
■隣の国に行ってきた■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 103号 

 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス：隣の国に行ってきた 

 

3泊 4日で隣の国に行ってきた。行程としては、まず仁川(インチョン)空港からソウルに入り、2日目からバスに

乗り水原(スウォン)→扶余(プヨ)→全州(ジョンジュ)→慶州(キョンジュ)→釜山(プサン)と巡り、4 日目は大邱(テ

グ)の空港から帰国する、韓国の北西から東南にＳ字型に縦断するコースだ。到着早 「々韓国に来るのは何回目で

すか？」というツアーガイドの朴女史の問いに、「初めてです」と答えると、「一番近い隣の国に、一番最後に来

ましたね」と意味深な答えが返ってきた。口から生まれたような彼女のマシンガントークに最初は辟易していた

が、僕の意地悪な質問にも臆することなくすべて答えてくれるので、結局 4日間、よく語り合った。このレポー

トは、釜山住まいの朴女史と僕の会話の記録だ。 

 

韓国、いや朝鮮はとても歴史の古い国だ。4世紀には、高句麗、百済、新羅の 3国が相次いで成立し、独自の発

展を遂げたという。今回巡った都市のうち、扶余は百済の都として、慶州は新羅の都として繁栄した。特に慶州

は、新羅全盛の 7 世紀ころ人口 100 万の都市だったと言われている。これは、当時イスタンブール、バグダッ

ド、長安に次ぐ世界第 4の規模だと聞き、本当に驚いた。10世紀には高句麗が全土を制圧、その後元などの支配

を経て、1392年李成桂(イ・ソンゲ)が統一挑戦を建国。韓国の人たちは、これを建国とみなしている。今回 2日

目に宿泊した全州は、その李成桂の出生地とのこと。近年、これらの史跡が次々と世界遺産に認定され、国内外

から観光客が訪れるようになったそうだ。 

 

韓国に行って一番驚いたのは、林立する高層マンションの迫力だ。３～40 階は当たり前、高いものになると 80

回を超すものもある。ソウルや釜山などの大都市は当然のこと、高速道路を走っていると郊外にも忽然と超高層

マンション群が現れる。韓国は冬寒く乾燥しているので、バルコニーの外にもガラスを張りサンルームのように



なっているため、その外観はガラス張りのオフィスビルと変わらない。バルコニーには一応通り抜けできる避難

口があるが、隣家からの侵入を恐れて誰もが塞いでしまっているらしい。近所付き合いもほとんどなく、隣の住

人と 10年以上顔を合わせないのが普通だという。マンションはほとんどが分譲で、その一部が賃貸されている。

戸建ては全く不人気で、膨大なマンション群にはほとんど空きはないという。これをコンパクトシティの成功例

と言っているが、それは疑わしい。1.2 人台の出生率は日本よりも低く、今後の少子化とともにマンション群が

廃墟になると想像するだけで恐ろしい。都会のビル群も自由なデザインで面白い。新しい開発が目白押しといっ

た感じ。街は日本とアメリカを足して 2で割ったようなイメージだが、道路はどこも広くて、車も多い。 

 

一方、韓国の郊外や田舎はどうなっているのかを知るには、今回のバス移動は期待通りだった。まず日本と同じ

く韓国は山国だが、あまり植林がされておらず、全体として広葉樹林が多かった。主な針葉樹は松で、杉やヒノ

キはほとんど見られない。アカマツ林も随所にあり、全国でマツタケが取れるらしいが、松の花粉症もあるそう

だ。また、全国の松が松くい虫の被害で危機的状況にあり、至る所でビニルシートがかけられて、松くい虫の駆

除が行われていた。果樹としては、リンゴと栗が多くみられた。畑では稲作や野菜の他、ハウス栽培も盛んで、

就職難の都会より確実に生計が成り立つという。今の季節は、ニンニクと菜の花が畑を彩っていた。田舎に残る

古い家は、オンドル(床暖房)式のためみな平屋だ。そして、集落の端の明るい斜面には、そこここに小さな古墳

のような緑のたんこぶ型の墓所がある。この墓も、近年の少子化で放置や放棄が進んでいるという。いずこも同

じだ。 

 

僕にとって、韓国料理は申し分ない。主菜の肉料理以外の、ごはんやキムチやナムルなどのおかずは全てお代わ

り自由と聞き、ますます気に入った。レストランでは食器はすべて金属製だが、洗うのが大変なので家庭では陶

器を使うそうだ。ただ、箸は必ず金属製で、割りばしなど使い捨ては条例で禁じている。そして、韓国では肉と

骨が同じ値段だ、さすがコムタンの国だ。キムチは日本の沢庵と似たような存在で、修行僧はご飯を食べた後、

お茶とキムチで器を清める。もちろん、にんにくと唐辛子は入れないそうだ。韓国では生麺を食べる習慣がなく、

ラーメンは意外と人気が無いがカップラーメンはかなり充実していた。そして若者にはたこ焼きが大人気。ま、

タコを生きたまま焼いて食べちゃう国だからね。 

 

そして話題はコスメ産業へ。韓国では、整形と美肌は完全に定着したという。整形外科と皮膚科のクリニックが

あちこちに看板を掲げ、女性は高校生になると整形を始めるそうだ。その原因は「性格の悪いのは許せるが、顔

が悪いのは許せない」という韓国男性にあると朴女史は言うが、すでにその影響は男子にも及び、テレビでも引

っ張りだこのNO.1タレントのソンジュンギは、顔やスタイルよりも、その美肌が人気なのだという。そう言わ

れてみると、いかにも整形美人が大勢歩いている。大統領選挙が近いので、選挙運動員らしき整形美人もたくさ

ん見かけた。僕も危うく「カタツムリパック」を買わされそうになった、恐ろしい。 

 

3 日目の晩、釜山駅の近くで日本領事館の前を通過したが、慰安婦少女像は残念ながら暗くて見えなかった。で

もそれに気づいて「せっかくだから見たかった」というと、朴女史は吐き出すように語り出した。 

 

「慰安婦問題は、一部のたかりのような人がやっていることなので、大目に見て欲しい。北朝鮮問題は、大部分

の人が無関心で、株価も全く反応していない。朴槿恵大統領は、父親の功績もありみんなが応援したので、その

失望もまた大きい、残念だ。韓国人は、プライドが高く、庶民ですら家柄自慢に余念がない。週末を“花金”な

らぬ“火金”と呼び、燃えるように遊ぶ。夫婦げんかもすさまじく、すぐに絶交状態になる。でも夜になって帰

宅すれば、仲直りしてベッドに入る。韓国の夫婦は、必ずダブルベッドにダブル布団で一緒に寝る。良くても悪

くてもそれが韓国人。だから仲良くしてください。私たちが北朝鮮との間の緩衝材になりますから、助け合って



いきましょう。時々喧嘩するかも知れないけど、お隣同士なんだから、仲良くしましょ。」 

 

韓国は近くて遠い国だった。でも、ご近所さんとはそういうモノ。歴史を振り返れば、2 千年以上のお付き合い

だし、その国を 60歳で初めて訪ねたなんて、「一番最後に来た」と言われても仕方がないと思った。 

 

http://nanoni.co.jp/20170416-2/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. 今週のお知らせ：名栗の森 4月の例会 

 

名栗の森オーナーシップクラブでは、毎月第 4日曜日に例会を開催します。 

今回は、名栗の森を抜け、棒の折山の山頂を訪ねてみたいと思います。 

山菜狩りの下見も兼ねて、よそ見をしながら歩いてみたいと思います。 

山菜に詳しい方のご参加を、特に歓迎いたします。 

 

■４月例会（企画：四谷さん) 

日時：4/23(日) 9時半～ 

集合：辻村屋保全山荘 埼玉県飯能市下名栗 1111-2 

費用：一般 2,500円、会員無料 どなたでも参加できます。 

内容：09：30 山荘に集合後、現地に向かいます 

   10：00 白谷沢登山口- 

   10：10 御神木- 

   10：30 藤懸の滝- 

   10：40 天狗の滝- 

   10：45 白孔雀の滝- 

   11：00 東屋(休憩)- 

   11：20 岩茸石- 

   11：40 ゴンジリ峠‐ 

   12：00 棒ノ嶺山頂（昼食） 

   12：40 出発- 

   13：00 林道- 

   14：00 境界- 

   14：40 階段出口- 

   14：50 駐車場- 

   15：00 さわらびの湯 

装備：軽登山靴または滑らないスニーカー、軍手 

   頂上で昼食（各自持参） 

山頂では温かいコーヒーをごちそうします      

詳細はこちら 

http://land-resource.org/naguri/ 

 



 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

オーナーシップクラブへの入会は、 

持ち主の仲間になることを意味します。 

家族や団体で入会すれば、 

年会費 3万円で、メンバー何人でも、何回でも 

森を利用することが可能です。 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

■事務局・連絡先  

名称 一般社団法人 日本土地資源協会  

住所 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

ＨＰ http://land-resource.org/ 

Mail post@land-resource.org (担当:松村) 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. まつむら塾 

 

■開催予定 講義＋演習 

・日程 4/27（第 2,4木金曜日）19-21時 笑恵館 

・その他会場募集 

まつむら塾を開催させてくださる会場を募集しています。会場提供者は、受講料免除といたします。 

 

■自習室 http://nanoni.co.jp/juku/ 

まつむら塾の講義内容を、自由に閲覧できるサイトです。 

・新着記事 韓国旅行のため、公開が間に合いませんでした。 

 今週 2回分公開します。 

 

■オンラインまつむら塾：まつむら塾の演習をオンラインで体験できます。 

・事業目的の作り方(公開中) 

 https://synapse.am/contents/monthly/m-juku01 

現在：RAM会員 3名、ROM会員 0名 (定員 30名) 

・倒産覚悟の経営のススメ(公開中) 

https://synapse.am/contents/monthly/matsumuratakuya 

現在：会員 8名 (定員 30名) 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. 今後の予定：今週・来週以降 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）4/17 ○自宅作業日 

（火）4/18 ○午後から笑恵館で面談可 

 16-18時 ★笑恵館を学ぼう 

http://shokeikan.com/info/shokeikansemi 

 18-20時 ★笑恵館・持ち寄り食事会 

http://shokeikan.com/info/meeting 

（水）4/19 〇作業日 

（木）4/20 〇終日笑恵館作業 

（金）4/21 ○午後から笑恵館で面談可 

 19-21時 ★第 17回 解決しゃべり会(笑恵館) 

 https://www.facebook.com/events/970084866460163/ 

（土）4/22 ○午後から笑恵館で面談可 

（日）4/23 ○休業日 

 10-15時 ★名栗の森オーナーシップクラブ 

https://www.facebook.com/events/671040729770176/ 

■その後のイベント 

4/25 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議 

4/27 18-21時 ★まつむら塾（笑恵館） 

4/28 19-21時 ★カプラー起業交流会(三茶) 

5/09 15-17時 ★日本土地資源協会 経営会議 

5/09 17-19時 ★笑恵館クラブ理事会 

5/11 18-21時 ★まつむら塾（笑恵館） 

5/13 10-15時 ★ニッチ大学②（さくまさんち） 

5/16 16-18時 ★笑恵館を学ぼう 

5/16 18-20時 ★笑恵館・持ち寄り食事会 

5/26 19-21時 ★第 18回 解決しゃべり会(笑恵館) 

5/28 10-15時 ★名栗の森オーナーシップクラブ 

 

相談のある人、一杯やりたい人、歓迎です。 

松村の予定はこちらで公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

5. アクセスポイント：問い合わせ先 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 taku8823@ezweb.ne.jp 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 



http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

    http://shokeikan.com/ 

 

 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe?u=800df08672d8b31689226516d&id=df33ae0ce9 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 

 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe?u=800df08672d8b31689226516d&id=df33ae0ce9

