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神奈川県分会対抗卓球大会—淵野辺分会、準優勝！ 

～神奈川分会役員親睦会（11 月 11 日）～ 

 神奈川県で今年進めてきた分会活性化の為の運動の締めくくりとして行われました。 

 県内の３６個の分会がエントリーして行われた卓球大会に中北支部は大和、大野、淵野辺、相模原分

会が個人戦でエントリーしました。  その中、淵野辺代表で参加したリ・ピョンテ氏が見事決勝戦ま

で勝ち進み、惜しくも２対１で敗れてしまい大会では準優勝に輝きました！ 

 卓球大会後は、今回全国規模で行われた分会代表者大会の報告会、参加者全員での焼肉大会が行われ

ました。 中北の参加者達は今回優勝こそ逃したものの来年は優勝しようと意気込んでいました。 

女性同盟大和分会モイム（パッチワークキルトのポーチ作り） 

 今年最後の女盟大和分会の教

室を１０月２７日に行いました。       

人気のリバティプリントを使

って可愛らしいポーチを創りま

した。 

来年も同胞女性のニーズに合

う教室を計画的に行います。 御期待下さい！ 
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女性同盟神奈川結成６５周年祝賀会女性同盟神奈川結成６５周年祝賀会女性同盟神奈川結成６５周年祝賀会女性同盟神奈川結成６５周年祝賀会    

 女盟神奈川結成６５周年を祝う祝賀会が、朝鮮女性運動史上

初めて制定された「オモニの日」である１１月１６日、横浜ベ

イシェラトンホテルで行われました。 １０月の神奈川女性祖

国訪問に続くイベントでありました。 女盟神奈川を築いてき

た先代が歩んできた道、これから若い世代が中心となって歩ん

でいく道を表した素晴らしいイベントでありました。 

 また約２年かけて９個の支部が計画的に作ってきたテーブル

クロスに対する表彰も行わ

れました。（写真右は中北

支部が作ったテーブルクロ

スです。） 

 「中北ウリトンネ」は、

愛族愛国運動の片方の歯車

を立派に担う女性同盟結成

６５周年を心から祝福します！ 

朝青中北・鶴見合同バーベキュー大会（11/4） 

朝青神奈川で行っている「ウリ ヒ

ム（力）プロジェクト」という運動

の流れで行った両支部の合同イベン

トでした。 20 数名が集まり楽し

みました。 ラストスパートをかけ

て、ゴール地点である 12 月 15 日

を目指します！ 

中北高麗長寿会秋旅行 in 熱海(11/6～7) 

 春には県で、秋には各支部で旅行というのが定番となった高

麗長寿会。 今年は熱海に行ってきました。 初日に温泉につ

かりゆっくり過ごして帰りにみかん狩りをして、帰ってきまし

た。 12/5（水）には県長寿会送年会を予定しています。 
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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    

～会館補修、リフォームが終わりました！～ 

外壁を塗り替え、綺麗にしました。       階段、廊下の壁も綺麗になりました。 

 

 10 月末から始まった会館補修、リフォームですが 11 月 19 日に 

無事終える事ができました。 先代の汗と涙が詰まり、地域同胞の 

熱い愛族愛国心で生まれ変わった中北朝鮮会館を是非、見に来て下

さい。 

中北朝鮮会館竣工 20 周年記念祝賀会 

12/9（日）  12 時開会 

蛍光灯は全部ＬＥＤに。 

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 金俊夫 

孫秀一 徐錫光 高忠司 呉光浩 車鐘守 

徐珠明 梁鐘賢 徐瑛淑 辛孔明 李敬実 

河東鎮 朴正子 噺淫層因噺淫層因噺淫層因噺淫層因 20202020 技聖技聖技聖技聖    伸慶備伸慶備伸慶備伸慶備    逐馬杯艦陥逐馬杯艦陥逐馬杯艦陥逐馬杯艦陥    
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西東京朝鮮第 2 幼初級学校新校舎竣工記念 金剛山歌劇団公演 

   舞踊ミュージカル   春 香 伝 

12121212 月月月月 11111111 日日日日（（（（火火火火））））グリーンホール相模大野 大ホール 開場 6：00  開演 6：30 

Ｓ席（指定席）5,000 円  Ａ席（自由席）3,000 円 

チケットは支部、各分会で販売しております。 お問い合わせください。 

 

（ハンマディ＝一言） 2012 年が終わろうとしています。「輝かしい 2012 年」、「栄

光の 2012 年」、「決意の 2012 年」、「良心の 2012 年」、「新たな幕開けの 2012 年」・・・

2012 年に関しては特別な思いがあります。 色々な表現を思いながら今年を締めくくりたいです。 

しかしまだ 11月。  あと 1 カ月、ラストスパートをかけます！ （慶） 

 

各分会、団体送年会 

分会分会分会分会////団体団体団体団体    日日日日    時時時時    場場場場    所所所所    参加費参加費参加費参加費    備備備備    考考考考    

中央分会 12/4（火）18：30 分会事務所 1,000 円 総聯分会総会 

大和分会 11/25（日）11：00 支部講堂 2,000 円 子供無料 

大野分会 12/10（月）18：00 焼肉アリラン 5,000 円  

淵野辺分会 12/18（火）18：30 焼肉南大門 5,000 円 総聯分会総会 

相模原分会 11/29（木）18：30 ニューモランボン 5,000 円  

朝青（県本部） 12/15（土）19：00 本部会館 2,000 円 支部送年会は未定 

中北青商会 12/22（土）18：30 揚子江 4,000 円  

パンチャッ会 12/2（日）11：00 支部講堂 1,000 円 子供 500 円 

 

2012012012012222 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 9 日（日）  中北朝鮮会館竣工 20周年記念祝賀会 （会館にて 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） 

2013 年 

1 月 6 日（日）  2013 年中北同胞新年会（支部事務所 11 時開始） 

1 月 13 日（日）  20 歳を迎える神奈川朝鮮青年祝賀会（ローズホテル横浜 10：30 受付開始） 
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