オリ ニ の 笑 顔 は じ け る

クリスマス会

ボウリング大会……絆強めた
災害の影響もあり、今年
はサマーキャンプを開催

月に開催する冬季オリニ事業が、今年も全国で開催された。土曜学校に通

うオリニらを主な対象にしたクリスマス会やボウリング大会では、土曜学校に通っていないオリニ
できずに残念だったが、

民団や青年会が毎年

も顔を合わせ、一緒に各種ゲームを楽しんだ。韓国語でクリスマスソングを歌ったり、ケーキづく
年末に家族揃っての交流

いあいと交流しながら終 計画についても意見交換

ニらは家族同士が和気あ ができて幸いだ。来年の

け付けた。参加したオリ イベントを開催すること

りに挑戦したオリニ事業もあった。会館をオリニで満席にし、歓声で盛り上げた支部もあった。

夏の分も楽しむ
豪雨禍の
広島本部

の大きなイベントで、オ

一緒に積極的に参加して

ケーキ作りに挑戦

今年１年間オリニ土曜 族で一緒に参加できるイ いないオリニも顔を見せ を温めた後、クリスマス
結果、 るようになり、土曜学校 プレゼントが当たるビン
学校の生徒らは、県本部 ベントを増やした。

てきた番号が発表される

日、 度にオリニたちのどよめ

民団本部で開かれ、土曜 きが響いた。

クリスマス会）が

青年会荒川支部の鄭昌
人 晃会長は「私もそうだっ

学校生徒と青商会員のオ

【長野】２０１８年オ リニ 人と保護者ら

土曜学校生ら
長野で 人が
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創団 周年のために歌と 普段は土曜学校に通って の生徒数も増えている。 ゴゲームが始まった。出
踊りを一生懸命練習して
きた。少しずつ成長を見
せるオリニも多く見ら
れ、各行事に以前よりも
笑顔で楽しく参加するよ

（朴永大団長）と長野韓 団や同胞同士とふれあう

うになった。今年度は家 リニ冬季交流会（オリニ が参加した。民団県本部 たように、幼少期から民

人が参加し ア ド バ イ ス を 受 け な が
てともに楽しい時間を過 ら、工夫を凝らし、皆が

共催で、約

ごした。民団千葉本部か 一緒になってオリジナル

ケーキ作りを通じてさ

らは張恒星事務局長が出 ケーキを完成させた。

ちが将来、学生会や青年

国青年商工会（辛茂廣会 場が大切。このオリニた
長）が主催した。

開会式では、土曜学校 会にも参加してくれたら
に通うオリニに修了証や うれしい。継続していき

民団新宿支部（高隆博

皆勤賞が手渡され、学校 たい」と語った。
に参加していないオリニ

が興味津々に見ていた。 支団長）は「クリスマス
青商の辛会長らがサンタ の雰囲気を出そう」とみ

歳のハラ

日、小学校２年生のオ

に扮して登場し、様々な んなで仮装のスタイル。
ゲームを繰り広げ、楽し

リニから上は

金龍洙副団長は「通い ボジまで 人がサンタの

ませた。

慣れた民団に土曜学校と 衣装をはおったり、トナ
いう居場所が確立され、 カイを模した被り物を頭
オリニも保護者も横の繋 につけたりして新宿韓僑

高支団長が「皆さんは

がりが活発になったよう 会館に集まった。
だ」と喜ぶ。

新宿支部の家族。絆を深
れ、約 人のオリニが集 める機会にしたい」と乾
クリスマス会に先立っ まった。保護者と運営に 杯の音頭をとった。子ど

締めくくった。

人余り ゼントを獲得すると歓声

て行われた年内最後の授 あたった青年会員や支部 たちは「宝釣り」でプレ

荒川・新宿支部

秦支団長が「メリーク 「ハングル教室」に通う
日、東京

お姉さんたちと一緒にた ル で ク リ ス マ ス 会 を 開

人余りが参加した。子

っぷり楽しんで下さい」 催。幼児から中学生まで
とオリニに声をかけ、「皆

さんは未来の宝。大きく どもたちはカードに将来

葉をハングルでしたた

なったら青年会にも参加 の夢や両親への感謝の言
支部単位の冬季事業も してね」と激励した。

青年会メンバーによる め、ツリーに飾った。カ
進行でレクリェーション ードには「先生になりた
民団東京・荒川支部
（秦 がスタート。まずはなぞ い 」「 オ ー ル ５ を と り た

国訪問勉強会で情報交換 けて、意見交換では「韓

ジケーキにホイップクリ せながら、１年の活動を は 日、支部会館で開か ーツバスケット」で身体 った文言が見られた。

各班ごとの自由。スポン チングとの会話をはずま 季交流会
（クリスマス会） 椅子取りゲームの「フル を送ってください」とい

た。どのように作るかは た。ともに勉強してきた 富澤支団長）のオリニ冬 なぞタイムで頭の体操。 い 」「 幸 せ な ク リ ス マ ス

て、ケーキ作りに挑戦し ー キ を 切 り 分 け て 食 べ

と に ３ つ の 班 に 分 か れ たちは、できあがったケ がった。

オリニたちはクラスご らなる絆を深めたオリニ オリニらの歓声で盛り上

席した。

プレゼントや
ゲームに歓声

本部（鄭直樹会長）との 青年会のメンバーからも 盛り上げた。

を開催した。青年会千葉 イデアを得たり、教師や スマスの雰囲気を一段と 館で青年会のお兄さん、 ・台東区東上野の協会ビ

対象に「クリスマス会」 の班の飾り付けからもア 学習するなどして、クリ リスマス！ この民団会 子どもたちは

校」に通うオリニたちを レーションを施した。他 リスマス童話を見ながら

在日韓国人貴金属協会

日、 イチゴ、チョコなどの材 ド作りや、韓国語でジン で会場は所狭しと賑わい をあげていた。

【千葉】千葉韓国教育 ームやチョコクリーム、 業では、クリスマスカー 役員らあわせて

千葉韓国
教 育 院
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李団長は「西日本豪雨 ほしい」と述べた。

日、 け、オリニ土曜学校ボウ た。土曜学校の今年最後 ごした。

【広島】民団広島本部 在外同胞財団の後援を受 リング大会を市内で開い 始笑顔で楽しい時間を過 し、各種行事にも家族と
（李英俊団長）は

リニ 人と保護者・スタ

じめ、広島韓国総領事館

２８

３０

千葉韓国会館で「土曜学 料を使って、様々なデコ グルベルを歌ったり、ク を見せた。

院
（韓相美院長）
は

５０

ッフ 人の合計 人をは

の金寅圭領事が激励に駆

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

支部のかじ取りを任さ

みんだん生活相談セン に、次年度に向けて相談 公団の関係者など約

団長

している。対馬支部はこ 応じた。

と真摯な協議を重ねたほ 国 内 の 財 産 処 分 を め ぐ
か、岡山、広島、北海道 り、紛争が多々ある現状
のセンターを巡回し、現 を踏まえ、相談センター
場の意見を聞いてきた。 という財産を共有するた
来年は大阪、兵庫、京都 め、次年度は中央相談員
などのセンターを回り、 の地方派遣を実施する」

今年度新たに相談員に

初 輔 弁 護 士 ）、 韓 国
から日本に留学し、兄弟

北海道、宮城、茨城、 諸問題を解決する希望の

たい」と抱負を述べた。 の活動を総括するととも 門相談員、大韓法律救助 決に取り組んできた。本 香川の８地方の報告を受 示をした。

二団長、左端が金鍾鎬支 が起きていることも承知 環境整備を進めたい」と って韓日友好関係を築き 体会議を開催し、今年度 各地方本部の担当者、専 で約２０００件の問題解 静岡、愛知、広島、福岡、 灯になる」と強い意思表

金所長は「今年は全国

員の労苦をねぎらった。 常に初心に戻り、同胞の

人 した活動展開を」と相談 がある。私たち相談員は

今後も同胞の生活に根差 人でできることには限界

皆さんの尽力に感謝し、 談員は「在日同胞が一個

の活動意義だ。相談員の 紹介された。３人の新相

を守るのが、民団の第一 政奎、李卓奎両弁護士が

呂団長も「同胞の生活 で弁護士資格を取った李

と訴えた。

になる活動を続けよう」 は

うセンターが
『希望の灯』 なった 佑学弁護士（父

が幸せに生きてゆけるよ

識もなく、力のない同胞 された。

意見交換したい。法律知 との提案がなされ、了承

!

対対馬馬支支部部がが懸懸板板式式

縁地連の松原理事長は

支援センター開設へ
観光客
増加で

【長崎】民団対馬支部 植総領事、対馬市の比田 れらにきちんと誠実に対

日、同支 縁地連絡協議会の松原一 比田勝市長は「釜山との であり、現在は日韓交流

とあいさつ。 「対馬は朝鮮通信使の島
（金鍾鎬支団長）の懸板 勝尚喜市長、朝鮮通信使 応していく」
式と開設式が

年。 の象徴的な存在になって
人以上が 右肩上がりに観光客が増 いる。対馬在住の韓国人

部（厳原町国分）で開か 征理事長らがお祝いに駆 定期便が就航して

年１月 日 交通事故やトラブルも増 に、韓国人観光客がより

それに伴い、 と共存共栄を図るととも
事務総長、 同支部の再稼働を見守っ 加している。

れた。中央本部の呂健二 け付け、総勢
団長、徐元

長崎本部の姜成春団長、 た。業務は

１５

５４

２８

７０

呂健二団長や金所長、
式。右から３人目が呂健 日本人との間でトラブル らえ、官民一体となった し、民団が橋渡し役にな 日、都内で２０１８年全 た。

#

写真で見る２０１８年の民団

される旅行者支援センタ ができるよう望む」と期

万人の観 連携し、事態に対処して

呂団長は「対馬には韓 ーと総領事館、対馬市が 待を込めた。

関連事業に携わる新定住 常勤する。
者らも出席した。来賓に

は駐福岡総領事館の孫鍾 国から年間約

３０

#

今号の読みどころ
光客が訪れる。文化や生 いく。観光産業をさらに れた金支団長は「韓日共

２２

１２

長 崎 県 対 馬 支 部 の 懸 板 活習慣の違いから地元の 拡大すべき重要施策とと 生 に 向 け て 地 域 と 交 流 ター（金昭夫所長）は４ 員 ら と 意 思 統 一 を 図 っ が参席した。
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２２

４０

８８

２２

新３機関出帆でスタートした今年は、平昌五
輪募金、次世代育成、韓日パートナーシップ宣
言２０周年行事、
戸別訪問などを中心に活動した。
（２・３面）

真剣な表情でケーキ作りに取り組む千葉のオリニ
クリスマス

１９ ２１

３０

韓日交流の歴史に焦点を当
て、朝鮮通信使の随行画工が
描き残した絵画を、高麗博物
館（東京・大久保）が来年２
月までパネル展示している。
（４面）

全体会議で来年実施方針

荒川支部のオリニクリスマスは椅子取りゲームで盛り上った
１０

３０

!生活相談センター!

１５

朴正煥議長のほか、観光 から、石在訓事務部長が 加している。支部に開設 安全な旅行を楽しむこと

１９

４０

ボール送りゲームを楽しむ長野県本部のオリニたち

金昭夫所長（右から２人目）と、新相談員と紹介
された左から李卓奎、李政奎、 佑学の３弁護士

６０

７０

１８

２０

$

２２

朝鮮通信使の画工
描き残した絵展示

中央相談員を地方派遣

各地で
冬季交流会

（毎週水曜日発行）
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（２）

民団の募金２億円に

平昌冬季五輪が２月

個のメダルを獲得、
総合７位になった。

１７

下ろした。過去最大規模となる中、韓国は史上最

多となる

とくに、李相花選手と小平奈緒選手の２人の友情

２４

は世界に感動を与えた。民団では募金２億円を１

数々の感動を生んで

月 日、組織委員会に伝達した。各地方で観戦ツ

平昌五輪

アーを企画、青年会は「平昌五輪青年応援団」と

して 人がスピードスケートを観戦した。

８０

団

▲呉公太団長らが五輪募金２億円を組織委に伝達

ソウル五輪３０周年記念式
ソウル五輪開催から３０周年を迎えた９月１７日、国民体
を開催した。
育振興公団と大韓体育会が
「３０周年記念式」
会場になったオリンピックパークテルホテルは、五輪成
功を願って在日同胞が募金した余剰金で竣工されたゆか
りの場所。民団中央本部の呂健二団長、朴安淳議長、梁
東一監察委員長、金昌植常任顧問ら１１人を含め、高額誠
金者ら約５００人が参加した。式典では同五輪成功に大き
く貢献した組織委員会や民団代表団に当時のメダリスト
から「名誉のマフラー」が授与された。

▲女子５００メートルで１、
２位を分け合った小平奈緒選手
（右）
と李相花選手の友情は大きな感動を呼んだ

平昌五輪に青年応援団を派遣

#

韓日の交流さらに広げる

安昌林、
世界選手権初優勝

オリニジャンボリー１０回目迎える

次世代たちが母国に一堂に集い、民族にふれ、仲間どうしの絆を深める２０１８在日同胞オ
リニジャンボリー
（金昭夫引率団長）
が７月２８日から４泊５日間、ソウル市で開催された。
１０回目のメモリアルにふさわしく定員を大幅に上回る参加申請があった。１０回の開催で参
加したオリニは延べ３２７６人を数え、民団が目標としていた「全国の次世代同胞仲間のネッ
トワークづくり」を達成しつつある。今回、かつてオリニジャンボリーに参加した「卒業
生」１６人がリーダーやスタッフとしてボランティアに志願した。

韓日パートナーシップ宣言
就航５０年

▲海外同胞部門で７連
覇を達成しトロフィー
を掲げる千憲司選手団
長

第９９回韓国国体・全羅北道大会（１０月１２～１８日）で在日同胞
選手団（千憲司団長）は金１１、銀８、銅４個とし、１８カ国の同
胞で競われた海外同胞部門の総合優勝を飾り、連覇の記録を７
と更新した。特筆すべきは国内種目の柔道高校女子で在日３世で韓国代表の金知秀（５７ 級）と５２ 級で高校１年
の許海実（１５）が堂々の優勝を飾り、両選手とも東京五輪に向けた「韓国代表」としての地歩を固めた。

国体で在日の代表が大活躍

!

!

民団サイト
リニューアル

民団の公式サイトが５月、全面リニューアルした。ネット時代に合わせて、ＰＣサ

イトだけでなくスマホサイトを通じて動画ニュースやフォトニュースなど民団の動き

１８

２０

を韓日両国語で随時アップしている。

月 日、対

１０

５０

対馬支部が発足

民団長崎県対馬支部の設立総会が

４６

馬市内のホテルで開かれた。初代支団長に金鍾鎬

日、全国 番目の地方本

１８

氏、代表監査に夫斗哲氏が選ばれた。対馬支部の

前身は１９５０年１月

５９

部として結成された。しかし、同胞数の減少によ

り 年の第 回定期中央委員会で連絡事務所に改

編、中央本部が直轄していた。その後、韓国人観

光客が急増、在住同胞と観光客への便宜供与が必

要不可欠になったことから支部設立となった。

０６

年

５０

国体柔道の高校女子で優勝した金知秀選手
（中央右）
と許海実選手
（同左）

２５

大韓航空の東京―ソウル便が就航したのが

前の７月 日。同じ 日午前、羽田空港国際線タ

ーミナル大韓航空２７０８便の搭乗口前で就航

周年記念式典が行われた。同路線の開通によって

民団の母国訪問事業が大きく拡大したのはもちろ

ん、在日同胞や日本人にとっても韓国訪問が身近

な存在になった。金正洙日本地域本部長は「就航

当時は限られた人しか旅行ができなかったが、今

では１０００万人の人的交流に拡大した。この路

線がさらに活発化することで両国の交流も広がっ

ていく」と期待を込めた。

２５

東京ーソウル

"

周年

「韓日パートナーシップ宣言」から２０年を迎え、日韓親善協会中央会（河村
建夫会長）と民団中央本部（呂健二団長）は９月１０日、東京都内で「日韓パー
トナーシップ宣言・２０周年記念セミナー」を共催した。基調講演を行った慶応
大学の小此木政夫名誉教授と河村会長、呂団長は韓日関係の未来に向けて鼎談
し、それぞれの立場から提言した。

在日３世の安昌林（２４）が９月２２日に開
かれた柔道世界選手権の男子７３キロ級決勝
で前年の覇者で世界ランキング１位の橋本
壮市（日本）を一本勝ちで破り金メダルを
獲得した。同大会の権威は五輪などと同格
で、現在でもＩＪＦワールド柔道ツアーで
最高峰に位置付けられている。安にとって
東京五輪に向け大きな自信となった。

民

２０１８年１２月２６日（水曜日）

団

新

聞

第２９１７号

（第３種郵便物認可）
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友好・共生の促進に関しては韓日パートナーシ

ップ宣言 周年を記念したセミナーを日韓親善

協会中央会と共催し未来に向けた韓日関係のあ

り方を提言した。民団の制度、機構・機能を抜

本的に見直し、時代に対応できる組織づくりの

提言をまとめるため、組織改革委員会も設置し

た。「地域同胞ネットワーク作り」戸別 訪 問 活

動では地震や台風、集中豪雨など自然災害が相

次いだ今年、災害義援金を募る一方、団員の安

２０

２０１８年

大成功裏に幕を閉じた平昌五輪期間中に開催

$####################################################################

した第 回定期中央委員会で「地域同胞ネット

ワーク作り」を新年度方針に掲げた翌日、第

回定期中央大会は３機関長の改選を行い、団長

に呂健二・前中央議長、議長に朴安淳・前中央

副団長、監察委員長に梁東一・前中央副議長を

代中央団長として呂団長は「団

回目を迎え

員の生活を守り誠実に活動方針を推進する」と

選出した。第

第一声を上げた。次世代育成では

を選出した。２期６年を務めた呉公
太氏からバトンタッチを受けて第５０
代中央団長に就任した呂団長は「団
員の生活を念頭に置き、誠実に活動
方針を推進する」と団長としての第
一声を上げた。

５４

否をいち早く確認し、救済活動ができるために

７０

１０

５０

７２

"""""""""""""""""""""""""""""
も緊急連絡先把握の必要性を再確認した。

２月２２日に開かれた第５４回定期中
央大会は、任期満了にともなう３機
関長の改選を行い、団長に呂健二・
前中央議長（写真中央）
、議長に朴
安淳・前中央副団長（左）
、監察委
員長に梁東一・前中央副議長（右）

年の民団の歴

! ７０

史をまとめた書籍

『民団 年史』
（発

行人 呉公太編纂

年

７０

委員長）が発刊さ

れ た 。「 民 団

$##############################

年の各種事業と運

の 足 跡 」「 民 団

年の組織防衛・ 革と現況が掲載されてい

７０

動 の 記 録 」「 民 団 各種統計、地方本部の沿

反共闘争の記録」 る。また、関東大震災や

の３篇で構成した 日本人拉致問題、北送事

ほか、第１次宣言 業など、歴史の事実を説

から第７次宣言や 明した 本のコラムも。

１４

民団７０年史刊行

たオリニジャンボリーがメモリアルにふさわし

民団の制度、機構・機能を抜本的
に見直し、時代に対応できる組織に
整備するための提言をまとめること
を目的として呂健二執行部では組織

呂健二執行部発足 「同胞の生活守る」

組織改革委スタート

改革委員会（金泰勲委員長）を設置
した。初会合は５月２３日。全国から
選ばれた民団幹部と在日同胞弁護士
らで委員を構成。
優先課題を検討し、
議論を重ねながら論点を整理し、意
見を収斂していく。手はじめに民団
組織機構をどうすべきかを問うアン
ケートを実施した。

い定員を大幅に超える参加申請があった。韓日

$##############################

民団社会

（３）

７０

組織を固め次世代を育て

団員との絆深める戸別訪問
「同胞ネットワーク作り戸別訪問活動」
が組織をあげて全国展開した。
西日本豪雨や台風、地震など、自然災害が続いた今年の状況を踏まえた
上で、
「このような時こそ民団が団員の安否をいち早く確認し、救済活
動ができるためにも緊急連絡先を把握」することも目的。団員の安否を
伺いながら民団活動についても説明して団員との絆を深めた。写真は荒
川支部第１分団の団員先を訪れた呂健二団長ら。

次世代サマースクール定着

中・高・大学生を対象にした母国訪問事業の次世代サマースクール
を８月に開催。夏の次世代イベントとしてすっかり定着し特に中・高
校生は定員を大幅に超える参加数となった。韓国民俗村で記念撮影

２４

ヘイト根絶へ各地で条例

各地で講座・講演会

「いかなる種類の差別も許されない」ことを掲げた「東京都
オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す
条例案」が１０月５日、都議会本会議で可決、成立した。この都
条例案は国の「ヘイトスピーチ対策法」
（解消法）の実効化を
条例制定という形で行うものであり、都道府県レベルとしては
初の試み。また、川崎市は３月末にガイドラインを施行、香川
県観音寺市もヘイトスピーチ
（憎悪扇動）
対策の一環として、２
つの施設条例に新たな禁止条項を設けていたことが分かった。

東京都議会本会議で人権尊重の理念の実現をめざす条例案が可
決され成立した

地方選挙権付与を勧告

人権白書

書』を教科書にした講演 相談委員らを講師に過去

会が宮城、大阪、広島で の差別実態と民団の権益

シリーズ開催された。同 擁護運動などについてを

書籍の執筆を担当した法 学んだ。

宮城県本部の人権白書講演会（７月）

委員長）が 『在日コリアンの人権白 生活相談センターの専門

%

中央本部の人権擁護委 今年２月に発刊した書籍 曹フォーラムの弁護士や

員会（李根

大阪府本部の人権講座（７月）

▲被害同胞の自宅の片付けを手伝う広島県
本部役員ら

岡山の同胞の焼肉店も壊減的な災害を受けた

周年記念祝賀会

７０

号、北海道地震など自然災害が相次いだ。特に

岡山県本部の

!

相次ぐ自然災害で義援金

今年は多くの地方本部が創立７０周年を迎えた。記念式典を開催し
たのは宮城、青森、富山、栃木、奈良、鳥取、大分、熊本、広島、
山口、岡山、和歌山、長野、滋賀、三重の１５地方本部。また、徳島
では記念韓流コンサートを開催した。

今年は大阪北部地震にはじまり、西日本豪雨、台風

各地方で創立７０周年祝う

西日本豪雨では自宅や店舗が冠水し、土砂が住居に流れ込んだ団員宅が多く出た。民団では対策本部を

設置し、被災同胞宅の復旧作業を支援するとともに、義援金を募り見舞金を伝達した。

広島の被災同胞宅を視察する県本部役員ら

!

国連人権差別撤廃委員
会が日本政府に対して在
日韓国人への差別実態に
ついて勧告を出した。勧
告では永住外国人の地方
参政権が初めて取り上げ
られ、
「地方選挙権行使
の確保と公務員就任確
保」を勧告した。ヘイト

スピーチ・ヘイトクライ
ムについては、
「対策法」
の改正をはじめ、人種差
別禁止の包括的な法律制
定、加害者に対する措置
も勧告された。写真は勧
告を受けて記者会見する
李根
人権擁護委員長
（右）と趙学植弁護士

%

れており、スマホアプリ 籍はもとより有名無名も

栗の粉使った蒸し餅

って米粉ともち米粉と一緒に蒸し いる場所です。本書でもお餅や料 リアの カ所から約４５ 展となり、仏教絵画、彫

きます。張桂香先生は慈悲深く、

文化財庁は 日、全羅 るなど、朝鮮朝時代の伝

文化財庁 朝鮮朝時代の姿残す
指定予告

白雲洞園林を名勝に

にとっては初の高麗美術 名品が公開されている。

た「パムソルギポッ」というお餅 理にもそれらの材料が多く使われ ０点が出品された。同館 刻、
高麗青磁、
金属工芸の

『飲食知味方』には調理方 で、栗を日干しにしてから粉にし ています。
著者の張桂香先生を紹介する本

本書が書かれた慶尚北道は、米 の中に、飢饉の際にどんぐりの実

法の他に、ナスや桃、栗、ナ たものを使います。

ツメなどの保存方法が書かれ

ています。冷蔵庫が無かった や大豆、さつまいも、栗、柿、り を粉にした粥を作って、５００人

また数々の功績は現代にまで伝え

朝鮮朝時代の保存方法を知れ んごなど豊かな農作物に恵まれて の庶民を救ったという逸話が出て

ば、現代人も役に立つ

南道康津郡城田面にある 統 園 林 の 姿 が う か が え

贅沢を好まず、身近な食材を最 白雲洞園林を国家指定文 る。園林には、庭園を流

られています。

かもしれませんね。
今回の料理は栗を使

茶山・丁若

（１７６

大限に生かした料理を次世代にバ 化財の名勝に指定予告し れる「流觴九曲」の跡が

白雲洞園林は、園林の

トンタッチするために本書を記し たことを明らかにした。 残っている。
ました。でも先生ご自身は、この

料理書が後世で歴史的に貴重な資 庭 園 の 中 の 林 を 意 味 す ２～１８３６）は康津に
料になるとは思っていなかったで る。月出山玉版峰の南側 島流しにあった１８１２

い姿を浮かび上がらせる。

のひとつとなっている。こ

ぐ影島大橋も、釜山の名所

と対岸に浮かぶ影島をつな

そして、繁華街の南浦洞

てしまった。

まに噂を聞くぐらいになっ

ルモニがいるわよ」と、た

の近くに、当たる占いのハ

消した。今では「影島大橋

していたが、改修工事を経

げる壮大な風景といえる。

める街と海が融合し作り上

方面へ向かうとき、右手に

水営湾上を直進し、海雲台

広安大橋を利用する。車が

着し、海雲台への道筋で、

いつも私は金海空港に到

て２０１３年より、開閉を
再開。毎日午後２時から
分間、橋の片側が跳ね上が
る様子を目にできる。
このめずらしい光景を見
物に、国内外から多くの観

マリンシティの超高層ビル
群が目に入る。その瞬間、

と安堵し、広安大橋は私に
とっても大切な存在だと実
感するのである。

&'&'&'&'&'&'&'

*()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(

アメリカ、
イギリス、
イタ

で、韓国をはじめ、日本、

００年を記念したもの

同展は、高麗建国１１

は 日、東京・港区の民 いる特別展「大高麗９１ じた。

目の前の広安里ビーチ、そ

こは１９３４年完成の韓国

トアップされ、海上に美し

して、マリンシティや冬柏

（吊橋９０

）、 ２ 層 構

０ｍ、トラス橋７２０ｍ、

島からもロマンチックな夜

総延長７・

造で往復８車線の国内最大

光客が訪れるようになり、

海上橋のメリットはなん

橋の周辺も広場として整備

唯一の可動橋で、釜山市指

された。かつて、橋の近辺 「あ～、釜山に帰ってきた」

といっても、最短距離、最

景が楽しめる。また、釜山

にハルモニの小さな占い店

短時間での移動が可能なこ

花火祭りのメーン舞台、市

が集まっていたが、橋の歴

定文化財にも登録されてい

民マラソン大会のコースな

る。老朽化などの理由から

ど、釜山を代表するイベン

史とともに占いの店も姿を

と。そして、橋の上から眺

トとの関わりも大きい。

年以上の間、開閉を停止

の海上複層橋梁だ。通行量

接続橋５・８

４５

芙蓉洞とともに全羅道の 過ごした後、弟子の草衣

は、潭陽瀟灑園と甫吉島 に登り、白雲洞で一夜を

しょうね。女性として本当に尊敬 の 麓 に あ る 白 雲 洞 園 林 年、弟子とともに月出山
します。

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

国立中央博物館（ソウ 団中央本部を訪れ、来年 体などを通じて展示会の

して、地方本部や傘下団

いただいた広報物を活用

鄭副団長は「準備して

副局長が応対した。

副団長と文教局の徐順子

４人。民団からは鄭夢周

交流広報課専門協力官の

団団長、金恩珍同団文化

士、沈東燮教育文化交流

同館保存科学部学芸研究

館学芸研究室長、李永範

来訪したのは兪炳夏同

呼び掛けた。

挑み」への同胞の観覧を

８―２０１８、燦爛たる

国立中央博物館 民団に協力要請

#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#

在日同胞作品も多数
"""""""""""""""""""""""""""""

慶南道立美術館と
春、
秋に企画展予定
友好姉妹提携し

また、冬はテゲと呼ばれ

１０

１７

美術愛好家として知ら 術館の企画展も予定して にはＱＲコードが添えら で納得した作品ならば国

。 や作品についての様々な のなかには自ら設立し、

美術館はビルの１、２ で読み込むと、その作者 問わず購入してきた。こ

れる在日２世、王清一さ いる。
ん（民団京都本部常任顧
問）が京都市中京区に新 階延べ約３３０平方
築した自社ビル内に念願 ここには２０００点にの 情報を７カ国語で読み取 京都市のＮＰＯ法人「京
都 芸 際 交 流 協 会 」（ Ｊ Ａ

王さんは若いころから ＲＦＯ）と共同運営して

問い合わせは同美術館

５０）
。

朝鮮通信使行列のジオ
人 ラマや朝鮮通信使を題材

をあてたミニ・ミュージ 頭に続き１００点を超す は朝鮮朝中期から後期に
ア ム 「 高 麗 博 物 館 」（ 東 絵を 枚の写真パネルで かけて随行した画員

が遺した作品に来日前・ にした各地の人形、図版

画員は宮中の専門画工 後に描いた絵も加え、優 資料なども参考展示され

京都新宿区大久保）で企 再展示した。
画展「朝鮮通信使随行画

員展―画員たちはどんな の中から１～２人が任命 れた個々の作風を理解で ている。
来年２月３日まで（
日本でもよく知られて ～ 時、月・火曜日・年末

絵を描き残したか」が開 されて随行。対馬から江 きるように工夫した。

編編集集者者・・
））
ププロロデデュューーササーー
節を問わず人気の観光スポ

るズワイガニやタラバガ

ットだ。

しても名が高い。日本や中

ニ、そしてフグが旬。四季

１１

+

だった「京都王藝際美術 ぼる絵画や陶芸、書、工 ることができる。
館」をオープンした。慶 芸品などのコレクション
南道立美術館とは３月に のうちすでに整理・登録 韓半島と日本の文化に関 いる「京都画廊」で個展

は民団京都本部の金政弘

７日の開館披露式典に

の作品も多数含まれる。

友好姉妹提携を結んでお を終えた約２００点を常 心を持ち、自らの審美眼 を実施した在日同胞作家

桃井 のりこ（（
韓国第２の都市「釜山」

国はもちろん、最近ではタ

私が個人的に海の街釜山

イ、マレーシアなどからの

の独自性を感じるのが、海

折々の海の幸が釜山の食を

の地方都市との違いに、海

上橋の数々だ。広安大橋、

観光客も増えている。観光

と一体化した景観と新鮮な

より充実させる。

海産物という、海洋都市な

釜山港大橋、南港大橋、影

という点で、ソウルやほか

らでは魅力がある。

は一日 万３０００台（
月基準）で、釜山の重要な

は、釜山のシンボル的な存

交通インフラとなってい

在だ。これは水営区と海雲

る。

島大橋、釜山大橋、巨加大

台区を結ぶ、水営湾の海上

広安大橋は日没後、ライ

に架かる自動車専用大橋

橋など、釜山には多数の橋

!

なかでも、広安大橋（別

ダイナミックな海の景色

!

*()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(

新しい角度から考えてみ 本の文人画に大きな影響 鋭い速筆な筆致で多くの ・５２７２・３５１０）
。

を 記 念 。「 朝 鮮 通 信 使 を に応じることも多く、日 図」だろう。奔放自在、 問い合わせは同館（０３ ル市龍山区）の関係者ら ３月３日まで開催されて 広報に協力したい」と応

記憶遺産に登録されたの た。日本人からの揮ごう 禅画「達磨図」や「寿老 円（中高校生２００円）
。

史資料がユネスコの世界 有 様 を 絵 や 図 で 記 録 し いるのが金明国の描いた 年始休館）
。
入館料４００

催されている。関連の歴 戸までの道中に町や港の

パ ム ソ ルギ ポ ッ
１９

海洋都市の風量に
新たな魅力プラス

４０

は、近年、国際観光都市と

!

「白雲洞図」
を描か
３大庭園と呼ばれる景色 禅師に
また、 カ所の美し
を誇る。ゆるやかな傾斜 せた。
面に儒教の徳目を象徴す い景勝を礼賛する詩を詠
る「梅蘭菊竹松」を植え い、
『白雲帖』
を残した。

""""""""""""""""
◆「詩人 尹東柱ととも
に・２０１９」
２０１９年２月１７日。１４～
１６時３０分開催。立教大学
チャペル
（東京・豊島区）
。
資料代一般１０００円、学生

４２

で、
２００３年に開通した。

がスリリングに楽しめる、

沙浦タリットル展望台、松
島海上ロープウェイは、季

１１
名ダイヤモンドブリッジ）

が架かっている。

広安大橋（鈴木圭撮影）

五六島スカイウォークや青

釜山の海上橋

１２

団長や韓国東国大学校の
韓泰植総長など関係者１
００人が参加した。館長
でもある王さんは「作品
を通してさまざまな作家
の生きざまを見ることが
好きだ。開館できて感無
量の思いだ」
と涙ぐんだ。
開館日は土・日曜日の
～ 時（年内は 日ま

押す。

本の絵師に少なからぬ影

すると、朝鮮の絵画が日

伊藤若沖らの作品と比較

紀に活躍した俵屋宗達や

秀作を残した。

～ 世

の作品情報について説明 で１０１「呼び出し」を （０７５・８０２・５３
する王清一さん

随行画工が遺した絵は
朝鮮通信使

韓日交流の歴史に焦点 よう」と、２０１３年初 を与えたとされる。今回 響を与えていたようだ。

高麗博物館パネルで再展示

１７

"

り、春季と秋季には同美 設展示している。各作品

""""""""""""""

ＱＲコード利用

観賞者にスマホアプリで で ）。 玄 関 エ ン ト ラ ン ス

%#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#
１７

!

２４

１３

◇材料（４人分）
米粉４カップ、もち米粉
１／２カップ、栗の粉１カ
ップ
塩大さじ１／２、ハチミ
ツ水
（ハチミツ 大さじ２、
水大さじ３）松の実の粉１
カップ

「大高麗展」 同胞も観て

１８

!

５００円（申し込み不要）
。
〈第１部〉追悼セレモ
ニー、礼拝、詩の朗読
（韓
国語・日本語）
〈第２部〉
講演、ミニコンサート。
尹享柱さん（歌手、尹東
柱の又いとこ）
。
問い合わせは楊原（py
。
ol–1917@ezweb.ne.jp）

京都の王清一さん

時時ののかかががみみ

１８
１２

１１

７カ国の作品情報
スマホで読み取り
２９

◇つくり方
１．栗を日陰で干して乾燥
させてから、つぶして
粉にしふるいにかけて
細かい粉を作る
２．栗の粉に米粉ともち米
粉、塩を混ぜ合わせ、
ハチミツ水を加えて混
ぜた合わせてから、ふ
るいかけておく。
３．蒸し器に布巾を敷いて
型を置き、松の実の粉
の半量を下に敷きつ
め、 ２ の栗の粉の入っ
た米粉を入れて残った
半量の松の実の粉を上
にふりかける。
４．沸騰した蒸し鍋に ３ の
蒸し器をのせて強火で
２５分蒸してから火を消
して５分蒸らして皿に
盛り付ける。

追悼イベント

念願の美術館 自社ビルに開設
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(

（４）
２０１８年１２月２６日（水曜日）
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