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山歩きと朝鮮語の勉強を兼ねて、韓国の山を訪ねた=岩山がされいだという、うたい文

句だつたが、それはそうだが、山が全体に小さ〈、何日も滞:在す4)と いう山ではないよう

だ.岩登りのほうが面白そうだて岩1峰 と山の緑は、ガスが出てきたりすると、墨絵の掛軸

は、誇張でもない世界だ、と思った .

3日 、′決‖青

午前中に2 ら万分の ]の地図を買いに公平洞の中:央地図文化社に行く,こ こは、韓国

の地図のほとんどが手に入る
=

訓練のためにツウル市内のプクハン山に登った .街中から、取り付きまで30-40分
なので、東1京 と比べ 4)と 、恵まれている.里芋をむいて立てたような岩山だ。

タクシーでトウツン́寺 (サー)ま で行くと、そこが取 り付きだ`小川みたいな沢で、大

勢の親子が水遊びをしている=山道の入り日で

'、

山料600ウ ォンを払う1急坂を登る.

30分 くFっ い奇ると、岩登りのテント場√)よ うな所に出る のつべりした岩を登るたが

見える ツウル
`″

)街を従えている.,8合目に休憩所が廉)り 、井戸がま)そ)、 1く桶を井戸に落

として、水を汲んでたつぶり飲む.

音の城Flを 越えイ)と 岩場になる.鉄の手lil・

Iが
頑丈に出来ていて、少しくF)い酔っていて

も項上_ま では行き若く 頂 [には、ここも大勢のノ、 )ノ ウルの街が一望である[周 ,■の住

宅団地群が目立つ.蝉の声を聞きながら下 K)_

ツウルに行つたら、お薦めコース=登 り1時間弱、下り30 40分

8′ /́1(メ()日青   十と、ノぅり
1[1かけソウルから南雪岳の旅館、民宿街にノ、そ)(観光客が大多い てヽ、おびただしいテ

ントが川沿いの空地に張ってま)る 。彼方
‐
の人|、ま、観光地でテント泊をするようた

..

予約の手紙を書いた南雪岳観光ホテルか

',返

:事がなかったこ)で 、バス停近くの民宿で宿

泊の:交渉したら、1泊 う万ウォンたと言われた,ソ ウルでは26000ウ ォンたつたから

高いと私が言った 1)、 ノ、イシーズンだからこの金額だと言う.それでも、高過ぎ4)と 言つ

たら、4万ウョンにし、それ,1_Lは負けられないというので、僣そも1‐)う ことにした オ
ンドルカ→重っていて)、 韓式の部屋だ`が、やはり、便乗値上げの感が強い

.

気を取り直して、山を見たり、翌日の登り口を見たりしたt■害辱L、 見ぇないて帰り

に、先のホテノレ′に寄ると、年輩の主 メ、が出てきて、 L手な日本語で、手紙の返事は病気で

書けなかったと言う4 11｀ くr)し ,自 4,こ とができた、料金は打、ったのでしょう、と言われ

僕は、帰りに組マ もらえたら、お願いしたいという
=
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8′/5(水 )晴後曇り、小雨

6時に登山口を出た。急坂だが、ゆっくりと登る。
→コ,■レ体

・
ち

大青峰には、9時半に着いた。ガスの中で、時時中青峰が見えるくらいで、眺望は、な

い。頂_上は、大きな1石がゴロゴロしていて広広としている、登山者が十数人いて、写真を

撮ったり、感慨に耽つたりしているのは、何処も同じ(中チョンボウからの人が多い。登

山口から3時間半で、丹沢級だ。急登はあるが困難はない`植物は、全く日本と同じだ(

3-500m辺 りでは、くぬぎ、楢の類、かし́わ、もみし、その後、松、10001n過ぎ

では、かんば、ななかまど、頂上付近では濃いピンクのはくさんふうろがされいだ。3種

類の地図を持つて行つたが、観光案内でもらつたハングルのソラクサン国立公園というの

が、合つていたようだ。2・ 5万図、日本で買つたソラクサン登山案内図の両方ともルー

トが違つていたようだ。古いのかもしれない。ただ、分岐には、しつかりした道標があり

、迷うことはない=朝鮮語は、声に出して見ると、分かる.

眺望がきかないのは残念だが、余りに早いので、傷ぼk山荘まで下りることにする。ど

んどん登つて来る=ペ ットボトルの水だけを持つ人、上半身裸けた少年などノ、イキングで

あそ)。 中青を通り、小青からの4001■ の下りには、急坂で、びつくりした、そういう所

は、山だと思うが.雨でも降つたら、大変だ`出会う人は、"アンニョンノ、シノ、ニダ"'と

言う。"  ・ハシユ、ニカ"と は言わない。慣才tて くイ)と 、
"ネ ー、アンニ■ョンノ、セヨ"と

答える
名 ,7●ルし

ヒュウウン間を過ぎ谷沿いにフ、そ)と 、千仏洞渓谷の一部分になるが、岩峰は見えない4

ガスが水滴になつたような小雨になった :疲れた頃、陽ばく山荘に着くて

1石積み′)避難小屋 (50ノ、はフ、れそう)だが、番 1́、がいて、簡単なそうめんのような物

を売っていな).ピ ールなども,)そ)1泊 ]000ウ ォン、缶ビール2500、 そうめん

3000ウ ォン:妙な感じだ .

夜、プサンから来たというサラリーマン氏と片言の英語、日本語、朝鮮語をましえて山

の話をする.

8 6(本 )晴 、ガス、曇り

6時過ぎに小屋を出Z)と 、天気はよい。千仏洞渓谷にノ、る 岩山が細い針峰群になって

いて,t谷まで落ちているので、高度感もよ)ス).紅葉や新緑、雪をかぶった頃の景色を想像

す4).只 、残念なことは、谷に道をつけ1)れないせいか、赤い鉄の遊歩道がよ)り 景観を損

ねてい4)130()■ 1√)マ トンリョウまで
｀
登るので

｀
速足で歩くが、:少女に追い越された t

鬼面岩までのボッカの小屋の少女だつた.その岩の所では、品物を並べただけ′)店をひら

いていく)=ノlヽ屋か |)そ こまで
｀
荷物をとりに行くという訳た .

1時間半で、分岐σ)ピサンテにつく:そ こは、雪岳洞から歩いて 1時間程なので、大勢

の観:光客がいる.橋の周りの岩山が、また尖っていて見事だて岩のぼりの学生が、全ほん

道具を付け歩いている。
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僕は、雪岳洞ではなくマトンリョウの道を登るt山道の技沢を登り詰めそ)ま で1ま 、非常

に急だつた。尾根に出ると風があり涼しいヾ岩稜ではなく、広葉樹の山道だ`遠くの山、

近くの岩山がされいだっ同じ方向に、4パーテ ィ10_ス、ほどが追い越したり、追い越さ

れたりして歩く.サブルートなのか、めっきりたが減つた.12001■辺りからガスが出

てきて、全く見えない。さらに、ガスで体が濡れる」マトンリコウは、峠だが、誰もいな

いt視界もない。ここからボ書祭ウヘの岩稜の尾根が通つてい4)=

10分ほど下ると、テント場と小さな店がよ)る 、そこで、仕事で日本に来たというたが

休んでいて、恐龍稜線の話を聞くと、岩はたいしたことはないが、ル |ヽ が見付けにくい

電 :お、ち鮮″ ぶ 権 響「 ど ち聾彗暑Fl鷹 」占鰐 ふ跡 ∵『 ∵与i勝
山奥にあイ).裏に岩山がそびえる,物語にでも出てきそうな古さと山奥であそ).お経の声

が聞こえζ),小さな畑があるし粗末な服の修行僧が、外にあるトイレに行つた。30年前

の田合の懐かしさがある.隣に新しい本堂を造つてい4)`なかで木細工に極彩色の塗料を

塗っている。細かい所も一つ
子2塗

つていて 完ヽ成まで何年かかそ)のか、と思う(

幅の広いいい道になって、百たん山荘まで■
‐
る:車、電話、電気の来ている300人 も

泊まれる営業小屋だくテント場もあ乙)。 只、飲み水がなく、ペクタン川のJく を汲む(そ こ

の水は、上流に小屋がよ)り 汚い感じがするが、皆汲んでいた45分くらいの所に、チョン

・ド・ファンがこもつた寺、ペクタンサ ーがあり、観光客が多い
`

8■ 7(金 )雨

雨が降つているぅ言十画を変更して 1番近い龍たい里に出て、ツウノしへ帰そ)こ とにする.

コンクリートの道を2時間程歩いた=村は、国道46号線に面していそ)t民宿で、シャワ

ーを浴びさせて貰おうとしたが、言葉が通じなかった ,

行きは、高速バスで、ツクチョまで6時間かかったが、帰りは、市外バスで4時間半で

ソウルまで帰れた..雨は、台風の影響だつた。

タイム : 全山口6:00-雪 岳滝 9:r10 50-
:35-小 青峰 11:10′ 20 喜雲閣 ]

陽ばく山荘 1:20
陽ばく山荘 6:05 テソンピT:30-
10:30 40-― 五歳庵 11135.12
2:00
山荘 5:15-龍 たい里 7:15 8:00

大青l百 J■ 9 : 3〔 )

2110 30

■15-マ トンリョウ

:00 百たん山荘

ツウ′し 1 2 : 13(〕
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