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金正日総書記が逝去 

朝鮮中央通信によると、金正日総書記が１２月１７日８時３０分、現地指導に向かう途

上で、精神肉体的過労により列車の中で逝去しました。 

総書記の逝去と関連し１７日、朝鮮労働党中央委員会と朝鮮労働党中央軍事委員会、朝

鮮民主主義人民共和国国防委員会、最高人民会議常任委員会、内閣は「すべての党員と人

民軍将兵、人民に告ぐ」を発表しました。  

 

金正日総書記を追慕する在日本朝鮮人中央追悼式 

12 月 29 日(木) 11 時 

東京朝鮮文化会館 

2011 年を振り返って・・・ 

 2011 年も終わり 2012 年を迎えようとしています。 ここで色々な出来事があった今年を振り返

ってみましょう。 

1111 月月月月支部新春の集いに 50名参加                                    7777 月月月月総聯大和分会が「モデル作り」に奮闘 

2222 月月月月「朝日友好親善の集い 2011」        8888 月月月月支部執行委員会開催、年末、2012 年 4 月までの 

女性同盟支部 2月名節新年会                                    目標を討議                

3333 月月月月常任委員会拡大会議「支部 3 カ月運動」開始 9999 月月月月中高創立 65周年記念、民族教育フォーラム開催 

東日本大震災                                                        10101010 月月月月中高創立 65 周年記念、フェスティバル開催 

4444 月月月月各学校で入学式                                                                西東京第 2 学校創立 65周年記念ゴルフコンペ 

5555 月月月月中高創立 65 周年記念運動会開催                        11111111 月月月月西東京第 2 学校創立 65 周年記念学芸会開催 

6666 月月月月中北青商会第 3 回総会開催                                    12121212 月月月月各分会、団体の送年会 

 ・・・大震災から年末まで我々を悲しませる出来事が相次いだ 2011 年、中北同胞ヨロブンの力と

勇気で 2012 年を素晴らしい年にしましょう！ 

年末の「サランの募金運動」へのご協力有難うございます！ 

 12121212 月月月月 20202020 日現在、日現在、日現在、日現在、62,00062,00062,00062,000 円の募金が集まりました。円の募金が集まりました。円の募金が集まりました。円の募金が集まりました。第 1 回目として紙面に紹介いたしま

す。 集まった募金は同胞オルシンや、苦しい生活状況にいる同胞の為に大事に使わせて

いただきます。 来月号にて 2 回目の報告をいたします。 
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相模原分会相模原分会相模原分会相模原分会，，，，相模大野分会総会相模大野分会総会相模大野分会総会相模大野分会総会    

～～～～新分会委員達新分会委員達新分会委員達新分会委員達をををを選出選出選出選出！～！～！～！～    

相模原分会総会、合同送年会（相模原分会総会、合同送年会（相模原分会総会、合同送年会（相模原分会総会、合同送年会（12/812/812/812/8））））    

 相模原ニューモランボンにて 23 名の同胞参加のもと、行われました。 まず初めにキム・サンギュ

分会長より分会報告がありました。 報告では冠婚葬祭や学校に対する援助等、相模原分会の取り組み

について報告されました。 続いて支部委員長が相模原分会の新しい副分会長としてハ・ジョンシッ、

キム・ユギル氏を紹介しました。  

挨拶したハ・ジョンシッ副分会長はセセデの時代なのでキム・ユギル副分会長を全力で支えると言い

ました。  

キム・ユギル副分会長は 30,40 代同胞は私がなんとかしますと力強いスピーチをしました。 総会

では約 20 年間分会長事業をしてこられたキム・サンギュ分会長に花束が贈呈されました。 

 以降、同胞たちはおいしい焼肉を食べながら子供たちの歌、ビンゴゲームなどをして楽しく過ごしま

した。 

ハ・ジョンシッ副分会長         花束の贈呈        キム・ユギル副分会長 

    

相模大野分会総会、合同送年会（相模大野分会総会、合同送年会（相模大野分会総会、合同送年会（相模大野分会総会、合同送年会（12/1212/1212/1212/12））））    

 大野、銀水苑にて 33 名の同胞参加のもと行われました。 まず支部委員長がここまでに至る経過報

告をし、新しい分会委員達を発表しまし

た。 分会長にオ・ソンジン氏、副分会

長にテ・フンス氏、分会委員にパク・チ

ュンノ氏という顔ぶれです。 挨拶した

オ・ソンジン分会長は経験もないけれど

力一杯やりますと言いました。 

 周りの同胞たちは皆が「分会顧問の役

割」で新しい大野分会を支えようと笑顔() オ・ソンジン分会長         祝杯！ 

で語っていました。  

ここでも同胞たちはおいしい焼肉を食べながら楽しいひと時を過ごしました。 

 

※今年行われた分会送年会には 140 人の地域同胞が参加しました。朝青や青商会、団体ま

で含めると約 200 人参加の「2011 年送年会」になりました。 
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分会分会分会分会，，，，団体団体団体団体のののの送年会送年会送年会送年会のののの模様模様模様模様をおをおをおをお届届届届けしますけしますけしますけします！！！！    

淵野辺分会 12/6 清香苑 17 名参加        県長寿会送年会 12/7 県本部講堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     朝青大和班再建総会及び支部送年会 12/2 支部会館 18 名参加 

 

大和班再建総会で

はリ・ウンソッ班

長をはじめ、班委

員達を選出しまし

た。以降、鍋を囲

んで楽しく送年会

を行いました。 

 

中央分会 12/13 分会事務所 25 名参加 

 

パンチャッ会クリスマスパーティー12/4 支部会館 28 名参加  中北青商会 12/17 高麗 20 名参加 

 

 

中北同胞ヨロブン、 

2011 年、お疲れ様でした！ 
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2012 年中北地域同胞新年の集い 

日 時： 2012 年 1 月 9 日（月・祝） 11：00～14：00 

 

場 所： 中北支部 3 階 

 

参加費： 1,000 円 

 

内 容：  1 部 挨拶と講演会 「2012 年朝鮮半島情勢と在日同胞のゆくえ」（仮称） 

  2 部 食事会      ※講師：崔 勇海先生(朝鮮大学校 教員) 

支部長寿会オルシン達が会館前を綺麗にして下さいました！ 

 12 月 11 日、朝から会館

前の草むしり、伸びた木の枝

などを綺麗に処理してくだ

さいました。 

 いつも心強い助言や行動

をもって支部を助けて下さ

る、オルシン達本当にコマッ

スンミダ！ 

（ハンマディ＝一言） ・・・許可もしていないのに勝手に校門内にカメラの三脚を

立て撮影するかと思うと、下校時間に子供たちを待ち伏せしてマイクやカメラを向けるマスコミ。 

 見苦しいし、信じがたい光景である。 礼節を重んじる国じゃなかったのか？ 

 人の不幸、国家の不幸を前にして、一礼することもなく「体制が・・・」「近隣諸国が連携を強化

して・・・」「万全の準備を・・・」の始末である。 呆れてものが言えない。 

 我々は東方礼儀之国。 決してそうはならない！   （慶） 

 

2012012012012222 年年年年 1111 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    

1 月 8 日（日） 20 歳を迎える神奈川朝鮮青年たちの集い（ローズホテル横浜） 

1 月 9 日（月） 中北同胞新年の集い（11時 支部 3 階 参加費 1,000 円） 

1 月 11 日（水） 中央熱誠者大会 

1 月 29 日（日） 西東京第 2 学校 連合同窓会 

1/29～30 日   神奈川同胞商工人講演会（予定） 

2 月 5 日（日）  神奈川非専任熱誠者モイム（仮称） 
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