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 第 13 回日韓ｽﾎﾟｰﾂ交流事業･成人交流陸上競技 

２００９韓・日生活体育交流陸上大会 
期間 ： ２００９．５．２２（金）～５．２４（日）、3 日間

場所 ： 韓国 全羅北道 全州市 

 ２０１０年スポレクとやま大会の関連事業として韓国へマスターズ陸上競技選手を派遣しました。 

この事業は、２００２年サッカーワールドカップ大会の日韓両国の共同開催決定を機に、幅広い年齢層を対

象に各種のスポーツ交流を実施することによって、日韓両国の親善と友好をより一層深め、更には両国のスポ

ーツの振興を図ることを目的に実施されました。 

［派遣概要］ 

１． 派遣期間 

平成 21 年 5 月 21 日（木）～27 日（水） 7 日間の予定 

  ただし旅行手配の都合により、5 月 20 日（水）ソウル市にて前泊を行いました。 

２．派遣先 

大韓民国（韓国） 全羅北道 全州市 

３．派遣対象者及び人数 

富山県民で 30 歳～74 歳（平成 21 年４月１日現在）の男女合計 24 名（実際は 86 歳の方も参加された。） 

４． 派遣条件 

・派遣期間中、大会はもちろん交流行事等、全行程団体行動をとって頂きます。（途中参加・途中帰着は

不可） 

・２０１０年スポレクとやま大会で競技役員、大会役員として大会期間中(４日間)ご協力いただける方を優先

派遣します。（競技参加は自由です） 

５． 主催 

 財団法人 日本体育協会 

６． 主管 

 （財）宮崎県体育協会、（財）富山県体育協会 
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第１３回日韓スポーツ交流事業･成人交歓交流陸上競技参加報告 

監督 野尻順子 
 
このたび第１３回日韓スポーツ交流事業に、日本代表として富山県から２３名の陸上競技選手団を派遣

する事ができ光栄に思います。出発に先立ち日本語通訳の方のために「おわら風の盆」で有名な八尾町の

和紙を使った“おわら人形”の箱入りを、また韓国選手団への土産品として和紙の栞、くすりの富山紙風

船、そして富山ＰＲ用絵葉書等を用意し全参加選手に配布した。  
５月２０日（水）いよいよ出発！！国内でも新型インフルエンザのニュースが流れる中、全員の健康状

態を確認し元気にバスにて小松空港へ。大韓航空ＫＥ７７６便にて仁川空港に１４：００頃到着、直ちに

宿舎ソウルパレスホテルに向かった。１８：００～宮崎８チーム･富山３チーム･本部役員による監督会議。

１８：３０～日本選手団１８８名の歓迎会が開かれ先ず本部役員続いて各チームの紹介があり夕食会が催

された。 
５月２１日（木）日程１日目。雨の朝、ホテルでは通訳･案内等すべてのお世話をしてくれる金恩周（キ

ムウンジュ：２００７年全国スポレク青森大会に来日）さん、大学生で日本語勉強中の沈鋒求（シムボン

グ）さんが出迎えてくれ、この後大変お世話になったものです。８：３０～日本選手団結団式の後、今大

会の行われる全羅北道全州市（チョンジュ）へ向かう。途中、馬耳山（マイサン）道立公園にて散策。そ

の名のとおり２つの岩峰が馬の耳をしており、霊山の雰囲気を漂わせた石塔が８０余基もある観光地。こ

こで全州が発祥の地といわれるビビンバ料理で昼食。再びバスで今日から４泊となる全州市のコアリベエ

ラホテルへ。１８：００～韓国国民生活体育協議会長主宰の歓迎会に出席。会長の歓迎の辞、全羅北道知

事の祝辞、続いて渡邊日本選手団長の答辞、記念品交換など、和やかに晩餐が繰り広げられ、伝統の武芸

テッキョンには息を呑む迫力があった。私達のテーブルには今大会陸上競技の最高責任者、全国陸上競技

連合会事務局長リュウヒョク（柳 赫）さんが同席され、他国の方でしかも初対面とは思えない大らかさ

にすっかり打ち解け和やかな宴となった。 
５月２２日（金）青空の広がる爽やかな朝、午前中は全北大学のグランドで練習会。この日から同大学

ＯＢで日本語万能な大学院生ジョンヒチョルさんが紹介され、競技終了日までの３日間私達をサポートし

てくれる事になった。午後はこのジョンさんの案内でホテル近郊の歴史ある街並を散策。夕食後いよいよ

国民生活体育大祝典総合開会式の会場へ。会場は明日から行われる陸上競技の会場で、全州総合運動公園。

アトラクションにアイドル歌手の出演もあってか早くから大変な混雑、全国各道（日本での県に当たる）

選手団の入場にはそれぞれ趣向をこらしたパレードがあり、花火、爆竹、レーザー光線など、耳をつんざ

くような中での３時間。韓国国民のお祭り好きに圧倒されそうになった。 
５月２３日（土）３日目 快晴の朝。前日の総合開会式の後、徹夜の後片付けが続く中、開始式が終わ

り競技開始。１０Ｋｍロードレースに始まり、最終は４×１００ｍＲ。競技結果が遅く、表彰式も翌日廻

しとなる競技もあり、１６：００にはホテルに到着。 
１８：００～競技別歓迎会に出席のため、当地では一流レストランといわれる会場へ。全国連合会長主

宰の歓迎会に臨んだ。同会長の歓迎挨拶に対し、心をこめて答辞を述べ、ペナント及び記念品の交換。こ
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こでも大いに歓待され富山から持参したお土産品を交換する等大いに盛り上がった。終了後、リュウ事務

局長の二次会のお誘いもありすっかり打ち解けて楽しんだ。 
５月２４日（日）４日目 今日も晴。大会２日目は前日の表彰式の続きから始まり、この日も沢山のメ

ダルを獲得。リレー競技も含め１位１９種目、２位１６種目等好成績を挙げ、総合優勝のカップも手にす

る事ができた。ただ韓国では陸上競技のレベルは低いとは聞いていたが中には目を見張る選手もあり、こ

れから益々交流が深まれば決して油断できないとも思えた。しかし閉会式のころには韓国選手の姿は殆ど

見られず実行委員幹部と日本選手団のみの閉会式となったのには残念な気がした。夜は全州コンベンショ

ンセンターにて全州市協会長主宰の歓送会に出席。ここでは富山県と宮崎県の各チームの出し物が披露さ

れてとても和やかな宴となり時間の過ぎるのも忘れて楽しんだ。 
５月２５日（月）５日目 今日も日中２５°以上の夏日。チェックアウトの後、各々チーム別に韓国伝

統文化を体験。陸上は綱引きチームと一緒に韓紙を使ったうちわを作製。カラフルなうちわに心和むひと

ときだった。午後は全州市に別れを告げ再びソウルへ。    １９８８年ソウルオリンピック時に建設

されたパークテルホテルに到着。夕食後キムさん、シムさんの案内で夜のソウルの町をしばし散策。 
５月２６日（火）６日目 朝から青空のもとソウル市内を見学。再びキムさんたちの案内で地下鉄に乗

り、１９９７年世界文化遺産に登録された韓国を代表する朝鮮王朝の王宮“昌徳宮”を見学。古の韓国王

朝の歴史を垣間見たと同時に、あまりの広大さに圧倒され少々疲れ気味。昼食の氷の浮いた冷麺は格別だ

った。午後はロッテワールド免税店と南大門市場に分かれショッピング。最後の夕食は漢江の遊覧船上で

の歓送会。席上８６歳の陸上選手廣瀬弘さんへの特別表彰には感動。リュウ事務局長（今秋、全国スポレ

ク宮崎大会に韓国選手団長として来日予定）、キムさん、シムさんともすっかり打ち解け、来年の全国スポ

レク富山大会にも必ず出席すると約束され、また別れを惜しんで涙ぐまれる場面もあり一同感動の一夜と

なった。 
５月２７日（水）最終日 ４時半起床。全てのスケジュールを終え、６：００ホテル出発。仁川空港Ｋ

Ｅ７７５便にて帰国。小松空港で解散式のあとバスにて富山へ。全員元気で無事到着した事を喜びあった。

競技面 
競技役員も少なく、運営の運び方も決してよいとは言えないが、その中でも日本選手団への暖かい対応

にはとても感動した。 
 

生活面 
 飲料水を最も心配していたがホテルでも充分補給されていたし食事も満足できた。特に通訳の方の日本

語力のレベルの高さに驚き、とても親切にお世話いただいた。 
 
その他 
 莫大な国費を使っての事業であり、スポーツの場だけでなく今後より広くより友好の輪が広がるようそ

の波及効果を期待したいと思う。 
以上 

   ＊日体協への報告書流用 
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「ユクサン（陸上）１０ｋｍロードに出場して」 
選手   金森久美子 

スタートして全州（チョンジュ）市陸上競技場を出ると、車がバンバン行き交う、片側４

車線の広い道路の１本、緑地帯側を走るものでした。徴兵制の国、現役の兵士が立ち、安全

を確保している光景は、韓国で走っているという気分でした。後方から少しずつ前に出る時

「ファイティン（ファイト）」と声をかけ、自分は日本だとアピールしながら走っていました。

皆うなずき声をかけてくれて、中には何キロも一緒に走ってくれた韓国のランナーも、途中、

力つきたらしく先に行けと、手で押し出すしぐさで励ましてくれたランナーも。苦しいこと

を共有し、励まし合うよい瞬間でした。 
私は６３歳で１０ｋｍロード参加女子の中で最年長、競技場では興味をもってくれた役員

や一般競技者と身振り手振りの交流をし、写真を一緒に撮った人など、応援席の婦人からは

地方の食べ物をいただいたりして、多くの人が日本人の参加を喜んでくれているという雰囲

気で、嬉しい思いをしました。 
我がチームは、８６歳のアスリートから３０～４０歳の若者まで、厚い年齢層での参加で

した。高齢の競技者の１００ｍ、３段跳びは韓国の方々に深い影響を与え、閉会式を始め、

どの場面でも誉め称えられるものでした。また、疾風の如く走る日本の若者、特に４００ｍ

Ｒ、1６００ｍＲに、韓国の人々は惜しみない声援を送ってくれました。 
前泊を入れると７泊８日という旅行は当初、長い長いと思っていましたが、全州（チヨン

ジュ）市という、一般観光では味会えない、深い歴史を感じる町を訪問でき、朝鮮王朝の始

祖の地である全州での歓迎式ではゲストで王朝の末裔という、李 錫氏が出席され、そのこ

とに感動し、ご本人に伝えたら、満面の笑みで手を取ってくださったことなど、素晴らしい

体験の中であっと言う間に過ぎました。 
工夫された企画の中で、充実した快適な旅をすることができました。お世話をいただきま

した関係者の方々に厚くお礼を申しあげます。 
  ＊日体協への報告書流用 

韓国の通訳の方へのお礼のメール紹介 

   2009.5.27 20:50 送信（シム・ボング氏宛て） 

 
おかげさまで無事に日本の自宅に到着しました。 
大韓民国滞在中は、大変心のこもったおもてなしを受け、どうもありがとうございました。 
お姉さんにもよろしくお伝えください。 
日本語でのメールで申し訳ありません。 
今後もよろしくお願いいたします。 
柳瀬和昭、美子 
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韓国の通訳の方からの返信メール 

    原文のまま 

送信者：simbonggu@yahoo.co.jp 

宛先：柳瀬 和昭 <k-yanase@pd.ctt.ne.jp> 

件名：こんばんは。シム・ボングです。 

送信日時：2009 年 5 月 28 日 23:04:58 

 

こんばんは。 2009 年 日.韓 生活 体育交流  陸上チーム担当  シム・ボングです。 

富山県によく到着したんですか。 

 柳瀬 和昭、ヨシコさん メールよく到着しました。＾＾ 

 返事が少し遅れて申し訳ありません。 

今度韓国旅行が良かったんですか。 

 たぶん食べ物や文化が違う韓国でさまざまが大変だったと思います。 

 しかし いろいろ新しい経験の良い思い出になれば良いと思います。 

 そして柳瀬さんの韓国旅行が初めではないと聞きました。 

 また韓国のソウルへ来る機会があればソウルのさまざまな良い場所を紹介します。 

 後は日本語の勉強を続いて多分来年には私の本当の性格や多様な事を知ってくれることができると思いま

す。 

 それでは健康はいつも気を付けてください。 

 そして幸せになってください。＾＾ 

 その間にどうもありがとうございます。 

------------------------------------------------------------------------- 

2009 年 日.韓 生活 体育交流  陸上チーム担当(たんとう） 

 シム・ボング （? 鋒求)  

 

再返信：2009．5.29 22：39 

お返事ありがとうございます。 

これからも時々メールをください。 

また、会える日を楽しみにしています。 

 

 

きときとスポレク きてきて富山 

    スポレクとやま２０１０での再会を期待しています。 

  平成 22 年 10 月１６日（土）～１９日（火）開催予定 
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その他雑感 

１．競技面 

（１）競技運営 
競技運営は大まかで、地域別対抗戦のためか総合点数採点対象の１，２，３位までの記録表示と表彰は

なされたが、それ以下のものの公式記録は帰国までには明示されませんでした。 
競技会とゆうよりは体育大会的で、より多くの国民が楽しく参加でき、スポーツに親しみ健康維持を目

指すという点では日本のスポレクと同様であるが、日本のほうが運営は厳格であると感じました。 
競技種目は日本より少なく、時間配分もゆったりととってありました。そおおかげで、通訳さんや地元

陸上競技協会の方々の計らいにより、当初予定していなかった 1600m リレーに韓日交流とゆうことで参加

させてもらえました。 
（２）競技会場 
日韓ワールドサッカー競技会場だったのか、たいへん大きな競技場でしたが、前夜の総合開会式の後片

付けが競技開始式直前まで行われていました。 
日本選手団の控室には必ず通訳の方がどなたか常駐され、飲み物、果物等が準備されていて、心のこも

った接待をしていただきました。 
（３）競技結果 
韓国ではまだまだ国民へのスポーツ習慣普及が道半ばなのか、金 25 個、銀 7 個、銅 5 個とたくさんメダ

ルをいただくことができました。 
 

２．生活面 

 （１）宿舎 
 ソウル市、全州市とも朝・夕のジョギングまたは散策が気持ちよくできる環境にあり、日本での生活の

リズムで過ごすことができました。 
 コンビニ、スーパーマーケット、地元商店街など、生活必需品やお土産の買出しにも不自由することが

ありませんでした。 
 （２）食事 
 朝早い競技前のウオーミングアップに間に合うよう、朝食を早くしてもらえた点はありがたかったです。

ホテルの食事は、バイキング形式で、種類も多く、おいしくいただきました。お昼の弁当も日本よりボリ

ュームがあり、韓国の人たちの元気の源が食事にあることが伺えました。 
 （３）通訳 
 日本での通訳のイメージからは程遠く、単なる言葉の伝え役ではなく、私たちのために親身になってお

世話してくださいましたことに大変感謝しています。交流ということで急なこちらの要望を聞き入れても

らえるよう、関係箇所と交渉したり、全州市のホテルでの忘れ物をソウルまで届けてもらえるよう手配し

てくださったり、個々の人格のすばらしさはもちろん、彼らのチームワークの良さにもたいへん感動しま

した。 
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 日本では単なるビジネス的な、そして表面的な言葉だけのやり取りとなりはしないか、このような心の

こもった対応ができるのかたいへん不安となりました。 
 （４）その他 
 韓国の関係者と単なる担当役員、通訳という立場以上に個人的に仲良くしていただき、今回の交流のす

ばらしさを日本に帰った今もかみ締めています。 
 監督という立場上一般の選手の方たちが日頃の練習の成果を発揮できるよう、そして海外での競技会で、

日韓の親善に貢献できるよう気の休まる時間はありませんでしたが、韓国関係者の日本選手団への格別な

心使いに感謝、感激しました。 
 今後も未来志向でこの交流事業が継続し、さらなる発展につながり、韓国・日本の両国民が手を取り合って、

世界平和に貢献できるモデルとなることを期待し、今回の事業にご協力くださった関係各位に心より感謝と

お礼を申し上げます。 
 

  陸上競技日本選手団（富山県）と韓国担当役員・通訳のお世話になった皆さんとの集合写真です↓ 
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全州市宿舎周辺紹介 

 5 月 22 日（金）午前の練習会で汗を流した後、       宿舎：コアリベラホテル 
 午後から韓屋村内を見学（地元通訳ジョン君案内） 

 
5 月 25 日（月）韓国伝統体験場所 

＊我々陸上チームは、韓国伝統のうちわ製作体験後、昼食はジャンボビビンバを食した。 
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韓国の歴史と文化に親しみ、理解を深めることができた。 
ほんのひと時ではあったが、韓国の方たちと心から交流でき、たいへん貴重な経験ができた。 
 

 
  きときとスポレク きてきて富山 

   スポレクとやま２０１０に来日される韓国選手団に、魅力いっぱいの富山の自然、風土、民謡・芸能

などとともに、心からのおもてなしを差し上げたい。 

   日韓スポーツ交流の発展に少しでも寄与できれば、幸いである。 
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