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西東京第2学校　学芸会
11月21日、学校体育館にて行われた今年の学芸会・・・

　歌や踊りはもちろん、今年はマジック（手品）ショーもありました。　幼稚園児から6年生まで皆が

頑張って素晴らしい学芸会を完成させました。

　去年デビューした中北・町田同胞有志たちのチャンゴクラブも2年目の舞台に立ち、素晴らしい演奏

を見せてくれました。

フィナーレ前に行われた「チャンダンノリ」は圧巻でした。

朝鮮高級学校に高校授業料無償化制度を早く適用せよ！

　御承知の通り日本政府は「外国人学校の指定に関する基準や手続等を定めた規程」にしたがって、朝

鮮高級学校生徒に無償化制度を適用することを決めました。　しかし、今回の朝鮮半島緊迫情勢と関連

し、管総理は高木文部科学大臣に「プロセスを停止してほしい」と自ら指示した模様です。

　政治や外交問題と子供たちの学ぶ権利と何の関係があるというのでしょうか？

　この件に関して多くの同胞、日本の方々から強い憤りと不満が出ております。

ある日本の方のブログから抜粋しました。　

「・・・そう、今回の事件はまさに奇貨です。その利益とは何か。

当然それはただ一つ、閣僚たち自身のとりあえずの延命です。自民党を中心とした右派勢力の今後の出

方にあらかじめ折り合い生徒たちの心は一顧だにもせず、教育理念をこんなにあっさりと捨て去るなん

てまさに民主党の自滅です。・・・」
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ＡＡＦＣ  ＵＵ--1166  チチャンピオンシップ 22010  優優勝！  

Ｕ-19 に続き、１６歳以下も見事優勝しました。 

ウズベキスタンで開催された大会優勝までの

成績は以下の通りです。 

Ｂグループを１位通過。 

準々決勝 対ヨルダン    4：0 

準決勝  対日本      2：0 

決勝戦  対ウズベキスタン 2：0 

 

これにて朝鮮チームは、来年メキシコで開かれ

るＵ－17Ｗ杯出場権を獲得しました。 

22010 年年広広州アジア大会で女子サッカー準準優勝！  

 中国広州で開かれているアジア大会、女子サッカー競技でウリナラが準優勝に輝きました。 

 日本と決勝戦を戦ったウリナラは終始優勢だったものの、後半にコーナーキックからヘディングシュ

ートを献上してしまいました。 結果は 1 対 0 の惜敗。 3 年連続の優勝はなりませんでした。 

 一方男子チームは快進撃を続けたものの、準々決勝（ＰＫ戦）でＵＡＥに負けてしまいました。 

 そのほかサッカーだけでなくアジア大会各競技でウリナラは好成績を残しています。 

 ウリナラのアジア大会でのメダル獲得数は 36 個でした。 そのうち金メダルが 6 個、銀メダルが

10 個、銅メダルは 20 個でした。 

 

第第 44 回回女性性同盟盟大和分会教室  開開催！  

10/23 大和コミュニティセンターにて今年４回目の女盟大和分会の教室「レーズンとハム＆チー 

ズのちぎりパン」作り教室が行われました。 ここに７人のオモニ達が集まりました。 

講師には大和在住の姜明里先生をお迎えしました。 

もちろん試食が昼食、分会ではサラダとスープを用意しました。 

女盟大和分会では地域女性たちのニーズにこたえる形で教室を開催し、分会を運営していく事が定番

化しました。 来年もまた、色々な教室を開催していく事でしょう。 

 

    ムジゲフェスタ開催             第 27 次 女盟支部旅行！ 

       In 横浜初級学校            10 月 25, 26 日にかけて今年 27 回目を数える 

 10 月 31 日開催予定だったバザーが延期に  女盟支部主催の旅行に行ってきました。 

なり 11 月 14 日に行われました。       今年は 21 名参加のもと金沢に行ってきました。 

 年々規模が大きくなりつつあるムジゲフェス  「継続は力なり！」という言葉はこの為にあるみた 

タです。 西東京第 2 ふれあいバザーと一緒  いです。 

によろしくお願いします！           来年以降も続けますのでよろしくお願いします。 
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11 月 23 日に起きた北南軍事衝突について 

 日本のマスコミは衝突原因、「北方限界線」が出てきた経緯、西海上での緊張問題や 1953 年停戦以

降、どういった事が起こってきたかは、まったくと言っていいほど報道しておらず、「北、悪し」一辺

倒の偏見報道をこぞって大々的に行っています。 そこで同胞ヨロブンの情報分析の一助になればと思

い資料や関連ホームページのＵＲＬ一覧を作ってみました。 

△朝鮮問題深堀りすると？－初老のトクさん（http://profile.ameba.jp/khbong/） 

－延坪島事態どう見るか、どうなるか①（11/25） 

△デビの独り言 独断と偏見（http://ameblo.jp/dewisukarno/） 

－冷静に考えよう！「北朝鮮が韓国の島に砲撃」（11/24） 

△金明秀のブログ（http://han.org/blog/） 

－人権侵害しか切れる外交カードがないとは、どんなならず者国家だ？（11/24） 

△田中宇の国際ニュース解説（http://tanakanews.com/mail/） 

 －意外と効果的な北朝鮮の過激策（11/24） 

△片山貴夫のブログ（http://katayamatakao.blog100.fc2.com/） 

  －南北朝鮮衝突を口実に、朝鮮高校「無償化」を中止―隣国の不幸に乗じて子供をいじめ、排外主義

を煽る政府（11/24） 

 △草の根通信の意志を継いで（http://blogs.yahoo.co.jp/higashimototakashi） 

   －朝鮮学校への高校無償化適用手続き停止、管首相「私から指示した」（11/25） 

 △ここが変だよ在特会（http://ameblo.jp/korea-one/） 

  －朝鮮学校の子供たちが心配です（11/24） 

 △社会動態エッセンシャル（http://blog.shakaidotai.com/） 

   －よみがえる「朝鮮戦争」の悪夢・・・（11/24） 

 △media debugger～おかしなメディアをデバックしよう（http://mdebugger.blog88.fc2.com） 

  －北朝鮮を非難する前にするべき 100 のこと（11/24） 

 △呉西湖の一言（http://blogs.yahoo.co.jp/jap41234） 

  －延坪島近辺での南北砲撃戦（11/24） 

 △ＮＰＯ法人三千里鐡道（http://blog.goo.ne.jp/sanzenri2010） 

  －「民主平和福祉フォーラム」創立記念講演一林東源（11/24） 

  －無題―・・・！ 

 △民衆の声（http://www.vop.co.kr/index.html） 

  －一触即発の西海。緊張はどのように高まってきたのか（11/23） 

 △村野瀬玲奈の秘書課広報室（http://muranoserena.blog91.fc2.com/） 

  －「軍備による自国防衛」は成り立たず、「外交力による地域全体の安全保障」しかあり得ないと思

いました。（11/24） 

 △民族通信（http://www.minjok.com/） 

  －延坪島衝突事件、予防は 6.15、10.4 宣言履行が鍵（11/23） 

  －南北衝突、その原因を一方的に報道。祖国半島緊張造成の真の理由を明かさねば（11/23） 
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ウリミレＥＸＰＯ ～在日同胞青年祝典～ 

 11 月 7 日（日）朝青、青商会、留学同、女性同盟の共催で行われた 

ウリミレＥＸＰＯは成功裏に終わりました。 

 会場である東京中高には 10,000 人を超す人たちが訪れ、有意義な 

時間を過ごしました。 

 「お笑いライブ」や「Ｔ1 グランプリ」、

学生公演など色々なイベントが行われ

る一方、朝青や女盟で模擬店を沢山出店

し、人たちを喜ばせてくれました。  

朝青中北支部も出店し、見事完売しました。 

 最後に行われた大抽選会にはアントニオ猪木も駆け付け、当選者に闘

魂を注入していました。 ラストはお決まり、1、2、3、ダッー！ 

 在日朝鮮人社会の明るい未来が見える 1 日でありました。 

 準備や後片付けに携わった朝青イルクンをはじめとするスタッフの方々に敬意を表します。 

（ハンマディ＝一言）今年も残すところあと 1ヵ月、ある日曜日に結婚式に参加しま 

した。 私、３回泣きました。 教え子でもあり、同じラグビー仲間ということで参加しましたが、最

後の花束贈呈前の手紙コーナーで涙を誘う場面は多々見てきましたが、同僚や友人が次々と紹介され、

歌を歌っていく時に代表者が簡単なスピーチをしますよね、そのスピーチを聞いて泣いたんですよ！ 

さて、１２月と言えば送年会、忘年会。 「肝臓を大切に！アピール月刊」が始まります。 

私個人はすでに 1つの忘年会が終わりました。 ２０１０年を振り返りながら仲間や同僚といただく

お酒や料理は格別だと思いますが、くれぐれも体を大切にしましょう！ 

そして新たな２０１１年に向けて未来志向的な話で盛り上がれれば、さらにいいと思います。 （慶） 

 

22010 年年 1122 月月  中中北地域、神奈川県の予定（（変更する場合があります）  

◇各分会の送年会の予定◇ 

―中央分会  １２月１２日（日）１２時 カラオケ「チャリーズバー」 

―大和分会  １２月１２日（日）１２時 「支部事務所３階」 （男性 2,500 円 女性 2,000 円） 

―大野分会  １２月１３日（月）１８時 「焼肉 アリラン」（5,000 円） 

―淵野辺分会 １２月７日（火） １８：３０「焼肉 南大門」（5,000 円） 

―相模原分会 １２月９日（木）9：30ニューモランボン出発 「癒しの湯」（5,000 円） 

 

8 日 （水） 県長寿会総会、送年会  本部会館 11 時（2,000 円） 

14 日(火)  ミニデイ「ペギルホン」 支部事務所 3階 11：30 

18 日(土)  中北青商会 送年会 焼肉「高麗」19時 
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