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民族教育民族教育民族教育民族教育のののの権利権利権利権利、、、、最後最後最後最後までまでまでまで守守守守りりりり抜抜抜抜くくくく！！！！    

 「高校無償化」は対象外、県補助金はカット、市の補助金は「現物支給」という差別を強いられてい

ます。 子供たちがアイデンティティを培って、学ぶ為の当たり前の権利が、当たり前じゃなくなって

います。 最後まで戦い抜いて、子供たちにこれ以上つらい思いをさせないように、そして民族教育の

権利を最後まで守りぬきましょう！ 

横浜関内の市役所前での街頭宣   

大和市の通知に対して抗議要請に駆けつけた学父母代表（3/6）       伝活動（3/26） 

 

 3/31（日）は私達を応援してくれる日本の皆さまと共に

5000 人規模の大集会を日比谷野音で行います。 同胞ヨロブ

ンは是非、足を運んで我々の思いを爆発させましょう！ 

 集会後、行進も行います（4 ㎞） 

 

～今後の活動として～～今後の活動として～～今後の活動として～～今後の活動として～    

 

① 署名活動を行っています。 署名に協力してください。 

② 県や市に対して要請を行いましょう！ 

 －神奈川県 

 県のホームページ内に「わたしの提案」（神奈川県への提言）

というコーナーがあります。 そこへ意見を書き込みましょう。 

 

 －大和市 

 市のホームページ内に「市長の部屋」というコーナーがあり

ます。（市政へのご意見、ご提案）そちらへ意見を書き込みましょう。 

 

 勿論、神奈川県も大和市も電話での意見に対しても受け付けます！ 手紙やハガキ、FAX も有効です。 
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逐 各級学校卒業式 馬 
 3 月 3 日、高級部。3 月 10 日には中級部、17 日に横浜初級、20 日には西東京第 2 学校の卒園、

卒業式が行われました。 民族教育を守る為の活発な活動が行われている中の、卒業式でした。 

       中級部卒業生                西東京第 2 卒園、卒業生 

 

 高級部の卒業式で卒業生代表が言った言葉ですが、「…教室で勉強

を一生懸命して、部活にも励む時期に私達は街頭に出て署名活動を行

い宣伝活動を行っていた。…」が印象的でした。 

 今年の高校卒業生たちは「高校無償化除外の歴史」と共に歩んでき

た子供たちなのです。 卒業生たちの高校生活最後の活動は県庁への

要請活動でした。  大人として責任を感じました。 

（写真右は、高級部を卒業した中北支部綾瀬在住のシン・リョンソン君） 

 

第 30 回西東京第 2 幼初級学校チャリティゴルフコンペ開催 

 3 月 7 日大相模 CC にて行われました。 花粉が大量に舞う中、111 名の参加者達はくしゃみを連

発させながらプレーなさってました。 また、今大会を持って長年実行委員、大会会長、事務局長を務

めてこられたカン・ジョンミ、パク・ソンデ両会長が勇退される運びとなりまし

た。 31 回からは新体制にて臨みたいと思っています。 

 今大会は 2012 学年度分なので今年 9 月に第 31 回を行います！ 
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注目記事！  統一学研究所 所長 廃硲汐先生の論文（3月 25 日発表） 

 

3 월 21 일, 이 날은 한미연합군이 10 일 동안 진행해온 ‘키 리졸브’ 북침전쟁연습의 마지막 

날이었다. 그런데 그 날 오전 9 시 30 분 조선인민군 최고사령부가 공습경보를 발령하였다. 

라디오방송국인 <조선중앙방송>에서는 “조선인민군 방송입니다”라고 방송주체를 밝히면서, 전체 

군인들과 인민들이 “각급 부대들과 단위들에서 적의 공중타격으로부터 피해를 막기 위한 대책을 

빨리 세워야 하겠습니다”고 알리는 긴급방송을 내보냈다.  

김정은 인민군 최고사령관이 지휘하는 통일대전은 미국의 ‘급소’를 불시에 찔러 제압하려는 

선제타격으로 개시될 것으로 보이는데, 최고사령관 명령을 받은 각급 타격부대들이 선제타격을 

개시하기 직전에 인민군 최고사령부는 유선방송을 통해 공습경보를 발령할 것이다. 이처럼 

선제타격 직전에 공습경보를 발령하면, 조선인민군, 로농적위군, 붉은청년근위대는 즉시 

갱도진지에 들어가 전투태세를 갖추고, 전투에 참가하지 못하는 인민들은 지하대피소에 들어가 

한미연합군의 대응타격 위험을 피하는 것이다. 그러므로 인민군이 통일대전을 개시하기 직전에 

최고사령부가 공습경보를 발령하는 것은, 인민군 최전방부대들이 10 분 뒤에 선제타격을 

개시한다는 것을 알려주는 사실상의 개전신호인 것이다.  

이런 맥락에서 보면, 인민군 최고사령부가 공습경보를 발령한 순간, 인민군 선제타격부대들은 즉각 

타격준비태세에 돌입하였던 것이 분명해 보인다. 이를테면, 인민군 최전방부대들은 방사포와 

중장거리포로 한미연합군 전방부대들을 조준하는 타격준비태세에 돌입했고, 인민군 미사일부대들은 

전술미사일와 무인타격기로 한미연합군기지들을 조준하는 타격준비태세에 돌입했고, 인민군 

전략로케트군은 미국 본토와 태평양지역 미국군기지들을 조준하는 핵타격준비태세에 돌입했던 

것이다. 다시 말해서, 이번 공습경보 발령은 통일대전 선제타격연습의 일부였던 것이다. 

그 날, 북에서는 라디오방송을 통해 공습경보가 발령된 때로부터 1 시간이 지난 오전 10 시 

30 분에 공습경보가 해제되었다는 라디오방송이 나왔다. 그런데 대연평도에 주둔하는 한국군 

해병대는 북에서 공습경보가 해제된 때로부터 1 시간 45 분이 지난 오전 11 시 45 분에 가서야 

뒤늦게 전투태세에 돌입하였다. 한국군 연평부대가 실수로 확성기방송을 켜놓은 채 전투태세에 

돌입하라는 명령을 전하는 바람에, 공개되어서는 안 되는 작전상황이 연평도 주민들에게 

확성기방송을 통해 전달되는 촌극이 벌어졌다.  

이처럼 한국군은 인민군의 통일대전 선제타격연습이 끝난 때로부터 1 시간 45 분이 지난 뒤에 

가서야 뒤늦게 허겁지겁 전투태세에 돌입하였으니, 실제 전쟁이 터졌더라면 어떻게 되었을까? 

인민군 선제타격부대들은 막강한 화력을 총동원한 기습적인 선제타격을 전 전선에 걸쳐 퍼부었을 

것이며, 한미연합군 전략거점들은 남아나지 못했을 것이다.  

3 월 21 일 인민군 최고사령부 대변인은 <조선중앙통신> 기자의 질문에 대답하면서 이렇게 

경고하였다.  

“미국은 전략폭격기 <B-52>가 리륙하는 괌도의 앤더슨 공군기지도, 핵동력 잠수함들이 발진하는 

일본 본토와 오끼나와의 해군기지들도 우리 정밀타격수단들의 타격권 안에 있다는 것을 잊지 

말아야 한다. 미국의 로골적인 핵공갈과 위협이 시작된 이상 우리도 그에 상응한 군사적 행동으로 

넘어가게 될 것이다. 원쑤들이 핵으로 위협하면 그보다 더 강한 핵공격으로 맞설 것이라는 우리의 

선언은 결코 빈말이 아니다.” 
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太陽節慶祝太陽節慶祝太陽節慶祝太陽節慶祝    

 

    ´2013 鰍 恥恵相硲荷走採 寡且戚´ 

日 時：４月４月４月４月    １４日（日）１４日（日）１４日（日）１４日（日）    １２時１２時１２時１２時    乾杯乾杯乾杯乾杯    

場 所：西東京朝鮮第２学校西東京朝鮮第２学校西東京朝鮮第２学校西東京朝鮮第２学校    

参加費：大人大人大人大人 2,0002,0002,0002,000 円・小中学生円・小中学生円・小中学生円・小中学生    無料無料無料無料 

※飲料を販売します。※飲料を販売します。※飲料を販売します。※飲料を販売します。    

 

 

2012012012013333 年年年年 4444 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    

4 月 5 日（金）  神奈川朝鮮中高級学校 入学式 

4 月 6 日（土）  西東京朝鮮第 2幼初級学校 入園、入学式 

4 月 7 日（日）   横浜朝鮮初級学校 入学式 

4 月 14 日（日）  中北同胞花見（西東京第 2 学校 12 時乾杯）  

4 月 17 日（水）  第 4回ウリカップ（神奈川中高チャリティゴルフコンペ：タクエーCC） 

         －参加費：28,000 円（キャディ不要の場合 25,000 円） 

         －チャリティ抽選券も発売中：1 枚 5,000 円（1等 30,000 円相当の賞品） 

4 月 23～25 日   神奈川県高麗長寿会旅行（塩原温泉 天理ビル前 8 時出発） 

         －参加費：19,000 円 

         －宿泊：塩原温泉おおるり（0287-32-5500） 

4 月 28 日（日）  西東京朝鮮第 2幼初級学校 公開授業 

 

（ハンマディ＝一言） よくテレビのニュース番組などで、「北朝鮮の挑発行為」だ

とか「挑発に対しては直ちに報復に乗り出す」とか言いますけど、どっちが挑発なん

でしょう？ 朝鮮半島に面している海域で大規模軍事演習を行うアメリカと南朝鮮。 

 多い時で 13,000 人以上を動員する演習です。 そしてその演習も完全に共和国を仮想敵として行

っている核戦争の為の演習なのです。 あまり報道されないですよね・・・ 今回アメリカはこの演

習に空母「ジョージワシントン」の動員を諦めました。 「共和国が対抗処置をとる」と言い続けた

事が相当怖かったのでしょう。 こういうニュースの裏ではもう、6者会談の代表らが挨拶を交わし

ながら動き始めています。日本と南朝鮮以外の 4カ国ですけど・・・  （慶） 
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