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ソウルの中の世界旅行物語

ソウルは
初めてですか？

何をしにソウルへ？
ひょっとして韓流スターに
会うため？

「ソウルの中の世界旅行」
の楽しみ方

ソウルの中の世界旅行物語は、ソウル旅行のポイントを
掻い摘んでご紹介するガイドブックです。

まず、第１章「世界が集う街、
ソウル」
では、
ソウルで世界文化に触れられる必見コース、
ミョン洞
イ テ ウォン

と梨泰院エリアをご紹介します。
質問が多すぎるって？

ミョン洞はショッピングの名所として知られていますが、実は昔のチャイナタウンの面影を残

当然です。

している街。中国と長い間交流を深めてきた韓国ですが、意外とソウルにチャイナタウンは

それが私の仕事ですから。

見当たりません。
しかし、韓国の商業の中心地ミョン洞で、約１世紀前につくられたチャイナ

申し遅れましたが私、
グローバルライフスタイルマガジン

タウンの面影を発見することが出来ます。お馴染みのミョン洞の隠れた魅力へ皆さんをご案

『Living&』の旅行専門記者、

‘ジュリー・ワトソン’と申します。

内します。
一方、
「異邦人の地」
と呼ばれてきた梨泰院は異国情緒あふれる街の代名詞です。世界文化と
ともに歩んできた梨泰院。エリアの隅々に潜む多彩な表情を堪能いただきます。
短いスケジュールでソウルの中の世界旅行を楽しみたい方なら、ぜひミョン洞と梨泰院に足を

私が経験したソウルは、多様な文化的資産が息づく街でした。
ソウルが豊かな文化
を築けたのは、
自国の文化はもとより、韓国の首都として世界各国の文化を取り入れ
ているからでしょう。そこで私は、
ソウルのダイナミズムの起源は「世界文化」にある
のではないか？という問いを自らに投げかけ、韓国の首都ソウルのあちらこちらに足
を運び、その答えを見つけ出しました。
これから皆さんに、私が取材したソウルの中の世界旅行記をお見せしたいと思います。
さあ、準備はいいですか？それでは出発！

運んでみてくたさい。
もちろん、世界文化に触れられるのはミョン洞と梨泰院だけではありません。
ソウルの至る所にアジア、
アメリカ、
ヨーロッパ、
オセアニアの世界５大陸の多様な国々の文化
が息づいているのです。
第２章の「ソウルの中の世界一周旅行」
では、世界文化が息づくソウルの各エリアを皆さんに
ご紹介します。
よりスペシャルなソウル旅行をご希望の方には、
第３章の「I ♡ SEOUL」のテーマコースやスポット巡りをおすすめします。
海外スターが訪れた必見コースと世界的な建築の巨匠による建築などをご用意しています
さあ、準備はいいですか。
これからソウルの中の世界旅行物語ガイドブックを通じ、
オリジナルプランとあなただけのソウル旅行ストーリーをご堪能ください。
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第１章
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世界が集う街、
ソウル
ミョン洞 · 梨泰院
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① ユネスコギル入り口 – ② ユネスコ会館 – ③ 明洞大聖堂 – ④ ミョン洞ショッピング通り –

ユネスコ会館

⑤ 漢城華僑小学校 – ⑥ 中華料理店通り – ⑦ 漢城華僑協会（旧中正図書館）–
⑧ 中国大使館

35

明洞大聖堂

韓国地価ランキングトップの街、
ミョン洞
商業の要衝として栄え、

今は観光客で賑わう、
ソウルの代表的な観光名所です。

ミョン洞を訪れる観光客の多くは、

別名「遊客」
と呼ばれる中国人観光客。

でも彼らが押し寄せてくるずっと前から、
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生きてきた中国人たちがいました。

１８８２年は、韓国に居住する
華僑の歴史上、

最も重要な年といえます。

当時ここで何が起きたのか、

そのヒントはミョン洞の街の

7
6

中華料理店通り

4

中国大使館

Mプラザ

通り
ョッピング
ミョン洞シ

ミョン洞に根を下ろして

漢城華僑協会（旧中正図書館）

啓星女子高等学校

至る所に隠されています。

それを探しに出かけてみましょう。

55
切手博物館、
ソウル中央郵便局

漢城華僑小学校

中国観光庁
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ミョン洞の表玄関

1 ユネスコギル入り口

ミョン洞の玄関口「ユネスコギル(通り)」に入ると、賑やかな街の風景が広がりまし
た。小さなショップがぎっしりと立ち並ぶ繁華街を、
ショッピングバッグを両手いっぱ
いに抱えたリュック姿の観光客が早足に歩いて行きます。
どこを見渡してもハング
ル・漢字・英語が入り混じった看板だらけで、日本語と中国語がひっきりなしに飛び
交うこの街は、活気に溢れていました。特にミョン洞は、中華圏の観光客に親しまれ
ているショッピングの名所として知られています。浮き浮きした表情で買い物を楽し
んでいる中国人観光客の姿を見ながら、やっとミョン洞に来たという実感が湧いて来
ました。
突然、ある男性が手を差し出し握手を求めてきました。
きちんとした髪型でやさしい
こう

でした。候さんはミョン洞で店を経営
目つきの、
ミョン洞取材の案内役、
「候さん(３５)」
している華僑３世で、おじいさんの代からここミョン洞に定住しているそうです。
「ご覧の通り観光客にとってミョン洞は、買い物にうってつけの場所です。
で
も、それはあくまでも外から見た印象です。そこに隠れている歴史を知ると、
ミョン洞
が違って見えると思います。
じゃあ、
これから僕と一緒にその跡を探してみましょう。
」
候さんが自信ありげな声で言いました。
どんな表情のミョン洞に出会えるのだろう、
期待で胸が高鳴りました。
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こじんまりとした屋上庭園に入ると、
オフィスビルが林立するミョン洞一帯を一望する
ことができました。
この一帯が全部中国人の所有だった頃もあったと、一緒に街の風
景を見下ろす候さんが言いました。

ハンソン

「話は朝鮮時代の１８８２年にさかのぼります。その年に首都の漢城（ソウル

の旧称）
で新式教育を受けた軍隊と旧軍隊との間で武力衝突が起き、その反乱を鎮圧

するという名目で清から軍隊が派遣されました。それに紛れて調達商人たちが一緒
に朝鮮に渡ってきて一部がソウルに残留したのですが、それが韓国の華僑社会の元
祖です。絹屋をはじめとする様々な店を開いて商売を始めました。当時中国商人の
本拠地が、
ここミョン洞なんです。
」
一時ミョン洞一帯を牛耳っていた中国商人たちの活躍ぶりを想像しながら、
もう一度
高層ビルが林立するミョン洞を見渡しました。当時の中国商人にとってミョン洞は、

ミョン洞の街並みを眼下に

商業活動の根拠地で、
また生活の拠り所でもあったのです。

2 ユネスコ会館

ワンフーチン

大通りを歩いていると、
まるで中国北京一の繁華街、王府井に来ているような気がし
ました。色々なショップが軒を連ね、店頭には中国語と日本語が入り混じったポスター
が張り出され、海外でも大ブレイク中の韓流スターの等身大パネルが見物客の目を
引きます。店員は行く先々で日本語と中国語で流暢に威勢のいい声をかけてきます。
「あのビルは『ユネスコ会館』
といいます。築５０年以上は経っています。見
た目より結構古いでしょ？ちょっと入ってみませんか。
」
候さんの後に続いて、街の一角にそびえ建つユネスコ会館に向かいました。その名
の通り、
このビルは「ユネスコ」にゆかりのあるビルなんですよ、
と候さんは語り始めま
した。
「韓国がユネスコに入ったのは１９５０年６月１４日なんですが、半月も
経たない６月２５日に韓国戦争(１９５０~１９５３)が勃発しました。韓国政府は戦乱の中
でもユネスコ活動の展開に向けて、ユネスコ韓国委員会の設置を進めました。その
取り組みが実を結んだのが１９６７年。
ここユネスコ会館がオープンした年です。
ユネスコ韓国委員会は、その時からここを拠点に積極的な活動を展開しています。
」
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清商の活躍
「清商」とは、
１９世紀朝鮮に渡ってきた清の商人のこと。清商は、
ソウルのミョン洞、
ソゴン洞、
カンス
キョン ソン

洞一帯に定住し急速に発展した。
１９２３年、京城(ソウルの旧称)の個人納税額トップが中国人だったほ

ど。
１９２０年代末、
京城を走るタクシーの７割を占めるタクシー会社の創業者も中国人だった。
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クーリーの汗と涙が花咲かせた、
韓国民衆化の
聖地
3 明洞大聖堂
ミョン ドン

観光客で賑わうユネスコギルをしばらく歩いていくと、穏やかな坂道沿いに壮麗な大

日雇い」を意味するヒンディー語から由来したとの説もありますが、正確な語源はわ

聖堂が威風堂々とした姿を現しました。韓国カトリックを象徴する聖堂で、
ミョン洞の

かっていません。

一大名所でもある
「明洞大聖堂」。天を突き刺すかのような尖塔と赤レンガを積み上

「当時、
クーリーは洋風建築の技術と経験を持っていたので、あちこちの工

げた外壁、
アーチ型の窓からステンドグラスに至るまで、
フランスのノートルダム大聖

事現場から仕事を頼まれたそうです。明洞大聖堂や韓国銀行、漢城華僑小学校の建

堂と同じくゴシック様式で建てられています。違う点といえば、
ノートルダムは横長の

設の際にも、大勢のクーリーが工事を行いました。
」

長方形に近い形状なのに対し、明洞大聖堂は縦長に建てられています。

クーリーによって建てられた建築物はソウル各地に点在していると、候さんは言いま

「この聖堂はうちの先祖が建てたも同然です。
」
候さんは、先祖の息吹を感じさせる聖堂の外壁を手で撫でながら語り続けました。
「明洞大聖堂は、韓国で初めて建てられた、最古かつ国内最大規模を誇る

した。そして、その中心にあるのが明洞大聖堂です。
クーリーの汗と涙で造られた明
洞大聖堂は、今も韓国カトリックの総本山として、
また多くの人が訪れる名所として広
く親しまれています。

ゴシック様式の聖堂です。
でも当時の韓国人が洋風建築の工法に詳しくなかったこ
」
ともあって、
クーリー(Coolie、苦力)と呼ばれる人たちが工事に加わったのです。
「クーリー」
という言葉は私も耳にしたことがあります。中国、インド出身のアジア系
労働者を指す言葉として１９世紀から２０世紀にかけて広く使われていました。
「
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おしゃれの発信地

4 ミョン洞ショッピング通り

ミョン洞は街全体がまるで巨大なショッピングモール。
スーツやスポーツウェアをは
じめとする多彩な衣類の小売店、靴屋、雑貨店、各種ブランドの化粧品店が軒を連ね
るミョン洞では、いつでも手軽にショッピングが楽しめます。買い物客で賑わう通りを
見渡していると、ふと、なぜこの街がショッピング街としてここまで栄えたのだろう、
と
いう素朴な疑問が湧いてきました。

「１８８０年代から１８９０年代初めのころ、
ミョン洞では中国商人たち
の絹屋が断トツの人気だったそうです。華やかな柄に柔らかな肌触りで名高い中国
の絹が、
ソウルの人にとても気に入られていたとか。
それに洋服の作り方や理髪技術
も中国商人たちによって韓国に伝わったといわれます。
」
候さんによると、当時のミョン洞は西欧のファッションやビューティの文化をいち早く
受け入れた玄関口で、流行の発信地だったそうです。その名は世紀を超える長い歳
月を経た今でも脈々と受け継がれているようです。
ミョン洞の路地裏を埋め尽くすブ
ティックやエステ、ネイルショップは、毎日観光客でごった返します。その昔、新しい
ファッションとビューティの発祥地だったミョン洞は、今やソウルの代表的なショッピ
ングスポットへと変貌しています。
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1장. 세계가 모이는 곳
이야기 하나, 짜이찌엔, 명동 차이나타운

華僑教育のゆりかご
5 漢城華僑小学校
ハン ソン

メインストリートを抜け、KT中央支社が位置している狭い路地に入りました。右側に
は古い塀が連なり、それに沿って中国の雑貨や食材を売る露店がびっしりと立ち並

な風景が広がるそうです。
この日だけは先生も子供たちも、異国の地で華僑という名
の下、一つになるのです。

んでいました。
「子供の頃はここにこういう店がたくさんありました。当時は中国のものを買
い求める人が皆ここにやってきたんだすよ。
」
露店に並べられている中国茶や香辛料を手に取って見ていると、
どこからともなく、
かすかに子供たちの笑い声が聞こえてきました。
どうやら塀の向こうにある古い建物
から聞こえてくるようです。
「この学校の名前は『漢城華僑小学校』です。１９０９年に設立されまし
た。華僑のために建てらた学校だけに、今も中華民国(台湾)の教育システムに従ってい
ます。
ここにいる生徒たちは皆華僑の子孫なんです。
」
毎年１０月１０日になると面白い風景が見られると、候さんは付け加えました。
１０月
１０日は中華民国の建国記念日。国慶節と呼ばれるこの日には、子供たちが準備し
た中国の伝統的な扇踊りと少数民族舞踊の公演が同じ場所で行われるという、珍奇
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ているので、厳密に言うと本当の中華料理とは言えないのです。
でもここは違います。
現地化された味ではなくて、本土の味、本場の味にこだわっています。
」
サムソン(海鮮)カンチャジャン

エビチリ

月餅

候さんの話に私も思わず頷きました。韓国に中華料理が伝わって１００年余りの歳
月が過ぎているのだから、味もまた、現地の人に合わせて変わっていくのは当然かも
しれません。
しかし、華僑が根を下ろして生きてきた地、
ミョン洞では、彼らの故郷、中
国本場の味が今でも守り続けられているのです。

水餃子

サムソンチャンポン

コチュチャプチェ
(牛肉とピーマンの細切り炒め)

1
2

中国本場の味を堪能

3

4

5

6

7

6 中華料理店通り

漢城華僑小学校を通り過ぎて左側の路地に入ると、香ばしい匂いが漂ってきました。
有名な中華料理店が軒を連ねるこの路地は、
ミョン洞エリアでも指折りのグルメタウ
ン、
「中華料理店通り」
です。中国といえばやはり
「食の国」。豊富な食材と中国ならで
はの独特な香辛料が調和をなす中華料理は、
アジアを越えて世界中の人々を虜にし
ています。韓国にいながら気軽に中華料理を味わえるのがこの通りの魅力です。

チュンジャン

「韓国に定着した華僑はほとんど中国山東省の出身です。彼らはよく春醤と
呼ばれる黒味噌のソースを揚げ麺にかけて食べていたんですが、それを韓国人の
口に合わせてアレンジしたのが今日のチャジャンミョン(ジャージャー麺)です。チャジャン
ミョンはいわば韓国と中国の合作品なんです。
」
ウォルビョン

ここではチャジャンミョンをはじめ、中国式月餅や山東風餃子などの中華料理を楽し
めると候さんが言いました。
この通りの最大の特徴は、中国本場の味を味わえるとい
うことでした。
「韓国では最近どの町に行っても中華料理店があります。それだけ中華料
理が大衆化しているという証でしょう。
でもそのほとんどが韓国人の口に合わせられ
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要チェック！中華料理店通りで本場の味を楽しもう
ヘンファチョン

1 杏花村
ヒャンミ

2 郷味
ケ ファ

3 開花
イルプムヒャン

4 一品香

トヒャンチョン

5 稻香村

サンドンギョウザ

値ごろなチャジャンミョンとふわふわで歯応えのある分厚いタンスユク(酢豚)が一押しメ

ニュー。

ヨンナム洞本店は父親が、
ミョン洞店は息子さんが運営。
大人のにぎりこぶし程の大き

さの餃子がボリューム満点。

４０余年の中華料理店通りの老舗。
３代目のオリジナルソースのチャジャンミョンが有
名。
ひき肉に野菜、
でん粉を入れてとろり感を出したソースが決め手の絶品。

一日の販売量限定。
ウイキョウ、
シナモン、山椒、
クローブ、陳皮の五香菜の出汁に煮込
オヒャン

んだ豚足「五香チョクバル」が有名。
華僑３代目のオリジナルレシピが旨味抜群。
シッキョンウォルビョン

中国の菓子職人から受け継がれた中国伝統菓子の店。
ナッツ入りの什景月餅は本場
中国の観光客からも絶賛。

6 山東餃子 炒め料理、
ニラたっぷりの水餃子、せん切りした豚肉を五香菜入りの醤油に煮付けた
オヒャンジャンユク

フェビンジャン

7 會賓莊

五香醤肉が秀逸。

中華料理店通りでは最大規模。
大衆的な味が楽しめる。
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華僑の精神が息づく空間

7 漢城華僑協会
（旧中正図書館）
ハン ソン

チュンジョン

中華料理店が軒を連ねる通りの一角にある灰色の建物、
「中正図書館ビル」にやって

何か悲壮感のようなものが漂ってい

きました。

ました。

「この図書館は１９７５年開館しました。
『中正』は、台湾の初代中華民国
総統を務めた蒋介石(１８８７~１９７５)の号にちなんで名づけられたものです。一時この
図書館は、台湾大使館傘下の文化院の役割も兼ねていました。単に図書館というよ
り、中国の歴史・文化・風習を間接的に体験できるところでした。故郷をよく知らない

在韓中国大使館路地裏 中華書局・第一書林

華僑２世は、
ここ中正図書館を通じて中華人のアイデンティティを確立することがで

中国大使館から中央郵便局方面への路地にある書店２店舗。
５０年の歴史をもつ
「中華書局」は中国

きました。私も子供の頃は祖父に連れられてよくここに来ていました。
」
ビルを下から見上げていると、４・５階にかけられた「漢城華僑協会」
という看板が
見えます。候さんによると漢城華僑協会は、
ソウルに居住している華僑の権益保護と
融和のために活動している組織だそうです。２０１３年に中正図書館ビルをリニュー
アルし、現在の漢城華僑協会ができたとのこと。
「新しく生まれ変わった中正図書館ビルは、時の流れと共に忘れられゆく中
国の精神を、華僑たちに呼び起こしてくれる存在です」
と語る候さんの横顔からは、
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チュンファ

チェイル

語図書の専門店。
「第一書林」は１９７７年開業し、海外のマガジンや韓流スターの写真、
ブロマイドを
販売している。

センウォン

由緒ある老舗雑貨店、生元

自称「韓国の中の小さな中国」
を名乗るほど中国衣装や伝統茶、
中華圏スターのグッズなどを取り揃え

ている雑貨店。
中国文化や最新の中国情報を入手したい人、中国関連の品物を購入したい人にうって
センウォン

つけ。
由緒ある店舗で、
以前は
「生元人参」
という名前で高麗人参を販売していた。
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韓中交流の生き証人
8 在韓中国大使館

漢城華僑小学校の塀を右手にまっすぐ道を歩いていくと、中国の城の前に建てら
れていそうな、真っ赤で巨大な門が現れました。
ミョン洞で最も異色を放ち、中国情
緒を漂わせるこの建物は、新築工事を経て２０１４年に開館した、在韓中国大使

色あせない思い出を写真に スタジオ１９８１
中国大使館の向かい側にあるフォトスタジオ。
蒋介石率いる中国国

民党ゆかりの建物を改装して使っている。
種類豊富な衣装やアクセ

サリー、ヘアスタイル、
メイク、背景セットが用意されており、
ソウルで

の楽しい思い出を写真に残すことができる。
世界各国の伝統衣装を

まとって撮影するプランがおすすめ。

館です。
「中国大使館は、韓国にある外国公館の中でも規模が一番大きいことで知
られています。中国の海外公館の中では在米大使館に次いで２番目の規模です。
ご
存知の通り、韓国と中国は長い間政治、経済、文化の各分野で交流を深めてきました

一時ミョン洞一帯に集まって生活していた華僑たちは、のちにヨンナム洞、テリム洞、

し、今もそうです。１８８５年は中国最高の権力者『袁世凱(１８５９～１９１６)』が今の中

カリボン洞などソウル各地に移住し、一部だけがミョン洞を中心に残って固有の生き

国大使館の敷地に公館を建てて、１０年近く滞在したこともありました。
」

方と故郷の文化を守っています。

中国大使館の入り口は、記念写真を撮っている中国人観光客で賑わっていました。

今やミョン洞は中華圏観光客で賑わっています。
確かに、
ミョン洞は一見ショッピングに

まるで城壁のようにそびえる塀を背に、ポーズを取っている彼らの顔からは笑みが

うってつけの観光地という印象かもしれません。
正直私も最初はそう思っていました。

こぼれていました。異国の地で自分の国の大使館に出会った嬉びの表れかもしれな

でも、候さんと一緒にミョン洞の至る所に残されている華僑の歴史を見て回り、その

い、
と思いました。
もしかすると韓国と中国が長い間強めてきた絆を記念して写真に

考えは変わりました。中国人観光客にとって、
ミョン洞は華僑の精神と文化が今なお

残したかったのかもしれません。

息づいている場所なのです。
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南山

眠らない街で自由を満喫、
2.
イ

テ ウォン

梨泰院

フィリピン大使館

物語のコース

3

① 梨泰院入り口 - ② ファッション通り - ③-1 世界飲食文化通り -

-2 キョンリダンギル(フェナムギル)

エチオピア
大使館

ケニア大使館

③-2 キョンリダンギル(フェナムギル) - ④ ウサダンギル - ⑤ クラブ通り

グランドハイアット ソウル

世界の縮図、梨泰院。

異国の地から訪れた人々と、十人十色の異文化が

ときには衝突しときには共存して今の梨泰院をつくりあげました。

サムスン美術館 リウム

いる人の数だけ

多彩な魅力をもつ梨泰院。

その千の顔に一つ一つ迫ってみましょう。
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KB国民銀行
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イテウォン1洞
住民センター

クラブ通り

ソウル普光
小学校

45

ウサダンギル
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クサピョン駅の北側一帯に米軍を対象にした商圏が作られ始めました。
」
ケビンと一緒に梨泰院のメインストリートに入りました。１９７０年代、梨泰院一帯
の商圏が今のメインストリートの方に移動してきた、
とケビンが言いました。
「梨泰院は１９８０年代、外国人観光客が必ず訪れるショッピングスポッ
トとして人気を集めました。１９９０年代には中東やアフリカなどの第３世界から
やってきた外国人労働者の主な活動舞台でした。
」
ケビンの言うとおり、確かに梨泰院のダイナミックな変貌ぶりは大変興味深いもので
したが、聞くだけではなかなか実感が湧きませんでした。私の気持ちを察してか、ケ
ビンがにっこり笑いながら言いました。
「百聞は一見にしかずって言いますよね。
これから梨泰院に潜む世界各国

世界へのドア、
開けゴマ

の文化を一つ一つご紹介します。
」

1 梨泰院入り口

巨大なアーチ型の造形物を通り過ぎて梨泰院の大通りに入ると、私がもっている韓
国のイメージとはまったく違う街の風景が広がりました。週末を迎えた梨泰院は様々
な国から訪れた外国人で賑わい、
日本語、中国、英語、
アラビア語などが入り混じった
看板やポスターがそこらじゅうに貼られていました。
ここがどの国かわからなくなるような街の風景をぼーっと見渡していると、見知らぬ
若い男性が近づいてきて声をかけてきました。
「ジュリーさんですか？アンニョンハセヨ！」
アメリカでインディーズミュー
梨泰院の取材を手伝ってくれるケビン(Kevin、２７)でした。

ヘバンチョン

ジシャンとして活動していた３年前、梨泰院を訪れた彼はここの自由な雰囲気に一

梨泰院の歴史の発祥地 解放村

目惚れし、
ここに暮らすようになったのだとか。

地下鉄ノクサピョン駅の北側にあるヨンサン洞一帯の別名。
韓国戦争休戦後、米軍向けの商圏に始ま

ケビンは本格的な取材に先立って梨泰院の歴史について簡単に説明してくれました。
「 昔 の 梨 泰 院 には 公 務 の ため に 旅 行 を する官 吏 が 泊まる宿 が あり
ました。梨泰院の歴史が本格的に始まったのは、韓国戦争が休戦で終わった
ヨンサン

１９５０年代からです。梨泰院の近くの龍山に在韓米軍基地ができて以来、今のノ
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ヘバンチョン

り、
ここ最近まで庶民の住居地域だった解放村は、
２０００年代から梨泰院の新たな話題のスポットと

して注目を浴びている。
外国人が運営するレストランやパブ、個性豊かなカフェが軒を連ねる。
壁画と
造形物が並ぶ「芸術村」も必見のコース。
ソウルの下町の面影と異国風で芸術的な風景が調和し、独
特な魅力が楽しめる。
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梨泰院のファッション史を覗き見る
2 ファッション通り

向けの店だったんですが、７０年代からは外資系航空会社の乗務員たちが訪れは
じめたそうです。韓国を訪れる観光客が増えるにつれて、
ソウル行きの航空機の数が
増えたんです。乗務員は数日間滞在することが多いので、梨泰院に来てショッピング
などをしながら時間を過ごしたそうです。
」

再び梨泰院大通りに戻り歩道を歩いていると、道路沿いに建っている白くて丸い何

でも、今は梨泰院のオーダーメード店の主要顧客は韓国人で、中には韓流スターや

かが見えてきました。気になって近づいてみると、そこには大きな糸巻きの造形物で

芸能人もいるとケビンが話しました。

した。なぜこんなものが、
と首をかしげながら入ったメインストリートの両側には、
ブ

「ここで手作り製品を作る人たちは皆長い間腕を磨いてきた職人さんです。
デザイン

ティックがぎっしりと立ち並んでいました。安いノーブランドから高価のブランド品、

も千篇一律の既製品と違ってとても独創的です。
」

オーダーメード洋服店とビックサイズ専門店までその種類も様々。
これは糸巻きの造

ケビンの話に私は頷きました。
ブランドものでは感じられない、手作りならではの独特

形物が置かれてもおかしくない風景でした。

な魅力。
その魅力の虜になった人たちが梨泰院ファッション通りを訪れるのでしょう。

「１９８０年代、梨泰院が外国人観光客のショッピングスポットとして一躍
有名になったのは、
まさにここ
『ファッション通り』があったからなんです。今でも、
ファッ
ション通りは近くのアンティーク家具通りとともに、梨泰院を代表するショッピング通
りとして親しまれています。
」
ケビンは営業中のあるオーダーメード靴屋さんを指差しながら、韓流スターがよく行
く有名な店だと教えてくれました。
「梨泰院には他にもオーダーメードを専門にするブティックや革専門店など
があります。
そのほとんどが創業２～３０年くらいの梨泰院の老舗です。最初は米軍
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梨泰院アンティーク家具通り
多彩なアンティーク家具屋がぎっしりと並ぶ通り。
店内にはヨーロッパからの輸入してきた古家具やイ

ンテリア用品、時計、
ティーカップ、装飾品などが置かれている。
毎年１０月に開かれる各種アンティー

ク・ヴィンテージ家具やインテリア用品を値頃な価格で販売するイテウォンアンティーク・ヴィンテージ

フェアは目でも楽しめる。
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パキスタン風カレー

世界各国のグルメが勢揃い
3 -1 世界飲食文化通り

ハミルトンホテル方面に向かって歩く途中、道端で巨大なフォークの形をしたモニュ

ストランから、
タイ料理店、中華料理店が立ち並んでいました。人で賑わう流行りのレ

メントを発見しました。空に向かってフォークの近くに食堂でもあるのかな、
と思いつ

ストランを見物しながら、
しばらく歩き、なだらかな坂道を登っていきました。

つ入ったハミルトンホテルの路地裏には、美味しそうな匂いが漂っていました。
まっ
すぐ伸びた路地沿いには各種レストランが所狭しと軒を連ねていました。
「ここは今梨泰院で一番ホットな『世界飲食文化通り』
です。
」
ちょうどお腹がすいてきたので、客で賑わう手前のインド料理店に入りランチを食べ
ることにしました。
あまり期待せずに適当に食事だけ済ますつもりだったのですが、
カ
レーを一口食べた瞬間、その美味しさに思わず笑みがこぼれてしまいました。
「美味しい！パキスタンで食べたカレーと同じ味がするわ！」
「さすがジュリーさん、鋭い！ここは本格パキスタン式インド料理が売りの店
なんです。
シェフはもちろん、店員も皆パキスタン人です。
ここだけじゃなくて、現地人
が本場のレシピで調理するのを原則にしているところが他にもいくつかあるんです。
」

キャリア観光案内所
イテウォン駅1番出口の隣に位置しているハミルトンホテルには、
キャ

リアの形をしている観光案内所がある。
梨泰院は朝鮮時代、旅人のた
めの宿泊施設が密集していた地域。1945年以降は、異国風のものが

買えるショッピング名所になった。特に1970~80年代は、海外旅行用

の大きなキャリアが買えるところで有名だった。

満腹感を感じながら再び世界飲食文化通りに向かいました。
アメリカ風のブランチレ
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ソウルの代表的な路地裏文化

3 -2 キョンリダンギル(フェナムギル)

坂道を越えるとこじんまりとしたレストランやカフェ、パブがずらりと並ぶ路地が現れ
ました。
この頃若者の間で人気の「キョンリダンギル」
でした。
「この通りの正式名称はフェナムギルですが、通称キョンリダンギルとも呼
ばれます。近くに元陸軍中央経理団(韓国語読みで経理団＝キョンリダン。現在は陸軍財政管理団に名称

変更)が位置しているので、
それにちなんで名づけられました。
この通りは自家製手作り

ビールが有名で、
ヨーロッパ本場の手作りビールの味をそのまま味わえるんですよ。
」
のどが渇いてきたので、
ケビンと一緒に路地裏の手作りビールハウスに入り軽く１杯
ずつ頼みました。一口飲んでみると、イギリスで味わったような、キレのある喉越しに
気分爽快になりました。
もちろん梨泰院のすべての店が本場の味にこだわっているわけではありません。
ケ
ビンは、韓国人の好みに合わせて料理をアレンジしているところもたくさんあると言
いました。
でも、私たちが立ち寄った世界飲食文化通りには、現地の風味と本場の味
をそのまま再現した店が集まっていました。世界各国の多彩な味を気軽に味わえる、
これがまさに梨泰院の大きな魅力に違いないと思いました。
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マッグパイの自家製ビール、
チキンカレーピザ
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異邦人の街

4 ウサダンギル

空が夕焼けに染まり、
だんだんと日が暮れてきました。
ケビンと一緒に
「梨泰院１１９

イスラム中央聖院の入り口に入ると、
どっしりと構えるマスジド(イスラム教の礼拝堂) と、そ
ヒジャブとター
びえ立つ２つのミナレット(尖塔)の圧倒的な姿に視線を奪われました。

バン姿で出入りするムスリムの中には、見物に来た韓国人の姿も見えました。彼らは
異国風文様入りの布をまとっていました。
「イスラム中央聖院の中では肌の露出の多い服は禁じられています。イス

安全センター」の路地裏につながる坂道を登っていきました。
レストランやクラブ、

ラムの規範に従わなければならないからです。その代わり、寺院で借りられる服があ

パブが並ぶ通りを過ぎると見慣れない街並みが目の前に広がりました。
「ウサダン

るので、それを着れば入場できますよ。
」

ギル」
と呼ばれるその通りには、
ピリッと辛い香辛料の匂いが漂っていました。
レ

ケビンの説明を聞きながら外に出て、路地裏に入りました。すると若い人たちで賑わ

ストランのテラスでひげを伸ばしたアラブ紳士たちがハラール料理を食べていま

う広い階段が現れました。坂道沿いの階段の上で、個性豊かな手作りの工芸品や洋

した。隣の商店街にはチャードルとヒジャブを並べたムスリム雑貨店やモロッコパ

服などを販売するという
「ケダンジャン(階段市場)」の真っ最中でした。面白いのは展示

ンを販売するベーカリーなど、イスラム情緒溢れる小売店が立ち並んでいました。

も販売もすべてが階段で行われるということです。

ゆっくり歩きながらウサダンギルを観察してみました。亀裂が入り、ペンキが剥がれ

デン・マーケット』
も専用のエリアがあるし、
アメリカ・ソホのフリーマーケットは大通

かけた壁、狭く急な階段、迷路のように入り組んだ路地、
さび付いたスレート屋根に覆

り沿いで行われますから。
」

「階段でフリーマーケットが開かれるのは初めて見ました。イギリスの『カム

われた古い町並み。
なぜムスリムたちは、
この古い街を居場所に選んだのでしょうか。

「なかなかのアイディアでしょう？このフリーマーケットを企画したのは、
こ

「１９９３年に、中東、西南アジア、東南アジア、インドなどの第３世界の人

の街で活動する
『ウサダン団』
という青年共同体なんです。
ウサダン団のメンバーの

々が韓国に移住し始めました。ほとんどムスリムだったので、
ウサダンギルの『イスラ

多くは、
この街で店を運営する若いアーティストや商人です。階段市場のほかにも、
ウ

ム中央聖院』
を中心に生活圏が形成されたのです。
」

サダンの街を見学する
『ドンドンツアー』
というイベントを随時開催してウサダンギル

36

37

を活気づけています。
」
かつてウサダンギルは老朽化した下町の典型とも思われていました。
ですが、今は
素朴で情感溢れる街として再び注目を浴びています。
ウサダンギルで活動する若い
アーティストや商人たちの努力があったからです。階段市場のようなイベントがなく
ても、週末になると大勢の人が、小さいながらも個性あるレストランや工房、
カフェを
訪ねてウサダンギルにやってきます。青年たちの関心と努力が、忘れられた古い街を
梨泰院の新たな名所に変貌させています。

素朴な街の風景と若い活気を満喫 ケダンジャン＆ドンドンツアー
ケダンジャン(階段市場)毎月最終週の土曜日、
イスラム中央聖院路地裏の階段で開かれるフリーマーケット。
手工芸品とおやつをはじめとする掘出し物が盛りだくさん。
https://www.facebook.com/wosadan (ウサダン・フェイスブック)

ドンドンツアー ウサダンギルを一周するツアープログラム。
ケダンジャンの日に行われ、
事前予約者の
み可能。

https://www.facebook.com/ddusi2015 (ドンドンツアー・フェイスブック)
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世界中のミュージックとダンスがここに
5 クラブ通り

「梨泰院は以前から外国人が大勢訪れる街で、今もそれは変わりません。そ
れだけに韓国の他の地域よりずっと自由奔放な雰囲気があります。
ここでは誰かの

ハミルトンホテルに向かう道路際を、
ライトアップされたクラブの看板が鮮やかに彩
り始めました。
クラブの前には入場待ちの若者たちの大行列。周りを見渡すと行列が
出来ているところには、必ずといっていいほどクラブがありました。
「梨泰院の夜はクラブなしでは語れませんよ。
」
ケビンによると、梨泰院クラブの歴史は１９５０年代にさかのぼるそうです。
「当時、米軍向けのクラブハウスには、
アメリカで流行っている最新のポップ

機嫌を伺う必要なんかありません。
」

ソングがいつも流れていたそうです。そのときから５０年間、梨泰院のクラブは、海

ムスリムの街を抜けて、ネオンサインから繰り出される光のシャワーが街を朱色に染

外の最新曲を韓国に紹介する役目を果たしてきました。
ロックンロールやディスコ、

める狭い下り坂に入りました。

ジャズ、
ヒップホップからエレクトロニックに至るまで、いろんなジャンルの音楽が梨
泰院を通じて韓国に広まっていきました。梨泰院のクラブは単に踊って遊ぶようなと

梨泰院の週末は、夜を楽しむためにやってきた若者でいっぱいでした。

ころじゃなかったんです。最新の音楽に触れられる文化空間だったわけです。
」

西洋人、東洋人、
アラブ人まで、様々な肌色の若者たちが精一杯おしゃれをして街を

若者の間で人気だというラウンジクラブに立ち寄りました。強いビート音と派手なサ

歩き、酔っ払って顔が真っ赤になったり、酔いつぶれてふらふらになっている人の姿

イキー照明の中で大勢の若者がリズムにのって楽しく踊っていました。その中に飛

も見受けらました。

び込んで踊っていると、
まるでお祭り気分。そうしているうちに、梨泰院に漂う興奮や

甘い歌声が風に乗って聞こえてきました。振り向いてみると、Maroon５を連想させる

熱気はどこからやってくるのか、何となくわかりそうな気がしました。昔から、若者達

バンドが野外ライブをしていました。通りがかりの人たちは足を止めてすっかり見入

が音楽とダンスで青春の情熱を発散させてきた梨泰院のクラブ。梨泰院の夜はそこ

りながら、拍手を送ったり、ＢＲＡＶＯ！と叫んでいました。
そこだけはまるでコンサー

から始まります。

ト会場のような熱気に包まれていました。
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梨泰院で世界を楽しむ 梨泰院３大フェスティバル

★ HBCミュージック・フェスティバル

ヘバンチョン

毎年５月と１０月に行われるミュージック・フェスティバル。
解放村一帯のカフェやパブを中心に、韓国

に滞在している外国人ミュージーシャンと韓国のインディーズミュージーシャンの共演が楽しめる。

Glam Lounge
naked

Club MUTE

Club MOMA

owl ラウンジ

B ONE

面
ノクサピョン駅方

駅
ジン
ガン
ハン

オアシス
Club UN

方面
ンロ
ポグァ

MOVE

方面

ex-toxic

Club KING

★ 梨泰院地球村祭り

毎年１０月中旬に開催。
梨泰院大通りを中心に開かれるフェスティバル。
世界各国の伝統料理と文化

を間近に体験できる。
伝統衣装パレードや韓国伝統文化公園など、
見どころ・楽しみどころも満載。

その昔、
ソウル旅人の憩いの場だった梨泰院。今や世界各国からやってきた人々の
異文化が衝突し、調和し、融合を続けています。多様な人種と文化が作り出す千の顔
を言葉で上手く伝えることは出来ません。活気溢れるエネルギッシュな昼、自由奔放
で情熱的な夜。
まずはこの二つの横顔から覗き見るのはいかがでしょうか。
きっと梨
泰院の真面目に近づいていける一歩になるでしょう。

★ ハロウィンフェスティバル

１０月３１日、梨泰院全域は巨大なパーティー会場に大変身する。
魔女、
ドラキュラー、天使など、仮装

のコスチュームに身を包んだ人波が梨泰院通りを埋め尽くす。
主催者も招待状もない。
訪問客の自発

的な参加によって行われるハロウィンフェスティバルだ。
クラブの多彩なハロウィンイベントがお祭り
気分をさらに盛り上げる。
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Around the
World in

Seoul
第2章

ソウルで楽しむ
世界一周旅行

アジア · アメリカ · ヨーロッパ · アフリカ · オセアニア
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ソウルの至るところで垣間見れるアジア文化。

代表的には、古代から一衣帯水の隣国として韓国との絆を深めてきた
日本と中国の文化が挙げられます。

住

さらに９０年代以降ソウルに押し寄せてきた東南アジアや中央アジアの人々は

ソウルに生活の場を固め、独特な文化を築いています。

さあ、
ソウルの中のアジア文化巡りに一緒に出かけてみませんか。

4

ネパール

5
7

モンゴル
中国

マポ区 ヨンナム洞 一帯

空港鉄道ホンデイック駅 ３番出口から徒歩１０分

哈哈
郷味

大華マート

梅花

劉

ヨンヒ洞方面

楽楽

百里香

鴻福

ありがたくもまた案内役を快く引き受けてくれた候さんと一緒に、地下鉄２号線ホン

フィリピン
6

1

所

アクセス

面
方
番
駅
交
ク
ム
ナ イッ
ン デ
ヨ
ン
ホ

カジュワ駅方面

ヨンナム洞

ソウルの街角で出会うアジア

シンチョン方面

華僑たちの心の拠りどころ

3.

ベトナム

デイック駅３番出口を出ると人混みで賑わう街の風景が広がりました。
おしゃれなカ
フェやブランチレストラン、
スペイン風のパブが軒を連ねる通りには、週末の夜を楽
しむためにやってきた人でいっぱいでした。

3
日本

2
中国
1

2

華僑たちの心の拠りどころ [ヨンナム洞]

賑わう華僑市場 [テリム洞]
5

意外な穴場でネパール本場の味を堪能
[チャンシン洞]

4

世界第二規模のモンゴルタウン
[クァンヒ洞]

3

リトル東京 [トンブイチョン洞]
7
6

46

ベトナム人のふれあいの場 [往十里]

若者と芸術の通りで掘出し物探しを、
フィリピンマーケット [ヘファ洞]
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「これから向かうところは、いわば今時のソウルのチャイナタウンです。
さっ

ころ、立ち並ぶ店の中に漢字の看板が立てられたそれらしき店がまばらに見えてきま

きも言ったように、
ソウルの華僑たちは、１９７０年代からソウル各地へ散らばって

した。なるほど、
とつぶやいた私はようやく華僑の街に来たという実感がわいてきま

いきました。
ここヨンナム洞も、そのときから華僑が住むようにになった街の一つで

した。

す。１９６９年に漢城華僑中高がヨンナム洞の近く、
ヨンヒ洞に引っ越してきたの

「１９６０年代末までミョン洞近くのソゴン洞やプクチャン洞一帯に中国

で、それに伴ってたくさんの華僑たちがこの一帯に移ってきたのです。それにここか

料理店がたくさんあったんですが、後にその一部がここヨンナム洞と隣のヨンヒ洞に

らキンポ空港までは車で１５分か２０分しかかかりません。そのためヨンナム洞に

場所を移したんです。
」

入った華僑の中には衣類の流通業や、貿易業に携わる人が多かったんです。地理的

ヨンナム洞の中国料理店はメニューも店の雰囲気も多種多様。中国伝統式の餃子専

なメリットがあってビジネスをする人たちに好まれた町でした。
」

門店もあれば、中国風羊串焼専門店、台湾料理店もありました。

でも候さんの説明とは違って、
ヨンナム洞はそこらにある繁華街と変わらない普通の

「ヨンナム洞にある中国料理店は、老舗がほとんどです。以前は常連だけが

街並みでした。
むしろ弘大に隣接しているせいか、若者が好きそうなユニークなカフェ

通うようなところだったんですが、最近は弘大の商圏がヨンナム洞まで拡大して、来

や酒屋が立ち並んでいました。一体華僑がどこにいるというのだろう、
と思っていたと

訪客が増えました。他ではなかなか味わえない中国の家庭食やおつまみ、本場中国

ホン デ

式の餃子が味わえるので、大勢の人が訪れています。
」

テ ファ

ヨンナム洞一帯を一周した私たちは、休憩もかねてコーヒーでも飲もうと
「大華マー
ト」
という中国食材専門店に入りました。店内には中国料理に使われる食材や香辛
料、
ソースが所狭しと並び、片隅にはこじんまりとした小さなカフェも入店していまし
た。
コーヒーを飲みながら候さんが言いました。
「ソウルに住んでいる華僑の数は大体８０００人くらいです。そのうち約
３５００人がここヨンナム洞に住んでいると言われています。
でも見てお分かりのよ
うに、中国料理店が集まっているこの通りを除くと、街並みはそこらの住宅街と何ら
変わりないんですよ。
」
華僑たちにとってヨンナム洞は、商売をするための地域というより、家族の待つ我が
家がある街に近いということでした。
ヨンナム洞に根を下ろして生きる華僑たち。彼ら
は異国の地、韓国社会の一員として、それぞれの場所でそれぞれの仕事をしながら、
この地で暮らしています。

梅花の小籠包
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テリム
駅

トリムチョンロ方面

デジ
タル
ロ方
面

テリム洞

住

所

アクセス

「テリム２洞はミョン洞エリアに住んでいた華僑の多くが引っ越してきた町

方面

賑わう華僑市場

です。割安な家賃が主な理由でした。８０年代後半から中国本土からの中国人が韓
国大勢渡ってきたんですが、そのうちかなりの数がテリム洞に根を下ろしたんです。
」
中央市場

ソウルテドン小学校方面

ヨンドンポ区テリム２洞中央市場 / ヨンドンポ区トリムチョンロ１１ギル２６－１
地下鉄２・７号線テリム駅 １２番出口から徒歩６分

混雑するテリム駅を抜け出し広い通りに入ると、古い商店街が目前に広がりました。
職業紹介所と、両替所、旅行会社、羊肉の串焼屋など多種多様な店と、漢字で書かれ
た看板が並んでいました。

候さんの言うとおり、路地裏へ進むほど、中国情緒溢れる街並みに変わっていきまし
た。歩道沿いには漢字が書かれた赤い看板がびっしりと立ち並び、中国語でおしゃ
べりをする声もあちこちから聞こえてきました。中国人は縁起の良い色として赤を好
むためか、通りの看板も皆赤色に彩られていました。
「このエリアには中国国籍の韓国人もたくさん住んでいます。１９世紀後半
に韓国での生活が苦しくなって中国に移住した韓国人の子孫です。
」
候さんの話を聞きながら、路地を抜けて大きな市場へ移動しました。
ここは「中央市
場」
というそうです。値段と商品名が全て漢字で書かれている八百屋、中国風雑貨
店、店内に中国食材や香辛料が並ぶスーパー、豚の鼻と耳で作ったおやつを売る屋
台など、異国情緒溢れる街並みが広がりました。候さんはこの中央市場を中心に、広
範な華僑タウンが形成されていると説明してくれました。
「中央市場のあるテリム２洞に、韓国人はほとんど住んでいません。華僑か
中国国籍の韓国人がほとんどです。それだけに、街全体の雰囲気も中国に似ている
んです。毎年春節になるとこの市場は買い物客で足の踏み場もありません。旧正月の
春節は中国最大の年中行事だからです。春節前には、食材や春節用食品を買い求め
て各地から華僑たちが押し寄せてきます。
ソウルには中国人のための大きな市場が
ここくらいしかないので、
もう大混雑です。
」
テリム２洞は、
ミョン洞やヨンナム洞とはまったく違う顔をもっていました。
ミョン洞が
華僑の足跡を残す古めかしい街だとすれば、
ヨンナム洞は、中国の雰囲気はさほど
ないものの、その地に溶け込んだ華僑たちの生活ぶりが感じられる街でした。一方テ
リム２洞は、中国旅行にでも来ているような錯覚にとらわれるほど、中国本場の雰囲
気が漂う場所でした。

テリム洞中央市場
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リトル東京

トンブイチョン洞
ハンガンデギョ
北端方面

住

所

アクセス

ヨンサン区イチョン洞一帯

イチョンハンガン公園方面 イチョン駅方面

４号線 イチョン駅(国立中央博物館)
4

マンションに沿って歩いていくと、それほど離れていないところに最新式の高層マン
菊

鈴蘭亭
早稲田屋

イチョンハンガンマンション

三谷屋

南

面
ゴ駅方
ソビン

ションがそびえたっていました。周りを見渡してもソウルのマンション街と特に違い
は感じられませんでした。
「ぱっと見では普通のソウルの街並みと変わらないと思います。でもよく見
てみると看板に日本語の文字が見えると思います。
」
彼の説明を聞きながら、
もうしばらく歩いていきました。マンションが立ち並ぶ道路
沿いに、１～２階建ての商店街が見えました。看板を読んでみると手打ちうどん、お

地下鉄４号線 イチョン駅 ４番出口から徒歩８分

寿司、たい焼き、居酒屋、食材専門店、和風パン屋が軒を連ねていました。
ソウルの
住宅街よりは静かで落ち着いた感じの街並みでした。
ソウルの中で出会った日本。温

ハン ガン

漢江沿いの落ち着いた静かな街。地下鉄４号線・中央線が走るイチョン駅４番出

もり溢れる楽しいひと時を過ごせました。

口から徒歩でマンション街を抜けると、
トンブイチョン洞が現れました。
「リトル東京」
と呼ばれ、日本人住民が大勢暮らしているエリアです。マンションの隙間から差し込
む日差しを浴びながら周りをキョロキョロしていると、おしゃれな男性が声をかけて
きました。今日このエリアを案内してくれる、
ソウル勤務３年目という結城謙(３２)さん
でした。
「ここはトンブイチョン洞と言いまして、日本人がたくさん集まって住んでい
るところです。あ、僕の家もこの近くです。以前はこの前に河川敷が広がっていて、泳
ハン ガン

いだり船に乗ったりと川遊びが出来たと聞いています。後に埋め立てられて、漢江マ
ンションが建てられたのが１９７１年です。当時はかなりの高級マンションだったん
ですよ。主に商社の駐在員や日本大使館職員とその家族が住んでいたそうです。い
わば本格的な日本人村ってわけです。
ソウルにある外国人居住エリアでは規模も歴
史も一番長いんです。
」
漢江マンションは今もありましたが、周りの高層マンションの林に圧倒されたせい
か、なぜか小さく見えました。
でも空を突き刺すような摩天楼マンションよりは、
こじ
んまりとした雰囲気に、隣棟間隔も広くてゆとりが感じられました。
「当時の日本人は比較的経済的に余裕がありました。それで周辺環境も快
適で交通の便もいいこのエリアに集まってきたんです。一時はこの一帯に約２千人
の日本人が住んでいたこともあったんですが、２０１１年日本人学校がソウル西側
のサンアム洞に移ったので、今はだいぶ減って１３００人くらいです。
」
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散らし寿司

寿司

天ぷらうどん
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クァンヒ洞

トンデ
ムンヨ
クサム
ンファ
ゴンウ
ォン駅
方面

世界第二規模のモンゴルタウン

住

所

アクセス

チュン区クァンヒ洞１ガ一帯

地下鉄２・４・５号線 トンデムンヨッサムンファ
ゴンウォン駅 １０・１１・１２番出口から徒歩４分

クァン
ヒ洞十
字路
方面

ニュークムホタウン

トンデ
ムンヨ
クサ
ゴンウ ムンファ
ォン駅
方面

中でも１０階建てのニュークムホタワーは、モンゴルタワーとも呼ばれます。入り口
からキリル文字でいっぱいのこのビルに初めて定着したモンゴル人は、在韓モンゴ
ル大使とその家族でした。携帯電話の販売店をオープンし、韓国文化に不慣れなモ
ンゴル人の世話をしてあげたそうです。すると、一人、二人とモンゴル人が増えてい
き、今や食堂、
カフェ、食料品店、美容院、運送会社、送金会社が入店してモンゴルタ
ワーが形成されるようになりました。週末になると、ふるさとの料理と生活用品を買
い求めてやってくるモンゴル人でごった返します。
私は香ばしいラム肉の匂いに誘われ、モンゴルタワー内にあるザロース(залуус)食堂

トンデムンヨクサムンファゴンウォン駅１３番出口を出ると向こう側に東大門市場の

に入りました。定番の骨付きラムカルビはとろけるような柔らかさで、一口食べると、

ショッピングモールが小さく見えました。キョロキョロと周りを見回しながら横断歩道

肉汁の旨味が口の中に広がりました。

を渡ると、見慣れない文字で看板を埋め尽くされた路地が広がっていました。中央ア

「モンゴルの乾いた草原地帯では、味よりは生存が優先です。そのため少し

ジア人で賑わう、
ソウルのシルクロード
「クァンヒ洞モンゴルタウン」
です。

シンプルなモンゴル料理ですが、スタミナ面では抜群です。あと、モンゴルで緑の野

韓国とソ連が国交正常化に合意した１９９０年以降、
ロシアの商人たちが廉価の服

菜は動物のエサとみなすため料理にはあまり入れす、香辛料も控えめです。
この辺の

を買い求めて東大門市場に押し寄せました。彼らは宿泊施設が立ち並ぶこの路地を

食堂は、大体素材本来の旨味を生かすモンゴルオリジナルの調理法にこだわってい

居場所に選びました。１９９０年代後半、通貨危機によるウォン安で韓国を訪れる

るのです。
」

ロシア商人が急増し、彼ら向けの食堂やカフェが次々と登場しました。のちに、
ロシア

ソウルはモンゴルの首都、
ウランバートルに次いで、モンゴル人の密集地域としては

のアルファベット、キリル文字を使うカザフスタン人、
ウズベキスタン人、モンゴル人

２番目のエリアだそうです。遊牧生活をするモンゴル人にとって、狭い都会の中で

もこのエリアに集まってきました。一時は多国籍の中央アジア人が２０００人くらい

暮らすことは容易いことではないのでしょう。それでも彼らは、広大な大草原で生き

居住していましたが、
ロシア人の多くは中国に渡っていったので、今は主にモンゴル

残ってきたチンギス・カンの子孫だけあって、
ソウルという異郷の地でも自分たちの

人が居住しています。

コミュニティーを築き、文化を広めています。

モンゴルの文化と伝統に触れる ナーダム祭り
「ナーダム」は、
７月１１日の革命記念日にちなんで、毎年７月に開催されるモンゴル最大の祭典。
ソウ
ルでは同時期に在韓モンゴル人による
「ナーダム祭り」が開催される。
場所は主に
「在韓モンゴル学校

(http://www.mongolschool.org)」
。
モンゴル相撲、腕相撲、弓、
シャガイ遊び(羊のくるぶしの骨を指ではじいて的に当て

牛肉のグヤーシュ
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ホーショール

る遊び)、
喉自慢大会、
ラクダレースなど楽しいイベントが盛りだくさん。
モンゴル伝統料理「ホーショール
(揚げ餃子)」
、
「ホルホック(羊肉の蒸し焼き)」も味わえる。
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意外な穴場でネパール本場の味を堪能

住

所

アクセス

シン洞
面
チャン
市場方
路地裏

チャンシン洞

エベレスト

トンデムン駅方面

チョンロ区チャンシン洞

ヤムナ

ネパール通り

プージャ

トンミョアプ駅方面

地下鉄１・４号線 トンデムン駅 ３番出口から徒歩３分

誰でも一度は地球の頂上、エベレストに登ってみたいと思うことでしょう。世界の屋
根、
ヒマラヤ山脈と世界最高峰のエベレストの国、
ネパール。
韓国との国交樹立は４０
年ほど前に行われましたが、ネパール人が本格的に韓国を訪れるようになったのは
１９９０年代に入ってからです。今は３千人余りのネパール人が韓国に居住してい
るとされています。
ネパール人は週末の朝になるとトンデムン駅３番出口の路地裏にある、チャンシン
洞になだれ込みます。彼らがこの近くに居住し始めたのはアクセサリー輸入屋と小規
模縫製工場に就職する人々が集まって暮らすようになってからです。のちに縫製産業
が衰退し、働けなくなったネパール人たちは仕事を求めて各地へと散らばっていき
ました。
でも週末になると約束したかのように戻ってきます。チャンシン洞では小さな
縫製工場や革の問屋、古いアパートと宿が軒を連ね、都心の忙しい日常の風景の街
並みが見られます。
また立ち並ぶネパール食堂で異国の味を楽しむこともできます。
２０００年にオープンしたナマステをはじめ、
ヒマラヤン、エベレストなどお馴染み

チキン・マッカーニー

タンドリーチキン

ラッシー

の地名にちなんだ食堂から、ネパールのオリジナル料理が味わえるヤムナといった
有名食堂まで、
あらゆる店が勢揃いしています。
これらの料理店では、
シェフ手作りの
混合香辛料「マサラ」
で味付けをした風味豊かな料理が味わえます。
ソウルで楽しむ
ネパールの味、昌信洞に行けば一味違う味わい方が見つかるはずです。

ソウルで味わえるネパール料理
トンデムン駅３番出口一帯からチャンシン市場方面に約１００ｍ続く通り。
路地には７つネパールレス
トランと５つの雑貨店が立ち並ぶ。
レストランではネパール家庭料理の定番「ダルバートタルカリ」が

味わえる。
レンズ豆スープ、
カレー入りの野菜炒め、漬物、
ライスの４点セットが基本。
おかずが決まって

いるということからネパールの定食とも呼ばれる。
デザートにはネパール人が毎日飲むというミルク

ティー「チア」
、
シナモンやカルダモンを混ぜた
「マサラ・チア」がおすすめ。
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若者と芸術の通りで掘出し物探しを、
フィリピンマーケット
住

所

アクセス
営業時間

面
方
ク
イッ
デ
ン
ソ
ン
ハ

ヘファ洞

ヘファ洞聖堂

チョンロ区テハクロ１５６トンソン中高校前
地下鉄４号線 ヘファ駅 １番出口から
徒歩３分
毎週日曜日 １０:００～１７:００

等
学高
ル科
ソウ 方面
学校

毎週日曜日の午前１０時から午後５時まで、ヘファ洞ロータリーのトンソン高校前
では、緑のテントが縦横無尽に走る珍風景が見られます。
フィリピンから調達してき

トンソン高等学校

た各種生活用品や新鮮な野菜、熱帯果物など品揃え豊富な露店が並ぶのは、毎週
恒例の市場「フィリピンマーケット」
です。
目玉は、バナナの砂糖漬け、
ココナッツジュー
ス、ロンガニーサ、
トシノなどの異国の香りが漂うおやつ。
ここで出会えたフィリピン

フィリピンマーケット
ヘファ洞 ロータリー
キ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ン
方 ロ
面

人たちは母語で旬の情報を交換し、わいわいと楽しそうな時間を過ごしていました。
4号線 ヘファ駅方面

フィリピン料理がどうしても食べたくてフィリピ
ここで出会ったスティーブ(３７)さんは、
ン市を訪れたと言いました。
「僕はフィリピンに長く住んだんですけど、
フィリピンの本場の味が懐かしく
なって食べなくなるときがあります。そんなときはバスとか地下鉄に乗ってここに来
ます。
」
スティーブさんによると、
フィリピン市がここで開かれるようになったのは、ヘファ洞
聖堂でフィリピン語のミサが行われてからだそうです。
フィリピン語ミサは１９９５
年ソウルの北東側のクァンジン区チャヤン洞聖堂で始まったのですが、交通の便や
空間の広さ、長い歴史をもつ宗教的な正統性などにかんがみ、翌年ここ恵化洞聖堂
へと移ってきました。
それをきっかけに毎週行われるようになったフィリピンマーケッ
ト、一足のばせば、楽しめること間違いなしです。

フィリピンミサ
日

時

毎週日曜 午後１時３０分~３時。

ヘファ洞聖堂(http://www.hyehwa.org)では毎週日曜日フィリピンから派

遣された神父がタガログ語でミサを執り行う。参加者の８０％以上

がフィリピン人だが、ベトナム、
バングラデシュ、
モンゴルなどアジア
諸国からの外国人住民もいる。
ミサが行われる日曜は聖堂前の歩道
沿いにフィリピンマーケットが立つほか、外国人住民なら誰でも利用

できる無料診療所「ラファエルセンタークリニック(http://www.raphael.
or.kr)」
が運営される。
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ニ

往十里
住

所

アクセス

ムハクロ6ギル 方面

ソンドン区トソン洞アジアンマート付近

地下鉄２・５号線 ワンシムニ駅 ２番出口徒歩５分

韓国芸術高等学校

ソウル施設公団 方面

ワン シム

ソンドン外国人勤労者センター

アジアンマート

街を歩けば必ず一軒はあるベトナム料理店、地下鉄やバスでもよく見かけるベトナム
の人々。
ソウルでベトナムに出会うのはそれほど難しくありません。
１９９２年ベトナムと国交を結んで以来、韓国に移住するベトナム人が増え続けて
います。結婚して韓国に移住したベトナム女性が約６千人余り、その家庭で生まれた
子供たちが約１万人余り、留学生が３千人余り、
さらに韓国に居住するベトナム労働

ワンシム二駅方面

ベトナム人のふれあいの場

者は約７万人に上るくらいです。
を経営するイ・イェジン(３１)氏。韓国にお嫁
往十里所在の「アジアンマート(Asian mart)」
にきて１１年目のベトナム人です。
「最初ベトナムからきたばかりの時は、右も左もわからないので皆苦労しま
す。
そんな人たちがここで同じ故郷の人に会って情報交換しながらお互い励ましあっ
ているんです。私たち夫婦を見て元気をもらうベトナムの人もいるみたいです。
」
イ・イェジン氏は隣にいる旦那さんをちらりと見て笑いながらこう言いました。
アジア
ンマートの周辺には、ベトナム人が営む食堂も数ヵ所ありました。ベトナムの本場の
味が楽しみたいときは、一度立ち寄ってみるのもいいでしょう。

ソウルにもベトナム市場が？アジアンマート
住

所

ソンドン区ムハクロ6ギル50

ソンドン外国人勤労者センターで活動したボランティアによって創業。
現在はベトナム出身のイ・イェジ
ン氏が受け継いで運営している。
ソンドン区には約３００人のベトナム人が住んでおり、
週末になると買
い物客で賑わう。
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それから１００年余りが過ぎた今日のソウルは、

多様な異文化を積極的に受け入れる街へとすっかり変貌。

住

所

アクセス

十字
路

チュン区チョンドンギル４６から２－１まで

地下鉄１号線 シチョン駅 １・２番出口から徒歩１０分

イファ博物館
チョンドン第一協会

ペジェ学堂 歴史博物館

面
方

教育・宗教・医療に至る様々な分野で大活躍したアメリカ宣教師でした。

チョ
ン洞

駅
ン
ョ
チ
シ

中でも韓国の近代化の流れを主導したのは、信仰心一つで異国の地に渡り、

方
面

１９世紀後半、太平洋を渡ってソウルにやってきた異邦人たち。

米国公使館

シ
チ
ョ
ン
駅

チョンドンギル

ソウルの街角で出会うアメリカ

方面
ン駅
ァム
ンフ
クァ

アメリカ宣教師の足跡を追って

4.

最近は、
はるか遠くの地、
南アメリカの文化を体験できる空間が人気を集めています。

シチョン駅１番出口から出て、韓国ならではの趣あふれる徳寿宮トルダムギル(石垣通

そして今ソウルでホットな南米文化空間巡りに一緒に出かけてみましょう。

着きます。
この通りには、昔韓国に西洋式の教育機関や宗教・医療施設などを伝えた

ソウルに残されたアメリカ宣教師の足跡を求めて、

ト クス グン

り)を歩いていくと、
古い西洋式建物と由緒ある教会堂が並ぶチョンドンギルにたどり

アメリカ人の足跡がいたるところに残されています。
1
2

アメリカ

ブラジル
アルゼンチン

2

徳寿宮トルダムギルの端には元米国公使館があります。韓米関係を知るうえで欠か
せない米国公使館が建てられた１８８３年以降、
ここチョン洞はソウルの代表的な
外交街にすっかり変身し、近代西洋文物を真っ先に受け入れる街となったそうです。

南米の情熱を満喫する [弘大入口]

1

アメリカ宣教師の足跡を追って
[チョン洞 ]
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徳寿宮トルダムギルを背にソウル市立美術館を左に曲がり、緩やかな坂道を登って
ペ ジェ

いくと、目に入ってくるのは赤レンガ造りの洋風建築、培材学堂歴史博物館。培材学
イスンマン

堂は、韓国初代大統領の李承晩(１８７５～１９６５)氏、１９２０年代を代表する小説家の
ナドヒャン

キムソウォル

羅稲香(１９０２～１９２６)、韓国近代詩の代名詞といわれる詩人金素月(１９０２～１９３４)を
排出した韓国初の西洋学校です。今は培材学堂の設立者アペンゼラー氏(Henry
hard

Ger-

Appenzeller、1858~1902)夫妻を追悼する記念館として使われています。
ちなみに、

アペンゼラー氏は１８８５年アメリカから渡ってきた宣教師として、医療や教育活
動に積極的に取り組みながら韓国に西洋の文物を伝えるうえで重要な役割を果た
した人物。
来た道を戻り、銀杏の木が立ち並ぶチョンドンギル通りの入り口に立つと、
ゴシック
様式のこじんまりとしたチョンドン第一教会が見えてきました。全体的に洋風の建築
様式に従いながら、韓国の情緒にアレンジした造りのこの教会は、韓国初のプロテス
タント系教会としても知られています。
教会を背に、
貞洞ギルに沿って２００メートルほど歩いていくと、左には赤レンガ造り
イ ファ

の建物があります。
ここは韓国初の近代式女性教育施設の梨花学堂の後身、梨花博
物館です。梨花学堂が開校した１８８６年までも韓国社会において女性は教育の対
象に見なされませんでした。
そのため最初は１人の生徒で始まった梨花学堂ですが、
徐々に生徒数が増え、当時の女性たちが明るい将来を描く学び舎となりました。
チョン洞を拠点に活動したアメリカ宣教師たちの中には本国に帰らず、韓国で永眠し

ペ ジェ

培材学堂 歴史博物館
住

所

利用時間

チュン区ソソムンロ１１ギル１９ペジェチョンドン
ビル東館
火～日、
１０:００～１７:００、月曜休館
コジョン

「培材」という校名は、
１８８６年当時の高宗皇帝(１８５２～１９１９)が「優秀な人材を培う」という意味で
与えたもの。
現在学校は記念館として使われ、
１９３０年代の学校全景や宣教師の活動ぶりなどを映

した写真が展示されている。

チョンドン第一教会
住

所

チュン区チョンドンギル 46

１８８７年作られた韓国初のプロテスタント系教会。
韓国に残っている唯一の１９世紀協会建築で、
パ
イプオルガンと聖歌隊を動員し礼拝を挙げた最初の教会として記録されている。
韓国独立運動の発
祥地としても知られている。
イ ファ

梨花博物館
住

所

観覧時間

チュン区チョンドンギル26

月～土、
１０:００～１７:００、日曜休館

マリー・スクラントン(Mary Flecher Scranton、１８３２～１９０９)氏によって設立された私立女性教育機関。
イファ
「梨の花のように純潔で美し
という校名は当時の皇后、皇后（１８５１～１８９５）によって名づけられもので、

く、香りのある実を結ぶ」
という意味にちなんでいる。
現在はシムソン記念館ビルが博物館として利用

されている。
１・２階には当時の教室を再現した常設展示室があり、
３階には寄贈された文化財などが

た人も大勢います。彼らが眠る安息の場はソウルのマポ区ハプジョン洞に位置する

展示されている。

楊花津外国人宣教師墓院に設けられています。信仰心一つでふるさとを離れ行き着

楊花津外国人宣教師墓院

ヤン ファ ジン

いた異国の地韓国で、キリスト教の宣教や教育に一生をささげた宣教師たちの生き
方は韓国の近代化の糧となって実を結びました。チョン洞と楊花津外国人宣教師墓
院で彼らが残した足跡を巡ってみてはいかがでしょうか。

ヤンファジン

住

所

アクセス
利用時間

マポ区ヤンファジンギル４６

地下鉄２・６号線 ハプジョン駅７番出口から徒歩５分
月～土、
１０:００～１７:００

楊花津外国人宣教師墓院 は、
１８９０年医療宣教師として韓国で活動し伝染病でなくなったジョン・ヘ

この墓地には韓国の近代教育、
医
ロン氏(John W. Heron、１８５６~１８９０)の墓地を作ったことから由来する。
療、宣教活動など韓国近代史に貢献し、
また人々を哀れみ国権回復運動を支援した宣教師とその家
族が安らかに眠っている。
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ラテンバー ボニタ
トンギョロ方面

南米の情熱を満喫する
弘大入口
ホン デ

水協

住

所

アクセス

マポ区トンギョ洞付近

地下鉄２号線 ホンデイック駅
KFC

農協

地下鉄２号線 ホンデイック駅 ８番出口から徒歩５分
サボールラチーノ

8

シンチョン方面

ラテンバー マコンド

ホンイク大学方面

ハプジョン 方面

2

エンパナーダ

南米風ステーキ

飛行機でも片道３０時間はかかる、はるか彼方の大陸、南アメリカ。

こうした取り組みとは反対に、
まだ韓国では南米の人と触れ合うチャンスはそれほど

韓国で南米といえば、
コーヒーやサンバ、サルサ、
ワイン、サッカーなどを思い浮かべ

ありません。
ですが、忙しい都市生活に疲れている人たちの間で、南米のユニークな

るそうです。韓国が南米諸国と国交を結び始めたのは１９６０年代初頭。中でもブ

文化はストレス発散の手段として急速に広まっています。
テレビではラテンダンスを

ラジルは韓国政府発足以降、公式に認められた初の移民先でもあります。
ブラジル

競うダンス番組が人気を集め、それも手伝ってラテンダンス教室や同好会も増えつ

には６万人あまりの韓国人が、
アルゼンチンには約２万６千人、チリには約２千人、

つあります。
さらに、南米の人々と一緒に南米料理を味わい、南米の緑茶と呼ばれる

ペルーに約１千人が住んでいます。
ソウル市はサンパウロ、ボゴタ、
ブエノスアイレ

世界３大銘茶のマテ茶を飲みながら南米文化を満喫できる空間もあります。情熱の

ス、
メキシコシティー、
ブラジリアなどの都市と姉妹提携を結んでします。

代名詞、南米。韓国人ならではの情熱が絶妙に交じり合って、
ますますソウルを熱くし
ています。
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ホン デ

情熱が踊る空間、弘大マコンド(Macondo)
住

所

ア ク セ ス

お問い合わせ

マポ区ヤンファロ１８アンギル２０地下１階

地下鉄２号線ホンデイック駅 ８番出口から徒歩５分

０２-３３２-５７５２

韓国で初めてオープンしたサルサ・バー。
「マコンド」
という名は、
コロンビア出身の作家ガブリエル・ガ

の舞台、
ラテンア
ルシア・マルケス(Gabriel Garcia Marquez、１９２７~２０１４)のノーベル賞受賞作『百年の孤独』

にちなんで名づけたもの。
メリカ雨林の蜃気楼の村「マコンド(Macondo)」

南米の文化が学べる空間、
エスコーラ・アレグリア(Escola Alegria)
住

所

ア ク セ ス

お問い合わせ
ホームページ

マポ区 ワウサンロ ３２ギル ２０

地下鉄２号線 ホンデイック駅８番出口から徒歩１２分

０２-６０８２-３５３３

www.escolaalegria.com

ポルトガル語で
「喜びの学校」
という意味。
悲しみも吹き飛ばすブラジル音楽を聴きながらブラジルの

文化に触れられる複合文化空間。
平日はサンバ合唱団の練習やバチュカーダ(batucada)のリハーサル

が行われる。
ちなみにバチュカーダはドンドンと太鼓を叩く音を意味するバトゥーキ(Batuque)から由来

した言葉で、
メロディなしに太鼓だけで演奏する打楽器アンサンブル。
毎週金曜日はブラジル音楽の

歌手やバンドの公演、土曜日はパーティーが開かれる。
ブラジルの武術「カポエイラ(Capoeira)」教室も

フェジョアーダ

あり、
ひと味違う楽しい時間が過ごせる。

アルゼンチン文化空間、
ブエノスアイレス(Buenos Aires)
チャムウォン店
住

所

ア ク セ ス

お問い合わせ
ホームページ

ソチョ区カンナムデロ１０７ギル
２１ テヌンビルディング
地下鉄 ３号線 シンサ駅 ５番
出口から徒歩４分

０２-３４４４-６６３４

http://www.buenosaires.co.kr

ソンルン店
住

所

ア ク セ ス

お問い合わせ

カンナム区ソンルンロ５３３
ヨンアンイーシービル B1

地下鉄 プンダン線ソンルン駅
７番出口から徒歩５分
０２-５０８－３０４５

アルゼンチン風ダイニングバー。
落ち着いた雰囲気の店内では、
定番のワイン、
ステーキから本格アルゼン
チン料理とデザートまで気軽に味わえる。
店の片隅にはタンゴの公演が見られる小さなステージも。
在韓

アルゼンチン大使を含む大使館の職員や両国のビジネスマンにも口コミで広がり好評を受けている。
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ソウルの街角で出会うヨーロッパ

ソレマウル

ソウルとヨーロッパの縁は１９世紀後半に遡りますが、

ゴントラン シェリエ

「漢江の奇跡」
と呼ばれる韓国の発展に助力したヨーロッパ各国の面影は
ソウルの中のヨーロッパを一緒に旅してみましょう。

住

所

アクセス

イチョウの木の公園

ソチョ区パンポ４洞一帯

面
方

ソウルの至るところから垣間見れます。

オテルデュース

シュル・テール

モンマルトル公園

ラ・サヴール

ル
ミナ
ター
速
高

本格的な文化交流が始まったのは韓国戦争以降です。

フランス学校

面
方
路
字
十
イス

都心の中でゆったりとしたひと時を、
プチフランス

5.

地下鉄９号線シンバンポ駅４番出口、地下鉄７号線コソクターミナル駅５番出口から徒歩
１５分

ソウルソチョ区に所在するソレマウルは、いわゆるプチフランスと呼ばれる街です。
ソレロの入り口に立つと、後ろから女性に声を掛けられました。

2

4
トルコ

3

ドイツ

振り向くと、今日の案内役を務めてくれる、笑顔がさわやかなエミリー(Emilie,28)でした。

1
フランス

イギリス

4

3

「ボンジュール！」
「街全体がプチフランスのように変貌したのは、１９８５年に漢南洞にあっ
たフランス学校が引っ越してきたときからです。当然大勢のフランス人がこちらに移
住しましたし、
フランス風のカフェやレストランも次々とオープンしたんです。
」

トルコの伝統文化が息づく [汝矣島]

イギリス聖公会との深い友情 [聖公会大学]

1

都心の中でゆったりとしたひと時を、プチフランス
[ソレマウル]

2
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ドイツ文化漂う [ハンナム洞]
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大きなイチョウの木が印象的なソレマウルに入ると、
ヨーロッパ風のおしゃれな外観
のカフェやレストランが並び、
ソウル市民にも大好評のカフェ通りが目前に広がりま
す。食にこだわるフランス人村にあるだけに、
どこに行っても味は確か。
フレンチだけ
でなく、イタリアンを始めとしたヨーロッパ風のグルメ店が集まっており、週末は若い
カップルで賑わいます。
カフェ通りを抜け街路樹に沿って歩いていくと、通行人の目を引くユニークなビルが
現れます。外壁にもたれて写真を撮る人たちの姿もちらほら。今のソレマウルを誕生
させた主役で、おしゃれな校舎のデザインが一際目立つフランス学校です。韓国に

イチョウの木の公園
住

所

ソチョ区ソレロ１０ギル

樹齢３００年の銀杏の木を中心につくられた公園。昔は木の

下で村の平安無事を祈る祭祀を行ったことも。毎年クリスマ

スシーズンになると、手作りのフランス料理を販売するフラン

スマーケットが開かれる。収益金は全額、支援を必要とする
家庭のために使われる。

居住するフランス人は約１２００人。その半分近くがこの学校を中心に生活してい
るとエミリーは言いました。
ソレマウル一の魅力的な場所は、緑が生い茂りウサギがのんびりと草をはんでいる
丘、
「モンマルトル公園」
です。２００６年、韓仏国交樹立１２０周年を記念し、
ソウ
ル市とソチョ区が住民に憩いの場を提供する目的で造られた公園です。
フランス人
が大勢住んでいるこの街の進入路を「モンマルトル通り」
と呼んだのにちなんで、
こ
の公園のことを自然にモンマルトル公園と呼ぶようになったそうです。鮮やかな緑と
開放感あふれる空に囲まれ、
日向ぼっこをしながら散策するのにうってつけなモンマ
ルトル公園。顔に降り注ぐ暖かい日差しを感じながら目をつぶってゆっくり深呼吸を
すると、心配事が吹き飛んだように爽快感でいっぱいになれます。
混雑する都心からほんの少し足を伸すだけで味わえるフランスの趣。地理的に遠く
離れたフランスを、身近なところで感じられる街です。

要チェック！フレンチの味を堪能
オテルデュース(HoTEL

DOUCE)

: フランス語で甘いホテルという

意味。
フランス人を虜にした韓国オリジナルデザートブラン

ド。
フランス伝統ティーとマカロン、
エクレアなど甘いスイーツ
が勢揃い。

ゴントラン シェリエ(Gontran

cherrier)

: フランスの４代目人気ブ

ーランジェ、
ゴントラン・シェリエプロデュースのベーカリー。

パリ、東京、
シンガポールに次ぎ、韓国でも店舗をオープン。
世

オテルデュースのデザート

界中にパンの魅力と可能性を発信している。
クロワッサンが
好評。

ラ・サヴール(La Saveur) : 味・味覚の意味。
１０年間ソレマウルで

本格フレンチレストランを運営。
韓国で本格フレンチを発信す

る第１世代オーナーと評価される。

シュル・テール(Sur terre) : フランス語で土の上という意味。
カジュ
アルな単品のフランス家庭料理が楽しめる。

キャラメルナッツラズベリー

ヌエダリ
モンマルトル公 園にある一 風 変 わった形の橋 。ヌエダリ
という名前は、蚕を意味する「ヌエ」に橋の意の「ダリ」に

ちなんでつけられたもの。昔、一 帯に養 蚕 農 家が多かっ
たことに着目して作られ、橋の端に置かれた蚕の彫刻を

触ると願いが叶うといわれている。モンマルトル公 園と
高速ターミナルを結ぶこの橋は、夜になるとライトアップ

され夜空を鮮やかに彩る。橋を渡るときの感覚は実に幻

想 的で、まるで別 世 界に来ているような気 分になれる。
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ドイツ文化漂う
ハンナム洞
住

所

アクセス

広い中庭付きの漢江を一望できる高級マンションが立ち並び、韓国に滞在する国際
機関関係者や商社の駐在員に好まれるエリア
「ハンナム洞」。
この静かでゆとりのあ
ハ
ン
ナ
ム

五

叉

路

ソウル ドイツ学校

ヨンサン区ドクサダンロ １２３-６ソウルドイツ学校付近
地下鉄３号線オクス駅 ３番出口から徒歩１１分

方面
ス駅
オク

る街の片隅に、幼稚園から高校までの教育課程全般を提供する
「ソウルドイツ学校」
があります。４００人のドイツ人は、
この学校を中心にコミュニティーを形成して生活
しています。
韓国がドイツと国交を結んだのは１８８３年。１９６０年代以降両国は分断国家
という共通点を背景に、緊密な関係を維持してきました。韓国は１９６３年２００
人強の鉱山労働者を皮切りに西ドイツに労働者や看護師を派遣したのですが、その
人数は１９７７年まで鉱山労働者累計８３５９人、看護師１万３７１人に上って
います。戦争の廃墟からの復興と、経済発展を国の第一目標に掲げていた１９７０
～１９８０年代の韓国は、
ドイツをはじめとする複数の先進国から様々な支援を受
けました。
１９９０年、ベルリンの壁を壊し念願の統一を果たしたドイツ。いまも分断されたま
まの韓国にとっては、羨望の的になっています。以後韓国とドイツは分断と統一の経
験を学び合うことで、その絆をさらに強めています。
ベルリンの壁崩壊２５周年を迎えた２０１４年１１月、
ドイツではベルリンの壁が
巡らされていた跡地にドイツ人と観光客１０万人の観衆が集まり、７０００個の白
チョンゲチョン

い風船を飛ばして統一を記念しました。
日を同じくしてソウルのチュン区清渓川では
「ドイツ人とともに走る２５周年記念イベント」が行われました。両国ともに分断と
いう痛みを経験したがゆえに、手を携えて一緒にベルリンの壁崩壊を記念すること
ができました。
韓国とドイツは現在、経済・文化的な交流を活発に行っています。
とりわけ注目され
るのは経済面での交流です。
ドイツは外国人の国内労働活動に対して厳格な基準を
適用することで知られていますが、韓国はアメリカ、
カナダ、日本を始めとする主要先
進国とともに、最恵国の待遇を受ける国のひとつです。おかげでドイツにおける韓国
人の経済活動は非常に活発です。一方で、文化交流は草の根レベルが主流です。毎
年ドイツ一のビール祭り
「オクトーバーフェスト」がソウルで再現されます。ルフトハン
ザ、パウラナー、BMWなどの有名なドイツ系企業が参加し、
ドイツ伝統料理や代表

74

75

同じ痛みを分かち合い、長い間その絆を強めてきた韓国とドイツ。活発な交流ほど

駅
ス
ン
オ

二国関係はさらに強固になりつつあります。いつか韓国が念願の統一を果たしたと

方
面

聖公会大学

オン
ス
駅

イギリス聖公会との深い友情

的なビールを味わうことができます。

ヨッ
コク
駅方
面

住

所

アクセス

クロ区ヨンドンロ３２０

聖公会大学

面
方
路
字
十
口
入

き、韓国人がそうしたように、
きっとドイツ人も一緒に本気で喜んでくれるでしょう。

地下鉄 １・７号線 オン ス駅(聖公会大入口駅) １・２番出口から徒歩１０分

オンス駅２番出口を出て一本道を歩いていくと、マンション団地に囲まれた大学校
舎にたどり着きます。花木が並ぶ美しい校庭、活気あふれる学生たちの姿など普通の
大学で見受けられる風景。学校の名は聖公会大学。韓国聖公会が設立した大学です。
１９１４年「聖ミカエル神学院」
という名称で開校し、今に至っています。

韓国「タバンコピ」の元祖はドイツ人？
韓国人に親しまれている
「タバンコピ」。
直訳すると喫茶店コーヒーまたは茶房コーヒーで、砂糖と粉

末ミルクがたっぷり入った甘いコーヒー。
一般的にはインスタントコーヒーミックスで手軽に楽しむこ

とができる。
スティックの封を切って中身をコップに入れサッとお湯を注げば、
たちまち出来上がり。
簡

単おいしさ満点なため、韓国では今風のコーヒーチェインが流行る前までコーヒーの定番として飲ま
れてきた。
その元祖は何と１９世紀末にさかのぼる。

さて、韓国人初のコーヒー愛好家とされるのは、
１８６３年から１９０７年まで韓国を統治した高宗皇
帝。
コジョン皇帝に初めてコーヒーを献上したのは、
ロシア初代公使ウェーベル(Karl

Waeber、
１８４１～１９

１０)の義姉で、
ドイツ人のマダム・アントワネット・ソンタグだった(Antoinette Sontag、１８５４～１９２５)。
当時政

治的な混乱の中、身元の危険を逃れしばらくロシア公使館に移り住んでいだ高宗皇帝はマダム・ソン

タグを御用係として大変信頼し貞洞にあるハンオクを与えたという。
これを西洋風に改良して会館し
ホテルの１階はレストラン
たのが「ソンタグホテル」(ソンタグホテル：貞洞２９番地、現梨花女子高校東門駐車場敷地。)。
兼カフェの空間が作られこれが韓国初のカフェとなった。
ドイツ人のマダム・ソンタグが運営した影響

でか、
主なメニューはクリームと砂糖をたっぷり入れて飲むドイツ式コーヒーだったという。
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聖公会はイギリス国教会の系統に属するキリスト教の教派。大韓聖公会の根幹でも

大学の歴史に詳しい職員さんから聖公会とソウルの絆について聞くことができまし

あるイギリスの聖公会が韓国に初めて紹介されたのは１８９０年のことです。
コー

た。１９２２年工事を始めた聖公会ソウル聖堂は、未完成のまま７０年余りの歳月

アメリカ人医
フ(Bishop Charles John Corfe、１８４３～１９２１)主教を始めとする５人の司祭と、

を経て１９９６年にようやく今の姿に完成されたそうです。聖公会ソウル聖堂は仁川

師のランディス(Eli

Barr Landis, １８６５～１８９８)氏らの積極的な宣教活動によって韓国に

インチョン

にある聖公会ネ洞協会に続き、韓国では２番目に作られた聖公会聖堂です。

根を下ろしました。
聖公会は韓国だけでなく、世界的に影響力のあるキリスト教派です。聖公会は

イギリス聖公会の努力に支えられ、韓国とイギリスは長い間友好関係を続けてきま

１８８３年、韓国とイギリスの国交樹立以降、両国関係を強固にする上で大きな役

した。韓国戦争が勃発するとイギリスはアメリカに次ぐ大規模の軍隊を韓国に派遣、

割を果たしたことから、韓国では宗教以上の格別な意味をもっています。

持続的な経済交流を通じて韓国の経済的自立を支援しました。その昔、韓国人の目

「当時イギリス聖公会は、韓国に近代西洋式教育を普及し保育園を開設し

に映ったイギリス聖公会の宣教師は見知らぬ異国人だったかもしれません。
しかし、

て居場所のない子供たちを世話するなど社会宣教に力を注ぎました。
ソウルチュン

いまや韓国人にとってイギリスという国は日本やアメリカ、中国のように親近感を感

区チョン洞にある聖公会ソウル聖堂はイギリス聖公会の長い努力が実を結んだ結

じる頼もしい友好国になっているのです。

果といえます。
」

１９３６年に建てられたグッドウィン館(Goodwin House)

カン ファ

１９１４年江華にて神学校として開校
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１９６０年代ハン洞での全景

現聖公会大学の正門

１９８０年までの旧大学教会(天軍殿)の内部全景

天軍殿の外部全景

79

所

ア ク セ ス
観 覧 時 間

お問い合わせ

ヨンドゥンポ区ウィサダンデロ １６６

ン駅

住

セッカ
ン
生態公
園 方面

テバ
ン駅
方面

アンカラ公園

カ
方面
セッ
線
ド駅
９号
ヨイ

トルコの伝統文化が息づく

地下鉄９号線 セッカン駅 ３番出口から徒歩２分
0９:００～１７:００(毎月第１・３月曜休)

02-2670-3114

韓国とトルコの関係はよく
「兄弟の国」にたとえられますが、その友好交流関係は古
代の記録にも残っているほど昔にさかのぼります。１９５０年、韓国で戦争が勃発す
ると、兄弟の国トルコは韓国に大規模な軍隊を派遣しました。国連派遣軍の中では
3

４番目の規模でした。一方、韓国人は２００２年日韓共催のワールドカップでトルコ

アンカラ公園
カトリック大学 ヨイド 聖母病院 方面

を積極的に応援。３位決定戦では韓国とトルコの激戦が繰り広げられましたが、韓
国側観客席を覆い尽くす大型トルコ国旗が画面に映されたこともありました。
「そのときのことは今も生々しく覚えています。韓国側観客席からトルコの
国旗が見えてきた瞬間、テレビの前にいた私たちはみんな思わず歓声を上げまし
た。中には涙を流した人もいましたし。
その出来事を機に韓国とトルコの『兄弟愛』は
さらに強固なものになったと思います。
」
ふと、
ソウルに来る前にトルコ出身の後輩から聞いた話が頭に浮かびました。そして
ヨ イ ド

向かったのは汝矣島の「アンカラ公園」。
１９７１年ソウル市がトルコの首都アンカラ市と姉妹提携を結び、それを記念して
造成した公園です。１９９２年は公園内にトルコの伝統的なぶどう農家を模った
「ぶどう院住宅」が、１９９５年にはアンカラ市が寄贈した民族生活用品を展示し
たアンカラハウスが開館しました。館内には、
アンカラのぶどう農家で使われた家具・
調度品をはじめ、台所用品や農機具類が展示されています。特に１６世紀初頭、オ
スマン帝国の時代から由緒ある婚礼服やお祭り用の伝統衣装、銀の鏡などは現地で
も貴重品に分類されます。
ソウルでトルコに出会う不思議なひと時。異国情緒溢れる
特別な時間が楽しめます。

スルタン(Sultan)の洗面台
ソウル東北部に位置するクァンジン区はトルコのエレーリ区と２００１
年姉妹提携を締結。
エレーリ区に姉妹公演が造られたのを記念しクァ
チョンサチョロン

ンジン区は韓国伝統提灯「青紗草籠」をお礼の品として進呈。
エレーリ
区はそのお返しに２００８年１０月、
オスマン帝国の象徴、
スルタンの洗

面台を贈った。
現在はクァンジン広場（地下鉄７号線オリニ・テゴンウォン駅５番出
口前に所在）に設置されている。
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１９９０年代出稼ぎにやってきたアフリカ人たち。
韓国戦争によって始まったオセアニアとの絆。

ソウルに息づくアフリカとオセアニアを覗いてみましょう。

ノクサピョン駅

イファシジャンギル（梨泰院）

住

所

アクセス

ハンガンジンロ方面

ハッピーホームレストラン
ウサ
ダン
ロ方
面

ソウルの街角で出会うアフリカ、
オセアニア

アフリカを覗く

６号線 イテウォン駅方面
3

面
ンロ方
ウサダ

6.

ハミルトンホテル

ヨンサン区ポグァンロ６０ギル

地下鉄６号線 イテウォン駅 ３番出口からアンチーク家具通り方面の路地

地下鉄６号線イテウォン駅３番出口からアンティーク家具通り方面に向かって歩い
ていくと、
レゲエ歌手のような髪型のアフリカ人をよく見かけます。
ここは「アフリカ通
り」
または「ナイジェリア通り」
と呼ばれる
「イファシジャンギル」通りです。２０００年
代初頭、東大門・南大門市場から生地を卸し本国に売るナイジェリア商人が定住し
始めたとされています。
この周辺に居住するアフリカ国籍の区民は約７００人。つい
オーストラリア

最近までもっと賑わっていたそうですが、梨泰院商店街や住宅の家賃の値上がりで、
へ バン チョン

2

ニュージーランド

北側の開放村やソウル郊外へと引っ越す人が増えています。狭い路地に教会堂と食

1
ナイジェリア

堂、小売店や美容院までアフリカ人向けの利便施設が点在しています。古い商店街
のビル、急な坂道を上っていくと、
アフリカの人たちが三々五々集まって井戸端会議
をしている姿を目にすることもしばしば。
ソウルで小さなアフリカを楽しみたいとき
は、一度訪ねてみてはいかがでしょうか。

2

サンキュー！ オセアニア [龍山戦争記念館]

1
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イファシジャンギル（梨泰院）

83

ナイジェリア風お魚鍋

ナイジェリア人のふれあいの場、ハッピーホームレストラン(HAPPY HOME RESTAURANT)
住

所

ア ク セ ス
営 業 時 間

お問い合わせ
ホームページ

ヨンサン区イテウォンロ ２０ギル ２-１０

難民を助けるコーヒー、
「ネイレコーヒー」
住

所

地下鉄 ６号線 イテウォン駅４番出口から徒歩３分、
ノクサピョン駅３番出口から徒歩８分

ア ク セ ス

０２-７９７-３１８５

お問い合わせ

１２:００～２４:００

blog.naver.com/happyhome126

営 業 時 間

ホームページ

チョンロ区トンスン１ギル４１階１号

地下鉄 ４号線 ヘファ駅 ２番出口から徒歩５分

１０:３０～２２:００ (日曜休)

０２-６２８９-９１８９

http://blog.naver.com/naeil_coffee
テハ クロ

ナイジェリアの貿易実業家夫婦が２００３年オープンレストラン。
ナイジェリアは２５０余りの多様な言

ソウルの代表的な文化空間である
「大学路」
では、
アフリカ人が直接つくるコーヒーを味わうことがで

料理。
亜熱帯の高温多湿地帯に栽培されるヤム芋に米粉と混ぜて蒸したフフに、各種のアフリカスー

社会における社会価値を創出するために始まった。
「明日のコーヒー」
という意味のカフェ名は、
お客

語を使い言語の数だけ食文化も地域別に多彩。
このレストランの定番メニューはヤム芋のパン
「フフ」

プをつけて食べる。
アフリカ風チャーハン
「Jollof Rice」
やバナナ揚げの
「Fried Plantain」、
ヒヨコマメ
シチュー「White Rice ＆ Beans」もおすすめ。
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きる。
アフリカ難民のための職業学校としての役割を兼ねているこのカフェは、難民雇用という多文化
さんが飲んだコーヒー１杯がアフリカからきた難民に希望を与えるという意味。

85

龍山 戦争記念館
ヨンサン

住

所

ア ク セ ス
観 覧 時 間

お問い合 わせ
ホ ームペ ージ

面
ック駅方
スクテイ

サンキュー！オセアニア

ヒョ
チャ
ンゴ
4、
６号
ンウ
ォン
線
アプ
サム
駅

ヨンサン区イテウォンロ ２９ 戦争記念館

オセアニアを代表する二国、オーストラリアとニュージーランド。
カンガルーが草原
戦争記念館

０９:００～１８:００、観覧料無料
０２-７０９-３１３９

www.warmemo.or.kr

は多くの若者が、語学研修やワーキング・ホリデー、移民など、人生の第２の跳躍を
夢見て渡航しています。
その数もだんだん増え、今はオーストラリアに４万人、ニュー

ガク
チ駅

地下鉄４・６号線 サムガクチ駅１１･１２番出口から徒歩３分

を走り、羊や牛がゆったりと草をはむのどかなイメージがある両国ですが、韓国から

ジーランドに３万２千人のコリアンタウンが形成されています。一方で、韓国に滞在
ノクサピョン駅

したり行き来するオセアニアの人たちも増え続けています。韓国で人気を集めてい
るお笑い芸人の「サム・ハミントン」、バリスタ世界チャンピオンで自分の名前にちな
んだコーヒー・ブランドとカフェをだした
「ポール･バセット」がその代表的な例です。
さて、彼らよりも数十年前に韓国の土を踏んだオセアニア人たちもいました。その多
くは１９５０年勃発した韓国戦争で尊い命を失い、
この地に眠っているアンザック
(Australian and New Zealand Army Corps)の軍団です。
アンザックの軍団は第一次世界大戦

勃発後に編成され、数々の激戦地で勇敢に戦ったオーストラリア・ニュージーラン
ド連合軍です。毎年４月２５日は、
この兵士たちの死を追悼するために定められた
「ANZACの日」。
ソウル龍山にある戦争記念館でも追悼式典が行われます。
韓国戦争に参戦したという元兵士のジョン・シモンス氏。彼は、
「当時に戻るとしても
また韓国のために戦いたい」
と話し、
「韓国政府からは、毎年４月の英連邦参戦記念
日と６月２５日の韓国戦争記念日に、感謝の意を伝えてもらっている。韓国人のその
ような姿勢にいつも感銘を受けている。
」
と語ります。戦争で結ばれた韓国とオセアニ
アの縁。今や悲しみを乗り越え温もりを交わしながら、
さらに強い絆で結ばれつつあ
ります。
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戦争記念館
護国英霊の愛国精神を追悼し１９９４年に開館。
展示資料は約９０００点、面積約３万６千㎡。
護国追

慕室、
戦争歴史室、
６・２５戦争室、
海外派兵室がある。
各種防衛装備や記念造形物、
大型兵器、
平和の
時計塔も見逃せない。

アンザックビスケット
アンザックとは、第一次世界大戦時に参加したオーストラリア・ニュージーランド連合軍のこと。
「アン
ザックビスケット」は、
アンザックの兵士が戦争でも栄養をつけられるように、オーストラリアとニュー

ジーランドの女性が作ったビスケットを意味する。
最初は「Soldiers’ Biscuits」
と呼ばれたが、
トルコの

と名づけられ
ガリポリの戦い(第一対戦中の１９１５年に始まった連合軍による上陸作戦)以降「アンザックビスケット」

た。
アンザックビスケットは栄養価地が高く、卵などの腐りやすい材料が入っていないため、長い間航
海する人たちによいおやつと知られている。

キアオラ造形物
ソウルのソンパ区とニュージーランドクライストチャーチ市は２００５年
姉妹提携１０周年を記念し、
キアオラ（Kia

Ora、作品名：歓迎の顔）という造形

物を制作。
現在ソンパ区の石村湖シルバー広場に展示されている。
高

さは大人の男性の身長くらい。
ニュージーランド火山岩とステンレスに

よる造形物。
キアオラとは、
ニュージーランドマオリ族がお互いに鼻を
合わせる挨拶のとき使う言葉で
「こんにちは！」
の意味。
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I ♡ SEOUL

海外スターの訪問地・世界有名建築家の作品

91

通点は？

住

正解は、みんなソウルを訪れたことのある、海外の人気スターということです。

アジア諸国の中でも
「韓国」に強く惹かれた理由は一体何なのでしょうか。

所

アクセス

彼らを虜にしたソウルの隠れた魅力に迫ってみましょう。

チュン区ミョン洞

地下鉄４号線 ミョンドン駅 ８番出口、
２号線 ウルチロイック駅 ６番出口

チョンガク駅
方面

ミョン洞

駅
ョンドン
４号 線 ミ
チュンムロ
方面

ブラッド・ピット、
ヒュー・ジャックマン、ジャッキー・チェン、
ティム・バートン、
メタリカの共

ミョン洞

クァンファムン方面

サン
ナム 面
方

駅
ン
ョ
ヒ
ェ
フ
面
方

海外スターのソウル訪問記

２号 線 ウルチロイック駅
ウルチロ３ガ駅方面

ジャッキー・チェン、
俳優の夢を育てた下積み時代

7.

「この間テレビでやってたんだけど、ジャッキー・チェンが２０１３年の映
画試写会で、
レッドカーペットイベントとハンドプリントをしたんだって。
」
一日ツアーガイドを務めてくれる、
ソウル留学中の親友、サリー(Sally、２９)と一緒にミョ

8
8

ン洞に向かいました。ある映画館を通り過ぎようとしたとき、サリーが映画館の周辺

7 5
6
4
1
2

をじっと見つめながら、
ジャッキー・チェンの話を始めました。
ジャッキー・チェンは、
3

[弘大クラブ通り]

これまで何度も韓国への関心や愛情を示してきたスターです。新作が公開されるた
ハンリュウ

びに韓国を訪れてファンと触れ合い、２００８年は「韓流ウッド」の広報大使にも選
ばれ韓国文化を世界にPRする役割も務めました。
ジャッキー・チェンは、実はスター
7

になる前からすでに韓国にすっかりはまっていたと打ち明けたこともありました。若

[インサ洞]

い頃、
ミョン洞に２年間滞在し、韓国・香港合作映画に端役として出演していたとのこ
と。韓国で下積み時代を過ごしたジャッキー・チェンはその後中国にわたり、一躍世
4
1

[ミョン洞]

界的なスーパースターになったのです。

[チョンゲ広場]

「彼は韓国に滞在していたときに出会った女性と８年間付き合ったことが
3

[子供大公園]

あるんだって。
よくミョン洞や南山などでロマンチックなデートを楽しんだと言ってた
わ。結婚まで考えていたけど、外国人だから韓国への出入りが自
由じゃなくて、結局別れたんだって。
」
ミョン洞の街並みはジャッキー・チェンがデートを楽しんで
いた時代とはすっかり様変わりしていますが、明洞大聖堂

2

6

[南大門市場]

[東大門市場]

やユネスコ会館、中国大使館通りなどは当時の面影を残し
ています。
ジャッキー・チェンにとって、
ミョン洞はきっと大切

5
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[クァンジャン市場]

な思い出がぎっしりと詰まった場所に違いありません。
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メタリカ、
豚との口づけをもう一度
南大門市場
ナム デ ムン

ア ク セ ス
営 業 時 間

お問い合 わせ

駅
フ
ェ
ヒ
ョ
ン

チュン区ナムデムンシジャンギル

5

線

所

6

４
号

住

南大門市場

地下鉄４号線 フェヒョン駅(南大門市場) ５・６番出口から徒歩５分

平日 ２３:００～１８:００ (品目別営業時間が相違)、日曜休

０２-７５３-２８０５

豚足

餃子

ドーナッツ

サリーと一緒に南大門市場へ足を運びました。
ここへ来るのは二回目です。初めて南

表的な在来市場です。南大門市場の最大の特徴は、
「無いものが無い」
といわれるほ

大門市場を訪れたのは子どもの頃ですが、食堂や露店が軒を連ねる狭い路地裏に

ど品揃えが豊富なことです。衣類や寝具からキッチン用品、インテリア用品、雑貨、世

並べられた
「テジモリ(豚の頭)」
を見てびっくりした覚えがあります。

界各国の菓子類を販売する輸入菓子屋はもちろん、外国人観光客向けのお土産品

「ねぇ、
ジュリーの話を聞いて思い出したんだけど、知ってた？メタリカのボー

店まで、ありとあらゆる店が集まっています。韓国子供服のシェア８割を占める子供

カル、
ジェイムズ・ヘットフィールドが南大門市場でテジモリと写真を撮ったのよ。
」

服アーケードも有名です。

その写真は私も見たことがあります。１９９８年、
コンサートのために訪韓したメタリ

再び訪れた南大門市場はすっかり様変わりしていました。
テジモリはどこにも見当た

カのボーカル、
ジェイムズ・ヘットフィールド。南大門市場でテジモリに口づけする写

らず、その代わりにきれいな外観の料理店が立ち並びお客さんを迎えていました。活

真を撮りました。食材として豚の頭をまるごと使うのはあまりにも強烈だったのでしょ

気あふれる路地はリュック姿の外国人観光客で賑わい、あちこちから日本語や中国

うか。
この写真は大きな話題になりました。

語が聞こえてきました。韓国一の在来市場南大門市場は、いまや見どころ、楽しみど

ジェイムズとテジモリのアツアツのツーショット写真で世界中に知られるようになっ

ころ、見応え充分の名所として外国人観光客の必訪コースになっています。

た南大門市場は、約２万坪の敷地と１５世紀に遡るほど古い歴史をもつ韓国の代
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住

所

ア ク セ ス

クァンジン区ヌンドンロ２１６子供大公園

地下鉄７号線 オリニ・テゴンウォン駅(世宗大) １番出口から
徒歩１ 分

営 業 時 間

０９:００～２２:００

お問い合 わせ

０２-４５０-９３１１

入

場

料

ホ ームペ ージ

コン
デイ
ック
オリ
駅方
ニ・
面
テゴ
ンウ
ォン
駅

子供大公園

無料

1

フヮ
ヤン
十字
路
方面

www.childrenpark.or.kr

クン
ジャ
駅

子どもたちを愛したマイケル・ジャクソン

オリニ・テゴンウォン

クイ
方面

子供大公園の入り口に入ると、樹木が生い茂った散策路が目の前に広がりました。
至る所に設置された動物小屋、普段はめったに見かけない珍しい花と草、素朴なア
トラクションなどが見えます。イギリス・ニューカッスルのセント・ジェームズ・パーク
やアメリカ・ニューヨークのセントラルパークよりはこじんまりとした公園ですが、
ビ
ルが林立する都心で、緑に囲まれゆったりとしたひと時を過ごすにうってつけの場
所です。
「この公園は、
『オリニ・テコンウォン』で、訳すと子供の大公園なの。文字
通り子供のために造られた公園ってことかな。１９７３年にオープ
ンしたんだから、かなり古いわよね。
」
サリーの話を聞きながら子供大公園の入り口に入った私は、目
の前に広がる美しい噴水を見て思わず立ち止まりました。音楽に
合わせて踊る水柱にすっかり見とれてしまい、気がつくと美し
い彫刻が目の前に現れました。幸せそうな表情を表現した温
もり溢れる母子像でした。
「マイケル・ジャクソンがこの彫刻をとても気に入っ
ていたんだって。彼は1996年、
コンサートのためにソウルを

音楽噴水で遭遇した母子像のように、素朴で温かい魅力が溢れる子供大公園。規模

訪れたんだけど、
スケジュールの合間を縫ってここ子供大公

はそれほど大きくありませんが、動物・エコ体験をはじめ、
さまざまなイベントや公演

園に真っ先に駆けつけたそうよ。
ここに来てあの彫刻に一目

も充実していて、見どころ、楽しみどころ、遊びどころも満載。
ソウルを旅行中、心休ま

惚れして、
自宅にも飾りたがっていたんだって。
」

るひと時を過ごせるところです。

96

97

ハリウッドスターとの触れ合いの場

チョンゲ広場

ソデムン駅方面

５号線 クァンファムン駅

１号線 チョンガク駅

5

所

チョンロ区ソリン洞１４

地下鉄５号線 クァンファムン駅
５番出口から徒歩３分

ホ ームペ ージ

http://www.cheonggyecheon.or.kr

お問い合 わせ

０２-２２９０-７１１１

シチョン駅方面

住

ア ク セ ス

チョンゲ広場

初めて見るチョンゲ広場は、多くの人で賑わっていました。
アメリカのポップアート作
家「クレス・オルデンバーグ(Claes

Thure Oldenburg)」
作の巨大モニュメント
「Spring」、そ

の下には旗を持つツアーガイドの周りに集まった外国人観光客や、待ち合わせをし
ている人々の姿が目えました。
さわやかな晴天のもと、皆のんびりとした午後のひと
ときを過ごしています。
「チョンゲ広場は、
ソウル市民の憩いの場として親しまれている名所なの。
チョン ゲ チョン

ここから清渓川に沿って散策路があるんだけど、
クァンジャン市場・東大門市場につ
ながるから外国人観光客もよく訪れるし、
よく待ち合わせ場所としても利用されるの。
だって都心の中心部にあるでしょ？アクセスも便利で、広くて快適だから、誰かと待ち
合わせしたり、
あとイベントにもぴったりなのよね。
」
サリーの言う通り、チョンゲ広場では年中多彩なイベントが行われますが、中でも有
名なのはソウル全域で行われる
「ハイ・ソウル・フェスティバル」
です。
フェスティバル
開催期間中は韓国伝統文化関連の公演、K-POP歌手によるコンサートなどが随時行
われます。毎年恒例の秋の提灯祭り
「ソウルピッチョロン祭り」の際は、清渓川沿いを
鮮やかに彩る提灯が見どころです。夏はソウルに居住する留学生のための祭り
「ソウ
ル外国人留学生文化フェスティバル」が開かれます。世界各国の伝統文化や料理を
楽しむことができ、留学生活に必要な情報も入手できます。
「清渓川はソウルを訪問する海外スターがよく訪れる場所でもあるの。ハリ
ウッド俳優ヒュー・ジャックマンは、２００９年このチョンゲ広場でファンミーティン
グを行ったわ。
」
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サリーの言うとおり、
ヒュー・ジャックマン、
ブラッド・ピット、デイヴィッド・ベッカムと
いった多くの海外スターが、
ここチョンゲ広場を訪れました。ベッカムも、
ここでフリー
キックを披露したりして、
ファンとの楽しい時間をすごしたとのことです。チョンゲ広
場はソウル市民にも、
ソウルを訪れた人気スターにとっても
「触れ合いの広場」
となっ
ているようです。
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ハンナ
ム洞

クァンジャン市場

十字
路
方面

ティム・バートンの落書き発見！

１号 線

チョン
チョン
ロ６ガ
ロ５ガ
方面
駅

8

所

ア ク セ ス
営 業 時 間

お問い合 わせ
ホ ームペ ージ

チョンロ区チャンギョングンロ８８

地下鉄１号線 チョンロ５ガ駅 ８番出口、
２・５号線 ウルチロ４ガ駅 ４番出口から
徒歩５分

ウルチ
ロ４ガ
駅方面

住

クァンジャン市場

０９:００～２２:００

０２-２２６７-０２９１

http://kwangjangmarket.co.kr

歩き回ったせいか、かなりお腹がすいてきました。サリーはこんなときにぴったりな
場所があると、私をクァンジャン市場に連れてきました。
この頃外国人観光客の間で
話題の「ソウルの台所」
クァンジャン市場は、１９０４年にできて以来、１００年以
上の歴史を有する韓国初の常設市場です。
「クァンジャン市場は昔から韓国の伝統衣装のハンボク(韓服)市場として栄え
てきたの。
だから今もハンボク関連の問屋や小売店がたくさんあるし、生地や寝具、台
所用品店もあるわ。
でも最近、
クァンジャン市場が特に賑わっている理由は違うところ

ニラチヂミ、
キムチ
チヂミ

ビンデトック

ティムバートンの落書き

にあるのよ。
」

も話題になったそうよ。
」

サリーとクァンジャン市場の一本道に入ると、おいしそうな匂いが食欲をそそります。

中国スター以外にもクァンジャン市場を訪れ大きな話題を呼んだ有名人がいます。

店がずらりと立ち並ぶクァンジャン市場の１階は、通称グルメ通りといわれる「モク

映画「シザーハンズ」の監督ティム・バートンです。

チャコルモク」
で、４０年の歴史をもつ代表的な食い倒れ通り。一度食べるとやみつ

２０１２年韓国を初じめて訪問したティム・バートンは、
ここクァンジャン市場でピン

きになるということから麻薬にちなんで名づけられた「麻薬キンパプ」をはじめ、ユッ

デトクにマッコリを飲みながらソウルの夜を満喫したそうです。私たちも、
ティム・バー

ケや緑豆チヂミのピンデトなど、多彩な韓国グルメが揃っています。夜になると韓国

トンが食べたというピンデトクを注文をしました。そして後ろの壁に描かれたティム・

料理を楽しむために押し寄せてくる観光客でごった返します。外国人観光客に親切

バートンの落書きとイラストを発見したサリー。私たちはそれを背

に声をかけてくれる商人たちの姿も印象的でした。

景に記念写真を撮ったり、落書きをしたりしながら楽しいひと時を

「２０１４年はクァンジャン市場で、バラエティー番組『ランニングマン』中
ダンチョー

過ごしました。他の外国人観光客も、
ティム・バートンの落書きを見つ

国版の収録があったの。中国スターのアンジェラベイビーと鄧超が来たから、市場が

けて大喜び。意外な場所で発見する有名人の足跡は、旅行なら

もう見物客でいっぱいだったんだって。
ネットで目撃談の書き込みが広がって中国で

ではのちょっとした楽しみです。
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トン デ ムン

住

所

ア ク セ ス

お問い合 わせ
ホ ームペ ージ

トンホロ方面

東大門市場

チョンゲチョン方面

東大門市場

チョンロ５ガ方面

ジェシカ・アルバを魅了した夜市

チョン
ロ４ガ
ギル方
面

チョンロ区チョンロ２６６ 東大門市場

地下鉄１号線 チョンロ５ガ駅 ５番出口、
４号線トンデムン駅 ９番出口から５分

０２-２２６２-０１１４

www.ddm-mall.com

深夜、
トンデムンヨクサムンファゴンウォン駅を出て、大通りから街を眺めてみまし
た。東大門市場に登場した新たなランドマーク、
トンデムンデザインプラザ(DDP)を中
心に、
きらびやかにライトアップされた大型ショッピングモールと商店街が広い敷地
を埋め尽くしていました。夜の東大門市場は昼間とは打って変わって、活気に溢れて
いました。
ショッピングモールにはナイトショッピングを楽しむ観光客でごった返し、
まるでお祭のような賑わい。
スーツケースや大きなショッピング袋を抱えた人がぞろ
ぞろと歩いて行く姿も随所で見られます。

あります。
ジェシカ・アルバは韓国をよく訪れるスターの一人。確か２０１２年はカン

「東大門市場はソウル一の夜市。昼も営業はしてるけど、夜になるともっと

ナムの酒屋で夫や知人と韓国焼酎を飲んでいるところを、２０１３年はここ東大門

活気あふれる街に変身するの。
ソウルの代表的な在来市場と言えば、南大門市場と

市場の屋台でおやつを食べ、
ショッピングをしている姿が目撃されました。彼女はマ

東大門市場を真っ先に思い浮かべるでしょ？でも、南大門と違うところは、東大門が

スコミとのインタビューでも、韓国料理をはじめとする韓国文化全般に大変興味を

ファッションに特化した市場だってことだと思うの。
」

もっている、
とよく話しています。現に家族連れで韓国を訪れ韓国料理を食べたり、宮

サリーの言うとおり、
さすがファッションの発信地といわれるだけあって、東大門市場

殿巡りをするなど、
プライベートな観光も楽しんでいるようです。

には洋服、帽子、靴、
カバンなどの雑貨店が所狭しと軒を連ねていました。
ソウルの

「そういえばこの前は、中国の習近平国家主席の夫人、彭麗媛さんも東大門

ファッション街は東大門市場だけ、
というわけではありませんが、確かに夜通しショッ

に来ていたわ。夜市でコチュジャン（韓国の唐辛子味噌）を買ったり、高麗人参と陶磁器、手

ピングを楽しめるところは、東大門市場ならではのメリットだと思いました。

工芸品も見て回ったんだって。
」

「ねぇ、知ってる？ハリウッド女優のジェシカ・アルバも、東大門市場に来た

ジェシカ・アルバに国家首席夫人まで、
ソウルを訪問する有名人がわざわざ東大門

ことがあるの。
ここで撮った写真がSNSで広がって話題になったのよ。
スターにとって

市場に足を運ぶのは、
ダイナミックでエネルギッシュな魅力が味わえるからでしょう。

も、東大門市場は新鮮で楽しいところなのかもね。
」

ファッションの流行を発信し続ける東大門市場。眠らない街東大門で、夜が明けるま

そういえば私も、
ジェシカ・アルバが韓国に来たというニュースをネットで見た覚えが

で思う存分ナイトショッピングを楽しんでみてはいかがでしょうか。.
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韓国の香りが漂う海外スターの定番コース

所

チョンロ区インサドンギル

ホ ームペ ージ

http://www.hiinsa.com

ア ク セ ス

方
面

通り
インサ洞

チ
ョ
ン
ガ
ク
駅

方
面

チ
ョ
ン
ロ
３
ガ
駅

方面
３号 線 アン
キョ
ンボ
ック
ン駅

6

住

います。韓国風のうちわやお土産を揃えた雑貨店、韓国伝統の韓紙と文房具の店、

グク駅

インサ洞

な古美術品を販売するギャラリーや昔の面影を残す風情ある喫茶店が軒を連ねて

チ
ョ
ン
ロ
方
面

地下鉄３号線 アングク駅 ６番出口、
５号線 チョンロ３ガ駅 ５番出口から徒歩５分

「あれよ、あれ！あの屋台でリース・ウィザースプーンがホットクを食べたん
だって！」
大きな声で叫びながら、サリーはインサ洞通りのあるホットク屋に向かって走ってい

風情ある伝統喫茶店や韓国料理店も並んでいました。
「インサ洞には韓国の趣を感じさせるものにたくさん出会えるの。
あそこには
『サムジギル』
といって、伝統風の雑貨店がいっぱい入っているショッピングモール
もあるしね。
インサ洞にある店はほとんど、韓国の昔の風情が漂っていて、ハンオクと
いう伝統家屋風に建てられているところも多いのよ。
」
サリーの話を聞いて私はなるほど、
と思いました。海外の人気スターをはじめ多くの
外国人がインサ洞を訪れる理由は、韓国ならではの趣と奥ゆかしさを感じさせる街並
みにあるのかもしれません。
食べ物や韓国情緒たっぷりの土産物ま
で、
古き良き韓国特有の風情がここインサ洞に全て凝縮されてい
るのです。

きました。後ろからついていくと、店頭にはホットクが鉄板の上でこんがりと焼きあが
るのを待つ外国人観光客で、長蛇の列が出来ていました。
ちなみにホットクは、おや
きに似た甘い餡入りの韓国風ホットケーキです。
「ジュリーも知ってると思うけど、インサ洞って観光客なら一度は寄ってく必
須コースじゃない？ハリウッドスターも同じみたいよ。
リース・ウィザースプーンもイン
サ洞に来てたし、
オダギリジョーもインサ洞が好きでよく来てるんだって。
あ、
オダギリ
ジョーは韓国映画に出演したことがあるんだけど、
ロケ中はインサ洞にある部屋を借
りて滞在してたって聞いたわ。
」
海外のスターが仁寺洞をよく訪れるという話は私も聞いたことがあります。
アメリカの
ヒップホップグループのブラック・アイド・ピーズのリーダー、
ウィル・アイ・アムは、
イン
サ洞のある食堂でプルゴギを食べてから韓国料理にすっかりはまってしまったとも。
タン ウェイ

韓国人映画監督と結婚して話題を集めた女優の湯唯の大好物はマッコリ。
インサ洞
に行きつけのマッコリ屋があるくらいです。韓国を訪れる海外スターが、必ずと言っ
ていいほどインサ洞に足を運ぶのはなぜでしょうか？
ジュリーと私は湯気の立つ焼きたてのホットクをほおばりながら、
メインストリート沿
いのショップ巡りをしました。
まっすぐに伸びた石畳の両側に、東洋画、陶磁器、色々
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インサ洞
ケジョルバプサン
コチュジャン焼き

105

青春の活気に触れる
弘大クラブ通り

ライトアップされたクラブの看板で鮮やかに彩られ、その前には入場待ちの若者た
ちの大行列が出来ていました。

ホンデ

ト
ン
ギ
ョ
洞

ジャマーズ

ブルー・スピリット

方
面 アイラブK-POP

nb1

nb2

駅
ス
ン
サ

「弘大といえばやっぱクラブだよね！この通りを中心にヒップホップやエレク

面
方

トロニックミュージックを流すクラブが密集しているの。インディーズミュージシャン

クラブ FF

MWG(ミョンウォルグァン)

クラブ スポット
キューボ
オーアイ
DGBD
フリーバード
クラブ マンション
クラブボルト

ホンデイック駅方面

住

所

アクセス

ベラ

ハプジョン駅方面

マポ区 ソギョ洞、
サンス洞、
ハプジョン洞一帯

地下鉄２号線ホンデイック駅 ９番出口、地下鉄６号線サンス駅 １番出口

の公演が楽しめるライブクラブもあるし、韓国の９０年代歌謡だけを流してくれるラ
ウンジパブもあるんだって。
」
そういえば梨泰院でも似通ったクラブをたくさん見かけたことがあります。
ですが、梨
泰院のクラブと弘大のクラブはどこが違うのでしょうか。素朴な疑問が湧きサリーに
聞くと、決定的な違いは「雰囲気」
といわれました。
「梨泰院のクラブを訪れる人たちは、２０代から４０代まで年齢層が幅広
い方なの。
それと違って弘大は主に２～３０代がよく来るわ。外国人にも好まれてい
るけど、韓国の人たちがもっと多いんだって。
だから韓国の若者の間で今流行ってい

金曜日の夜、若者でごった返すホンデイック駅９番出口の前に来たサリーと私。制服

る音楽を流すところが多いの。
」

姿の女子高生から精一杯おしゃれをした若者、外国人観光客まで、通りは大勢の人で

弘大はソウルを訪問した海外のスターがよく訪れるエリアとしても知られています。

埋め尽されています。
サリーは「ここが弘大エリアの代表的な待ち合わせの場所だよ」

２００７年はポップ歌手のビヨンセが弘大前のクラブでパーティを楽しんだり、

と教えてくれました。早足に歩いていく人たちの後をついて、弘大の正門へ向かいまし

２０１３年はシンガー・ソングライターのジェイソン・ムラーズが弘大の小さなカ

た。
まだ早い時間なのに、明るくライトアップしたガラス張りのパブやカフェの中は人

フェで公演を行ったこともあります。特にジェイソン・ムラーズは弘大のインディーズ

で賑わい足の踏み場もないくらいです。街頭には洋服や食べ物、
コスメティックの店が

ミュージシャンに強い興味を示して、
「ホンデ・ムラーズ」
というあだ名もつけられたそ

ぎっしりと並び、かわいいアクセサリー露店の前は見物客で大盛況です。所々スーツ

うです。彼らが弘大を訪れる理由は、韓国の若者のホットな文化を肌で体験してみた

ケースを抱えて歩く中国人観光客の姿も目につきます。
ソウルで今一番ホットなエリア

かったからかもしれません。

といわれるだけあって、弘大前は大勢の人が押し寄せ活気に満ち溢れていました。
「ソウルの人たちは弘大入口駅が位置しているソギョ洞一帯をひっくるめ
て、
よく
『弘大前』
と呼ぶの。弘大(弘益大学)を中心に商圏が形成されたからそう呼んで
るらしいわ。
でも、
ここ数年は隣のハプジョン洞やサンス洞、
ヨンナム洞一帯にレスト
ランやカフェ、パブなどが次々と入ってきて、弘大前のエリアがますます広がってい
るの。それに最近は、中国人観光客向けのショッピングセンターとかナンタ劇場も出
来て、
このエリアを訪れる中国人がぐんと増えているわ。
」
サリーと一緒に弘益大学の前を通り、極東放送局方面に向かいました。ふと、
この頃
流行りのヒップホップミュージックがかすかに聞こえてきたので見渡すと、道路際は
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江南 キョボタワー
カン ナム

の

９号 線 シンノンヒョ
ン駅

ソウルに息吹を吹きこんだ世界の建築家たち

マリオ・ボッタ

ノンヒョン駅方面

7

美しい建築物は、
それ自体が一つのれっきとした芸術作品です。
スペイン・バルセロ

ナーにあるアントニ・ガウディの「カサ・ミラ」、
フランス・パリの「ポンピドゥー・セン

ター」など、優れた建築物は都市を代表するランドマークとなり、なおかつ観光ス
ポットとなります。

ソウルにも美しい建築物があるというサリーに、直接案内してもらうことにしまし

た。建築の巨匠たちの手によって
「アート」に生まれ変わった建築物を巡りながら、

6

キョボタワー

カンナム駅方面

サピョン駅方面

8.

(Mario Botta)

住

所

ア ク セ ス

お問い合 わせ

ソチョ区カンナムデロ４６５

地下鉄９号線 シンノンヒョン駅 ６・７番出口から徒歩２分
02-3480-4702

一味違ったソウル旅行を堪能しましょう。

サリーと私は、
ソウル一の繁華街、江南
に繰り出しました。江南は古い下町が
カン ブク

多い江北と違って高層ビルの摩天楼が
3

広がる地区です。中でもひと際目立つ

2

アメリカ

のは、存在感抜群の江南のランドマー

イラク

ク、
「キョボタワー」
です。
レンガ造りのツ

4

インタワーがガラス張りの連結通路で

オランダ

1

結ばれています。
「このビルはマリオ・ボッタの

スイス

作品なの。
ジュリーも知ってるでしょうけ
ど、マリオ・ボッタはサンフランシスコ近代美術館やパリのエヴリィ大聖堂を建築した
ことで有名な建築家よ。
キョボタワーもそれにひけをとらないくらい立派だと思うわ。
」
サリーによると、マリオ・ボッタはキョボタワーに人間の姿を投影して設計したそうで
3

す。
どっしりと構えたツインタワーは人間の肉体を、透明で開放的なガラス張りの連

ラファエル・ヴィニオリ

結通路は人間の心臓を象徴しています。

[鍾路タワー]
4

ベン・ファン・ベルケル

アプ ク ジョン

[狎鴎亭 ギャラリア百貨店]
2

「マリオ・ボッタは、力強さを象徴する江南のランドマークを建てたがってい
たそうよ。
それでこんなにユニークな設計を取り入れたのね」
マリオ・ボッタの熱い思いが込められたキョボタワーは、
ちょっとやそっとでは壊れそ

ザハ・ハディド [東大門デザインプラザ / DDP]

うもない頑丈で力強い存在感を放っています。

1

108

マリオ・ボッタ [江南 キョボタワー]
109

トン
デム
ン駅

方面

ザハ・ハディド(Zaha Hadid)の

トンデムンデザインプラザ / DDP

ウルチ
ロ４ガ
駅方面

所

ア ク セ ス

お問い合 わせ
ホ ームペ ージ

チュン区ウルチロ ２８１

地下鉄 ２・４・5号線 トンデムンヨクサムンファ
ゴンウォン駅１番出口から徒歩４分

０２-２１５３-００００

http://www.ddp.or.kr

トンデムンデザインプラザ
1

トン
デム
ンヨ
ク

トン
デ
方面 イック

住

2・4・
5号 線

サム
ンフ
ァゴ
ンウ
ォン
シ

駅
ンダ
ン駅
方面

トンデムンヨクサムンファゴンウォン駅で降りて地上に出た瞬間、向こう側に見える

「ザハ・ハディドは早朝から夜中までエネルギッシュに動き続ける、東大門

どっしりと構えた巨大な建物に視線を奪われました。曲線を描く雄大な外観は、宇宙

のダイナミズムからインスピレーションを受けたそうよ。
」

船を連想させました。

サリーの説明を聞くまでもなく、
トンデムンデザインプラザを一目見ただけで、
ダイナ

「あれがトンデムンデザインプラザよ。
ザハ・ハディドの作品なの。
」

ミズムが充分に伝わってきました。
しなやかな曲線と波打つような曲面、

女性初、最年少で建築界のノーベル賞と言われるプリツカー賞を受賞した世界的な

美しい斜面が織りなす近代的なデザインで、世界規模の非定型建築

建築家、ザハ・ハディドについては私も聞いたことがあります。
「ヘイダル・アリエフ文

としても名を馳せています。

化センター」
、
「スコットランド・グラスゴー交通博物館」など、彼女が設計した建築物の
特徴は、曲面を積極的に活用した流線型の構造。２０１４年会館したトンデムンデザ
インプラザにもにも彼女ならではの独創的なデザインがそのまま生かされています。
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住

所

アクセス

チョンロ区チョンロ ５１

地下鉄１号線 チョンガク駅 ３・３-１番出口から
徒歩２分

狎鴎亭 ギャラリア百貨店
アプ ク ジョン

3-1

鍾路タワー

住

ア ク セ ス

3
１号線 チョンガク駅

クァンファムン方面

所

チョンロ３ガ駅方面

お問い合 わせ
ホ ームペ ージ

ギャラリア百貨店
WEST店

ソンスデギョ南端
十字路方面

カンナム区アプクジョンロ ３４３ ギャラリア百貨店

プンダン線アプクジョンロデオ駅 １・２番出口から徒歩１分

漢江方面

ベン・ファン・ベルケル(Ben van Berkel)の

ハク洞十字路方面
プンダン線アプクジョンロデオ駅

鍾路タワー
チョン ロ

アングク洞十字路方面

ラファエル・ヴィニオリ(Rafael Vinoly)の

7

ギャラリア百貨店
EAST店

1

2

チョンダム十字路方面

０２-３４４９-４１１４

http://dept.galleria.co.kr/

ソウル旧市街の中心地、鍾路は、
ビルが雨後のタケノコのごとく林立している街です。

サリーが次に連れて行ってくれたのは、狎鴎亭にあるギャラリア百貨店です。平凡な

この高層ビル街の中でひときわ目を引くのは、鍾路のランドマーク、
「鍾路タワー」
で

デパートビルを想像していた私は、刻一刻と色を変えながら街を華やかに彩るギャ

す。
その堂々たる佇まいも圧巻ですが、
ビルの最上部が３本の柱に支えられ、空に浮

ラリア百貨店の美しい外観を見て、言葉を失いました。

いているように見えるユニークな造りもとても印象的です。
「鍾路タワーを設計した人は、
ラファエル・ヴィニオリという建築家なの。彼

「どう？素敵でしょ！このギャラリア百貨店の外観をデザインしたのは、ベン・
ファン・ベルケルという建築家なの。
ジュリーも聞いたことあるわよね？」

は周辺環境と建築の調和に特にこだわっているそうよ。
」

ベン・ファン・ベルケルは、オランダ出身の建築家でDNAの２重螺旋をモチーフに

鍾路タワーのユニークな構造は「環境配慮」
と
「疎通」
を重視するラファエル・ヴィニオ

したメルセデス・ベンツ・博物館を設計したことで名高い「非定型建築」の巨匠。彼

リの建築哲学によるものだとサリーが説明してくれました。単純な箱型ビルが立ち並

は、２００３年狎鴎亭にあるギャラリア百貨店の外観リノベーションを手掛け、平

ぶ都心のど真ん中にそびえ建ち、空洞になっている上層部と、開放感溢れる総ガラス

凡なデパートを華麗に変身させました。４５００ものLEDと七色の反射板を身にま

張りのデザインが見どころの鍾路タワー、見ているだけで爽快感抜群です。

とい、夜の街を鮮やかに彩る狎鴎亭ギャラリア百貨店。一味違うソウルの夜景を楽
しめます。
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付録．私のソウルストーリー
私のソウルストーリーノートは

皆さんの「ソウルの中の世界旅行物語」を記録できるノートです。

ソウルに私の足跡を！
マイ・ソウル・コース

自分ならではのオリジナルコースや、
また行きたいスポット・食べたいものなどの
簡単なメモに活用するなど、

ご自由にお使いください。

フィリピンマーケットの活気をもう一度！
今日はどこに行こうかな！

ノートをご記入の上、
切り取り線にに沿って切り取り、

ミョン洞観光情報センター（９ページを参照）、
または、
インチョン国際空港、
キンポ国際空港の
ソウル観光情報センターにお持ちいただくと所定の記念品を進呈いたします。

お寄せいただいたノートの内容は、
ソウル観光資源の開発に反映させていただきます。
(＊空港内のソウル観光情報センターの位置は125ページのマップをご参照ください)
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また行きたい！
私の一押しスポット

国 籍
性 別
お名前
年 齢

116

清渓川沿いを散策してチヂミを食べにクァンジャン市場へ。
また清渓川に戻って東大門市場へ向かうコースが最高！

117

アンニョンハセヨ？?
ソウルで出会った人々

国 籍
性 別
お名前
年 齢

118

梨泰院で会った「動く観光案内所」
赤いユニフォームの親切なガイドさん
119

やみつきになる極上の旨さ
私のおすすめグルメ

国 籍
性 別
お名前
年 齢

120

梨泰院キョンリダンギルのマッグパイでケビンと一
緒に飲んだ自家製手作りビール忘れられないわ！

121

ソウルに望むこと
ソウルについてのご意見・ご要望をお聞かせください

国 籍
性 別
お名前
年 齢

122

123

インチョン国際空港旅客ターミナル１階ソウル観光情報センター 東・西
ご利 用 時 間

お問い合わせ

07:00 - 22:00

032-743-3270 (東)、
3272 (西)

GATE 10

GATE 5

キンポ国際空港国際線１階ソウル観光情報センター
ご利 用 時 間

お問い合わせ

国 籍
性 別
お名前
年 齢

124

10:00 - 22:00

02-2660-2486

お手洗い/エレベータ

お手洗い

エスカレータ

GATE 2

125

一目で見渡すソウルの中の世界
第１章. 世界が集う街、
ソウル
1

華僑の郷愁がにじむ街、
ミョン洞

2

眠らない街で自由を満喫、梨泰院

ソウルウォーキングツアー

ソウルの歴史と文化、
自然に触れ合う健康なウォーキングツアーをご用意し

B2
B2

18

5
6
7

19

A2
賑わう華僑市場、テリム洞
A3
リトル東京、
トンブイチョン洞
B3
モンゴルタウン、
クァンヒ洞
B2
意外な穴場でネパール本場の味を堪能、 B2
華僑たちの心の拠りどころ、
ヨンナム洞

芸術の通りで掘出し物探しを、
ベトナム人の触れ合いの空間、往十里

20

10

アメリカ人宣教師の足跡を追って、

B1

21

南米の情熱を満喫する、弘大入口

B2
A2

都心の中でゆったりとしたひと時を、

B3

プチフランス ソレマウル

B2
A3
15 トルコの伝統文化が息づく、
アンカラ公園 A3
13

ドイツ文化漂う ハンナム洞

14

イギリス聖公、会との深い友情、聖公会大学

ソウルの街角で出会うアフリカ、
オセアニア
16

アフリカを覗く、イファシジャンギル

B2

（梨泰院）
17

サンキュー！オセアニア、龍山戦争記念館

C2

ハリウッドスターとの触れ合いの場、
ソウル

B2

22

ティム・バートンの落書き発見！、

B2

動く観光案内所

観光客の利便性向上のために、
インフォメーションの
「ⓘ」
の文字が書かれた赤いユニフォームの

観光通訳案内員が、
周辺地域の案内からグルメ情報・観光名所・宿泊・忘れ物・プライベートなト

ラブルまで、
様々なガイドサービスを提供しています。
下記のエリアから
「動く観光案内所」
を探し
てみてください。

• 運営地域：ミョン洞、
南大門、
新村、
梨泰院、
東大門、
北村、
弘大、
サムチョン洞、
シンサ洞、
クァンジャン市場

B2

23

ジェシカ・アルバを魅了した夜市、東大門市場

24

韓国の香りが漂う海外スターの定番コース、B2
インサ洞
青春の活気に触れる、弘大クラブ通り

A2

ソウルに息吹を吹きこんだ世界の建築家たち
26

マリオ・ボッタの江南 キョボタワー

27

ザハ・ハディドのトンデムンデザインプラザ

B3
B2

観光警察

大勢の外国人観光客が訪れるミョン洞、
梨泰院、
東大門、
インサ洞、
清渓川、
市庁周辺に配置され、

観光地犯罪の予防や違法行為の取締り、
観光トラブルや苦情の解決、
観光案内など様々な観光サー

ビスを提供しています。

• 勤務時間: 年中無休/9am – 11pm

（観光案内電話コールセンター）
• 連絡先：１３３０

/ DDP

ソウルの街角で出会うヨーロッパ
12

子どもたちを愛したマイケル・ジャクソン、

市民の憩いの場、チョンゲ広場

B2

チョンドンギル
11

B2

子供大公園

25

ソウルの街角で出会うアメリカ

メタリカ、豚との口づけをもう一度、南大門

クァンジャン市場

フィリピンマーケット、ヘファ洞
9

B2

市場

チャンシン洞
8

ジャッキー・チェン、俳優の夢を育てた下積
み時代、
ミョン洞

第２章. ソウルで楽しむ世界一周旅行

4

• http://dobo.visitseoul.net

海外スターのソウル訪問記

ソウルの街角で出会うアジア
3

ています。
「文化観光解説士」
とともに充実したストーリーが楽しめる無料の

ソウルツアーにご参加ください。

第３章. I ♡ SEOUL

28

ラファエル・ヴィニオリの鍾路タワー

29

ベン・ファン・ベルケルの狎鴎亭 ギャラリア
百貨店

B2
B2

ソウル市観光トラブル・苦情相談窓口
電話

• ソウル市コールセンター ０２－１２０
• 韓国観光公社 １３３０

E-mail

（タクシー・コールバンの料金トラブル）
• ソウル市「交通不便申告センター」

: happyride@seoul.go.kr

• 韓国観光公社「観光不便申告センター」: tourcom@knto.or.kr

• E-mailによる通報・相談の際は、
お名前と連絡先、
通報･相談内容に

関連する情報（店舗名・カーナンバー・利用日時）を具体的にご記入ください。

B2
ソウル発見

QRコードを読み取ると、
ソウルの5大観光名所物語がご覧いただけます。
(５大名所：漢江、漢陽都城、東大門、
ハングル・カオンギル、漢城百済)

ソウル発見は「ソウルストリーテーリング観光名所化プロジェクト」の一環として作られたブランドで、

「ソウルの中の世界旅行」を始め、今後様々なソウルのストリーテーリング観光資源を拡大していく予定
です。ご関心とご協力の程、
お願いします。

・２０１３年: ソウル５大観光名所 ・２０１４年: ソウルの中の世界物語旅行

www.VisitSeoul.net

