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西東京第２西東京第２西東京第２西東京第２学校運動会学校運動会学校運動会学校運動会    

 ９月２９日（土）、とても秋だとは思えない暑さの中、新校舎での初めての運動会が行われました。 

 実は 1 週間前である２３日に雨で延期になりこの日になりました。 

 新校舎での運動会ということで同胞学父母達は皆、期待を膨らませてやってきました。 

 何といっても町田、中北支部対抗競技です！ 対抗戦が始まった最初の年、見事勝利しその後２年間

連続で負けていました。 今年は何としても勝ちたい中北支部・・・ 1 回目のムカデ競走に勝利、２

回目のリレーで敗北、３回目の綱引きで見事勝利して、写真のごとく優勝カップを手にしました。 

 支部代表として競技に出場した同胞ヨロブン、お疲れ様でした！ 

 天気も暑い、心も熱かった、記念すべき運動会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       １０月２８日（日）  横浜初級学校 ムジゲフェスタ 

1１月１８日（日）  西東京第２学校 ふれあいバザー 



中北 酔軒酔軒酔軒酔軒    疑革疑革疑革疑革 －2        第 72 号            2012 年 10 月 25 日 発行 

東日本地方芸術競演大会（東日本地方芸術競演大会（東日本地方芸術競演大会（東日本地方芸術競演大会（10/1310/1310/1310/13 土—東京朝鮮文化会館）土—東京朝鮮文化会館）土—東京朝鮮文化会館）土—東京朝鮮文化会館）    

△西東京第 2学校、競演結果 

—舞踊 群舞 金賞（優秀作品）、 重舞 金賞 

—民族楽器 重奏 金賞（優秀作品） 

—声楽 独唱 ソン・ファンフィ 金賞 

△横浜初級学校、競演結果 

－舞踊 群舞 金賞 

 －独唱 

 キム・フィヨン（優秀作品）、チャン・カシン 金賞 

 カン・ユリ、パク・ヨンデ、チャン・ユヒャン 銀賞 

－重唱（優秀作品） 金賞 

 －合唱 金賞 

 －カヤグム併唱 金賞 

 

 

朝大生社会実習、成果裏に終了！朝大生社会実習、成果裏に終了！朝大生社会実習、成果裏に終了！朝大生社会実習、成果裏に終了！    

 9 月 27 日から 10 月 17 日までに行われた朝大生による社会実習、成果裏に終える事が出来ました。 

 学生達は同胞青年訪問談話、朝青員達を集めての行事（バレーボール大会と講演会）、高齢者ミニデ

イなどを企画し実行しました。 この間、女盟オモニ達の手作り料理、同胞飲食店での食事、同胞宅の

家庭を訪問しての食事など沢山の愛情をいただきました。 紙面をお借りしまして挨拶をいたします。 

 コマッスンミダ！ そしてチェ・インチョル、リ・イルナムトンムお疲れ様でした！ 



中北 酔軒酔軒酔軒酔軒    疑革疑革疑革疑革 －3        第 72 号          2012 年 10 月 25 日 発行 

祝祝祝祝 中北朝鮮会館中北朝鮮会館中北朝鮮会館中北朝鮮会館    竣工竣工竣工竣工 20202020 周年周年周年周年！！！！ 賀賀賀賀 

記念祝賀会記念祝賀会記念祝賀会記念祝賀会    12121212月月月月 9999 日日日日((((日日日日)12)12)12)12時時時時            記念募金運動実施中です！記念募金運動実施中です！記念募金運動実施中です！記念募金運動実施中です！    

金直樹 金哲一 金京植 金裕吉 姜正美 

金相圭 姜光珍 裵仁華 金美恵 呉栄周 

李将鉉 朴明浩 金海龍 金相旭 魏慶浩 

金玄虎 金海龍 

桜森中央 

マンション 

女盟大和分会 任優太 

曺昌彦 任勇官 姜太誠 朴栄治 朴在院 

裵道元 表義洙 姜光男 歴史研究会 祝祝祝祝 20202020 周年周年周年周年    

～会館リフォーム工事が始まりました！～ 

 10 月 24 日から工事が始まりま

した。 今回リフォームは会館外壁

清掃、塗り替え、防水加工、会館内

一部クロス張り替え、蛍光灯のＬＥ

Ｄへの取り換え、階段数カ所補修な

どです。 工事は約 10 日間かかり

ます。 綺麗になった会館を是非見

に来て下さい！ 

 

    大和分会の活動を紹介します 

 基本的に月の最初の土曜日 11 時から支部事務所に集まって分会委員会を行っています。 

 大和分会には「５戸担当」といって各委員達が何軒か

の同胞訪問を分担していてその担当同胞宅に情報誌を持

っていったり出版物代金や分会費を集金しています。 

 そして、その結果をチェックシートに記入していま 

す。 今回「総聯分会代表者大会 2012」で、そういっ

た活動内容をビデオ討論で紹介しました。 

 現在大和分会は、分会送年会が間近にせまる中、企画

を慎重に検討しています。 
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「総聯分会代表者大会 2012」開催！ 

 10 月 20、21 日にかけて朝鮮大学校で行われました。 中北地域では 7 人の代表が大会に参加し

ました。 報告に続いて 10 人の分会長、分会委員達の討論は笑いあり、涙ありの素晴らしい討論でし

た。 我々中北支部大和分会も 2 日目のビデオ討論に出演しました。 大会全

日程が終わると大学内広場にて参加者たちによる交流会及び食事会も行われま

した。 分会の活性化、分会の重要性を今一度考えるいい機会だったと思い 

ます。 次の大会は 2015 年です。 

 

（ハンマディ＝一言） 先日参加した分会代表者大会、衝撃的な討論ばかりでした。 

自分の仕事を持ちながらも分会の為、同胞社会の為に奮闘する討論者たち・・・ 

いや、そういう精神状態、心構えで組織を支えてくれる分会長、非専任熱誠者達が全国に沢山おられ

ます。 そういった分会長、非専任熱誠者達のお陰で今までも我々組織は生きてきたし、これからも

頑張って行けるのだと実感しました。 そして今回の討論者、10人全員が 50歳未満のセセデ分会長、

分会委員でした。 力が沸いた 2日間でした。 （慶） 

 

2012012012012222 年年年年 11111111 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 28日（日）  横浜初級学校 ムジゲフェスタ 

11月 6、7日    中北高麗親睦会旅行（伊藤園 熱海館 小田急海老名 13時集合） 

11月 11日（日）  神奈川県分会イルクン達の交流会 （10：30神奈川中高 集合） 

1 部；体育館にて 36個分会対抗卓球大会 

2部；運動場にて参加者全員で焼肉パーティ 

11 月 16日（金）  女性同盟結成 65周年記念神奈川同胞女性の集い（横浜ベイシェラトン 11時） 

11月 18日（日）  西 2学校 ふれあいバザー   

11 月 25日（日）  大和分会合同送年会   

 

12 月 9日（日）  中北朝鮮会館竣工 20周年記念祝賀会 （12時開始） 

12月 11日（火）  西東京第 2学校新校舎竣工記念 金剛山歌劇団公演 

（相模大野グリーンホール 18時開場 18：30開演 Ｓ席 5,000 円 Ａ席 3,000 円） 

 


	72号－1面
	72号-2面
	72号-3面
	72号-4面

