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祝・創立 65 周年！ 

～～～～西東京第西東京第西東京第西東京第 2222 学校学芸会学校学芸会学校学芸会学校学芸会 11/2011/2011/2011/20、、、、横浜初級学校学芸会横浜初級学校学芸会横浜初級学校学芸会横浜初級学校学芸会 11/2311/2311/2311/23～～～～    

 今年、県下初級学校と西東京第 2 学校が創立 65 周年を迎えました。  

 11/20（日）西東京第 2 学校では、学芸会を終えた後、65 周年を祝う同胞祝賀会が行われました。 

 ここに 250 人を超える地域同胞たちが駆け付けました。 

 祝賀会では、校長の挨拶に続き、建設委員会から子供たちによりよい環境で学校生活を送ってもらう

ための提起がありました。 

 先代が築き上げた有形無形の財産を我々が引き継ぎ、発展させていこうと、意気揚々とした雰囲気の

中、祝賀会は行われました。 

～～～～3333 度目度目度目度目のののの学芸会学芸会学芸会学芸会出演出演出演出演！～！～！～！～    

「中北、町田有志達のチャンゴクラブ」が学芸会 3 度目の出

演を果たし、拍手喝さいを浴びました。 この間毎週学校や支部

に集まり、練習を重ね本番に挑みました。 

やはり 3 度目ともなると貫録で演奏をしている感じだと観覧

者は言っていました。 パク・スニ団長は、「今度は来年 5 月に

行われる県発表会を目指します！」と締めくくりました。 
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女性同盟支部第女性同盟支部第女性同盟支部第女性同盟支部第 28282828 回旅行回旅行回旅行回旅行    

 11 月 21,22 日に日程で毎年恒例の秋旅行が行われました。 

 今回は滋賀県、琵琶湖を中心に湖の周りにあるお寺の紅葉を楽しんできました。 

 永源寺、百済寺、西明寺ほか「もみじ祭り」にも行ってきました。 どこも綺麗な紅葉を目の当たり

にし、参加者達は「綺麗！」の歓声をあげていました。 

 

ウリトンネウリトンネウリトンネウリトンネ大送年会大送年会大送年会大送年会    

～ゆく年くる年、大和分会合同送年会～ 

 これから送年会シーズンに入る今日この頃ですが、11 月 27 日（日）突破口を開くべく、中北地域

の先駆的分会である大和分会が送年会を行いました。 

 老若男女約 40 名が集まり、今年を振り返るなど、飲んで食べて笑って、過ごしました。 

 今年中北地域のあらゆる場面で大活躍し、多大な影響をもたらした大和分会。 

 分会長の挨拶によると来年、分会主催のビッグイベントも企画中という話でした。 

 他の分会や団体の送年会情報は来月号にて紹介します。 
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「神奈川ミレフェスタ「神奈川ミレフェスタ「神奈川ミレフェスタ「神奈川ミレフェスタ 2011201120112011」開催！」開催！」開催！」開催！    

「神奈川ミレフェスタ２０１１」（主催＝女性同盟神奈川県本部、神奈川県青商会）が 13 日、鶴見

朝鮮幼稚園で行われました。同フェスタでは、保護者を対象とした民族教育フォーラム「日本の中での

民族教育 ～あなたは子どもをどう育てますか～」が同校体育

館で行われ、教室で

は、「マンモス幼稚

園」が開園されまし

た。今回で７回目の

同行事には、学齢前

児童、保護者、学校

関係者ら約２６０人

が参加しました。  

 

サッカーＷ杯 3次予選  朝鮮民主主義人民共和国 ＶＳ 日本 

 今回朝鮮は最終予選への道は断たれたものの今回の対戦は埼玉スタジアムのリベンジ、22 年ぶりの

朝鮮での対戦、プライドをかけた戦いでありました。 結果は 1 対 0 で朝鮮の勝利！ 

 しかし、勝ってうれしいのですが、気になるのは連日のように報道されるウリナラバッシング、誹謗

中傷でした。 本当に日本のサポーターは嫌なことだらけで、

二度と行きたくないとまで思ったのでしょうか？ 

 今回 150 人の日本人サポーターがピョンヤンに入りました

が、9 月に行われた日本での試合に朝鮮サポーターは一切入国

禁止でした。 

 現地で生の声を聞いた記者の取材の一部を紹介したいと思

います。 

 今回の日本サポーターの訪朝は、空港での４時間にわたる入国審査から始まりました。 

しかし彼らは不満と不快感だけを示したわけではありません。 

～日本人サポーターの訪朝感想の一部～ 

◇、「税関検査が厳しくて驚いたが、９月に来日した朝鮮代表も日本の税関で同じような対応を受けた

と聞いている。日本側がそのような対応をしなければよかった」 

◇「一言で圧倒された。日本ではあのような応援は絶対にできない。マスゲームを見ているようだった。

機会があれば再訪して『アリラン』公演を観てみたい」 

◇「（朝鮮に対する）悪い印象が完全に変わった」 

◇「ガイドをはじめ、みんな親切な人たちだった」 

◇「意外に人間味があふれていて、すぐに打ち解けられた」 

◇「今回の交流が相互理解と和解につながれば」 

◇「また機会があれば行ってみたい」 

◇「とくに料理がおいしく、とても満足していた」 



中北 酔軒酔軒酔軒酔軒    疑革疑革疑革疑革 －4       第 61 号            2011 年 11 月 25 日 発行 

 

各分会、団体の送年会日程です。 是非、参加しましょう！ 

団体名 日 時 場 所 参加費 

大和分会 11 月 27 日(日)11：30 支部事務所 2,000 円 

朝青中北支部 12 月 2 日(金)19：15 支部事務所 3,000 円 

パンチャッ会 12 月 4 日(日)11：00 支部事務所 1,000 円 500 円 

淵野辺分会 12 月 6 日(火)18：30 焼肉 清香苑 5,000 円 

相模原分会 12 月 8 日(木)18：00 焼肉 ニューモランボン 5,000 円 

相模大野分会 12 月 12 日(月)18：00 焼肉 銀水苑 5,000 円 

中央分会 12 月 13 日(火)19：00 分会事務所 1,000 円 

中北青商会 12 月 17 日(土）19：00 焼肉 高麗 5,000 円 

 

（ハンマディ＝一言） しかし、中北という地域は焼肉屋が多い。 

 上に書いた送年会日程を見て下さい、焼肉屋での送年会が多いこと・・・うれしいやら、気をつけ

ないといけないと考えたりです。 一つ言えることは中北地域の同胞焼肉店は皆おいしい事です。 

 よく「中北地域の特徴は？」と聞かれます。 私はこう答えます。「ウリ地域は広い！そして焼肉

屋が多い事、その焼肉屋が皆おいしい事！」と答えます。 

 焼肉といえば「朝鮮料理」や「韓国料理」といって本国を思いがちですが、我々が食べている焼肉

は在日コリアンが築いてきた文化と言えるんじゃないでしょうか？ 

 先代が築き上げてきた七輪にホルモンがいまや高級料理から一般庶民も食べる料理として誰もが

知ってる料理となりました。  なんとも誇らしい限りです！  

皆さん送年会や新年会で中北地域同胞の焼肉店はいかが？！   （慶） 

 

2012012012011111 年年年年 11112222 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    

12 月 3 日（土）  もう待てない高校無償化全国集会 （18：45 大田区民会館アプリコ・大ホール） 

12 月 3 日（土）  西東京第 2学校アボジ会 送年会 

12 月 6 日（火）  淵野辺分会 合同送年会 

12 月 7 日（水）  県長寿会 送年会 （本部会館 11：00） 

12 月 8 日（木）  相模原分会 総会、合同送年会 

12 月 12 日（月）  大野分会 総会、合同送年会 

12 月 13 日（火）  中央分会 合同送年会 

12 月 17 日（土）  中北青商会 送年会 

 

2012 年 

1 月 9日（月・祝） 中北同胞新春モイム（11：00～） 
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