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西東京第２学校 ふれあいバザー2010 
 １０月１０日、朝まで降っていた雨はやみバザーモードにチェンジされました。 毎年恒例のふれあ

いバザー。雨のせいでスタートは良くなかったものの、沢山の同胞、日本の皆さんがお越しになりまし

た。 飲み物、食べ物の売れいきも上々！ オモニ会、アボジ会ともハッスルしていました。 

 学生公演にも惜しみない拍手が送られました。 そして毎年参加してくれる朝鮮大学校のプンムルノ

リの皆さん、今年の演奏も見事でした。 今年はバージョンアップして「統一列車」が走りました。 

 同じく朝鮮大学校のバンドの皆さんがきれいな歌声を披露してくれました。 

 来場者たちがバンドの公演を一生懸命見ていたのが印象的でした。 

 見えないところでバザーの成功に尽力した裏方の皆さんお疲れさまでした！ 

第 28 回西東京第２学校チャリティゴルフコンペ 

 毎年恒例のコンペも 28 回目を迎えました。 本誌取材によると今回のコンペ実行委員会の合言葉は

「チャレンジしてますか？」だったようです。 コンペの動員、内容をより良いものにするために、限

りなくチャレンジしていこうという趣旨だそうです。 

 10 月 19 日、大相模ＣＣで行われたコンペは、終わってみれば 127 名の参加でした。 

 優勝は日本の方ですが、毎回の参加、そしてウリハッキョにいつも惜しみない支援をくれる方です。 

 豪華賞品も沢山の方が持って帰っていました。 実行委員会では第 30 回に向けてチャレンジを続け

るそうです。 実行委員の方々、本当にお疲れ様でした！ 参加者の皆様コマッスンミダ！ 
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ＷＢＡ世界スーパーバンタム級 

チャンピオン 

 

 １０月２日、新たな世界チャンピオンが誕生しました！ 在日同胞選手２人目、朝鮮大学卒業生では

初めての快挙！ その新チャンピオンを祝い激励するための会が１５日、ホテル横浜ガーデンにて行わ

れました。 会場には 120 名を超える同胞たちや、事務関係者たちで埋め尽くされました。 

 「李冽理」と書かれた「のぼり」の先導で「海岸砲兵の歌」とともに入場したチャンピオンは「皆さ

んの熱い応援があって僕が今ここにいる！」と語っていました。 

 また、祝勝会ではトークショーやチャンピオンが実際に使っていたグローブなどのお宝が当たるジャ

ンケン大会などもあり、終始盛り上がっていました。 

 チャンピオンは各テーブルを廻り記念写真を撮るなどしながら、「これからがスタート、必ず防衛す

る！」と力強く語っていました。 何よりも応援会の皆様、本当にお疲れ様でした！ 

 

ＡＦＣ Ｕ-19 チャンピオンシップ 2010 優勝！ 

大会ＭＶＰにチョン・イルグァン選手、代表チームはフェアプレー賞も 

 2011 年コロンビアでの Ｕ-20 サッカーＷ杯出場権を

かけて、そして１９歳未満のアジア№1 を目指して戦う大会が

中国で行われました。   

 朝鮮チームはＷ杯出場権を獲得し、この大会で優勝しまし

た！ 

Ｂグループを２位で通過し、準々決勝で中国を２対０で破り、

準決勝で韓国と対戦。結果は２対０の勝利！  

朝鮮チームは１７日のオーストラリアとの決勝戦にコマを

進めました。 

そして見事、３対２で勝利しアジア王者の栄冠に輝きまし

た！ 本当に素晴らしいです！ 

2014 年のワールドカップブラジル大会に向けて若手選手

たちが着実に育っている証拠です。 頼もしいですね！ 
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朝青中北支部、「在日朝鮮青年体育祭 2010」へ出場 第 4 位！ 

 朝青支部が神奈川を代表して出場したのは、フットサルでした。 

12 チームが参加して勝ち点を争うリーグ戦で行われました。 

1 回戦 団体、事業体チームに 4-1、2 回戦は 宮城に 1-0 

という形で順調に勝ち進んだ

朝青中北支部はついに準決勝 

ま で た ど り つ き ま し た 。   

対戦相手は福島。引き分けで

ＰＫ負けを喫してしましまし

た。 気を持ち直し、3 位決定戦で群馬と対戦し、またもや引き分け

でＰＫ合戦でした。 そのＰＫ合戦も負けてしまいました。 

結果は７試合を戦い４位という成績を収め賞状を持ち帰りました。 

 

10 月 16 日に東日本地方芸術競演大会が行われました！ 

△横浜初級学校              △西東京第 2 学校 

 

合唱      金賞 （優秀作品）       民族打楽    金賞 （優秀作品） 

重唱      金賞              独唱      銀賞 

重唱      金賞              舞踊 創作群舞 銀賞 

独唱      金賞 

独唱      金賞 

独唱      金賞         横浜初級学校の成績、凄まじいですね！ 

カヤグム併唱  金賞         西東京第 2 の民族打楽器の演奏、本当に上手です！ 

舞踊 既成群舞 金賞         素晴らしい成績を収めたウリ学生達に拍手！！！ 

舞踊 創作群舞 銀賞 

 

朝鮮外務省代表団訪中 ６者再開準備できている 

朝鮮外務省スポークスマンは、外務省代表団が中国を訪問したことと関連して１６日、朝鮮中

央通信社記者の質問に次のように答えた。  中国外務省の招きにより、金桂官第１外務次官

を団長とする代表団が１２～１６日に訪中し、朝中関係と６者会談の再開、朝鮮半島と地域情

勢などの問題を真摯かつ虚心坦懐に討議した。  われわれは６者会談の再開の準備ができて

いるが、米国をはじめ一部の参加国が準備できていない状況で、急がずに忍耐強く引き続き努

力していくことにした。  全朝鮮半島の非核化を実現するための６者会談の９．１９共同声

明を履行しようとするわれわれの意志には変わりがない。［朝鮮新報 2010.10.20］ 
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11 月 7 日（日）は、みんなで東京中高に行きましょう！ 

 大人から小さな子供達まで楽しめる色々なアトラクションがいっぱい。 

 「同胞屋台村」なる模擬店も沢山出ます。 

 10：00 開場 

 11：00 お笑いライブ（パンクブーブー、アントキの猪木） 

            アンパンマンショー（文化会館） 

 12：00 オープニングセレモニー 

 ウリ学生達の芸術公演、セセデ公演、地域対抗イベントもあります。 

豪華賞品が当たる抽選会も！ 

3Ｄテレビ×2 本    旅行券 10 万円分×8 本    iＰad×8 本 

クオカード×1994 本  賞品総数 2012 本！ 

☆抽選券は支部で販売しています！（抽選券 1 枚で 2 回のチャンス  1 枚 1,000 円）☆ 

 

学校建設委員会、奮闘中です！ 

 西東京第 2 学校新校舎建設委員会が只今、一

生懸命に頑張っております。 

 これからも定期的に、計画的に会議を開き色々

な意見を出し合って議論を重ね立派な学校を建

てる事でしょう。 

  

（ハンマディ＝一言）暑い夏が過ぎて秋がやってきました。 何をしても気持ちのい

い季節ですね！ 食べればおいしいし、運動をするも良し、スポーツ観戦も良し、仕事に至っては集中

力もあります。 そんな中、うれしいニュースがたくさんです。 李冽理選手が世界チャンピオン、サ

ッカーＵ19 アジア選手権でウリナラが優勝、ドイツに行った鄭大世選手も大暴れ中・・・ 

秋といっても今年も残りわずか。 もっと集中力を高めてしっかり仕事して、歴史的な 2010 年を送

りましょう！ （慶）  

 

2010 年 11 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 31 日（日） 横浜初級学校「ムジゲフェスタ」（バザー） 11：30～ 

11 月 7 日（日） ウリミレＥＸＰＯ（同胞大野遊会） 東京中高 １０時開場 

11 月 9 日（火） 高齢者ミニデイ「ペギルホン」  支部事務所 3階 11 時～ ［予定］ 

11 月 21 日（日） 西東京第 2学校 学芸会 

11 月 28～29   中北高麗親睦会 旅行 （熱川ビューホテル  28 日本厚木駅 8：10 集合） 
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