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輝輝輝輝けけけけ！！！！愛族愛国愛族愛国愛族愛国愛族愛国のののの象徴象徴象徴象徴、、、、団結団結団結団結のののの証証証証    

～中北朝鮮会館竣工２０周年記念祝賀会～ 

 １２月９日、地域同胞や県団体役員、日本の来賓達が見守る中、中北朝鮮会館竣工２０周年記念祝賀

会が行われました。 主催者を代表して魏慶浩委員長の挨拶、来賓の挨拶、当時の建設委員の紹介や現

支部常任委員たちの紹介がありました。 特に常任委員の紹介の場では、同胞達による募金経過や工事

費用などの説明がなされました。 今回３２０万円の予算をかけて外壁の清掃塗装、ベランダ防水加工、

屋根の塗装加工、建物内ペンキ塗りかえ、クロスの張り替え、蛍光灯のＬＥＤ化、などを行いました。 

続いて参加者全員で乾杯をして宴会に入りました。  宴会は女性同盟支部が心をこめて作ってくれた

料理を美味しくいただきながら話に花を咲かせました。 

綺麗に「変身」した会館を一度見に来て下さい！ 

当時の建設委員達と歴代の支部委員長の紹介          参加者全員で乾杯！ 

 今回の祝賀会は先代たちが築いてくれた有形無形の財産をセセデが受け継ぎ、守って、発展させて行

こうという中北同胞たちの熱いメッセージの込められた会でありました。  

引き続き頑張って行きます！ よろしくお願いします。 
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アンニョンヒ、2012 年！ 

～各分会、団体で送年会が行われました～ 

 大和分会送年会                  相模原分会送年会 

 相模大野分会送年会        淵野辺分会送年会（新しい分会委員を選出しました。） 

  「パンチャッ会」クリスマス会、サンタさんもトナカイに乗ってやってきました！ 

神奈川県長寿会 結成１０周年記念祝賀会 及び 送年会 
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中北青商会送年会、キム・ユギル直前会長とパク・ヨンチ相談役の「卒業式」も行われました。 

 

各分会、団体送年会一覧 

 中央分会 大和分会 大野分会 淵野辺分会 相模原分会 中北青商会 

パンチャッ会

クリスマス会 

開催日 12/4 火 11/25 日 12/10 月 12/18 火 11/29 木 12/22 土 12/2 日 

場 所 分会事務所 支部事務所 アリラン 南大門 

ニュー 

モランボン 

揚子江 支部事務所 

人 数 21 人 39 人 24 人 21 人 21 人 13 人 43 人 

同胞ヨロブン、 今年も１８０人以上の方たちが地域の分会や団体の送年会に参加しました。 

歴史的な２０１２年、本当にお疲れ様でした！ 

 

 

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    記念祝賀会記念祝賀会記念祝賀会記念祝賀会 賀賀賀賀    

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 豊川金属 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 裵烘洙 銅鉄業組合 朴潤賢 

金良雄 崔永学 崔龍述 李成龍 金暎珠 

洪鐘石 権敬愛 安徳順 朴四甲 金暎喆 

金載演 全相道 金裕台 李玉秀 姜静恵 

申直文 李弘二 石南仙 金有澤 ――――― 

厳しい経済状況の中、温かい募金を本当にコマッスンミダ！ 

後に「20 周年記念プレート」を作成し、会館内に飾ります。 
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「「「「2013201320132013 年中北同胞新年会年中北同胞新年会年中北同胞新年会年中北同胞新年会」」」」でおでおでおでお会会会会いしましょういしましょういしましょういしましょう！！！！    

 

  

 

2013 年 1 月 6 日（日） 11 時～  中北支部 事務所 3 階 

—新春講演：「2013 年 朝鮮半島と在日同胞社会の展望」 

        講師；李 柄輝先生(朝鮮大学校 教員) 

※全国で引っ張りだこの先生です！ 世界情勢は勿論、朝鮮半島情勢や在日同胞をめぐ

る諸問題に明るい先生です。 1 月 6 日に新年会を行う支部など何処にもない為、呼ぶ事

が出来ました！ 

—新年会（小宴会） 参加費：大人１人 1,000 円 （子供無料） 

 宴会ではビールにソフトドリンク、ムラタの高級弁当、乾き物おつまみ、

果物がでます！ 

    

 

2012012012013333 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 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 

12：00 記念撮影 

13：00 開式 

1 月 27 日（日）  神奈川同胞商工人新春の集い 2013（箱根パークス吉野 15 時から講演） 

 参加費 18000 円：宿泊費、宴会、朝食費用が含まれます。 

2 月 3 日（日）  西東京第２学校 学芸会 

3 月 7 日（木）  第 30 回西東京第 2学校チャリティゴルフコンペ（大相模カントリークラブ） 

（ハンマディ＝一言） 私自信、2012 年という 1年をどう過ごしてきただろうか？ 

4 月には歓喜に沸くピョンヤンを訪問し、100 周年を祝う一員としてこの地に立てる

幸せをかみしめる事が出来ました。 以降、自分の良心と決意に問いかけながら 2012 年という年を

過ごしてきました。 全 5 個の分会の活性化、会館竣工 20周年、学校竣工式、金剛山歌劇団公演。 

 支部常任、地域の役員、熱誠者たちは、しっかりと先代からのバトンを受け継ぎ、2013 年を見据え

ています。 輝かしく 2012 年を送った支部常任、地域の役員、熱誠者たちに拍手を送ります！ 

 2013 年、また頑張りましょう！ 私も力一杯頑張ります！ （慶） 
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