
韓国市民運動家のまなざし序章等	 及び目次	 

著者	 朴元淳	 ２００３年９月1日訳書発行（風土社）	 

	 

(日本語版への序文)	 

韓国と日本の市民運動—そのかけ橋のためのささやかな試み	 

戦闘的な韓国の市民運動	 

日本と韓国は「近くて速い国」という。地理的にどの国よりも近いことはまちがいない。長い歴史を通じ

ておたがいにたくさんの影響を与え合い、似たような文化をもっているのも事実だ。だが、つらつら考えて

みるとちがうところも多い。市民運動も同様だ。	 

韓国の市民運動は何より活気がある。戦闘的で政治的だ。それは軍事政権と闘いながら民主主義をつくり

上げてきた歴史と深い関連がある。その過程で公権力による弾圧や拘束をおそれなくなった。「強い政府に

強い市民運動」を生んだわけである。	 

参与連帯、経実連(経済正義実践市民連合)、環境運動連合といった強力な全国的市民団体は、政府の政策

に大きな影響を及ぼしてきた。参与連帯の場合、第１５代国会(1996〜2000)	 において別件あまりの法案を

請願し、そのうち半分程度は成立を勝ちとってきた。とりわけ、150あまりの条文を備えた腐敗防止法や、

韓国社会 初のセーフティネットを構築する国民基礎生活保障法のようなものも含まれている。腐敗してい

て能力のない政界にかわって、市民団体が国民の世論を集約・形成し伝達する役割を行使しているのである。	 

こうした市民団体の力がもっともよく発揮されたのが2000年4月の総選挙であった。このとき、参与連帯、

環境運動連合、女性団体連合を中心とした全国数百団体が「総選挙連帯」を組織し、腐敗した政治家を対象

として落選運動を行なった。総選挙連帯が名前を挙げた８６名の国会議員候補者のうち、約６８%が落選し

た。とくに首都圏では９０%以上が落ちた。	 

その後も市民団体は政府に対するモニタリングや政策実現、財閥企業への小額株主運動を通じた監視と財

閥改革などに取り組み、韓国社会において大きな役制を果たしてきた。こうした国民の参加と改革の雰囲気

は何の政治的基盤がなくても改革に意欲的なノ・ムヒヨン氏を大統領に当選させる結果を生んだ。	 

ノ・ムヒヨン氏は当選後、市民団体の連合体である市民社会連帯会議の新年会に出席し、自分の当選は市

民団体の活動のおかげだと述べるほどであった。しかし、市民団体はノ・ムヒヨン氏を当選させるための運

動を行なったわけではない。単に「大統領選挙有権者連帯」を組織し大統領候補の選挙費用監視、政策モニ

タリングなど多様な活動を行なって有稿者の意識を高め、公正な選挙を可能にしただけだ。	 

市民運動に近い政治権力の誕生は市民運動にとって機会と危機を同時に提供した。市民団体で活動してい

た人たちが権力の核心である大統領府や政府機関の指導部に大挙登用された。これは従来主張してきた政策

や理念を貫徹しうるよい機会になるはずだ。	 

いまや政府機関であれ企業であれ市民団体の主張や要求を無視することはできない状況だ。市民団体の主

張は国民とマスコミの支持を基維としているからだ。だが、同時に政治権力からの中立性を維持し、牽制・

監視機能を果たすべき市民団体としては危機ともいわざるをえない。	 

多くの人たちが韓国の市民団体の影響力が大きくなって全盛期を迎えたというが、むしろ多くの政策的ア

ジエンダを政府が受け入れたり吸収してしまうならば、市民団体はさらに大きな危機に陥る可能性があるこ

とを指摘したい。韓国の市民団体がこれまでに成しとげてきた政府への牽制と監視機能を維持しながら、さ

らなる社会的アジェンダを生み出すための努力を一層傾けねばならないときである。	 

韓国市民運動の光と影	 



韓国の市民運動は1987年の民主政府の樹立とともに本格的にはじまった。それ以前にも、いわゆる在野運

動が国民の基本的権利の擁護と民主回復のため、勇気ある献身的闘いをしてきた。	 

だが、こうした在野運動は政府の交代という目標と当時の独裁政権への抵抗という意味合いをもっていた。

独裁政権が倒れ民主政府が樹立されてからは、政椛の交代ではなくその政椛の具体的な政策についての批判

と対案の提示という目標を設定し運動を推進せざるをえなくなった。過去のスローガン的、理念的な運動か

ら、政策と実践の運動へと移行することになったのである。	 

同時に、従来の民主化運動という包括的な運動から、領域別に細分化されていった。女性、人権、環境、

権力監視、経済正義、地方自治など多様な領域で社会的イシューが運動のテーマとして浮かび上がった。	 

ある統計によれば、2000年以降、市民団体の数が2万団体を上まわるという。いくつかの大学にNGOを研究

する大学院が生まれ、NGO研究所が誕生し、マスコミはNGO情報のページを置くようになった。まさしく韓国

は市民団体の天国のようになったのだ。	 

しかし市民団体が直面する問題は少なくない。市民の参加は相変わらず不十分だし、そのために財政状態

もはかばかしくない。会費により運営が可能な団体は数えるほどしかない。政府や企業に依存する団体も少

なくないし、活動家はろくに月給をもらえずにいる。こうしてみると市民団体は零細なこと、この上ない。

こうした状況を一部のマスコミは「市民なき市民運動」と揶揄している。	 

その上、韓国の市民団体は政治的であるため、政治問題にかまけていて、国民の日常的な生活の中に入り

それに密着した活動を十分行なえずにいる。もちろん、政治が左右する社会的影響力は大きいから、市民団

体は政治に関わらざるをえない。韓国市民運動の政治性は、一般市民をして市民運動に参加しにくくする要

因となっている。ひとつの悪循環といえよう。	 

韓国社会は中央集権的国家であり社会である。ソウルに人口と資源が集中しており、地方自治は実施され

ているとはいえ、その歴史は浅く権力は中央に集まっている。市民運動もやはり中央に集中している。地域

の草の根の市民運動は人材と物的資源においてとても脆弱だ。	 

こうしてみると、椛力はしだいに中央から地方に移ってきてはいるものの、地方権力を監視する機関は存

在しない。地方自治体の首長の4分の1は刑事事件の被疑者として立件されているというマスコミの報道が、

こうした状況の深刻さをよく示している。	 

	 

日本の市民運動の観察	 

2000年9月から日月まで、筆者は日本の国際交流基金と国際文化会館の招請で3カ月間日本の市民社会を見

てまわる絶好の機会をえた。交通費も物価も高い日本を自費で旅行しろといっても不可能だっただろう。こ

の3カ月間、東京はいうまでもなく、都市と農村、南は九州から北は北海道、山形まで、たくさんの市民団

体、活動家と出会うことができた。本当に、またとない機会だった。	 

何より日本の市民団体は全国的ネットワークをもっておらず、みすぼらしくもある。韓国の場合、ある地

域、あるいはある分野の市民運動を知りたいと思えば、たやすく紹介することができる。それだけおたがい

によく知っているということである。これまでの長い連帯の歴史を持っているからだ。とりわけ、全国のし

かるべき市民団体が加入している市民社会団体連帯会議が全国的に組織されており、相互のネットワークも

比較的うまくいっている。	 

ところが日本の場合、第三世界支援と国際交流を専門とするNGOの協議体はあるが、市民団体全体のネッ

トワークはなかった。このため筆者は、分野別の市民団体の協議体や特定の市民団体会員の住所録、マスコ

ミ報道、市民団体に関する本、活動家の個人的な紹介を通じて、訪問先のリストを自分で直接つくっていか



ねばならなかった。こんなにバラバラに存在していては、強い政治的影響力を行使することはむずかしいだ

ろうと判断された。	 

その上、筆者が活動してきた参与連帯のようなアドボカシー運動団体は見い出すことができなかった。全

国各地で活動する市民オンブズマンのような団体が集まって全国的な連絡会をつくってはいるものの、政府

に対して強力なロビーや牽制、圧力を行使する団体はほとんどなかった。	 

日本の地方自治が韓国よりかなり発達しているという一面もあるものの、日本人は政治に対する嫌悪感や

避けて通りたいという思いがはなはだしいように見えた。日本でも政治家への失望感は大きいが、落選運動

が日本で成功しなかった理由として、こうした政治への嫌悪感が色濃く存在する点が作用しているように思

われた。政治への失望と嫌悪感は韓国でも同様とはいえ、その程度の差ははなはだしかった。	 

けれども地域に入ってみると、日本の市民運動家は地域ごとに多様な活動を繰り広げており、日本の市民

社会の奥の深さと健康さを確認することができた。	 

とくに生協は印象的だった。主婦が中心になり消費者として組織的主体となり、有機農産物の購入だけで

なく、一歩進んで地方議会に「代理人」を送り出す草の根の政治を少しずつつちかっている姿は韓国では見

られないものであった。	 

それだけでなく、日本では大きな団体ではないが、小さなグループをつくりささやかながら多様な活動と

実験を繰り広げているところも、韓国の市民運動が学ぶべきところであった。定年退職した人や主婦がNPO

をつくり、自分の地域社会の問題を解決していくのは望ましいことでなくて何だろうか。	 

こうした韓日間の市民運動や団体のちがいを筆者は空軍と陸軍にたとえてみた。韓国の市民運動は戦略的

な地域を集中爆撃し社会を変えようとする空軍であり、日本の市民運動はひとつひとつの地域を占領してい

く歩兵のような陸軍である。	 

こうした点から韓国の市民運動は日本の地域運動から学ぶところが多い。韓国でも地方自治の歴史が蓄積

されつつあり、これまで首都圏で学生運動、労働運動にたずさわっていたが故郷に帰り地域運動をはじめる

人も増えているから、韓国の地域運動も活性化される可能性が高まった。それでも、日本社会が蓄積してき

た草の根の地域運動の歴史は韓国の市民運動が学ぶべきよい経験に満ちている。	 

	 

海峡を越えてー「変わり者」たちの役割	 

2000年に日本社会から受けたその感動を、わたしはまだ忘れられずにいる。もはや3年がたとうとしてい

るが、わたしが日本の市民社会で出会った人たちとその献身的な生き方から覚えた感動をいまだに忘れられ

ない。	 

その人たちとのインタビューと団体の活動を紹介する本を書きながら、タイトルを『パク・ウォンスン弁

護士の日本市民社会紀行」とし、サブタイトルは「変わり者を訪ねて」とつけた。	 

みずからの安逸と利益を投げ打ち、社会と共同体のために献身する多くの人たちはどこの社会でも「変わ

り者」たらざるをえない。そうした「変わり者」が多い社会ほどよい社会である。	 

わたしは日本全国を3カ月間歩き回りながら市民運動にたずさわる多くの人たちに出会った。言葉もよく

通じないし仕事をするスタイルもずいぶんとちがうが、そこに多くの普遍性が発見できた。	 

原子力発電所に反対するために現場を歩きまわる女性、貧しい町の疎外された人びとのために一生をささ

げる牧師、第三世界の貧しい国とその民衆のために東奔西走する人びと・・・こうした人たちすべてにわた

しは深い同志愛を感じた。これはひとつの国、ひとつの社会、ひとつの民族を超えてともに交流し、ともに

歩むことのできる共同の目棋と志があることを意味するのである。	 



「近くて速い国」というのは地理的にもっとも近い距離にありながらも、たがいに複雑な感情を抱いてい

るからこそ出る言葉であろう。かつての植民地支配下において行なわれた多くの不幸なことがらによって、

いまだにその感情の前は埋められずにいる。	 

とくに日本政府は「慰安婦」問題、強制連行と強制労働による犠牲者の補償問題を解決できていない。戦

後復興を成しとげ経済力をもって強大国になりながらも、日本はいまだにアジア人が戦争中にこうむった傷

跡を癒すことができないのである。	 

韓国政府もやはり東アジア、ひいては世界において、より開放的で積極的な認識をもち役割を来たすうえ

で充分とはいえない。ぎすぎすした両政府の間では窒息しそうなやるせなさを感じざるをえない。政府があ

やまった問題を解決できるのは、両国の市民運動をおいては存在しない。	 

歪曲された教科書を認める政府に反対し、「慰安婦」問題を解決すべく努力する日本の市民団体は多い。

自国の政府を批判できるのは市民団体だけだから。そのスローガンは、正義と平和、環境と人権、人類愛な

どの普遍的な理念だ。固と国の聞を結びつけ、地域と地減を結びつける。海峡を越えて韓日間に平和を育て、

友好を地進できるのは両国の市民団体の役剖だ。	 

わたしが日本を訪問したあとで書いたこの本によって、韓国の市民団体は日本の市民団体に関心を見せは

じめた。いろいろなルートで日本に行ってくる韓国の市民運動家が増え、わたしが会った日本の市民運動家

の中でも韓国を訪れる人が出てきた。わたしが現在働いている美しき財団は、韓中日市民運動家の交流プロ

グラムをつくっている。たがいに訪問し意見を交換し合い、ネットワークをつくることが必要だ。	 

この本はそうした意味で多少なりとも役に立っているようなので、本当にうれしいかぎりである。今、こ

の本が日本語に翻訳されるならば、韓国の一市民運動家が日本で日本の市民運動団体を訪問し、たくさんの

市民運動家に会った印象と感じ方を伝えることができるようになるだろう。そして両国の市民団体と活動家

の聞の普遍的なものの考え方を発見することになるであろう。同じようにそれぞれの社会で「変わり者」と

して社会に献身していることもわかるようになるだろう。	 

これによってたがいの交流と友情が深まり、ともにアジアの明るい未来を夢見て実践しうることだろう。

この本を翻訳し出版してくれる日本の友人諸氏、そしてこの本を読んでくれる日本の市民運動家と市民のみ

なさんへ、深い連帯の思いを伝えたい。	 

2003年4月22日	 

韓日両国の市民団体の活動を通じ、東北アジア	 

の平和と連帯の気運が高まることを期待しつつ	 

パク・ウォンスン	 

	 

序章	 変わり者の国、日本	 

1999年の米国市民運動紀行につづいて、今度は2000年9月から１１月にかけて、日本の市民社会を訪ねる

機会をもった。日本の国際交流基金と国際文化会館が共同で招聴する「アジア・リーダーシップ・プログラ

ム」により、3カ月間日本のあちこちを見てまわったのである。大いなる幸運だった。前回の米国行きと同

じように、今回も日々感じたこと見聞きしたことを、韓国市民社会の成熟のために努力する多くの人々とと

もに考える材料となることを願って、日記形式で書き残した。	 

日本紀行をしたのと同じころに、わたしたちの活動をインターンとして助けてくれていたサラという米国

人の女性に会った。彼女はワシントン大学を卒業後2年間、日本の田舎で暮らしたことがあるが、日本人が

米国についてたずねることにつねづね当惑させられたという。数億の人口のたったひとりでしかない自分が、



それも自分が暮らしたワシントン州ではなく米国全体のことを話すのがどれほど難しいことか。それを説明

するのがいつもひと昔労だったという。	 

人は、ひとりの人、ひとつの行動、ひとつの事件をたやすく一般化する傾向にある。わたしたちの身近な

ところを例にとっても、ベストセラーになった『日本はない』[邦訳は『悲しい日本人』]や「日本はある」

[邦訳は「日本の底力」]というたぐいの本が、そうした傾向をあおり立てる。	 

3カ月間、こまめに日本の市民団体や活動家、知識人と会いつづけた。わたしの面談録には、南は九州か

ら北は北海道まで、東京や大阪といった大都市から、山形の田舎の村まで、国会議員から農民まで入ってい

る。こうして会った人たちの名刺だけで400枚を超える。だが、日本社会全体をながめ渡すには、力及ばな

かったし、市民運動家や知識人は、日本社会のマイノリティにとどまっている。	 

この本では、その人たちの考えや悩みをそのまま記録しようとした。それが日本の市民社会の現状を把握

するのに一番いいと思ったからだ。	 

わたしたちは、日本の市民運動について少なからず偏見をもっている。韓国とくらべて日本の市民運動は

見るべきところがないという考えが、まさにそれである。うぬぼれというものである。	 

日本社会は明らかにいろいろな制約と限界をもっているが、やはり韓国より成・川熱した市民社会を発展

させてきた。3カ月間の日本滞在を通じて、日本社会のすみずみに息づいている地域社会や地域運動という

ものを発見し、個人の良心と努力、献身とあいまって、法にもとづいた西献の公共社会とはちがったしっか

りした共同体を成していることを感じた。米国社会で発見したのが法と制度の力であるとするなら、日本社

会で発見したのは個人と集団の誠実さにもとづく伝統と共同の力といえよう。	 

日本でよく使われる言葉のひとつに、「町づくり」がある。韓国の場合、植民地支配と分断、戦争と独裁、

セマウル運動のような、めちゃくちゃな開発により消えてしまった地域社会を、日本はそのまま温存し発展

させている。韓国の農村と地域社会は疲弊し崩壊してしまったが、日本の農村と地域社会は健康に生き残っ

ている。それが変化への制約になることもあるが・・・。大げさに「市民運動」という看板を掲げなくとも、

健康な共同体と活気のある地域社会がつくられてきた。	 

日本の市民団体の活動家から受けた印象をひとことで表現するなら、まじめさとそこから来る感動である。	 

日本の団体には「〜を考える会」とか「〜を学ぶ会」といったものが多い。韓国のある活動家は冗談半分

に、「どこにそんなにたくさん考えることや学ぶことがあるのか、運動をする時間がないではないか」と皮

肉ったほどだ。だが、わたしの考えはちがう。こうして考え学びその結果が替積されて、今日のような奥行

きのある社会ができたのだ。日本人のだれにでも見られる丹念な記録癖、何かに取り組む前につねに行なわ

れる何回かの学習会、そして終わったあとの反省会、もどかしいほどに緻密な業務処理、よく整理整頓され

た町と事務所がそれを反映している。日本人の几帳面さや誠実さは一朝一夕にしてなったものではなく、１

年でもなく１０年でもない。人の一生をかけて形成されたケースもままある。ひとつの仕事、それも公のた

めに人生をささげる人をあちこちで見い出すことができた。水俣病の患者さんとともに歩むため水俣に暮ら

すことになった演劇人や女性活動家、農業共同体運動に邁進し一生をささげた老人、大学の職を投げ打って

反核運動に飛び込んだ市民研究者、２７回クビになりながらも現場を守っている労働運動家・・・。成田空

港建設反対を住民とともに闘った学生運動家は、志を守って今日まで農民運動家として生きている。一種の

変わり者たちだ。「変わり者」が多い国。それがよい国であろう。日本の市民運動については、あまりに小

さなことに執着して全体の変革のための運動が不十分だという批判が、日本国内の知識人や韓国の市民運動

家の間でなされてきた。そのとおりである。日本の政党や政治に日本人みずからが失望しながらも、それを



変える方法を見つけ出せずにいるようだった。 近の歴史教科書歪曲問題もしかり。落選運動も試みたが失

敗した。そのせいか、韓国の落選運動に対してはほとんど驚異の目で見ている。	 

日本の市民運動は分散孤立型だ。ネットワークの流れがないわけではないが、全国的に連帯して一致団結

するとか、政府や企業のモニター活動をする団体は少ない。とくに政治的な性格をもった活動は、嫌われる

傾向が強かった。政治を変えずして変えられるものがあるだろうか。	 

だが、こう考えることもできる。小さな変化を生まずして、どうして大きな変化を起こすことができるの

だろうか。日本社会を見ながら感じた点だ。地域によって条件は少しずつちがうが、日本は地方分権が進み

つつあり、それをもとに地域運動が活発化している。	 

韓国で落選運動が成功したというが、その結果、政治はどれだけ変わったのだろうか。運動はどれ国ほど

根を下ろしたのだろうか。政府への監視機能は十分とはいえないが、日本では全国的に組織されている市民

オンブズマンが近く発効する情報公開法とあいまって、ゆっくりとではあるが徹密な監視網をつくり上げて

いくことだろう。	 

わたしは、とりわけ日本の生協運動に感動した。みずから「生活者」を名乗る主婦たちが、世の中を変え

る 前線に立って活躍している。遺伝子組み換え食品の輸入問題を例にあげてみよう。韓国が輸入反対のデ

モをひとわたりして終わってしまうとすれば、大規模な生協組織でそれを食べない運動を行ない、具体的な

効果を上げるのが日本だ。総論に強く各論に弱いのが韓国の市民運動だとすれば、	 

総論に弱く各論に強いのが日本の市民運動だ。韓国の市民運動が戦略的な地点を爆撃し、社会の変化を導

く空軍だとすれば、日本は、下からひとつひとつ変えていく陸軍である。	 

情報公開運動も、韓国では政府の省庁を対象にして進められているが、日本では地域からはじまり、全国

規模に成長した。それぞれ長所と短所があろうが、ともあれ韓国の市民運動はいまや地域と個別課題の取り

組みを強化しなければならないときが来た。	 

日本の知識人がみずからの社会に大きな絶望を感じているのは事実だが、さりとて日本から学ぶものがな

いといってはならない。制度と実践、いずれをとっても日本が韓国より一段上だ。見習うべき部分も少なく

ない。	 

たとえば日本には、一般住民が予算の不正支出の返還を請求したり、住民投票を通じて重要な問題を決定

したり、市長をリコールしたりする地方自治法が存在している。不十分なところもあるが、製造物責任法も

制定された。生きた地域社会を生み出すための「町づくり」はうらやましいかぎりだ。	 

明治維新以来、積極的だった外来(とくに西洋)のものの受容の態度も示唆するところが大きい。もちろん、

無分別な受容は問題であろうが、進んだ制度と文明のあるところならば、どこからでも学び、これを社会に

応用しようとする努力がうかがえる。	 

実際、日本全国であらゆる種類の実験が行なわれている。この本に登場する湯布院もそうした例のひとつ

だ。旗を立ててぞろぞろ歩くのが日本人の団体外国観光だとあなどっていた自分の考えが、思いちがいだっ

たことを悟らされた。	 

韓国でも農民であれ大学教授であれ、外国を見てみることを嫌っていてはいけないだろう。ただ見てくる

だけでもいい。まず行ってみろ。何か学ぶものがあるはずだ。問題意識があればもっといい。	 

政府も２１世紀の紳士遊覧団を送り出し、１０年かかってもいいから公務員をしっかり勉強させなければ

いけないのではないかという気がする。今こそささやかなことにも着目して研究し、新しい社会体制、新し

い文明を生み出すべきときではないだろうか。	 



その一方で、わたしたち自身が韓国社会についてどれだけ知っているかという自責の念にもかられる。外

国を歩きまわって一生懸命質問し、いろいろと吸収しようとしたが、考えてみると、自分が住む社会に対し

ては、こんな努力をしたことがないではないか。きっと韓国社会にも、見えないところで地道に働いている

「変わり者」が多いはずだから。	 

日本にいる間、物心両面で多くの援助を受けた。招請してくださったふたつの機関はいうまでもなく、全

国のみなさんが忙しい時聞を割いて案内してくれ、資料を提供してくださった。わずらわしい質問や資料の

請求にも快く応じてくださった。	 

とくにひとつひとつの日程を調整し、たくさんの人との出会いを導いてくれた国際文化会館の松本洋専務

理事、加藤幹雄さん、丸山勇さん、島村直子さん、岡田公博さん、国際交流基金アジアセンターの大塚普人

部長、深沢陽部長、塩澤雅代さん、T・レッドウッドさん、前年のフェローであり、よくわたしたちに付き

合って雰囲気をなごやかにしてくれた恵泉女学園大学の大橋正明助教授、苦楽をともにした今年のフェロー

たち、地方の市民団体を紹介してくれたPARCの石田伸子事務局長、伊藤道雄JANIC常務理事、神戸の飛田雄

一さん、山形の疋田美津子さん、農業ジャーナリストの大野和興さん、そして各地域で日程を調整し連絡を

くださったすべてのみなさんに深く感謝したい。	 

とくに国際文化会館と国際交流基金の実務者のみなさんは、今回の企画を準備し実行するのに1年あまり

を費やしてきちんとした準備をし、配慮を尽くしてくださった。とりわけ、園田さんは、これまでにないわ

がままなフェローに悩まされたにちがいない。	 

この本はもともと倍くらいの分量があったが、２冊にするには無理があるとのことで、やむなくこうした

形になった。割愛せざるをえなかったところがあるのは残念だ。ナ・イルギヨン(羅一慶、慶應大学)、ソ・

ミョンジン（東京大学）、ヒョン・ムアム(東京大学)	 の3人は、博士諜程の忙しい勉学の間をぬって、わた

しのために通訳の労をとってくれた。	 

地方でも韓国の留学生の助けを借りた。福岡のコ・インスク(福岡大)、広島のウ・ヘギョン(主婦)、神戸

のパク・スニョン、キム・スジョン夫妻、キム・ウノ(神戸大)、大阪のイ・ギリョン(大阪大)、新潟のイ・

スンワン(新潟大)	 といった方々である。	 

そのほか、英語で通訳をしてくれた日本人ボランティアの人たちもいた。日本はそうしたボランティアが

比較的多い国だった。また、長井市のレインボープラン推進委員長横山太吉さん、新潟市の武田貞彦さん、

鶴岡市の大高全洋教授の家に泊めていただいた。	 

このプログラムの先輩であり、わたしを推薦してくれたハンギョレ新聞のチョ・ホンソプ社会部長と、迷

っているわたしの背中を押してくれたチョ・ヒヨン教授、そしてわたしのいない間空白を埋めてくれた参与

連帯のチャ・ピョンジク弁護士をはじめとした共同事務局長と実務者の方たちにも、この場を借りて感謝を

表したい。この小さな本がこうしたすべてのみなさんのご期待に添えるものとなることを願ってやまない。	 

２００１年２月10日	 

凍てついた大地の風の中で暖かい春を待ちつつ	 

パク・ウォンスン(朴元淳)	 
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