
ナルゲ（つばさ）23号1999年９月 10日 （1）

232323
発行：ケイビーエス株式会社 編集長：高允樹／副編集長：太田晶子 編集：KBS企画部

〒544-0033／大阪市生野区勝山北2-16-17／電話06-6716-5665／FAX06-6711-2104／E-mail:kbs@kbsjapan.com

　中国旅行をした。駈け足の旅行ではあったが、やっぱり百聞は一見
に如かず、とはよく言ったものだ。聞くと見るでは本当に違う。
　5月のはじめ頃、韓国にいる友人から中国へ行こうと誘われ、オー
ケーと簡単に応じて行くことになった。韓国のロッテ観光のツアーに
参加した。上海から、蘇州、杭州、桂林、西安、北京へ、ぐるりと中
国の代表的なところを見廻ったことになる。
　感じたことは、壮大だということ。なにも国土の広さを言うのでは
ない。やることがどでかいということだ。例えば秦の始皇帝、この皇
帝は50歳で亡くなったのにその生きている間にいろいろと、えらいど
でかいことを成し遂げている。兵馬傭のようなものをつくったり、万
里の長城、これはすごい！高い山のてっぺんに、あんなものが建てら
れるなんて、いったい、どこからそんな力が出てくるのだろう。それ
から西太后、自分が休むための公園をつくってあるのだが、そこにあ
る湖が琵琶湖の半分ぐらいの大きさではないかなあ。
　日本には中国人旅行者がたくさんいる。たくさんいるように見える。
しかし、実際は昨年の統計によれば韓国96万人、台湾87万人に対し
て、中国は45万人である。

　それぞれの人口に比べれば中国は少なすぎる感がある。それもそう
なんだ。実は中国人に対しては観光ビザが認められていない。そう、
中国からは日本に来るためには、留学とか、ビジネス、または親族訪
問で来るしかない。
　これが、こんど団体旅行に限ってビザなしで日本観光が認められる
とのことだ。そのうち近い将来、観光ビザもオーケーになるはずだ。
そうなってくると、中国と日本の交流はますます活発になる。
　もうひとつ、中国旅行で感じたのだが、中国には印刷物が少な過ぎ
る。日本でならば、パンフレットや地図等いやというほど、いろいろ
な種類のものを配ってくれる。
　ということは中国ではこれからなのだ。印刷物一つ見てもこのよう
な状態なんだから、あらゆる物に可能性があることが考えられる。多
くの人々がいる。この人たちが経済的に豊かになってくるにつれて経
済効果は計り知れない。
　もうすぐ21世紀、この21世紀が楽しみだ。その時はアジアがもっ
と発展して、世界の中心になっているかもしれない。

高　仁　鳳　(ko inbong)
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　６月23日、�降りしきる雨の中でひっそり
と藤井寺球場最後の試合が行われた。
　観客は5000人。平日で相手がロッテ、さら
に悪天候では無理もないか。
　途中の２度の中断時にぞろぞろと帰ってい
く客も多かったので、最後は2、3000人ぐら
いまで減っていただろう。
　試合は狭い藤井寺らしく４本塁打が飛び出
す乱打戦となり、最後は的山がサヨナラヒッ
トを放ち10－９でけりが着いた。

　僕は小さい頃から近鉄が好きだったが、藤
井寺に行くようになったのは大阪ドームに本
拠を移す前年からだ。
　皮肉なことに、近鉄は大阪ドームに本拠を
移してから、年に数試合組んでいた藤井寺の
試合では１度も負けなかった。そのおかげも

あって、最後の試合も入れて藤井寺観戦歴は
６戦全勝で幕を閉じることとなった。
　
　このところ、たて続けに日生球場、大阪球
場とパリーグの古き良き時代を支えてきた舞
台が取り壊され（もっとも大阪球場はとっく
に本来の役目を終えてはいたが）大阪では藤
井寺を残すのみとなった。　
　藤井寺はどうやらこの先も２軍の試合で使
われ、取り壊されることはない。どうせ残す
のなら、年に１試合だけでも１軍の試合も
やってほしいものだ。
　藤井寺で見たい理由は、ただ単に相性がい
いだけではない。
　藤井寺のブルペンは外野席のすぐ前にあ
り、バックネット裏に座らずともプロの球を
間近で見ることが出来た。ラッキーゾーンが

　「このテーブルの向こう側は、北朝鮮です。
どうぞ、足を踏み入れて下さい」。板門店の、
あの有名な軍事停戦委員会の会議場。女性ガ
イドに言われ、妙な違和感を覚えた。この分
断線は半世紀の間、鉄の意思をもって、人々
を隔ててきたのだから。（写真1）
　新聞記者をしている私は、７月末に韓国に
旅行し、板門店日帰りツアーに参加した。ソ
ウルから、わずか４０キロ。バスで幾重もの
有刺鉄線や壁のバリケードを抜け、たどりつ
いたのが、青壁の会議場だった─―と、いう
わけだ。
　向こう側では、双眼鏡をのぞく北朝鮮兵
士。「刺激するといけませんので、手を振った
りはしないで」とガイドさん。

　私も持
参した双
眼 鏡 で
“応戦”し
たが、目
が合った
気がして
反射的に
双眼鏡を
外した。私の気が弱いのか、そんな緊張感な
のである。
　会議場の中では、なぜか行き来は自由。屈
強な韓国兵の横を通ってテーブルの向こう側
に行くと、「遠くに来たんだ」と実感した。他
の日本人観光客は、無邪気にも兵士と並んで

写真を撮っていたが─―。
　近くの高台からは、北の大地が眼下に広が
り、畑仕事をする農夫が見えた。「山に木が少
ないでしょ？。石油燃料がないから、冬は薪
にして体を温めるんです」とガイドさんが言
う。ソウルでは、若者たちがゲームセンター
で、音楽に合わせてステップを踏む日本と同
じゲームに興じているというのに。この現
実！！。
　「板門店はもはや、必要ない」と、板門店の
あのテーブルで決めることができるのはいつ
の日か。単純かも知れないが、その日の取材
に備え、言葉を勉強することにしたのであ
る。
　最後に、この旅ができたのは、私を韓国に
「引きずり込み」、板門店ツアーの予約をして
下さった高社長のおかげです。重ねて感謝い
たします。

＋＋＋＋
韓国入りは、プサンからだった。夜の屋台に
行った。これはすごい！私の心をうきうきさ
せた。（写真2）

廣瀬和勇（読売新聞社会部記者）

プサンのズラーと並んでいる
ポジャンマチャ（屋台）

コラム
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　まず最初に紹介したいホームペー
ジ（以下HP）は、かなり有名だが
「日刊スポーツ」のHP。スポーツ
新聞と言えば目を引く為に一面に
趣向をこらした物が多く、このHPはその
一面が見ることが出来る。また、この新聞は
関東版なので、関西では阪神が一面に載って
いても、このHPの一面は全然違うものだっ
たりするのも面白い。その他の読み物もなか
なかするどい物が載ってる。もちろん、関西
版の一面や記事も見ることも出来る。
　同じ新聞系なら、サンスポの「ZAKZAK」も
オススメだ。こちらは、朝・昼・夕と１日に
3回更新されるので、いつでも新しい記事が
読める。日刊は真面目な記事が多いが、サン
スポは芸能関係が多いので、好みに合わせて
選ぶとよいだろう。
　今年から、プロ野球オールスターゲームの
ファン投票がインターネットから出来るよう
になり、毎日１回の投票となるが好きなチー
ムや選手に毎日投票してオールスターに導く
ことも可能になった。
　私は関西でも珍しいドラゴンズファンだ
が、関西で肩身の狭い思いをしている、ドラ
ゴンズファンにたまらないのが「HOSHINO
★EXPRESS」だろう。毎日（移動日でも）星
野監督のコメントが載っており、ファンの質
問に監督みずから答えるというコーナーも
あって、ファン必見の内容となっている。質
問はメールで送り、毎週監督が答えるという
形をとっていて、ドラゴンズファンでなくて
も質問してみる価値あり！！！
　現在のアメリカはオンラインショップが買
い物のかなりの割合を占めていると言われて
いるが、決算の問題などもあり、日本ではま
だまだ普及していないのが現状だ。そこで一
足お先にオンラインショッピングを体験した

い方は、Yahoo
の「Let's TRY! Online
Auction」がいいだろう。こ
のHPはショッピングといっても、
欲しい商品をただ買うだけでなく、オーク
ション形式に落札する形を取っており100円
からベット出来るようになっている。まだ始
まって間も無いので、新しいパソコンをゲッ
トしたい方は、今がチャンス！もしかした
ら、パソコンが100円で買える……かも。
　ちょっとしたゲームやフリーソフトを手に
入れたいのなら、「ベクターソフトニュース」
がオススメ。こちらは、水曜日と土曜日に更
新されるので、すばやくお手軽にしかもタダ
（一部お金もかかる物もある）でソフトが手
に入る。圧縮・解凍ソフトは、もちろんの事、
麻雀やパズルなど仕事の合間にちょっと息抜
きしたい時に出来る物まであり、どれも「こ
れがタダなのか？」と思えるほどの秀作ぞろ
いだ。
　チケットやイベントの最新情報を手に入れ
たい方は、「ぴあ」のHPがオススメだ。同名
の本よりは情報量が少ないが、大体は押さえ
てあるので HP を見て、興味のある記事が

載っていたら本を買えば、節約になるかもし
れない。情報系なら、「関西ウォーカー」など
が載っている「Walkars Net」もある。その場
所に密着したタウン情報が載っているので、
そこへ旅行や出張に行く人は、チェックして
から行けばおいしい店やたのしいイベントな
どにめぐり会えるかもしれない。
　関西の映画好きなら、「関西ムービース
ポット」がいい。HPの中身はすっきりシンプ
ルな作りとなっており、好感が持てる。項目
は「独断映画アンケート」「アンケート回答
集」「上映中の映画」の３つしかないが、
「独断映画アンケート」は、自分の見
た映画の論評がHPに送れる仕組み
になっており、送った論評は「アン
ケート回答集」に掲示される仕組み
になっている。「上映中の映画」は、メ
ジャーなタイトルしか載っていないので

「マイナーな映画が好き！」というファン
には物足りないが、私の様に話題作しか見
ないミーハーファンには十分だろう。ここに
は、放映してる映画館とタイムテーブルが
載っているので、映画を見に行く前にチェッ
クを入れておけば大いに役立つ。
　最後に、KBSホームページも忘れずにね。
「http://kbsjapam.com」
上記掲載アドレス

「日刊スポーツ」
http://www.nikkansports.com/

「サンスポ ZAKZAK」
http://www.zakzak.co.jp/

「HOSHINO★ EXPRESS」　
http://www.hoshino.ntc.ne.jp/

「Let's TRY! Online Auction」　
http://www.yahoo.co.jp/docs/ad/onsale/

「ベクターソフトニュース」　
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/index.html

「チケットぴあ」
http://www.pia.co.jp/

「各種ウォーカー」
http://walkers.channel.or.jp/index.html

「関西ムービースポット」
http://www.yo.rim.or.jp/~yamaco/index.htm

あった頃の甲子園のような感じだが、身近か
さはあれの比ではない。
　そして、なんといっても見やすい。大阪
ドームがあまりにも見にくいために余計にそ
う感じるのかもしれない。大阪ドームの外野

スタンドのなんと死角の多いことか。フェン
ス際の打球は、まったく見えない。そう、ギ
リギリ入ったホームランもしばらく経たない
と入ったかどうかもわからないのだ。大阪
ドームの目玉のひとつであろう、大きなスコ
アボードも最前列か２階席にでも座らない限
り、外野席からは見えない。
　すべてのホームグラウンドを見て回ったわ
けではないが、この外野席の扱いの悪さは12
球団中ワーストだと思う。
　観客動員もドーム元年こそパリーグ２位ま
で躍進したが、翌年以降は大きく下降線をた
どっている。もちろん、ドーム見たさのにわ
かファンが来なくなったことが一番の理由か

もしれないが、この外野席の見にくさがファ
ンの足を遠ざけていることは間違いない。
　横道にそれてしまったが、詰まるところ巨
額を投じたドーム球場も「野球を楽しむ」と
いう点では、来年から使わない藤井寺球場に
劣るということだ。
　とはいえ、設備などはドームとは雲泥の
差。プレイする選手にはかなり不評だった
り、グッズの売れ行きや、プロ野球全体の
ドーム化への流れを見てもやむを得ないとこ
ろだろう。
　これから先は、次代を担う２軍の選手や高
校球児の飛躍する場として、末永く活躍する
ことを願うばかりである。
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西表島横断作戦

　昨年の暮れ、私と友人は西表島にいた。実
は夏にも来ている。夏に来た時と同じキャン
プ場で夜、翌日からの横断作戦の計画を練っ
ていた。キャンプ場
はその年の夏に比べて人も少な
く、また、いくら亜熱帯気候と
いっても年の暮れ、半袖のT
シャツでは少し肌寒く、さらに
照明はロウソクのみという一
種異様な雰囲気の中で話し合
いは続いた。当初、我々はこ
の作戦を１泊２日行程で行
うと想定してい
た。しかし、
１泊する
とどう
しても
荷物が多
くて持てな
いくらいに重くなってし
まうのである。私の場合、その重さのほとん
どはカメラの機材である。それだけでもかな
り重い。友人にしても訳の分からないモノで

林局の看板と、木の枝に貼ってある赤や白の
ビニールテープを頼りに進む。もちろん道は
舗装されていない。しかも歩く人が少ないか
らか、所々で行き止まりのようになってい
る。我々は慎重にビニールテープを確認しな
がらゆっくりと進んだ。いや、ゆっくりとし
か進めなかった。川の支流をザブザブ渡り、
崖に吊してあるロープをのぼり、倒木をまた
ぎ、くぐり抜け、休憩をとりながら進んだ。親
切なことに、たまに大富（最終目的地）まで
何kmと表示してある立て札がある。何度か
その立て札を見ているうちに私は愕然とし
た。大富までは10数kmくらいなのだが、我々

既にものすごい重さになっている。その上テ
ントやら寝袋やら食料やら持っていったら途
中で歩けなくなってしまうだろう。この時点
でかなりシロウト丸出しである。我々は必要
最小限の食料と装備で日帰り行程で挑むこと
にした。もっとも、ガイドブックには徒歩で
７～８時間と書いてあったし、十分行けそう
な気はしていた。

いよいよ出発

　翌日の朝、
我々は浦
内川の
観光船
で上流

へとさか
のぼった。
船着き場で
下船、マリ

ウドの滝、カ
ンピレーの滝を

経ていよいよ横断
コースに入った。とん

でもない道だった。ある程度は予想していた
が、ほとんどケモノ道である。たまにある営

　最近私は、かなり大規模な作戦を続けて実行した。昨年の年末には西表島横断、５月には屋

久島の縄文杉までの登山である。本格的に登山をされる方にとって、この２つはさほど困難で

はないだろうと思う。しかし私は地図の見方やコンパスの使い方もあまりよくわからないドシ

ロウトであり、恐ろしいことに極度の方向音痴でもある。（先日も箕面で３時間コースのハイ

キングをしたが、なぜか８時間以上かかってしまった。なんでだろう？）ともあれ、この２つ

の（私にとっての）大作戦の顛末を簡単に記しておきたいと思う。

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

▲サキシマスオウノキの板根

西表島にはたくさんの珍しい生き物が住んでいる。シダのバケモノ

のようなヒカゲヘゴ、巨大な板根を持つサキシマスオウノキ、岩の上

をピョコピョコ動き回るハゼ、引き潮になるとワンサカ現れるコメ

ツキガニ。そしてなんといっても鋭い眼差しで獲物を狙うカンムリ

ワシ。カッチョエエ。次はイリオモテヤマネコを見てみたい。

～西表島で見かけた生き物～

▲マングローブの森

▲ハゼの仲間

ミナミコメツキガニの群れ▲ヒカゲヘゴ

カンムリワシ

マック部　　高　允　哲

ジャングルを行く
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のペースは１時間に１ km も
進んでいないのである。（日帰
りでは無理だ）と私は悟った。
友人は気づいていないようで
あるが、あえて話さなかった。
歩いている内にこの道のパ
ターンが読めてきた。基本的
に浦内川を遡っていく道で、
先ず登り、そして下って川に
出る。それを渡るとロープが
垂れているか、急な上り坂で
ある。これの繰り返しである。
川を渡った後が危険で、目印
のビニールテープを見失いや
すい。夜は過ごしやすかった
この島の気候もさすがに昼間は暑く、我々の
体力をどんどん奪っていた。それでも川の水
がすぐに手に入るのがすごくありがたかっ
た。お互いを励ましあい、妙な歌を歌って疲
れを紛らわせながら進んだ。午後４時。歩き
始めて約６時間、それだけ歩いても全行程の
約半分も進んでいなかった。さすがに友人も
日帰りは無理ということに気づいており、何
度か目の休憩の時、今日は何とか第一山小屋
跡まで行って、そこでビバークしようと話し
合った。その時には既に私は（こんな重たい
カメラの機材を持ってくるべきではなかっ
た）と後悔していた。我々の進むのが遅い理
由の第一はなんといってもこの重い装備であ
る。最初は平気だったその重さもだんだん拷
問のように思えてきた。それでもたまに立ち
止まって写真をとっている私の姿を見て友人
はかなりあきれていたようだった。午後６
時。第一山小屋跡にはまだ着かない。辺りは
かなり暗かった。そのうちに真っ暗になって
しまってもまだ着かなかった。ライトがある
とはいえ、夜の山歩きや川渡りはかなり危険
で、しかも頼りの目印がかなり見つけにくく
なっていた。我々は焦っていた。その時、人
の声がした。

ビバーク決行

　向こうの方でチラチラと明かりが見える。
数分歩くとやっと 20 坪ほどの空き地に着い
た。第一山小屋跡地である。でかいテントが
２つ張ってあり、６人くらいのいかにもベテ
ランハイカーといった風体の人々が夕食を食
べていた。「お疲れさま」と声をかけられて、
正直かなりホッとした。ここは一丁、景気付
けに焚き火でもしたいところだが、国定公園
内の焚き火は禁止である。我々は非常食料の
カロリーメイトのみの簡単な夕食を済ませ
た。隣のハイカーの内の一人が「これどうぞ」
と分けてくれたシーチキンがすごくうまかっ
た。とりとめもない話や、明日の予定などを
話し合ってるうちに少し肌寒くなってきた。
「そろそろ寝るか」我々は粗末なシートの上
に寝袋もなしで寝ころんだ。私は普段から寝
付きの悪い方で、寝付いてしまうまで時間が
かかるのだが、隣のHもかなり寝にくそうで

ある。しばらく経つと友人は「寒い」と言っ
て歯をガタガタいわせながらゴミ袋をかぶり
だした。そのうち私の方も寒気がしてきて我
慢できなくなってきた。山の中は夜、かなり
冷え込むようである。我々は長袖のシャツに
ゴミ袋をまとってほとんど一睡もできずに朝
を迎えるハメになってしまった。ようやく朝
が来て、我々は出発の準備をした。さすがに
昨日の重労働と空腹、睡眠不足でフラフラで
あったが、太陽の温かさが何より有り難かっ
た。二人とも紫色の唇に血の気が戻ってくる
頃にはどこからかまた気力が湧いてきた。そ
こからの歩行はかなり楽になっていた。川を
かなり上流までさかのぼり、川幅は３メート
ルほどになっている。登り下りが減ったうえ
に川を渡るのも楽になった。昼をだいぶ過ぎ
た頃、急に目の前が明るくなった。今まで空
をおおっていた木々がなくなったのである。
「やったー！！」思わず声が
出る。我々は森の終点、林道
に出たのである。ここからは
もう楽な道である。車の通っ
た跡もある。目印も探さなく
てもいいし、川を渡ることも
ない。それから２時間半後の
３時15分、我々はついに終着
点である大富バス停にたど
り着くことが出来たのであ
る。

無事に帰れたのだが…

　キャンプ場に戻った我々
は疲れ切ってはいたが、夜遅
くまで話をした。よくぞがん
ばったと相手と自分をたた
え、夜は凍死するかと思った
とか、道がわからなくなった
ときのこと、ひもじかったこ
と、私が木の根をヤマネコと
間違えたこと、友人が崖から
落ちたこと等など、とめどな
く話が出てきた。しかし翌
日。1998年の大晦日、私は日
の出を撮ろうと早朝から出
かけた。そして９時頃キャン

プ場に帰ってくると、友人の様子がおかし
い。西表島横断で彼は全ての力を使いきって
しまったのであろう、すっかりウツ状態に
なってしまって、ほとんど話をすることがな
くなってしまった。私はこの旅行以来彼とは
会っていない。

縄文杉をナマで見てみたい

　屋久島は前々から行きたいと思っていたと
ころである。ある日、世界遺産という番組で
たまたま屋久島の紹介をしていた。いいな
あ、行きたいなあ。有名な縄文杉が映し出さ
れて私は思った。いや、行こう。もう決まっ
た。絶対、行く。かくして衝動的に決めてし
まって、後日飛行機や船、宿やレンタカーの
手配を済ませた。
　鹿児島からの船は人だらけでさながら奴隷
船のようであったが、屋久島に着いてしまう
と人も車も少なく、また５月にもかかわらず
真夏のような陽光で、私は簡単に浮かれてし
まった。次の日からいよいよ縄文杉までの登
山である。今回は前回の西表島での失敗を生
かし、綿密な計画を練り、装備を調えていた。
テント、寝袋、マット、携帯食料、コンロ、雨
具等など。しかし、性懲りもなくまたもや重
いカメラ機材と三脚を持っていくことにし
た。今回の登山は西表島に比べ、歩行時間に
余裕を持って、ガイドブックには日帰りと書
いてあるのをわざわざ１泊する事にしてい
た。時間に気をとられるのは嫌だったし、縄
文杉をはじめとする巨大な屋久杉ををじっく
り見たかったのである。出発の日、私と友人
は早朝から車で登山口まで意気揚々と行った

▲かなり広い浦内川も遡っているうちにこんなに狭くなった。

縄文杉

▲
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のだが、そこで我々の見たものは、巨大な観
光バスと、多くのタクシー、レンタカーだっ
た。駐車場は満杯、路上駐車し放題で、だい
ぶ早く出たと思っていた我々はかなり甘かっ
たことを思い知らされた。結局登山口から歩
いて１時間くらいかかるところに車を止め
て、出発。しかし、なんと人の多いことか。街
中に人がいないと思ったら山にたくさんい
た。縄文杉までの道のりの半分はトロッコの
軌道敷きの道で、かなり楽チンである。我々
は山を見ながら平坦な道をどんどん進んで
いった。昼前、線路のなくなるところで早い
食事を済ませ、いよいよ山に入っていった。
しかし、ところどころ人の手が加えられてあ
り、階段まであってかなり登りやすかった。
奥に進むにつれて木が大きくなる。三代杉と
か翁杉とか名前のついてるものはもちろん巨
大だが、そこら辺に普通に生えている木でも
思わず「おお」と声を上げてしまうくらい大
きかった。そのうちウィルソン株に着いた。
それはでかい切り株で、周りには大勢の人が
休憩している。我々もリュックをお
ろし、切り株の中に入ってみ
た。中では水が湧いて
いて「延命水」と立て
札があった。命が
延びたのかどうか
は分からないが
休憩して
いるうち
に疲れ
もとれ、
さあ、
もうひと
がんばりと
再びリュック
を背負って歩
き始めた。この
ペースなら楽勝だ
なとかなり余裕も
あった。

しかしちっとも楽勝ではなかった

　道はここに来てかなり険しくなってきてい
る。親切な階段などもなくなり、あの西表島の
道を彷彿とさせた。それからはもう必死だっ
た。周りの巨木を見る余裕もなくなり、クソ
重い写真機材に耐えながら前へ進んだ。
（やっぱりもっと機材を減らすべきだった。
実際ほとんど使わなかったレンズもあった。）
縄文杉にたどり着いたのはウィルソン株から
３時間ほど経ってからであった。縄文杉は展
望台の上からしか見ることができない。大勢
の観光客によって根が踏まれて木が弱ってし
まうのを防ぐためだ。展望台を一気に登って
私は、あれほど見たがっていた縄文杉を一別
しただけで仰向けになって寝っころがり、数
分間休んだ。普通に呼吸できるようになって
きてから私は気を取り直し、メガネの曇りを
とって改めて縄文杉を眺めた。「でかい」。今

まで見てきた大きな木がまるでこの
縄文杉の引き立て役のようにさ

え思えてくる。これま
でテレビや写真、ポ
スターなどで何度
も見てきたもの
であったが、明
らかに別のもの
であった。何か、
木の精のようなも
のが棲んでいる雰

囲気がある。ずうっ
と見ていても飽きそう

もなかった。私は「この
感じを写すのは無理だろう

な」と考えながらも何枚も写真を

撮った。
　そこから10分ほど歩いたところに旧高塚小
屋がある。登山者のための無人小屋である。
案の定小屋は人であふれており、それどころ
か周りに無数のテントが張られていた。我々
は適当なところでテントを張り、食事をとっ
た。その後私は居ても立ってもいられなく
なってもう一度カメラを担いで縄文杉を見に
行った。もう辺りは薄暗い。しかし、薄暗い
中で巨杉の白っぽい幹がボウっと浮かび上
がってまた違った味わいがあった。
　翌日は大雨だった。私は早朝に起きて合羽
を着てまた縄文杉を見に行った。そしてテン
トを片づけて下山準備をして帰り際、最後に
もう一度見て下山した。激しい雨の中で見る
縄文杉もやはり、素晴らしかった。

屋久島は雨の島である。山間部は10,000ミリ以上の雨が降ると

もいわれ、ヤクスギはその恩恵を受けて巨木となり、その姿は見

る者の心に訴えかけるものがある。ちなみにこの島は中心部に九

州最高峰の宮之浦岳(1935m)をはじめ、1500mを超す高峰がそび

え、冬には雪が積もるため洋上アルプスとも呼ばれている。

▼三代杉
▲翁杉

日没後の縄文杉▲

～ 巨大な
ヤクスギ～

　はじめまして。６月に36歳になった、
nonです。妻は韓国人、子供は３人
（５，３，１歳）です。１年間の遠距離恋
愛の末、結婚して約７年、大阪市東淀川区
に住んでいます。今日は、皆さんのお役
に立てればと思い、私のホームページを、
紹介させていただきます。
　韓国に電話するのに、まだ、高い料金
を支払っている方はいませんか？ここで
紹介する「SKYNETカード」を使えば、１
分24円です。（定価の２割引で販売して
いるので）コールバック方式ではなく、か
けるときの番号が少し増えるだ
けです。他にも、FAXを送れたり、韓国
からもかけれたり、携帯からもかけられ
る、機能の充実した「ハナロカード」を、
定価の２割引で販売しています。

　遠距離恋愛中に電話料金に悩まされた、
私（non）が、今も探し続けている、安
い電話の紹介ページです。もちろん、韓国
以外にもかけられます。
　また、韓国語のことわざの紹介もして
います。韓国語の発音には、限界を感じた
私（non）は、努力する方向を変えました。
「どうせ日本人とわかる発音でしかしゃべ
れないのなら、しゃべる内容で勝負だ。う
まいタイミングでことわざを言えるよう
になれば、かっこいいだろう。」これがこ
とわざの勉強の動機です。一緒に勉強し
ませんか？
　関心のある方は、１度覗いてみて下さ
い。URLは、
http://www.pure.co.jp/̃non/index.html

Korea-mlメンバー　野中　弘充格安国際電話



�� �� !"OP�NVVV�� NM� �T�

�� !"#$%&'%()*+,-./01

あなたの今使っているパソコンまたはワープロで、「なるげ」と入力して、漢字変換してみてく
ださい。
「成毛」と出ますね。
そう、マイクロソフト株式会社の社長名は、「成毛　真」なんです。
KBSの社内報「ナルゲ」とどんな関係？

Mac部　カク

「小葱拌豆腐、一清二白＊」という熟語は中国
ではほとんどの人々に知られています。盛夏
の際、ここで皆様に「小葱拌豆腐」という前
菜の作り方を紹介します。
■材料：
・ 絹ごし豆腐一丁
・ 青ねぎ2～3本
・ 薄口醤油適量
・ ゴマ油適量
・ 塩と味の素適量
■作り方：
・ 豆腐を洗い、しっかり水を切り、一口サイ
ズのサイコロ状に切り、お皿に盛る。
・ ねぎのみじんぎりを豆腐にのせる。
・ 塩、醤油、ごま油、味の素をかける。
・ 食べる際に、箸で軽く豆腐をかき混ぜる
（食べる直前に作った方が良い）
この料理は、味はあっさりしていて栄養もあ
り、作り方がとても簡単で、経済的です。も
し興味があれば、作ってみてください。

＊ネギの青と豆腐の白のように、けじめが
はっきりしていること。

　これは私の個人的なプライベートのweb
ページです。
　私は出かける時DVカメラを引っさげて行
き、気軽に撮り、webにアップしています。
　まあ、日記のような、落書きののような、雑
記帳みたいなものです。でも、けっこうみん
なに人気があるようで、訪れてきます。
http://www.kbsjapan.com/bong

　DTP通販のMulti-Bits から、通
販カタログの中に事例記事を載せ
るための取材にわざわざ東京から
KBSに来社した。
　株式会社テックデザインの斉藤
和弘社長、株式会社ミスミの大野
龍隆さん、櫟恵子さんの３人。
　KBSが30年以上の韓国語、多言
語開発などの歴史を聞いて、感心
をする３人。斉藤さんはKBSの様
子をビデオに収めるやら、写真に
撮るやらでいそがしい。
　実際に作業をしている、多言語のページが
ブラウン管に写されているのを見る、３人は
感動のような声さえ発しているようだ。

　どんな記事になるのか楽しみだ。発行予定
は11月 15日。
　しかし、一方ではKBSのノウハウを他社が
まねて、競争相手が増えるのではという心配
もあるが、この業界に多言語の仕事が活発に
なれば全体的に市場性が大きくなるであろ
う。KBSは永年培ったノウハウで、お客様が
求めるのを、よりよいものを提供してゆけば
いい。
　３人は特に、KBS社内報、ナルゲの多言語
混埴組版、Windows組版に関心が高いように
思えた。
　この時のようすをwebページにも発信して
いるので、覗いてごらん。アドレスは
http://www.kbsjapan.com/multibits/
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会社見学のお礼に、原稿を書きました。

　お客さんから『中近東向けの仕事でアラビ
ア語をやっている所をご存知ないやろか』と
依頼があって、私でさえ真っ先に『KBS』の
３文字がひらめいた。これだけでも凄いこと
で、『オンリーワン』の仕事をやっておられる
KBSさんの強みで、すぐに『できまっせ』と
二つ返事で相手に伝えたが、「いままでハナ
から『でけへん』とばかり思って断っていま
したんや」。こんなやりとりで、今後、いつか
本当に仕事となって来ることを期待し、７月
12日、KBS株式会社を訪問した。
　高社長とは同年齢だが、やっておられる仕
事の中身を比較する方が失礼に当る。多言語
データのできるまでの仕組みの説明を聞きな
がら、頭の中で私の方が高社長より少し勝っ
ているものを必死に探ってみた。
　２つだけ見つかった。ひとつはちょっとだ
け生れが早いことと、自転車。　
　最近、運動・健康を兼ねて市内なら何処へ
行くのも自転車で、その便利さと、周りを見
ることができ、気に入ったらすぐに止めら
れ、おまけに体重が減ったと、『ナルゲ』に書
いておられたが、自転車というものはまさに
一挙数倍の得がある。
　数年前の秋、DTP組合のハイキングの時、
私が担いできたマウンテンバイク（以後
MTB）を少しだけ乗って、相当お気に召した
のか、『これは、すぐに買うな』と直感したが、
こちらの方はどうやらまだで、『今度ソウル
へ行くとき、あちらでMTBで市内を回ってみ
ようと思っている』と言われるので、そんな
ら『向こうで、できればアルミフレームの軽
いMTBを買って乗り回し、帰りに大阪へ送っ

たらどうですか』とアドバイスを送った。
　いずれにしても、Macといい、Winといい、
インターネットのホームページといい、すべ
てが好奇心のカタマリのような高社長のこ
と、それらをすべて会社に取り入れ、仕事に
生かし、ここまでやってこられたのだから、
MTBでは５年先輩ぶってはいるが、そのうち
に私が密かに計画していて、いまだ実行して
いない『富士山の五合目から押したり担いで
もいいから、とにかく3776mの頂上まで上が
り、頂上からは多分乗ってよう下れないから
これも押して下り、五合目からはMTBで車道
を一気に田子ノ浦（０m）まで下り着く』と
いうものだが、うっかり教えると先にやられ
てしまうかも知れない。但し、お腹がもう少
しへっこんでからの話だが。
　関西国際空港が開港して９月で早や５年に
なるが、それ以来大阪市内のあちらこちらや
百貨店などで案内表示板で
多言語をよく見かける。多
分あれはここでやったので
はないかと尋ねてみると、
やはりそうで、その頃は相
当忙しかった（相当儲かっ
た）のだろうと思った。　
　最後に多言語の仕事場を
拝見させてもらったが、ど
んなソフトが組み込まれて
いるのか、私が打っている
同じキーボードをパラパラ
と操って、こちらでは中国
語が、となりではハングル
文字がいとも簡単に出てく
る。
　お目あてのアラビア語も
あった。
　KBSの社員さんから見る
と『何を感心したはんの』と
いうことになるが、やはり、
聞くと見るとでは大違い。
今日２時間お邪魔して、今
後自社で生かせるところを
探り、勉強していきたいと
思った。
　KBSの高社長、社員の皆
様、どうもありがとうござ
いました。

大杉谷・七ツ釜滝（三重県）

　大台ケ原山を水源にもつ大杉谷は、全国に
出しても遜色のない大峡谷だ。
　大台ケ原山が日本有数の多雨地帯のため、
深く浸食された谷は多くの滝や淵、釜を作
り、とりわけ両岸切り立ったＶ字谷を三段に
落ちる七ツ釜は圧巻であった。豪壮な水音を
轟かせて下のエメラルド色の釜まで流れ下る
さまは訪れる者を圧倒する。
　快晴で梅雨明けを思わせるような青空、水
量は丁度で、時を忘れて見とれるような、大
杉谷いちばんの美瀑であった。
　７月11日、私は前夜に大台ケ原駐車場で泊
り、日出ケ岳から独りで大杉谷の探勝に下っ
た。桃ノ木小屋まで往復したわけだが、幸い
にも谷の中で誰ひとりとして会わず、大杉谷
でいちばん美味しいところを一人占めにする
贅沢を味わった。
　出発から登り返してくるまで往復11時間、
年齢を考えれば誠にけっこうな残業付きの労
働であった。

　さる７月12日、生地さんが私どものKBSに訪ね
てきた。その時に、別れてすぐ書いて送ってくれた
のがこの文章である。
　会社に来られた生地さんは熱心に、興味をもっ
て、パソコンの画面を覗き込んでいた。
　右の文と写真は、７月３１日にKBSに来られ受付
カウンターにおいていたもの。この日は土曜日で
会社の業務は午後４時で終わって、私はまだ会社
にいたのだが、会うことが出来なかった。あの時
会えなかったのが、非常に残念だ。（高仁鳳）

DTPいくち　 生地正幸

ナルゲ（つばさ）23号 1999年 9月 10日（10）
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　日本へ来て間もなく、姉は町の軍需工場へ
挺身隊のひとりに狩り出されることになりま
した。隣組のおじさんが来て、姉に軍需工場
へ行くように命令したのです。父が、この子
は体も弱いし小さいので無理、と頼んでみて
もだめでした。とうとう姉は軍需工場へ行き
始めました。しばらくすると、姉の大きな目
がもっと大きくなりました。やせて目がくぼ
んだからです。（仕事はつらかったらしいの
ですが、姉はこの工場で終生の友を得まし
た。）
　父が留守のとき、私は母に「マダンの家に
帰ろうよ」と、何度も言いました。母は母で、
時おり、風にのって聞こえてくる汽笛に炊
事場で声をしのばせて泣いていまし
た。故郷を離れるとき聞いた汽笛
と日本の汽笛は同じ響きだった
ので、祖母を思い出したのだ
と思います。今は見られない
蒸気機関車の尾をひくような
汽笛の音は子どもごころにも
悲しく響きました。
　日本語をまだ覚えないうちに私
は日本の小学校へ入学しました。
　朝礼がすみ教室に入ると、先生が出席
をとります。私は呼ばれても返事をしま
せん。自分が呼ばれたことを聞きとれな
いのです。隣の席の子が、私の名札（さ
くらの花型に、１ねん、あかぐみ、名前
が書いてある）をのぞいて、私の日本名
を覚えて、先生が私の名前を呼ぶと「ハ
イ」と返事をしてくれました。（だまって
いる私にかわって）そんなことがしばら
く続きました。私は自分の名前がなぜ違
う名前になったのだろうと思いました。
そのうち私も自分の日本名を覚えました。
それで、その名前が呼ばれたとき「イェ
（はい）」と思い切って返事をしました。
一瞬、教室の中はしんとしました。そし
てクラス中爆笑。私は「はい」と言うつ
もりが…。私の日本名に隣の子と私は同
時に返事をしたのでした。彼女の「はい」
と私の「イェ」を同時に。
　隣の席の子は入院していたので入学が
２年遅れた子でした。そのことを私が少
し言葉を覚えたとき教えてくれました。
その子は体は小さかったけど年齢は私と
同じでした。私は日本へ来た時期がずれ
ていたのと日本語を知らないので２年遅
れの１年生に入学したのです。同じ年齢のせ
いか私はその子と誰よりも先に仲良しになり
ました。その子は文字をよく知っていたの
で、私はその子をとても尊敬しました。その
子はお母さんに背負われて通学していまし
た。授業中は、先生が「ナンダラカンダラ～」
とおっしゃると、さっと私のランドセルから
その授業の時間割の教科書とノートを私の机
の上に並べてくれました。図画の時間には自
分のクレヨンを使わせてくれました。図工の
ときは、のりや、はさみや、色紙をつかわせ

　課題作と違うものなのに貼り出してくだ
さった先生。柔軟性のある優しい心遣いの先
生でした。私はうれしくなりました。図工が
好きになっていきました。並木の貼り絵が壁
にある間中、恥ずかしかったけど先生のおっ
しゃることはわらないけど、先生が私に気配
りしてくださっていることが絵を見る度伝
わってきました。
　休み時間になると、運動場へ出ます。隣の
席の子と私は必ず一緒に教室を出ました。
（私がその子をかかえるようにして）その子
は体育の時間は見ているだけです。少し歩く
と肩で息をしていました。
　運動場では、私のクラスの子らが私と彼

女を囲みます。私の「イェ」と返事し
たことで彼らは私に興味をもった
のでしょう。彼らが、
　「これな～んだ？」と、運動
場の小石を拾ってたずねま
す。私は「…？」。
隣の席の子がすかさず
　「小石」と耳うちしてくれま

す。私は、「コイシ」
と、小さな声で答えます。クラスの子ら
は、また
　「これな～んだ？」と靴を指します。
　「クス（靴）」と私。爆笑。耳うちはク
ツだったのに…。
　「これな～んだ？」と、唾を吐いて見せ
る。彼女の耳うち。
　「チュパ（つば）」と私。またまた爆笑。
彼らはだんだん興奮して、私たちを取り
囲んでいる輪が小さくなってきます。彼
らが彼女に触れて彼女がころばないよう
に私はかばいます。あっという間に休み
時間が過ぎました。こうして休み時間の
運動場では楽しく笑いのうちに、生きた
日本語（はなし言葉）を覚えたのです。
（名古屋弁ではあったけど）
　隣の席の子のお母さんは、授業が終わ
る頃になると迎えに来ていました。迎え
に来たとき、私の顔をみて、にこにこし
ながらノートと鉛筆と消しゴムをだまっ
て私のランドセルに入れてくださいまし
た。
　間もなく隣の席の子は学校へ来なくな
りました。（私がその学校を去る日まで）
　だんだん、文字も言葉も覚え充実した
学校生活になっていきました。

　校門を入ると二宮金次郎の（薪を背負って
本を読んでいる）銅像がありました。修身の
（道徳の時間、私はこの時間割りが苦痛でし
た。言葉が聞き取れないからです）時間割り
のとき、二宮金次郎の勤勉さと物を大切にす
ることについて勉強しました。（戦時中にこ
の銅像は戦争の道具を作るために供出されて
消えました）

（つづく）

てくれました。（教科書とノートだけを持っ
て学校へ通っていました。私の親は買い方を
知らなかったのだと思います。）
　図工の時間割りは何をするのかわかりませ
ん。（どの科目もわかりませんが、特に図工と
か習字とかは見当もつきませんでした。）そ
こで私はすぐに隣の子を見ることにします。
言葉がわからない私は目で見ることしかあり
ません。
　ある日の図工の時間のとき、先生の「ナン
ダラカンダラ～」が終わると、隣の子は色紙
をちぎって画用紙に貼り始めました。私も早

速、色紙を（隣の子にもらって）ちぎって画
用紙に貼りました。（国を離れる時、汽車の窓
から見た飛んでいくような木々を思い出しな
がら…）その木々の並木の絵は教室の後ろの
壁に貼り出されました。ところが、私の貼り
絵だけが並木で、ほかの全員は、２本の花を
活けた花瓶でした。教科書を見てその通り
の、貼り絵をしなさいと、おっしゃったのに、
意味を聞きとれない私は隣の子が貼るのをみ
て、とにかく、貼るのだと思い込み、木々を
…。

マダンの児（７話）
翻訳部　朴 禮 和

（パク・エイファ）
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　店の見かけは、まさに韓国の食堂そのも
の。入り口のガラス張りの扉に文字を書いて
いたり、店先にいろいろな食品類を並べてい
るあたり、昨年の社員旅行で済州の町を歩い
た時を思い出させる。
　さらに驚いたことに、中に入ってみると店
に置いてあるテレビでは、韓国のテレビ局の
番組が放送されていた。

　店に行く途中で、社長が「korea-mlの大阪
のオフ会はよくここで行う。」と言っていた
のもうなずける。
　平日の月曜だというのに、僕らが入る前、
入ったすぐ後からもぞろぞろとお客さんが来
て、たちまち店の中は賑やかになった。
　ママの鄭斗葉（チョントヨプ）さんも注文
に追われて、大変忙しい最中だったが、少し、
質問の時間を割いてもらった。

――店を始めてどれぐらいになるんですか？

「10月22日で、満７年になります。それで、10
月21日の日を開店７周年記念として、当日来
られたお客には、アリラン特製記念品を進呈
しますよ。」
――アリランのお勧めの一品は？

「うちはほとんどが、家庭的な料理です。どれ

　入り口にはキムチ、韓国のインスタント
ラーメンなどの韓国食品、韓国の物産販売の
ミニスーパーを兼ねていて、ニューカマーの
ための、薬品や化粧品などもおいてある。
　入ってみて、メニューの多さに驚く。奥行
きが広い。

場 所：大阪市生野区新今里 3-3-12

定 休 日：第２、４月曜日

営業時間：16:00～翌 4:00

ホームページアドレス
http://www.kbsjapan.com/korea-ml/
                            imasato/hanmadan.htm
マ　　マ：元貞子

よく利用する、よく利用する、よく利用する、韓国料理の店韓国料理の店韓国料理の店
korea-ml／山口真也さんが開設している、韓国・
朝鮮メーリングリスト。
まあ、韓国が好きとか、韓国に関連ある人たちが
インターネットのE-mailをとおして、ネット上で話し
合う場だ。
詳しくは、次のWebサイトで見ることができるだろ

う。
http://www2d.biglobe.ne.jp/̃kmlabs/
このネット上で話し合う仲間が、ネット以外で、オフ
で会うと言うのがオフ会だ。
この度、大阪と東京のオフ会でよく利用する、食
堂を改めて紹介しよう。

場 所：大阪市生野区鶴橋 2-14-6

近鉄鶴橋駅東口より徒歩５分

JR鶴橋駅から 10分

定 休 日：年中無休

営業時間：AM11:00～ AM3:00（お客さんが帰るまで…）

電話番号：06-6712-5666

ホームページ：http://kobo.internet.ne.jp/ariranhp.htm

アリラン食堂アリラン食堂

もお勧めですが、あえて言えば、テジカルビ
（豚カルビ）かな。」
　では、早速「テジカルビ」を注文。鄭さん
に食べ方を教わって、チシャの葉に包んだも
のを一口に頬ばる。美味しい！何か知らずに
食べていたら牛肉と思うほどだ。値段も、も
ちろん牛肉より安いので、コストパフォーマ
ンスも高い。

　鶴橋の駅からも近いので、気楽に来やす
く、鄭さんは「日をおって、アリランのファ
ンが増えています。」と目を細める。
　経験豊かな妙味、１度味わってみてはいか
が？

ハンマダンハンマダン

　大阪大池橋の近くに、韓国食堂きよしがあ
る。生野の在日にはお馴染みの店だ。
　味は済州島の素朴な家庭的なもの。
　メニューを見ると、��海草スープ、��

�じゃがいも鍋 、�� 太刀魚スープ、��

自家製餃子、済州島から直送の��あまだ
い、など。

きよしきよし

まず、サムギョッサル（豚肉の三段腹）を注
文。野菜に包んで食べるとそれはなんとも言
えない味。一度食べるともう虜になる。
　ママのオススメはワタリガニのチム（コッ
ケジャンチム）、焼きダコ、どんぐり冷麺だ。
　韓国の酒もいろいろあって大阪において韓
国の味をあじあえるのだ。

サムギョップサル

アリランのママと店の前で

こうして食べるのよ

取材より、食べるのに忙しい

特製チヂミ

番外編
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 　韓国通の korea-ml の東京オフ会によく使
われるところが、このキングという店だ。7月
３日に私、高仁鳳も参加させてもらった。（詳
しくは http://www.kbsjapan.com/tokyo/ に
のっている）
　場所は東京新宿の歌舞伎町。この界隈はリ
トルソウルだ。いや、ビッグソウルと言って
もいい街。
　「食在全南」といわれる韓国は全羅南道木
浦出身のマスターと奥さんが４年前に始めた
韓国居酒屋。店内はとてもゴージャスな内装
で、しかも、日本語／韓国語のカラオケ完備
なので、一次会で食事、二次会からカラオケ
と一つの店で全てがまかなえる。ちなみに、
韓国カラオケは常に最新バージョンだ。

住 所：東京都新宿区歌舞伎町 2-21-3

（第六本間ビル４ F）

営業時間：17:00～翌 5:00（年中無休）

▼お越しの際はぜひ御予約ください

電 話：03-3202-3390（17:00～ 5:00まで）

予約受付携帯電話：090-3220-4572（24時間）

メ ー ル：king-master@cam.hi-ho.ne.jp

ホームページ：http://www.246.ne.jp/~hykw-a4/king/

マスター：梁　仁(ヤン・イン)

「きょん☆あ」ページでの紹介記事
■韓国・朝鮮メーリングリストとは
1996年7月1日に開設された「韓国・朝鮮メーリン
グリスト(korea-ml)」は、インターネットの電子メー
ルおよびメーリングリスト(ML=購読希望者への
メール自動配送)の機能を利用して運営される、
韓国・朝鮮に興味・関心をお持ちの方のための多
方向情報交換システムです。
MLでは、ほかの購読者から送られてくるメッセー

麦ごはんにカボチャの葉っぱスープ

�� 太刀魚チム

マスター歌もうまい

本場韓国式ブルゴギ

ホルモン鍋

ジを読むだけでなく、あなたの送ったメールもすべ
ての参加者に配信されます。電子メールのシステ
ムを利用していますが、ニュースグループやパソ
コン通信の掲示板に近いイメージで捉えるのが
よいでしょう。ただし、メッセージの購読やポストを
行うには、まず購読のお申し込みが必要です。
korea-mlでは参加資格やMLの用途、メッセージ
の内容について、原則として制限を設けません
が、主催者は韓国・朝鮮に関連する話題全般の

交換、および韓国・朝鮮に興味や関心を持つ皆
様同士の親睦を、主な目的として想定していま
す。
韓国・朝鮮に関する話題なら硬軟なんでもありで
すが、主催者としては「軟」のほうの話題に重点を
置いているつもりです。
なお、このメーリングリストの購読者数は480名
(1999年8月8日現在)、トラフィックは1日あたり0
～20通程度です。

キングキング

場所　大阪市生野区田島1-8-15
営業時間　夕方５時～１２時まで。
定休日　木曜日
ママ　康辛生
電話06-6757-8377

　��がんがらというものもある。これは針
で身をほじくりだしてたべるのだ。ちょっと
めんどうだけれど、これがけっこうおつな味
だ。
　曜日によって、おすすめ料理がちがう。
　ホワイトボードに「本日のおすすめ料理」
が書かれてあるので、この中から選ぶとまち
がいない。

ママさんは厨房で大忙し

��がんがら針で身をほじくってたべる

康ママ、入口ののれんのところで

チヂミ

7月３日に行われたkorea-mlオフ会
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恒例の焼肉＆花火大会恒例の焼肉＆花火大会

　８月21日(土)夕刻、毎年恒例の焼肉＆花火
大会が、今年も淀川の河川敷で行われまし
た。
　当日の天気予報は晴れだったはずなのに外
は雨。早朝に震度３の地震は起きるわ、それ
までシトシトおとなしく降っていた雨が、午
前８時を過ぎた頃から突然の雷と大雨に豹変
するわ、びしょぬれで出社してくる社員の間
から「今日は無理やで～。」の声もチラホラ。
　「社長、今日どうしましょう？」皆の心配を
よそに、インターネットで天気予報を見てい
た社長は「やる！」。
そんな社長の心意気が通じたのか、天気は
徐々に回復し、お昼前にはまたいつもの強い
夏の日差しが…。
　うわ～、雨の後だけにチョー蒸し暑い～。
　午後５時半現地に到着。材料到着までボー
ルで遊んだり、火の用意をしたり。本日の幹
事は高允樹さん。ご苦労様です。材料が来て
準備開始。川原を渡る涼風で楽に炭に火がつ
き、早速焼肉の始まり。野外で食べる焼肉の
味はまた格別。
　社長の音頭で乾杯して、待ちかねたご馳走
をビールと共にお腹に詰め込み始めた頃、遊
び心がまたムクムクと湧いてきたのか、突
然、隣でソフトボールの練習をしていた若者
たちと試合をすることになり、暮れかかる夕
焼けの中、大急ぎでプレイボール。ほろ酔い
加減でだんだん見えにくくなるボールを、皆
必死に追いかけて４回日没試合終了。結果は
４対４の引き分けに終わりましたが、いい汗
をかいてまた焼肉にビールが美味い。

　日が暮れてお腹も一杯になったところで花
火に点火。暗闇に美しい光の華があちこちに
開き、黄さんが切ってくれたスイカも食べな
がら童心に戻った楽しいひと
ときでした。
　今回はゲストとして読売新聞
社会部記者の広瀬さん他、
korea-MLのメンバー許さんと
その友人が参加、またKBS元社
員の方々も来られて和気あいあ
いと楽しい親睦会になりまし
た。
　皆様、おつかれさまでした。

（営業企画部　益田　治　記）

８月21日(土)

淀川の河川敷

今日の料理長はファンさん

korea-mlの仲間

全員集合！
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　同じ英語でもご存じの通り、アメリカとイ
ギリスでは発音が異なります。そして意味も
全く異なる単語が沢山あります。
　日本ではアメリカ英語が主流なので聞き慣
れないものも有るかもしれません。
　ここではAからZまでの日常生活でよく見
られる単語を紹介します。

Aubergine ■ なすび。米語では Eggplantが一
般的。
Boot Sale ■ いわゆるガレージセール、フリー
マーケット。
Chemist ■ 薬局、と言っても
お菓子から文具・衣類など
の大抵の生活用品を扱ってい

る。代表的な店に "Boots the Chemist"があ
る。日本では Pharmacyがよく使われている
ようです。

Dustbin ■ ゴミ箱。米語では Garbage

Pailが一般的。
Elastic Band ■ 輪ゴム。米語ではRub-

ber Bandが一般的。
Football ■ サッカー。英米間で間違い
やすい例の一つ。ちなみに米では

Soccerで正しい。
Ground Floor ■ １階。米語では 1st

Floorが一般的。
Hoover ■ 掃除
機。米語では

Vacuum Cleanerが
一般的。
Inquiry Agent
■ 私立探偵。

Jacket Potato ■

ジャガイモを丸ご
と皮ごと温めたも

の。バターやコールスロー、マ
カロニなどを上にのせて食べる。ジャガイモ
の主流な食べ方ベスト３の一つ。
Kettle ■ 電気湯沸かし器ポット。小型なので
沸くのが早いが、蓋を開けて中を見ると、英

国独特の石灰水
のため、中で白
い固まりがこび
りついているの
が難点。これは
洗っても無駄な
ので、そのまま
使うのがベス
ト。この石灰水
だからこそ紅茶も美味しく飲めるとか。

Loo* ■ トイレ。Lavatoryもよく使われる。
Mackintosh ■ レインコート。Macとも書きま
す。最近ではあまり聞かないようですが。
Nick* ■ 盗む。
Oxbridge ■ 有名な２大学を合わせてこう呼び
ます。
Porridge ■ オートミール。大抵の人は砂糖や
ジャムを入れて食べるようですが、私は塩を

入れて食べるのが一番美味しい。
Queue ■ 列。郵便局やバス停などで並ぶ時に

使います。Are you in the queue?で「並んでま
すか？」という意味。
Quid* ■ １ポンド（英国貨幣の単位：£）普

通は Poundと
言いますが、
この言い方も
よく使われて
います。
Rubbish* ■

ゴミ。
Sweets ■

キャンディー。
お 菓 子 や デ
ザートなども
こう呼びます。
Ta* ■

ありがとう。
元々はコック

ニー訛りから来た言葉。本当に感謝する時

は、やはり Thank Youを使うべき。
Underground ■ 地下鉄。米語では Subwayが
一般的。

Voucher ■ クーポン券。米語ではCouponが一
般的。
Washbasin ■ 洗面器
Yorkshire Pudding ■ 週末などにローストビー
フと一緒に食べる習慣がある。プディングと
言っても甘いお菓子ではなく、バターで出来
たパイとパン生地の中間くらいなもの。
Zebra Crossing ■ 横断歩道、シマウマの柄か
ら由来。

*は非常に口語的
な表現

初めて英国に
着いた夜、レスト

ランのメニューにBlack
Pudding という名を見つ
けました。プディングと
聞くと日本で言うプリン
の様な物をすぐ連想して
しまうため、美味しそう
だと思い頼んでみたら、
なんと豚の血で出来た
真っ黒なソーセージだっ
たことがあります。大失

敗。味は想像におまかせします。
　確かにプリンなどのデザートの意味でもあ
るので英国に行ったときは要注意です。ちな
みにYorkshire Pudding はソーセージでもデ
ザートでもありません。あしからず。　　

編　集　後　記

　入社して、はや１ヶ月が過ぎようと
しています。今までは出来あがったも
のを「わあスゴイなあ」と思って読む
だけだったのが、今回社長直々の指導
の元、Windows上で２ページを製作す
ることになりました。Word で作られ
た文章をLANで受け取り編集するの

ですが、日本語・韓国語・中国語の文
章が画面上で面白いように自由自在に
操れるのに驚きました。いやあ、コン
ピューターってホントに便利ですね。
次は人がアッというような編集ができ
るよう、しっかり勉強します。
（営業企画部　益田　治）

製作メモ
使用アプリケーション
AdobePageMake r 6 . 5 J、Pho t o s hop、
Illustrator。
今回のWindows組版はリョービの協力を
得て、REONET500 で行いました。
あと、このナルゲはアクロバットでPDF
ファイルにして、KBSのwebページにアッ
プします。よろしければごらんください。
アドレスはhttp://kbsjapan.com/pdf/pdf.htm


