのも重要な役目です︒さらに唐

その地域の市民の皆さんと交流す

にお祭りに参加するだけでなく︑

加唐島の武寧王生誕祭では︑単

したが︑この２年はご承知の通り

５０年前に武寧王陵が発掘され︑

物であり︑歴史遺産なのです︒百

津以外の周辺都市に暮らすみなさ

そこからさまざまな遺物が見つか

済というのは︑東アジア世界の平

では釜山以外で︑もっとも活発に

コロナのために行き来することが

和交流を標榜した国家でしたから︑

通信使コンテンツを発信している

できなくなっています︒

可能にする団体の存在が必要だと

のが公州です︒

りました︒それが中心となってユ

ー日韓友好のためにはどのような

思います︒そのために︑我々のよ

ネスコ世界遺産にも登録されるこ

んとも交流しています︒たとえば︑

うな団体がもっと増えたらいいと

これらの地域との交流の共通点は

葉市や静岡市とも交流しています︒

父︶ネットワークがあります︒千

羽曳野には昆支︵昆支は武寧王の

れが奈良市や枚方市︑羽曳野市で︑

交流している地域があります︒そ

ています︒それ以外に︑不定期で

学ぶ会などと交流する機会を作っ

持つ文化を理解し︑尊重する心を

まく話すことよりも︑その言語の

ろに出発点があると思います︒う

相手の国の言葉を学ぶというとこ

く︒もうひとつ︑言語があります︒

そうすることで認識が変化してい

まざまな姿を直接確認すること︒

け加えるなら︑現地に行って︑さ

飲んだりすることです︒さらに付

話したり︑歌ったり︑食べたり︑

ありますが︑公州は通った地域で

使が通った地域にはコンテンツが

います︒朝鮮通信使の場合︑通信

交流にはコンテンツが必要だと思

ことにやりがいを感じましたね︒

て︑市民に拡散することができた

朝鮮通信使のコンテンツを開発し

たくさんありますが︑最近では

く︑合わせて市民との交流も実施

別講演会をしたり︒講演だけでな

は︑韓国在住の日本人を招いて特

ナーなども実施しました︒さらに

展︑日本文化院長を招いてのセミ

陵で実施し︑他にも国際交流写真

いました︒武寧王生誕祭は武寧王

一旦︑それぞれの国で行事を行

直接会うこと︒会って︑一緒に

活動が必要だと思われますか︒

公州︑百済︑韓国と関連のある地

持つことです︒一緒に相手の国の

ーどんな時にやりがいを感じま

なりましたが︑その間はどのよう
な活動を？

た︒

立推進事業にも参加しています︒

しています︒また昨年は︑６つの

たくさんの市民による募金活動で

団体で構成された武寧王の銅像建
記録や遺跡が公州にも釜山︑ソウ

はありません︒ですが︑ユネスコ

ルに次いで遺っています︒その意

世界の記憶に登録された通信使の
思います︒観光はいくらでもでき

で︑すぐ仲良く︑親しくなれるの

の夢ー交流２０年の記録﹄

ますが︑交流は簡単ではありませ

４６００万ウォンが集まりました︒

が目下の重要課題ですね︒

です︒それをどう解決していくか

いくためには新たな若い力が必要

も活動の中心です︒今後も続けて

ますが︑始めた時のメンバーが今

この活動を始めて２０年になり

ために必要なことは何でしょうか︒

ー今後︑ますます飛躍していく

式が執り行われました︒

れたんですよ︒９月１８日に除幕

日本人も５０人ぐらい参加してく

味で最近とみに注目され︑韓国内

羅貞姫さん
静岡・清見寺にて

ん︒ですから︑そういった交流を

で︑それが一番大事ではないかと

すか︒

ーコロナで多くの事業が中止に

域ということです︒先ごろ︑この

言語で歌ったり踊ったりすること

思っています︒

２０年間の交流を本にまとめまし

韓国に関心を持つ団体︑韓国語を

有田︑福岡県八女市︑山口市等の

インタビュアー
青嶋昌子（あおぶんラボ代表）
﹃武寧王︑東アジア平和交流へ

連載小説第１回

４
夢の中をさまよっているような心地がずっ

その後から︑私は分別を持って佐名さまに
お仕えしてきたつもりです︒運命は生まれた
になることがないように︑佐名さまがわたし

時に決まります︒私が佐名さまのような姫君

この身は本当にわたしのものなのか？
のような侍女になることはないはずだったの

としている︒
ずっとあの雨の中に立ち続けているような

佐名さまに︑お仕えしはじめたのは７つの
と思います︒このたびの相木さまとのご縁︑

﹁佐名さま︑私も伊織さまのお言葉の通りか

です︒私は疑いもなく生きてきました︒

年からです︒私の母が佐名さまの乳母で︑私
大変残念ではございますが︑佐名さまであれ

気がしている︒

と佐名さまは生まれた時から一緒に育ちまし
あの日︑私は許嫁の相木一之進さまの出奔

ば︑また良いご縁がすぐにありましょう﹂

佐名さまを妹のように思って接していました︒
を伊織さまから告げられ︑魂が抜けたような

た︒子どもの時は無邪気なものでした︒私は
子どものことと︑周りの大人も厳しく言いき
状態となった佐名さまを︑精一杯︑言葉を尽

優しい母が私は大好きでしたので︑大変こた

す︒私は全くかまってもらえませんでした︒

先に佐名さまに駆け寄りずっとなだめたので

を聞いた私の母が飛んできたのですが︑真っ

どものこと︑二人とも泣き出す始末︒泣き声

り合うような取っ組み合いの喧嘩をして︑子

が原因だったか︑佐名さまと髪の毛を引っ張

の後のことを見据えておられる様子︒佐名さ

木一之進さまのことはすっぱりあきらめ︑そ

さすがに若くても当家のご当主︑出奔した相

を悔やんでのことかと思います︒伊織さまは

見込んで佐名さまの許嫁としてしまったこと

自身が家格では劣る相木一之進さまの才覚を

悴した様子でしたが︑伊織さまの憔悴は︑ご

佐名さまの親代わりの兄君︑伊織さまも憔

くしてお慰めしたつもりです︒

かせるようなこともありませんでした︒
あれは７つの年の時だったか︑いつものよ

えました︒その夜︑寝る自分になって私の枕

まにも結ばれぬことのない許嫁のことをあき

うに佐名さまと遊んでいる時に︑いったい何

元までやって来た母が︑私に静かに諭すよう

らめるよう︑やさしく諭されました︒

昔という姓は、西暦５７年に王に即位した昔脱解（ソ

しかし、播磨国風土記の揖保（いぼ）部の条に「宇治

ク・タルヘ）に始まります。以来、昔氏は韓半島南部の

天皇の御世、宇治連（むらじ）等が・・・」との記述が

弁韓地域（現在の慶尚南道）で、南インド系の伽耶王朝

あり、また岩波大系本の頭注として「宇治天皇の御世と

を築いてきました。その伽耶王朝を滅ぼしたのは、斯盧

既に佐名さまの次の縁組のことも具体的に

に言った言葉を今でも覚えています︒

位を巡って譲り合った結果、自死したとされています。

ウジノワキイラッコは、神功皇后（気長足姫・おきな

推察しています。新羅本紀には、昔訖解王のとき「倭国

がたらしひめ）の孫ですが、気長足姫の父は気長宿禰王

王（仲哀天皇？）が使者を遣わし婚姻を求めたので、阿

文／橋田惠子

考え始められていたのではないでしょうか︒

神功皇后は、昔氏の政権の臣下で「阿飡（あさん）」
ことから、播磨国風土記の記述に高い信憑性を感じます。

の金奈勿は３５６年に昔氏の最後の王・昔訖解（ソク・

ウジノワキイラッコは、天皇に即位せずに自死したの

コルヘ、在位３１０ー３５６年）の伽耶王朝を滅亡させ

でしょうか。それとも、天皇に即位していたのでしょう

て金王朝を打ち建てました。領土を広げた斯盧国は、新

か。天皇に即位していたとしたら、なぜ日本書紀で史実

羅（シンラ）国と国号を替え、自国の歴史に朴氏・昔氏

が改ざんされてしまったのでしょうか。その謎に迫って

の王統を加えると、９３５年に高麗に滅ぼされるまで、

見たいと思います。

５８０年余りの王朝を築いたのです。

◆ウジノワキイラッコの出自

という官位を授かっていた急利という人の娘であろうと

﹁佐名さまとお前は身分が違うのだよ︒しっ

うです。

かりお仕えしないといけないよ﹂

語でスクまたはソクと発音する「昔」という姓であるよ
兄のオオサザキのミコト（後の仁徳天皇）と三年間も皇

ン

マ

ロ

の

代

古

天皇の皇太子であったが、父の天皇の崩御後に即位せず

私も突然の破談に驚きましたが︑致し方な
いこととすぐに受け止め︑何より私がしっか
り佐名さまをお支えせねばと思っておりまし
た︒
お二人が許嫁になられたのは半年ほど前の
こと︒１７のお年頃となられた佐名さまに縁
談が持ち上がったのは自然の流れでした︒
佐名さまも突然の破談に傷つかれたとて︑
身を焦がすほどの恋であったわけでもなし︑
すぐに立ち直られると信じて疑いませんでし
た︒まだ若くて器量良し︒さらに佐名さまの
お家は代々要職をつとめられる由緒あるお家
ですから︑良いご縁はいくらでもあるでしょ
う︒

つづく
西暦３１２年です。
姓の意味を「先祖は、宿（すく）」と解釈しました。宿

飡の急利の娘を送った」と記されています。この年は、
（おきながすくねのおおきみ）といいます。宿禰という

韓半島南部にあった辰韓１２国のうちの一つ、斯盧国
前の称号によったものである」と記されています。この

（シロ）国の金奈勿（キム・ネムル）でした。
あるのは、日本書紀によって天皇の御歴代が確定する以

に「すく」と仮名が振られているので、神功皇后は韓国
ウジノワキイラッコは日本書紀によると、誉田（応神）

しばらくはわがままをおっしゃられるかも
しれないが︑思えば子どもの頃からひとしき
り騒がれれば気が済む佐名さまのこと︑今回
もそのうち気が済むはず︒そのようなことを
思っていた私は︑後から思えば呑気なもので
した︒
﹁彦乃︒わたしはあの方を追っていくから︑
佐名さまの目は宙を見つめ︑魂が抜けたと

どうか止め立てなどしないで﹂
でも言うべきでしょうか︒本当に尋常ではな

菟道稚郎子の死の謎

連載小説第３回

いご様子だったのです︒
︵つづく︶

うじのわきいらっこ

色は匂えど

葛原千帆

ષǟ
ȏȕɍ

『言の葉の森−日本の恋の歌』

キム・ダミ
森喜久子

十一文字の和歌が日本語とハングルで表記されて
いる。
著者は韓国の翻訳家だ。単純な和歌の解説本で
はない。著者は和歌をテーマにしたエッセイを依

ёײक

頼され、そもそも和歌に自分のエッセイなど付け
加えてよいものか悩んだと序文で打ち明けている。
日韓関係悪化の影響で刊行時期が遅れることにな
り、ひそかに安堵したともある。
そんな中、徐々に紡がれたエッセイ集なのだろ
う。和歌から想起されるささやかな出会い、孤独
や悲しみ、喜び、留学した日本でのエピソードな
どが率直につづられている。

著者
翻訳
発行
価格
ISBN

『異邦人』
を読んだことのない異邦人

パラパラ頁を繰ると、各エッセイの冒頭に紹介
されている日本の和歌が目に飛び込んでくる。三

チョン・スユン
吉川凪
亜紀書房
1,600 円 + 税
9784750517216

２０２０年初冬。コロナ禍のため以前のようには自由

作
訳

に外出できないなか、父は今までになく読書に耽ってい
たそうだ。そのころ、父が二か月の間に読んだ本だとい
って母から写真が届いたのだが、そのなかには私の部屋
の本棚にも並んでいる世界文学や韓国の小説、エッセイ
などが七、八冊写っていた。母はなんだか自分も本を読
まなくてはならない気分になると軽く焦燥感に駆られて
いるようだったが、もっと焦ったのは私だった。一冊を

＜前編＞

除いて私の読んだことがない本ばかりだったからだ。そ
のなかにはアルベール・カミュの『異邦人』もあった。
父がもともとカミュや『異邦人』についてどれほどの

たかった。年齢制限や内容によっては見られないものも

知識をもっていたかは知らないが、聞いたことくらいは

「世のすべての古典は人類が言語で育てた森だ

あったが、私が「見たい」とひとこと言えば、見せても

あっただろう。古典映画を好み昔の映画の知識なら誰に

らえたかもしれない。が、言えなかった。結局中高生の

とすれば、この本は列島に生い茂った森の木を移

も負けないくらい豊富な父だから、映画化されていれば

あいだ中ずっと、毎週末、父の背中越しに聴こえてくる

植した小さな植物園だ。異国の和歌六十五首をこ

見ている可能性も高い。

吹き替えの声優の声を聴きながら、ひとり眠りに就いた

こに植える。この小さな和歌植物園で、ちょっと

中学か高校のころ、テレビで映画を見ていた父の背後

休んでいってください。その時、私のエッセイが

から何の気なしに覗き込んだ画面の隅には『風とともに

狭い半地下の生活だったが、週末の映画番組を楽しみ

去りぬ』のタイトルが見えた。そのうちきわどいシーン

に暮らした父の四十代。ということは、父の世界文学の

になり、気まずくなった私は眠いふりをして横になった

知識は私よりも豊かだったのかもしれない。他でもない

が、本当はその映画の続きが気になってしかたなかった。

感受性の面で。以前、映画『その男、ゾルバ』がたいそ

両親とひとつの部屋で一台のテレビを見る暮らしでは、

う好きな父へ、主題歌に使われたミキス・テオドラキス

当然のようにチャンネル権はいつも父のものだった。兄

の CD をプレゼントしたことがあったが、私は『その男、

はテレビを見たがっていたのか関心がなかったのかわか

ゾルバ』自体読んだことがないし、ミキス・テオドラキ

らないが、少なくとも私は、映画番組くらい最後まで見

スも知らないのだ。

優しい話し相手になれれば嬉しく思います」

MOVIE

ものだ。

韓国の風水〜ラッキーマスコット編
内戦のさなか、
生き残りをかけた脱出作戦が今始まる

風水アドバイザー

如意宝珠を持つ龍

１９８８年、韓国はソウルオリンピックを成功
させ、世界にその存在を知らしめた。それから２
年後の１９９０年、政府は国連加盟を目指して、
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多数の投票権を持つアフリカ諸国でロビー活動を
展開する。

使館員たちは、果たして無事に脱出できるのか？

ソマリアの首都モガディシュでは、韓国同様、

コロナ禍のなか、興行収入３０億円突破という

国連加盟を目指す北朝鮮との間で、投票権の争奪

快挙を成し遂げ、青龍映画賞、百想芸術賞など名

戦が繰り広げられ、妨害工作や情報操作がエスカ

だたる賞を総なめにし、２０２１年度韓国映画ナ

レートしていた。そんな中、現政権に不満を持つ

ンバーワン大ヒットを記録！

反乱軍による内戦が勃発、その勢いはたちまち首

『チェイサー』のキム・ユンソク、『ザ・キング』

都を大混乱に陥れ、各国大使館にも危機が迫って

のチョ・インソンら、演技派による、大迫力の脱

いた！暴動の街に取り残されてしまった南北の大

出劇と南北両国の人間ドラマに魂を揺さぶられる！

７月１日（金）新宿ピカデリー、グランドシネマサンシャイン池袋ほか全国ロードショー

龍が噴き出す気はとても強力です。

杉野晶子

卯年・羊年にとって龍は最上のお守
りとなるでしょう。けれども、巳年
や酉年生まれ、丑年生まれにはパワ

龍は自然の力を象徴するものの中で

ーが強すぎるので、むやみに扱って

究極だと言われています。龍をモチ

はいけないとされています。

ーフにした小物は、素晴らしい幸運

竜のパワーを取り入れたい場合は

と豊かさを象徴しています。龍が手

家の中ではなく、外に置いた方がい

にしている如意宝珠は、世界の宝を

いでしょう。

表します。昔は龍の頭を外に向けて
おけば、気候も調節できると信じら
れていたほどです。
このように縁起がいいことにかけ

ブロンズの鯉

じています。
魚は聖書の奇跡にも登場します。
風水で水槽を使って場所の矯正をす
る時は、主に金魚を使います。
亥年と卯年、羊年にとって青銅の
鯉は攀鞍（はんあん）と言って、幸
運を繋ぎ止める、持ち主の運を引っ

ヨーロッパ人は銅貨の上で泳ぐ青

張り上げるという働きをするため、

銅の魚像を、金の鯉（Money Carp）

最上の風水マスコットとなります。

ては最高の龍ですが、誰にでも良い

と呼び、中国人は「黄金の魚」と呼

ブロンズの鯉は、東南の方に置くの

というわけではありません。亥年・

んで奇跡的な発展をもたらしたと信

が一番良いです。

こんにちは！「越境カワイイ」を合言葉に活動しているクリエイティブチーム
menmeiz（メンメイズ）です。私たち menmeiz は、「カワイイ」の力を信じ、
かつ多様な「カワイイ」に救われてきたメンバーです。
「カワイイ」文化発祥の地の日本から、さらにアップデートされた「越境カワイ
イ経済圏」を作るために活動を行なっています。

ー韓国カワイイ＝日本の若者の最先端ー
2015 年ごろから、女子高生を中心に絶大なブームとなっている「韓国」。
K-pop やコスメ、アパレルブランドなど韓国はオシャレの最先端で 10 代 -20 代前半にとって憧れの的となっています。
これまで身近な国として一泊二日気軽に旅ができていた韓国ですが、コロナ禍に突入し、韓国渡航ができなくなり、その
憧れはさらに増しています。
「韓国っぽ」と呼ばれるファッションを身に纏い、「韓国っぽ」な内装のシンプルなインテリアのホテルに泊まり、ヤンニ
ョムチキンや韓国ラーメンを買って「渡韓ごっこ」をする。
そして推しの「K-POP アイドル」の動画を見て友達と過ごす、のがこのコロナ禍の日本でのムーブメントとなりました。

韓国っぽホテルのイメージ

日本の若者たちはコロナ禍でも
推し活を楽しんでいる。
Instagram では「# 韓国っぽ」のタグは 18.7 万件、「# 渡韓ごっこ」のタグは 2.4 万件も投稿があり、広く若者たちに流
行っているのが察せられます。また、韓国の若者ではその逆のムーブメントも起きています。
日本の若者の中で近年流行している「地雷系ファッション」と呼ばれる黒やピンクのワンピースにレースがついているよ
うなファッションが韓国女子の中で注目され、イラストレーターさんが書き下ろしたり、日本カワイイの代名詞のような
サンリオのキャラクターグッズがブームとなっているようです。
日韓の若者たちがこれまで当たり前にお互いの国を行き来
できていた中、2 年間のコロナ禍により似ているけど違う
文化圏への渇望感は大人が思っているよりも強いようです。
少しづつ海外旅行が解禁されている今日このごろですが、
また当たり前に LCC で片道 1 万円ほどの安い航空券を握
りしめ、韓国に遊びに行ける日が来ることを menmeiz も
願っています。

日本のサンリオショップ

萌妹子 -menmeiz-（メンメイズ）

「カワイイ」をロジカル／ディープ／ワイドに捉え、時代や場所・年齢など様々な制約に囚われ
ないタイムレスな文化醸成＝「越境カワイイ」を目指すクリエイティブチームとして、阪急うめ
だ・ラフォーレなど国内でポップアップを展開。
アパレル企業とのコラボやタレントのグッズ作成など、クリエイティブ提案や、アジアの Z 世
代を基軸にしたコンサルティングも行う。2021 年に法人化。
HP：https://menmeiz.com/
Instagram：https://www.instagram.com/menmeiz/
Twitter：https://twitter.com/menmeiz

