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中北地域中北地域中北地域中北地域をををを最高潮最高潮最高潮最高潮にににに盛盛盛盛りりりり上上上上げましょうげましょうげましょうげましょう！！！！    

～総聯中北支部執行委員会第２９期第２次会議拡大会議～ 

 ８月２８日、呉載世総聯本部委員長参加のもと今期

２回目の執行委員会が拡大会議として行われました。 

 議題は「中北３カ月運動」の総括と今年下半期まで

の運動計画、そして来年４月に向けての中北地域のイ

メージを共有しました。 

 掲げられた目標は一つ！ 地域を最高潮に盛り上げ

るために「中北全組織を隙間なく構築しよう」（＝朔切

軒蒸戚 荷軒切）です。 

 何よりも５つある分会を活性化することに力を注ぐ

事が議論されました。 

 ２０１１年年末までに相模大野分会、相模原分会を、２０１２年４月までに中央分会と淵野辺分会を

創りあげることを決定しました。 会議では３名の討論、2 名の呼びかけ、本部委員長の挨拶をいただ

き宴会を行いました。 

サッカーＷ杯３次予選、ウリナラの応援に行ってきました！ 

 ９月 2 日、「埼玉スタジアム 2002」で行われたウリナラ対日本の試合を応援してきました。 

 会場には５０００人の同胞応援団が「必勝朝鮮！」を叫びながら熱狂的に応援しました。 結果は御

存じのとおり０対１で惜敗しましたが、アジアチャンピオン相手に善戦しました。 

 何年か前は競技場でサポーター同士が小競り合いをしていたのが現実でしたが、試合後サポーター同

士で拍手し合って「良く頑張りましたね！」と言い合う姿を

この目でみました。 本当にいいことだと思います。 

 その後ウリナラはホームでタジキスタンを１対 0 で下し

ました。 今度の日本戦は

ピョンヤンで１１月１５

日に行われます。 また応

援しましょう！ 
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女性同盟大和分会「キムパ女性同盟大和分会「キムパ女性同盟大和分会「キムパ女性同盟大和分会「キムパププププ＝海苔巻」教室開催！＝海苔巻」教室開催！＝海苔巻」教室開催！＝海苔巻」教室開催！    

 新しい事に挑戦し続けている女盟大和分会が９月３日、女盟本部委員長でおられるリム・ギョンスク

先生を講師に招き、キムパプ作りに挑戦しました。 もちろん試食しながら分会女性たち同士の交流も

バッチリ深めました。 今、総聯分会も女盟分会も大和が熱いです。 

 １０月には総聯、女盟合同分会委員会を開き、合同分会送年会の準備に取り掛かるそうです。 

 

女盟支部ノレ教室が堂々スタート！女盟支部ノレ教室が堂々スタート！女盟支部ノレ教室が堂々スタート！女盟支部ノレ教室が堂々スタート！    

 女盟支部の目標でもあった「ノレ教室」

の開校。 ついに９月１２日にスタート。 この

日は第１回目の練習も行いました。 これから２

０代から５０代までの女性なら誰でも参加できる

教室として頑張って行くそうです。  

講師は厚木在住の金貴蓮さんです。 

（写真下—中央） 問い合わせは女盟支部まで。 

 

西東京第２学校ふれあいバザー2011 

 トンポヨロブンご存じ、只今西東京第２学校は新校舎建設中の為、体育館でふれあいバザーを行いま

した。  それでも力の入り具合は毎年と同じ。 幾多ものコリアンフード模擬店に雑貨店などが並び

ました。 児童達の公演の後、皆さんコリアンフードを美味しそうにいただいてました。 

 今年も夏休み中にも関わらず駆け付けてくれた朝鮮大学校サムルノリクラブの皆さん、少人数ながら

迫力ある演奏を披露してくれました。 大抽選会も盛り上がりました。（特賞はウリ学生！） 

 準備に携わったオモニ会、アボジ会、事務局の皆さん、朝鮮大学校、保育学科の学生達、朝青員の皆

さん本当にお疲れさまでした！ 来年は新校舎での「初バザー」になります。 お楽しみに！ 
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長寿  敬老祝賀会敬老祝賀会敬老祝賀会敬老祝賀会 2011201120112011     健康 

 ９月１７日、西東京第２学校で中北、町田、そして児童達のハラボジ、ハルモニ達、約７０人が招待

され、盛大に行われました。 北海道や愛知県からお越しになったハラボジ、ハルモニ達もいらっしゃ

いました。 児童達の公演、金剛山歌劇団の歌手や若手演奏家たちによる祝賀公演も本当に良かったで

す。 児童達の「クンジョル」、「肩もみ」、ハラボジ、ハルモニへのプレゼント贈呈は微笑ましく、見

る人に感動を与えました。 

 

学生中央体育大会（9/6～8） 

初級部 4 学年(男子)100ｍ競走 チャ・リャンギ 予選 1 位 決勝進出 優勝 

初級部 5 学年(女子)100ｍ競走 ペン・ユナ 予選 1 位 決勝進出 優勝 

高級部女子 100ｍ キム・フィミ 優勝 

高級部女子 200ｍ キム・フィミ 優勝 

高級部女子 400ｍ チョン・リョナ 優勝 

高級部女子 3000ｍ チョン・リョナ 優勝      ※陸上の団体成績では 中級部男子と 

高級部女子 走り高跳び キム・フィミ 優勝      高級部女子が 揃って優勝です！ 

 

中級部卓球男子複式 チュウ・サンス、キム・ヨンギュ 優勝 

中級部卓球女子複式 キム・ユンソン、シン・フィリョン 優勝 

中級部卓球男子個人 チュウ・サンス 優勝          ※卓球団体戦は男子、女子とも 

中級部卓球女子個人 キム・ユンソン 優勝           神奈川朝中が優勝です！ 

 

中級部バスケットボール ３位 

 

優勝だけを掲載しました。 他に２位、３位をとった選手、優秀選手賞を受賞した選手も沢山います。 

 

朝青中北フットサルクラブ ５位入賞！（中央体育祭東日本大会 9/23） 

 神奈川県大会で見事優勝し、中央への切符を手にした我が朝青中北フットサ

ル部が埼玉浦和美園にあるフットサル場にて行われた中央大会に出場して、１

３チーム中、堂々５位に入賞しました。 選手の皆さんお疲れ様！ 
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今年は、神奈川中高今年は、神奈川中高今年は、神奈川中高今年は、神奈川中高    創立創立創立創立    ６０周年！と６０周年！と６０周年！と６０周年！と    

西東京第２学校、横浜初級学校西東京第２学校、横浜初級学校西東京第２学校、横浜初級学校西東京第２学校、横浜初級学校    創立創立創立創立    ６５周年！６５周年！６５周年！６５周年！    

    

            10/9(日)  中高創立 60 周年記念フェスティバル開催！ １１時～ 

   10/17(月)西東京第 2 学校創立 65 周年記念チャリティゴルフコンペ（大相模ＣＣ） 

   11/20(日)西東京第 2 学校創立 65 周年記念イベント開催！ 

 

 

 

 

 

 

 中高補修工事もほぼ完了し、学生達は新しい環境の中で一生懸命 

学んでいます。 今回、中北地域の同胞が教室の蛍光灯を全部ＬＥＤに替えてくれました。 

 自ら 2 日間工事も手伝ってくださいました！（写真右端） 

今回の主な補修工事 －校舎壁塗り替え及び防水工事  －トイレ全面補修（１,３,５階） 

          －校舎中央階段補修       －各階水飲み場設置 

          －教室蛍光灯をＬＥＤに交換   －教室出入り口補修 

 神奈川中高６０周年記念行事は来週号で特集を組みます。 民族教育フォーラム、フェ

スティバルの模様を詳しくお伝えします！ 

 

（ハンマディ＝一言） ６０周年、６５周年の重みをひしひしと感じております。 

 ９月２５日に行われた民族教育フォーラム「未来への架け橋」に感動しました。 周りでしくしく

泣いておられる方々が沢山いました。 企画、内容において本当に良かったと思います。 

 １０月９日はフェスティバル、その後西東京第２学校の６５周年行事が続きます。 

 我々を取り巻く決して良くない情勢の「今」も重要だが、明日―未来に向かって行動したいもので

ある。 先代たちは未来を見据えて行動をおこし、現在に至るまで歩いてこられました。（慶） 

 

2012012012011111 年年年年 10101010 月月月月    中北地域、神奈川県の予定中北地域、神奈川県の予定中北地域、神奈川県の予定中北地域、神奈川県の予定    

10 月 9 日（日） 神奈川中高 創立 60 周年 フェスティバル（１１時～） 

10 月 16 日（日） 神奈川同胞合同慰霊祭 （東林寺 12：30 開式） 

10 月 17 日（月） 西東京第 2学校チャリティゴルフコンペ（大相模ＣＣ） 

10 月 18～20 日  神奈川県長寿会 旅行（おおるり塩原 ７時横浜天理ビル前集合） 

10 月 29 日（土） 西東京第２学校 対外公開授業 
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