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2012201220122012 年中北同胞新年年中北同胞新年年中北同胞新年年中北同胞新年モイムモイムモイムモイム    

 深い悲しみを乗り越えて、新たな新年のスタートを切った中北地域同胞たち。 

 1 月 9 日、中北支部の新年モイムは、総聯神奈川県本部委員長の祖国から送られてきた祝電の朗読か

ら始まりました。 次に支部委員長の新年の挨拶。 支部委員長は 2011 年、運動を高潮させ年末に

二つの分会で総会を行い新たな分会委員を選出したのは非常に

喜ばしい事、そして 2012 年 4 月までにあと二つの分会で総

会を開催することが当面の目標である事を熱く語っていました。 

 今回、新春講演は朝鮮大学校で政治経済学部教員でおられる

チェ・ヨンヘ先生にお願いしました。 

 先生は朝鮮半島情勢、我々在日同胞の行方などを分かりやす

く話してくれました。 

 2 部には中北商工会会長

の乾杯の音頭と共に小宴会

が行われました。 

 小宴会では、商工会、朝青、女盟、学校建設委員会役員が前で今年

の抱負を熱く語りました。 

 2012 年も中北同胞たちの熱い情熱と共に燦々と輝きそうです。 

 

20202020 歳歳歳歳をををを迎迎迎迎えたえたえたえた神奈川朝鮮青年神奈川朝鮮青年神奈川朝鮮青年神奈川朝鮮青年たちのたちのたちのたちの祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会    

 今年 20 歳を迎える同胞青年たちを祝賀する会が 1 月 8 日、ローズホテル横浜で行われました。 

 祝賀会には成人、父母達、恩師や各機関の責任イルクン達、123 名が参加しました。 

 今年中北地域で成人を迎えたのは、イム・リャンテ（淵野辺）、キム・カナ（中央）、チョン・チミ（中

央）の 3 名でした。 

 なお、我々地域の特殊な状況により、西東京が主管する祝賀会に参加している同胞青年もいます。 

 成人式は終始、自分たちを育ててくれた親に対する感謝、先生たちに対する感謝、そしてウリ組織に

対する感謝の気持ちで溢れていました。 

 最後に今回成人を迎えた

青年たちと父母たちに紙面

を借りて祝賀の挨拶をお送

りします。 

 チュッカハンミダ！ 



中北 酔軒酔軒酔軒酔軒    疑革疑革疑革疑革 －2        第 63 号            2012 年 1 月 25 日 発行 

           

 

 

 関東地方初級学校バスケットボール大会関東地方初級学校バスケットボール大会関東地方初級学校バスケットボール大会関東地方初級学校バスケットボール大会    

 1 月 6 日から 8 日まで行われた大会で男子部門で西東京第西東京第西東京第西東京第 2222 学校が準優勝学校が準優勝学校が準優勝学校が準優勝、女子部門で横浜初級横浜初級横浜初級横浜初級

学校が学校が学校が学校が 3333 位位位位に輝きました！ 

 特に横浜初級学校はメダル獲得に至りました。 3 日間応援の為駆け付けた学父母の皆さん、関係者

の皆さん、お疲れ様でした。 

 

第第第第 34343434 回「コッソンイ」懸賞募集回「コッソンイ」懸賞募集回「コッソンイ」懸賞募集回「コッソンイ」懸賞募集    

 西東京第 2 学校 6 学年クォン・キョンアンさんの作品ゞゞゞゞ蟹税蟹税蟹税蟹税    戚硯戚硯戚硯戚硯〃〃〃〃がががが舌形雌舌形雌舌形雌舌形雌に輝きました！ 

  

 西東京第西東京第西東京第西東京第 2222 学校で恒例の「餅つき」学校で恒例の「餅つき」学校で恒例の「餅つき」学校で恒例の「餅つき」    

 1 月 21 日(土)に行われました。 

 寒くて雨や雪のちらつく日でしたが、沢山のアボジ、オモニ

達が学校に来て手伝ってくれました。 

 皆で搗きたての餅を美味しくいただきました！ 

 オモニ会では準備、料理に至るまでの作業をして下さいまし

た。 アボジ、オモニ、スゴハショッスンミダ！ 

 

 

 西東京第西東京第西東京第西東京第 2222 学校学校学校学校    新校舎上棟式！新校舎上棟式！新校舎上棟式！新校舎上棟式！    

 1 月 18 日に行われました。 まず初めに全校生徒、教職員、建設委員達で建設中の校舎をバックに

記念撮影をした後、建設中の校舎内に 6 年生達が入り、四隅に塩やお酒をまく「儀式」を行いました。 

 その後、場所を移し建設委員、建設会社役員と昼食を共に

しました。 総聯西東京本部委員長の乾杯のもと昼食会は始

まりました。 

 昼食会ではキム・サンギュ建設委員長、建設会社社長の挨

拶や建設に携わっている方々のスピーチがありました。 

 順調に行けば 3 月

ごろに新校舎が完成

し、5 月ごろには運動場も整備され、ついに竣工となります。 

 竣工式は盛大に行う予定です。 

 また、29 日には連合同窓会が行われます。 卒業生、地域同

胞の積極的な参加をお待ちしています。 
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注目記事！注目記事！注目記事！注目記事！            平壌にアメリカＡＰ通信支局開設    

朝鮮中央通信によると、ＡＰ通信社（米国）平壌代理支局の開設式が１６日、朝鮮中央通信社で行わ

れた。 開設式には、トマス・カーリー総社長を団長とするＡＰ通信社代表団が参加した。  

朝鮮中央通信社の金炳鎬社長、関係者、支局のメンバーが同席した。  

トマス・カーリー総社長は支局を開設することにより、朝鮮の

政治、経済、文化などを世界に伝えられるようになったことに触

れた。 また、支局のメンバーから配信される朝鮮関連の記事と写

真を通じて朝鮮に対する正確な理解が得られるものとの期待を表

明した。  (朝鮮新報 1/17) 

 

                     

今年１月 16 日、北朝鮮の首都平壌にアメリカ最大の通信社である AP 通信が初の支局を開設し話題となっ

た。 支局開設といってもとりあえずは AP 本社から常駐記者を派遣することはせず、朝鮮中央通信社の記者

が活動を代行することになるというから、報道機関としての大きな一歩を踏み出したとは言えないようだが、こ

の支局開設は政治的により大きな意味を含んでいると考えるべきだろう。  朝鮮中央通信社の社長は中国の

テレビ局の取材に対し、「米朝関係は現在特殊な時期にあり、AP 通信の支局の開設がお互いの誤解の解消

や両国関係の正常化、または両国民の理解の促進に積極的な役割を果たすことを希望する」との意味深なコ

メントを出しているのも興味深い。 

金正恩体制が崖っぷちで、北朝鮮はいまにも崩壊しそうだといった情報――この手の話はずっとあるのに日

本では厳しく結果責任が問われることはない――に慣れてしまった日本人には違和感のある話題に違いない

が、北朝鮮を取り巻く国々（日本を除く）は、十分に警戒しつつも、一方でもう一つの門まで閉ざすことはしない

のである。 事実、昨年末から米朝間で食糧支援の再開について話し合いが進められているし、韓国は金正日

死去後に訪れた中国で、6 か国協議の前に南北会談を開催したいという意向を伝え、その可能性を中国にも打

診したのだが、韓国が金正日弔問団を制限したことによって北朝鮮が怒っているので、「それには応じないだろ

う」と中国が伝えるといったやりとりもあったのである。 そもそも韓国は、南北会談再開の条件として一昨年に

起きた天安号撃沈に対する北朝鮮政府の正式な謝罪を求めていたはずだったのだが、いつのまにか妥協して

無条件での開催を呼び掛けているのだ。  生き馬の目を抜く国際社会で、気がついたとき日本だけが置き去

りにされているといったことのないよう、聞きたくない情報にも耳を傾けるべきではないだろうか。   

 （ＮＥＷＳポストセブン 1/22） 
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「中北地域朝・日友好親善の集い 2012」を開催します！ 

 中北支部に日本人士を招いて地域密着の友好親善を深めようと、数十年間取り組んでき

た伝統行事です。 

 ウリ地域同胞の沢山の参加をお待ちしています！ 

 

 日日日日    時：時：時：時：2012201220122012 年年年年    2222 月月月月    21212121 日日日日    （火）（火）（火）（火）    18181818 時集合時集合時集合時集合    18181818：：：：30303030 開始開始開始開始    

    場場場場    所：中北朝鮮会館所：中北朝鮮会館所：中北朝鮮会館所：中北朝鮮会館    3333 階階階階    

    参加費：参加費：参加費：参加費：1111 人人人人    3,0003,0003,0003,000 円円円円    

    内内内内    容：容：容：容：    －主催者－主催者－主催者－主催者    挨拶挨拶挨拶挨拶    

                        －日本人士－日本人士－日本人士－日本人士    代表挨拶代表挨拶代表挨拶代表挨拶    

                        －特別講演－特別講演－特別講演－特別講演    「在日同胞の現状と朝・日友好親善の未来」（仮称）「在日同胞の現状と朝・日友好親善の未来」（仮称）「在日同胞の現状と朝・日友好親善の未来」（仮称）「在日同胞の現状と朝・日友好親善の未来」（仮称）    

                            （講師：在日本朝鮮人権協会（講師：在日本朝鮮人権協会（講師：在日本朝鮮人権協会（講師：在日本朝鮮人権協会    金東鶴先生）金東鶴先生）金東鶴先生）金東鶴先生）    

                        －宴会（乾杯、各会代表スピーチ、閉会）－宴会（乾杯、各会代表スピーチ、閉会）－宴会（乾杯、各会代表スピーチ、閉会）－宴会（乾杯、各会代表スピーチ、閉会）    

 

 問い合わせは中北支部にお願いします。 

 

（ハンマディ＝一言） その昔はなんの心配もしなかった。 空気のようにいつも近

くにありました・・・日本全国の支部事務所や本部会館に行くと必ず転がっていそうな物。 

 そうです高麗人参酒です。 もうすぐ「朝・日友好親善の集い」が行われます。 

 日本政府の「制裁」により品薄なのは勿論のことでしたが、ついにウリ支部が提携していた問屋さ

んも在庫がつきてしまいました。 ショックです。 数日前、ある市議会議員の新春の集いで、「今

年も人参酒飲めるんですよね！」と市議会議員。 私は「もちろんです！しっかり注文しましたよ！」 

 どうしましょう・・・ それより、この「制裁」はいつまで続くのでしょうか？ 

 というより、我に返るとイルクン達が先頭にたって制裁解除の為の運動を、繰り広げなければいけ

ない事に気づきました。  （慶） 

 

2012012012012222 年年年年 2222 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    

2 月 5 日（日）  神奈川同胞新年モイム（神奈川中高体育館 １１時） 

2 月 14 日（火） 女盟支部新年モイム 

2 月 21 日（火） 中北地域朝・日友好親善の集い 2012（支部事務所 18：30） 

2 月 24 日（金） 神奈川同胞女性とイルクン達のモイム 

3 月 4 日（日） 神奈川中高高級部 卒業式 

3 月 11,12    中北高麗親睦会 旅行（11 日 8：30 本厚木南口改札口 集合） 

        －熱川シーサイドホテル 

        －参加費 11,000 円 
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