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西東京第 2 学校 対外公開授業 

 ９月１８日に行われました。 学校には町田市議会議員の方々、相模湖ダム合同追悼会事務局の方々、

チマ友の会、多くの学父母達が訪れ、授業と学校の様子を見ていました。 

 この日は授業後、チマ友の会代表でおられる松野さんより朝鮮学校の現状とチマ友の活動、高校無償

化の展望などの内容を含む講演会がありました。 そして学生達による小公演、新校舎建設における同

胞説明会を行いました。 説明会では建設委員会委員たちが紹介されました。 

 １０月１０日には西東京第２学校バザーが、１０月３１日には横浜初級学校ムジゲフェスタがありま

す。 同胞ヨロブン、気軽に学校へ遊びに行きましょう！ 

神奈川中高 大運動会 
 ９月１９日、秋の風が

程良く吹く良い天気の

中、運動会が行われまし

た。 さすが中高ともな

ると学生も学父母も、そ

して来賓の方々も多い

です。 

 また、久しぶりの再会

を喜びながら談笑する同胞たちの姿が目立ちました。 

 さて、恒例の支部対抗競技ですが、いつもと違い代表の１２名がすぐに揃いました。 

 勢いもいいので期待しましたが、結果は・・・  （9 支部中８位） 

 神奈川中高は、来年２０１１年に創立６０周年を迎えます。 中高創立６０周年は無から有を創造し

た愛国 1 世たちの血と汗の結晶であり、1 世のバトンを受け継いだ 2 世が学校と民族教育を守ってき

た結果でもあります。 これから出番はセセデである 3 世４世達です。 

 中北同胞をはじめとする神奈川同胞の皆さんで中高創立６０周年、初級学校創立６５周年をお祝いし

ましょう！ 



中北 酔軒 疑革 －2        第 47 号            2010 年 9 月 25 日 発行 

  同胞敬老祝賀会 2010 
 

 9 月 25 日、西東京第 2 学校体育館にて中北・町田同胞敬老祝賀会が盛大に行われました。 

 今回の祝賀会は学校が主催し、オモニ会、両支部の後援で行われた祝賀会でもありました。 

  

 学生、園児達の公演の後、学生達が一生懸命、心をこめて作った「せんす」がハラボジ、ハルモニ達

一人ひとりに贈られました。 その後全校生徒が並んでハラボジ、ハルモニ達にクンジョルをしました。 

 ハラボジ、ハルモニ達は感激です。  

宴会では女盟両支部とオモニ会が真心こめて準備した料理が出されました。 

笑いあり、感動の涙ありの内容一杯の敬老祝賀会でした。 

 

神奈川県青商会第 10 次総会 
 9 月 25 日、ローズホテル横浜にて行われました。 中北地域では金裕吉会長をはじ

めとする、6 名もの代表が総会に参加

しました。 総会では 9 期事業報告

がなされ青商会はこの期間、民族教育

の為、また豊かな同胞社会の為に多大

な貢献をしてきたと総括されました。 

 また神奈川県青商会の新しい会長

（１０期会長）として朴明樹氏が選出

されました。 

 今回、県青商会幹事から「卒業」となった金京植氏、長い間青商会事業お疲れさまでした！ 

 

神奈川非専任熱誠者達の集会 

 ９月５日本部講堂で１０月までの神奈川愛族愛国運動計画を採択する

ための集会が行われました。 中北地域では７名の代表が参加し、地域を

代表して金哲一副委員長が討論しました。 なお、集会に先立ち朝鮮半島

情勢に関する講演があり、１０月までの大衆運動計画を採択し交流会へと

進みました。 終始和やかな、そして熱気あふれた集会となりました。 
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ＦＩＦＡ Ｕ－17 女子Ｗ杯で朝鮮チームが大健闘 

 ９月５日～２５日までにトリダードトバゴで行われた１７歳以下女子ワールドカップに出場した朝

鮮チームが位と健闘しました。 グループＡから２位で予選を突破し、決勝トーナメントではドイツに

１対 0 で勝利、準決勝で日本と戦って１対 2 で惜敗しました。 

 ３位決定戦でスペインと対戦した朝鮮チームは、惜しくも 

１対 0 で敗れてしまいました。 しかし、未来を見据えた大会 

として有意義だったことは間違いないでしょう。 

 

大会成績  優勝    韓国 

      準優勝   日本 

      ３位    スペイン 

      ４位    朝鮮 

 

８月末、平壌を訪れたカーター元米大統領がニューヨーク・タイムズに寄稿

した一文が物議をかもしている。寄稿文によると、朝鮮側から不法入国者釈放

のための訪朝と「金正日総書記との面談」が提案されたのは７月だった。 オバ

マ政権がすぐに許可を出さず、元大統領の訪朝が８月末までずれ込んだということだ。それが総書記の

訪中日程と重なった。朝鮮側の「意向」は伝えられたはずだが、現政権は彼に「特使」の役割を与えず、

何ら権限を持たない「民間人」として送り出した。元大統領が総書記に会えない情況をわざとつくった

と思える対応だ。 時期を逸した「カーター訪朝」は、圧力によって朝鮮の「変化」を引き出すという

「戦略的忍耐」路線に沿ったものだが、結果的にオバマ政権の無為無策を印象づけた。朝中首脳外交の

華やかさと「取り残された元大統領」のイメージが対比された。大国としての威厳など微塵もない。 昨

年８月、クリントン元大統領が訪朝した。カーター元大統領は９４年以来、２度目の訪朝だ。オバマ大

統領は、民主党の大統領経験者の意見に耳を傾けるべきだろう。彼らは朝鮮との対決路線が「望ましい

変化」をもたらさず、米国の利益を損ねるということを経験している。 寄稿文によれば、朝鮮側はカ

ーター訪朝を重視した。総書記の訪中前に実現していれば「面談」があったかもしれない。今回、「民

間人」として訪朝した元大統領は「平和協定と非核化のための対話を再開したいという強いシグナル」

を感じたと公言している。今後の推移に注目したい。 

［朝鮮新報  春・夏・秋・冬より 2010.9.24］ 

お知らせ：「祖国の水害同胞支援募金運動」の結果、中北地域で 105,000 円

の募金が集まりました。 協力有難うございました。 責任を持って本部、

中央を通じ、被災地に送りたいと思います。  ～総聯中北支部常任委員会～ 
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10 月 2 日、李冽理選手 世界戦に挑戦！ 
 横浜・光ジム所属、朝鮮大学校卒業、在日同胞ボクサー李冽理選手が

10 月 2 日後楽園ホールで行われる世界タイトルマッチに初めて挑戦し

ます。 相手はタイ出身の強豪です。 李選手は日本チャンピオンであり

世界ランクは 14 位です。 

 この不利な状況でも同胞たちの声援が力になると言って毎日自分を追

い込み練習に励んでいます。 

 同胞ヨロブン、李選手に熱い声援をお願いします！ 

 

今年も「ふれあいバザー2010」が開催されます。 

バザーに出す物品を募集しています。 

 学校、支部にて受け付けています。 重たいものや大きいものは支部に一報ください。 取りに伺い

ます。 当日は家族、親戚を引き連れて遊びに来てください！ 

―10 月 10 日（日）11 時～15 時  西東京第 2学校にて雨天決行です。 

―多くの飲食模擬店、抽選会、学生公演、多数のイベントを準備しています。 

 

（ハンマディ＝一言）今年の天気は一体どうなっているのか？ 何故なら皆さん御存

じ今年は猛暑でした。 ９月一杯暑いと言っていましたが、最近涼しいこの頃です。 

ところが、また３５度近くの猛暑があったりその次の日は２０度以下だったりしましたね。 

半袖を着たり長袖を着たりジャケットを着たり・・・ 「そんなに服持ってねえよ！」って感じです

よね。  さて、運動会や敬老会などの恒例のイベントが一つ一つ終わっていきます。 学校を中心と

したバザーや学芸会を終えたら、もう忘年会シーズンです。 ラストスパートとして民族教育を力一杯

宣伝し、学生、園児達を一人でも増やすため頑張りましょうか！ （慶）  

 

2010 年 10 月 中北地域、神奈川県の予定（変更する場合があります）

10 月  2 日（土） 在日同胞ボクサー 李冽理選手 世界戦（後楽園ホール 17：30 開場） 

10 月 10 日（日） 西東京第 2学校ふれあいバザー（11 時開場） 

10 月 17 日（日） 神奈川同胞合同慰霊祭（東林寺 11 時開始） 

10 月 19 日（火） 西東京第 2学校チャリティゴルフコンペ（大相模ＣＣ） 

10 月 25、26 日  女性同盟支部旅行 

10 月 31 日（日） 横浜初級学校ムジゲフェスタ（11 時開始） 

        ※バザーに加えて色々なイベントを準備しています。気軽に遊びに来てください！ 
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