
ことわざ 
 
■可愛い子には旅をさせよ  
 子供のためを思うなら、甘やかすばかりでなく、
試練を与えて物事を正しく見聞きできる力を育て
てやらなければならないという意味。 

  
 クィヨウン  チャシク メ   ハンゲ  ト   テリゴ    ミウン   
●瑛食錘 切縦 古 廃鯵 希 凶軒壱 耕錘 
   チャシクトク ハンゲ チュンダ 
  切縦 怯 廃鯵 層陥.   
  愛し子は鞭一つよけいに打ち憎い子は餅一つよけ
いに与える。 
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編集後記 
春はとても好きな季節。そよ風に乗って夢の世界を旅したり、

叶わぬ夢を追ったりして楽しむのに絶好の季節。最近、心な

い出来事が多く落ち着かない日々が続く。高校無償化問題（朝

鮮学校を対象から除外）もその一つ。専門家の審査結果待ち

との事だが、必ず、無償化が実現されることを祈っています。

【お問い合せ】    疑革だより編集局 
川崎区浜町 3-3-5  TEL.044-322-7280 FAX.044-322-7289 

 ﾒ-ﾙｱﾄﾞﾚｽ : tongnedayorikawasaki@yahoo.co.jp   担当 ： 朴 仁進 

地域同胞生活情報紙
 
疑革だより                           （川崎） 
 

             今回は、川崎地域商工会会長で桜本分会・顧問の安星洙氏（1942 年生）を       
紹介します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酔軒分会・この人 

  亜人紫晦疑匂 寡且戚 
                      ―川崎朝鮮初級学校 運動場 194 名参加― 

 
2 年ぶりにウリハッキョで川崎同胞の花見が行われまし 

た。チョッピリ寒さが気になったが、ウリハッキョで入学 

・入園式を終えたばかりの新一年生らが参加し寡且戚に可 

愛い花を咲かしてくれたので、心が温かくなりました。 

12 時 15 分、支部委員長の乾杯の音頭で<寡且戚(花見)> 
の幕が上がると、ブルーシートに設けられた各分会別座席 

では、参加者がビールやチューハイで喉を潤しながら思い 

思いに募った話を始めました。オモニ会、女盟支部では焼肉、キムチの盛合わせ、すじスープ等を販売し、

朝青では缶ビール、ソフトドリンクを販売して会場の雰囲気を一層盛り上げてくれました。舞台イベント

として行われたちびっ子 2 分間パフォーマンス大会は、一発芸、歌、リフティング等ウリハッキョ学生の

頼もしさが表れて、とても愛らしく、民族教育の 
素晴らしさを実感することができました。クライ 

マックスで大いに盛り上がった抽選会で、特等を 

当てた李さんは「今日、孫が入学式を終えたばか 

りで、二重の喜びです」と感想を述べられました。 

 荘暗錘 寡且戚 凧亜切級拭惟 逐壕! 

 
川崎で生まれ育った根っからの川崎人である安星洙

氏。７人兄妹の長男として生まれた安さんには、苦労が
絶えなかった幼少時代に、子供たちを立派な朝鮮人に育
てるため頑張る親の姿が目に焼きついている。「朝鮮人
は朝鮮学校で学ぶのが一番！」と高い月謝を払いながら
も民族教育を受けさせてくれた親の有難さが、子供や孫
の成長を見て、つくずく感じるという。民族の言葉や風
習は、幼い頃からキチンと学ばないと身につかない。「ハ
ラボジ,アンニョンハシムニカ！」「チンジチャプスショ
ッスムニカ」と孫たちから声かけられる時、「嬉しさの
あまり目頭が熱くなるね。ウリハッキョが一番！」と心
から思うそうだ。安さんは、朝大教員養成班を卒業後、
教員生活を 4 年半行った後、同胞社会に身をもって貢献
するため専任活動を 7 年程行ったが家庭の事情により
その後は企業活動を行って現在に至っています。 

 
常に同胞社会の動向が気になり、 

いてもたってもいられない性格で、 
1986 年からは地元の桜本分会長を 
12 年間務め、支部との橋渡しをし 
ながら同胞の相談役を買って出ま  
した。現在は、川崎地域商工会の会長として、ウリ同胞
の企業権、生活権擁護の先頭に立って活動を繰り広げて
います。また、本業の土木は勿論、老体に鞭打ちながら
昼夜を問わず、若い世代の良きアドバイザーとして活躍
しています。その姿に引き寄せられた若い世代が、桜本
分会を受け継ぎ、この何年間無名だった分会を活性化さ
せるため意気込んでいます。「これからも体の続く限り、
ウリ同胞の生活向上のために地盤であるウリ分会、ウリ
ハッキョ、ウリトンポのため頑張ります。そして、今年
結成 60 周年を迎える県商工会の更なる発展のため、微
力ながら頑張る」と力強く語ってくれました。 

【 衣失 技聖 伸慶備 逐馬杯艦陥 【 

 
在日本朝鮮神奈川県商工会 

 
結成 60 周年 記念祝賀会 
 
日時：5 月 14 日（金） ｐｍ６：００ 
場所：ローズホテル横浜 

 

 

 

 

―2010 年度 川崎朝鮮初級学校 入学・入園式（4／4 本校・体育館）― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今年は、幼稚班に 5人、初級部 1年に 9人が入園・入学しまし 

た。2010年度学生数は、岡山から来た転入生を合わせて 67人、園児 19人 

 の合計 86人です。みなさん！これからも川崎朝鮮初級学校をよろしくお願 

い致します。（青商会から送られた制服を着て記念撮影しました。） 

４月４日

脊俳，脊据聖 逐馬背推! 

   
…人生最後の旅立ちに心をこめて… 

 
(有)ケーズエンタープライズ 

ライフメモリー 
 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 2-5-16 
フジエビル２階 

TEL. 044（200）0465／FAX. 044（200）0464 

小田浅田分会（2／7・20 名参加） 
 
  総聯・女盟合同新年会をプレステージで
行いました。毎年恒例行事となっています
が何といっても今年は、金分会長の提案に
より、新川分会に声をかけ一緒に行ったの
が良かったし、親睦を深めることが出来ま
した。また、お互いの分会から率先して舞
台に上がり、自己紹介および歌合戦で大い
に盛り上がりました。舛源 仙耕赤醸嬢推 

女盟中池分会（1／24） 
 
  毎年行っている新年会。今年は
焼肉・花月館に 15 名集まりまし
た。ハルモニ、オモニ、ミョヌリ
と言った感じのメンバーで和気
あいあいと楽しいひと時を過ご
しました。次回は、一人でも多く
参加できるよう、みんなで誘い合
い気軽に参加できる乞績にしよ
うね！と約束しました。 

 

女盟群電前分会（2／24）
 
  新年会を兼ねて「若い同胞
女性の乞績」を行いました。
ホットプレートを囲んで、ア
ットホームで＜幼児の頃か
ら分会の中で＞をモットー
にいつも子連れで楽しんで
います。域紗 鉢戚特! 

 

 

 



           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
                                                                               

  
◆4/17（土）～18（日）：女盟中央（バレ－ボ－ルリーグ戦） 

◆4/19（月）～21（水）：県高麗長寿会・春季旅行（草津）

◆4/24（土）：神奈川青商会主催（教員慰労会 

◆4/29（木）：川崎朝鮮初級学校 1学期公開授業 

      ：2010 年度（学校教育会総会） 

◆5/10（月）：神奈川同胞女性＜登山の集い 2010＞ 

◆5/14（金）：神奈川県商工会結成 60 周年記念祝賀会 

（ロ－ズホテル横浜） 

◆5/22（土）～23（日）：総聯第 22 次全体大会 

◆5/25（火）：総聯結成 55 周年川崎同胞講演会＆祝賀会 

◆5/30（日）：川崎朝鮮初級学校 運動会（午前 9：30） 

◆6/9（水）：女性同盟中央第 22 次大会 

◆6/27（日）：神奈川オリニフェスタ 2010（鶴見幼稚園） 

行 事 案 内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 卒業 逐馬 ●
 
朝鮮大学校 卒業式（3／10） 

・権勇志（群電前）・梁鐘賢（中浜） 

・金将太（富士見）・張俊基（大師）・文英基（桜本） 
    
神奈川朝鮮中高級学校（高級部）卒業式（3／7） 

・高善学（小浅）・姜世浩（小浅）・崔浩哲（富士見） 

・金鎬司（中池）・金秀徳（中池）・尹貴成（小浅） 

・曺蓮華（小浅）・車由香（新川）   ※（ ）は居住分会 
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タンシル会 チョコ作り 
バレンタインを前に、タン

シル会恒例のチョコ作りが 2
月 12 日（21 名参加）行われま
した。子供たちは“大好きな
アッパにあげるんだ”と大は
しゃぎ。慣れない手つきで頑
張って自分だけのオリジナル
チョコを作り上げました。 

 
朝青＜同窓会＞2／21 

 
川崎朝鮮学校出身の連合同

窓会（20～30 代）が同校講堂
にて行われました。実行委員
会を昨年の 10 月に結成し、4
ヵ月間地道に活動した結果、
51 名が参加しました。同校の
現職教員たちを招き、和気あ
いあいの雰囲気の中行われた
同窓会では、各期別の映像記
録が披露されると参加者は懐
かしさと熱い思いを抑えるこ
とができず、来年創立 65 周年
を迎える母校の為に力を合わ
せ、連合同窓会を強化し、母
校を支援する運動を繰り広げ
ていくことを誓いました。当
面は、現在行われている学校
のトイレ補修工事のための一
口運動に全員が参加しまし
た。乞砧 呪壱梅柔艦陥. 

暁 幻蟹切推!  

 
女盟〔2月名節〕2／26 

 
県下同胞女性たちの年間行

事として毎年行われている集
い。今年の特色は、参加者 116
名中、若い世代が目立ちまし
た。川崎は特に若くて綺麗
な？オモニたちが 17 名参加
しましたよ。集いでは、現情
勢や祖国についての講演と今
年の事業目標などが提示され
ました。引き続き行われた公
演では、県下在住の同胞女性
（元朝鮮歌舞団歌手）がボラ
ンティアで歌を披露し場を盛
り上げてくれました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

商工会  
●新春の集い 1／31～2／2 
今年の新春の集いには県下

商工人たち 114 名が参加、川崎
からは理事をはじめ 15 名が参
加しました。 
「大変革の年 2010 年を展望す
る」と題した講演（講師：朝大
政治経済学部の韓先生）の後、
新年会が行われました。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

●確定申告 
2月 9日から3月15日にかけ

て行われた確定申告が無事終
わりました。来年も精一杯頑張
ります。 
 
★来る 5 月 14 日、県商工会結
成 60 周年記念祝賀会が行われ
ます。みなさまの参加をお待ち
しております。 

卒業・卒園式（3/21） 
 
 来年、学校創立 65 周年 
を迎える前年に今年も地 
域同胞社会の宝である民 
族教育の学舎から初級部 
4 名、幼稚班 8名が卒業、 
卒園しました。 
当日は、学父母をはじ 

め多くの同胞が参加し商 
工会、女盟支部、読み聞 
かせ会「トトリ」、在校 
生達からの贈物。また、 
善意ある一市民からの暖 
かい贈り物をもらい卒園、 
卒業生達は喜びでいっぱ 
いでした。 
 

 卒業式では、本年をもっ 

て、川崎朝鮮初級学校の学 

父母を卒業する大師分会 

居住の李東学、朴京子夫 

婦が紹介され『学父母修 

了書』が渡されました。 

青商会   
●交流会 2／2（参加者 20名） 

青商会幹事と朝青常任の交流食事会を行いました。
第一回目の会合とあって、はじめはみな緊張気味でし
たが時間と共に打ち解け、とても良い雰囲気のなかお
互いの意見を述べ合いました。特に、今期限りで朝青
を脱退する朝青常任の中から2名が青商会の正会員に
なることを決意しました。  
●家族スキー3／7（参加者 40 名） 
 川崎青商会主催・家族スキーの集い。今年は、「ふ
じでんスノーリゾー 
ト」に行ってきまし 
た。当日は、雪より 
雨が降り風も強くて 
寒かったが、子供た 
ちが雪山を見て大は 
しゃぎ。元気いっぱ 
いのわが子たちに救 
われました。  
●一日労働 3／28 
 ウリハッキョのトイレ補修工事の為の一口運動が
繰り広げられている中行われた労働奉仕。今回は、運
動場とトイレの掃除、遊戯具のペンキ塗りをしました。

川崎朝鮮初級学校 読み聞かせ会「トトリ」  
ウリハッキョには、他の学校にない自

慢の読み聞かせ会「トトリ」があります。
毎週火曜日の朝、授業が始まる 10 分ほど
の合間を縫って本を読んでくれる戚醤奄
焼爽袴艦がいます。毎月一回（土曜日）
は図書室でトトリのお話し会が開かれ、
たくさんの本を読んでくれます。毎回い
ろんなタイトルの絵本が登場します。ま
た、複数のオモニたちが演出する紙芝居
もとってもおもしろく楽しみです。 

読み聞かせの活動は 2008年 9月から始
まりました。「絵本は子どもの想像力を耕
し、心の根っこの部分を作ってあげられ
る。とにかく子ども達が、本を好きにな
ってくれたら嬉しい」と代表の金東姫さ
ん。当初 3 人だったメンバーが現在は 12
人になりました。地域で寄付を募り、本
や机を買い揃えた図書室を「夢の国のお
部屋」と学生たちは大喜び。これからも 

子ども達に 
夢と希望を 
与える戚醤 
奄焼爽袴艦 
でいてくだ 
さい。舛源 
稽  壱舷柔 
艦陥紫櫛 
背推! 

ワンコインクラブ 
 

ワンコインクラブは、花の卸売業で働く人の一部の方たちが、学校
に通う子供達に季節の花々を身近に感じてもらおうと毎月、ワンコイ
ン（５００円）を出し合い、その費用で花と花瓶等を準備し学校を訪
ね子供達と一緒に花をいけるなどの活動をしているボランティア団
体です。その方たちが２００７年９月から毎月（第一又は第二月曜日）
本校を訪れ児童たちと一緒に花を生け楽しい時間 
(約 30 分間位)を過ごしています。児童達の情緒教 
育に役立つと同時に教室等に飾られた花で校内が 
とても和んでいます。本当に有難うございます。 
これからも宜しくお願いします。現在は、本校を 
含め四つの学校で活動をしているそうです。 

 
●高校無償化問題  
 高校無償化に対し、朝鮮学校
を除外する動向についてどうし
ても納得がいかないと女性同盟
では、学父母と一緒にビラ配り
や抗議運動を力強く繰り広げま
した。 
「朝鮮学校『無償化』要求！オ
モニたちの緊急集会」（3／16・左
下写真）の模様。集会に 350 名の
同胞女性が集まりました。（川崎
からは 15 名参加） 

 
高麗親睦会【健康エアロ体操】 

会員たちの健康維持のため始
めたエアロ体操。初回は 10 名参
加しました。参加者募集中！です。

 毎月 第 2.4 週：金曜日 
午前 11：00～12：00 迄 

インストラクター：沿井寿講師 
 
           
 
 
 
 

 
担当：李成妃 090-6485-8867 

 
ハナ信用組合  

ワールドカップ南北同時出場
を記念した新商品 好評発売中！ 
 設
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嘘鎧原虞謝企噺 
 
  ２月名節慶祝２００９学年
度校内マラソン大会が入船公
園（横浜市鶴見区）で行われ
ました。保護者達(約４０名)
の熱い声援のなか、園児、児
童全員が定められたコースと
距離を精一 
杯最後まで 
走りきりま 
した。みん 
なよく頑張 
ったね！ 
（2／19） 

 今年も恒例の餅つき
が、たくさんのアボジ、
オモニも参加し楽しく行
われました。アボジ、オ
モニと一緒にお餅をつ
き、ついた餅をみんなが
美味しく食べました。餅
を食べる子供達は笑顔い
っぱいでした。アボジ、
オモニ「言赤惟 設 股醸
柔艦陥.」 
（2／6） 

「餅つき大会」
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