
◆11／4～5（木・金）：学生中央芸術競演大会（東京） 
◆11／21（日）：川崎朝鮮初級学校 学芸会 
◆11／末～12 中旬：各分会 忘年会 
◆11／30（火）：朝鮮料理教室（横浜市技能文化 

会館 601 調理室）参加費：2,000 円 
女性同盟神奈川主催（担当／朴京愛） 

◆12／13（月）：県商工会第 31 期第 2 次拡大会議 
（経営セミナー＆忘年会）ホテル横浜ガーデン 

◆1／30（日）：神奈川同胞商工人 新春の集い 
    熱海聚楽ホテル（1 人：18,000 円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             今回は、女性同盟川崎支部顧問の金順牙さん（1925 年生）を紹介します。 

16 歳（1941 年）の時、両親と共に日本に渡ってきた
金さんは、親孝行も満足にできずひたすら耐える人生を
送ってきました。そんな折、縁あって故金炳龍氏と結婚
し、3 人の子を授かりました。ご主人は、事業の傍ら在
日同胞の生活と民族権利擁護のために率先して活動を
積極的に行っていました。特に 1965 年、川崎朝鮮人会
館（現川崎支部）建設委員長を任され会館竣工に尽力。
また当時、産業道路拡張工事が始まり、その一帯に住む
同胞たちの立ち退き問題が浮上した際に、支部委員長ら
と力を合わせ複雑な問題を円満に解決された。その後
は、川崎朝鮮初級学校の教育会会長を担いウリ学校の運
営に力を注がれました。また、1967 年からは総聯川崎
支部副委員長として非専任活動。1969 年に当時の総聯
支部委員長が死去され後、金炳龍氏が副でありながら責
任者の役割を果たし 1983 年までの 16 年間副委員長を
務められた。故金炳龍氏は、自分の生活よりも同胞達や
組織、祖国統一の為の愛国事業に身体も時間も捧げ、献
身的に活動されました。無念にも統一の日を見ぬまま、 

恋しい故郷にも戻れず異国の地で永 
眠されました。 

そんなご主人を誇りに、金さんは、 
愚痴は一切こぼさず、ご主人の事業 
と愛国運動を影で支えて来ました。 
 民族教育を受け育ったわが子たち 
がとても頼もしく思え、以後自らも愛国事業の一線で活
動する決意をしたのです。 
1968 年から 1971 年まで女盟川崎支部委員長の重責を

担い、以後副委員長、顧問を歴任。現在は、女盟川崎支
部顧問、川崎高麗親睦会の副会長、ＮＰＯ法人「川崎ア
リランの家」理事をしています。 
 孫たちの元気な姿や笑顔が何よりの栄養剤だそうで
す。御主人の事業を子供たちが受け継ぎ、孫たちがさら
に発展させてくれたら、こんな嬉しいことはないと思い
ながら、一日も早く祖国が統一することを願い多方面で
頑張っておられます。「60 青春、90 還暦」を胸に刻み、
まだまだ気力充分、元気ハツラツな頼もしい顧問です。

ことわざ 
 
 きりょう  きまえ 
■器量より気前 
 外見よりも内容の方がより大切というたとえ  
 スヨミ テジャラド モゴヤ ヤンバン 
●呪唇戚 企切虞亀 股嬢醤 勲鋼 
  ひげが大の字でも食えてこそリャンバン 
  12 の才がありながら晩ご飯のおかずはない

第７回 KAWASAKI「大交流祭」川崎朝鮮初級学校  
10 月 3 日、民族や国籍を超えて市民が触れ合う「ＫＡＷＡＳＡＫＩ

大交流祭」は、1,663 人の来場者が楽しいひと時を過ごした。3 年連続
1,500 名以上の市民が集まるなど、交流の輪は着実に広がっている。 

「同じ川崎に住んでいても、地元の人たちにとっては在日コリアンや
朝鮮学校は『近くて遠い存在』と感じている人は多いと思う。大交流祭
を通じて、そうしたイメージを払拭していきたい。」実行委員会 

◆支部事務所補修工事の件 

 外壁補修工事費 40 万円を無事支払いました。この度、 

 祖国の水害同胞支援募金と合わせて一口運動を行っ 

 た結果目標を達成することができました。ご協力し 

てくださった皆さま本当に有難うございます。 

고맙습니다！ 
 

◆神奈川朝鮮中高級学校・運動会（9/19） 
 
中高運動会での支部対抗 
ムカデ競走（9 チーム参 
加）で、わが川崎支部が 
見事優勝しました！参加 
選手の皆さんそして応援 
してくれたアボジ、オモ 
ニたちお疲れ様でした。 

酔軒分会・この人 
№12 

秋号 
亜聖硲 

2010年 10月 30日発行

会長のコメント 
  

今回で 7 回目の開催でし 
たが我々の知らないところ 
で本イベントの認知度、信 
用度が高く評価されている 
という事実を知りました。 
それは川崎区に２１校の日 
本学校が本イベントのチラ 
シを児童を通して快く配布 
してくれたことです。 

通常、日本学校は自学校に関する案内もし
くは教育委員会関連のものしか配布をしま
せん。実際、昨年は大半の学校から児童を通
したチラシ配布は断れています。しかし、今
回はほとんどの日本学校の反応が「大交流祭
ですよね。知ってますよ。うちの生徒達も楽
しみにしていますから。喜んでチラシ配布に
協力します」という感じだったそうです。本
当に嬉しい限りです。教訓としてどんなに厳
しい状況でも継続した事業、信念を持った事
業というのは日本社会をも変えられるとい
うことを心底、感じました。

車 喆 柱  
大交流祭実行 
委員会委員長 

川崎青商会会長

みんなで行こう！ 
同胞青年祝典「ウリミレＥＸＰＯ」 

日時：2010 年 11 月 7 日（日） 
場所：東京朝鮮中高級学校  

★大抽選会（３Ｄテレビ×2 本、旅行券 10 万円
分×8本、iPad×8本）総数 2,012本が当たる！  

★お笑いライブ・パンクブーブー、アントキの
猪木ほか出演！ 

 

●ＷＢＡスーパーバンタム級チャンピオンに輝いた

李冽理選手の祝勝会 （王者奪取 2010.10.2）  
10 月 15 日、ＷＢＡスーパーバンタム級チャンピオン

に輝いた李冽理選手の祝勝会がホテル横浜ガーデンに
て盛大に行われました。祝勝会には各界の来賓を始め、
地元の同胞やファンなど総勢 120 名が参加しました。祝
勝会は李冽理選手の登場から始まり、数多くの祝勝ビデ
オメッセージや祝電、李冽理選手への質問タイム、李冽
理選手グッズ争奪じゃんけん大会などが行われ、今まで
にない盛り上がりを見せました。来賓の挨拶で『神奈川
からスターが生まれる！神奈川の地域同胞の力が強い
からだ！』と体育協会関係者が語るほど、李冽理選手を
始め鄭大世選手も世界に名声 
を轟かせています。李冽理選 
手は、会の最後に次の目標を 
述べました。『確実に 1 試合、 
1 試合防衛すること！』。これ 
からも李冽理選手へ熱い応援 
をよろしくお願い致します！ 

（応援会事務局長：車喆柱） 

編集後記
川崎地域において在日同胞が集う行事と言えば、KAWASAKI
「大交流祭」。地域の青商会が主催し多くの住民が参加してい

る。今年は誰が来るんだろう？と胸がわくわくして当日が待

ち遠しくなる。今年も大盛況でした。若い世代が組織して集

う会は、力がみなぎっていて元気をもらえる。      
                               
【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）
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★中留池藤分会(10/17：総聯･女盟合同)

★小田浅田分会(10/22：総聯･女盟合同)

★富士見分会(10/28：総聯) 

★中央浜町分会（9/2：女盟） 

★新川分会（9/17：女盟） 

★中留池藤分会（9/19：女盟） 
 
※現在各分会では、川崎支部の今年度事

業目標を如何に達成するか、何をどの

ようにすることで分会の特色に合っ

た集いを行えるか等をみんなで考え

議論しています。まずは、年末の忘年

会の日程から決めています。 

●敬老会(9/18・本校 体育館・178 名参加) 
   

今年初めてウリ学校にて行われた敬老会。大勢のハラボ 
ジ、ハルモニ、「高麗親睦会」の会員たちがウリ学校を訪 
れました。午前中の授業参観を終えた在学・在園児たち 
は,ウリハッキョ敬老会のために一生懸命練習した歌や踊 
りを披露しました。また、オモニ会で準備してくれたピ 
ビンパや果物などをハラボジ、ハルモニたちと一緒に食べ 
ながら楽しい時間を過ごしました。（敬老対象者 60 名参加） 

  
●吹奏楽部が金賞受賞（10/16） 
 東京朝鮮文化会館で行われた東日本在日朝鮮学生芸術競演大会に、本校の吹奏楽部と舞踊 
部が参加し優秀な成績をあげました。 
特に吹奏楽部は、洋楽器合奏部門で 
金賞を受賞し優秀作品発表会に出演 
し、観覧した関東地方のウリハッキ 
ョ学生、同胞達にたくさんの感動を 
与えました。チャンハダ！ウリハッ 
キョ学生！ ＜出演演目と結果＞ 
◆舞踊群舞部門（舞踊部）銀賞 ◆洋楽器合奏部門（吹奏 
楽部）金賞 ◆洋楽器重奏部門（吹奏楽部）金賞 

 
●2010 学年度、第 2 回授業参観及びアボジ会ハルロドン（9／25） 
  約 90 名の保護者をはじめ関係者の人たちが園児の保育、 
児童達の授業を参観しました。公私ご多忙の中ありがとう 
ございました。 同日午後 2 時からアボジ会の主導のもと 
ハルロドンが行われました。約 30 名のアボジ達が運動場 
の周りの雑草抜きと体育館内にあった古い各種看板、大道 
具を解体処理しました。おかげで雑草が生い茂っていた運動場、特に遊具近辺は見違え 
るようにキレイになり園児、子供達が元気に遊んでいます。本当にコマッスムミダ。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

■小・浅班総会（9/9） 

 

 

 

 

 
 
●9 月 15 日（金）女盟富士見分会 
２ヵ月に一度のモイムを楽しみに 20  
代から 50 代が集まる,見ての通り美 
人揃いの分会です。今年は活動の成 
果も大きく女盟分会忘年会もいち早 
く予定しています。 

 
●10 月 3 日（日）川崎大交流祭 

（ニョメン 9 人）今年も交流祭一番 
の人気メニューチヂミは、飲食ブー 
スには欠かせない物です。当日、お 
手伝いに来てくれたオモニ達お疲れ 
様でした。    
（オモニ会 23 人）今年は全種類、手 
作りメニューで味も大評判、フリーマ 
ーケットは大盛況とオモニ会の熱意と 
パワーは、当日の雨予報も吹き飛ばし 
てくれました。 

 
※お知らせ 

11 月 23 日（日）女盟関東バレーボー 
ル大会に向けて女盟川崎バレーボール 
部は、新コーチを迎えて猛練習中！ 
“今度こそは優勝”を目指しています。 
応援よろしくお願いします。 

동포동네だより‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★‥☆★ 

 
●ウリ民族フォーラム in 北海道 
 

9 月 3 日に中央青商会第 15 次総会が行われ、翌日 9 月 4 日、 
「ウリ民族フォーラム 2010in 北海道」が札幌市民ホールで行 
われました。第 15 回という節目を迎えた今回のテーマは「つ 
なげよう、同胞社会のバトン」。同胞社会を取り巻く現状など 
を踏まえて、1 世、2 世から受け継がれてきたバトンを青商会 
世代がしっかりと継承し、それを次の世代に責任を持って渡し 
て行こうという思いを込めた内容（3 部構成）で行われました。 
神奈川青商会からも 20 名（川崎 5 名）の各地域幹事が参加し 
ました。 
 
●神奈川県青商会第１０期会長に朴明樹氏選出！ 
 

9 月 25 日、神奈川県青商会第 10 次総会がローズホテル横浜 
にて行われました。総勢 90 名の会員と来賓が参加した総会では 
活動、財政報告に次いで県役員が選出されました。川崎からは 
朴明樹氏が会長、車喆柱氏が副会長、田聖浩氏が幹事に選出さ 
れました。また今回卒業された 6 名の前役員へ花束が贈られま 
した。 
 
●ＫＹＣ神奈川フットサル大会 
 
10 月 17 日、ＫＹＣ神奈川フットサル大会が鶴見幼稚園にて 
行われました。総勢 8 チームの 115 名が参加！優勝は湘・ 
西青商会の連覇となりました。川崎青商会は惜しくも 1st 
準優勝、2st 準決勝敗退でした。芝生の運動場最高！ 
 
★告知★ 川崎青商会第１１次総会 

日時：12 月 4 日 19 時（受付）19 時 30 分（開始） 
場所：川崎支部 3Ｆ 

 
● 秋季旅行 
―10/19～21：那須塩原温泉ホテルニュー八汐― 
 

今年も秋季旅行に行ってきました。み
な元気いっぱいです。朝 7 時に川崎を出
発した一行は、4 時間の道のりもなんの
その、“那須”の看板が見えただけで気
分はハイになり、ホテルに到着するやい
なや温泉にひとっ飛び！ひと風呂浴び
た後の宴会では「オルシグ、チョルシグ」
でパワー全快。 

2 日目はそれぞれが好きなコースを選
択し会津若松を観光。ロープウェイから
の紅葉はとても綺麗で、絵画の中に入っ
た仙女の気分。そして身体を清めるよう
に温泉へ。2 日目の宴会はカラオケにも
熱が入り、アカペラ等で歌いまくり、踊
りまくり、 
若者顔負け 
の元気ぶり 
でした。21 
日は正午に 
現地出発で 
したが、前 
日のパワー 
が持続していて、午前は演芸観覧にも行
きました。本当に楽しい旅行でした。 
 

 

 

 

女性同盟 

ウリ분회소식 

高麗親睦会

青商会 

 

●チョチョン川崎サッカー部 
全国大会 優勝！ 

10 月 16、17 日の 2 日間にかけて
行われた「在日コリアンユース体育
祭 2010」にて、我がチョチョン川
崎サッカー部が見事、29 年ぶりと
なる全国制覇を成し遂げ、全国朝青
サッカーの頂点を極めました！！ 

全国の強豪が集う中、川崎サッカ
ー部は一致団結し次々と勝ち進み、
全国に川崎の名を轟かすことがで
きました！主将の金鉉徳トンムは
「日頃の練習成果が必ず結果につ
ながる。毎週部活することが一番大
事だし、プライドを持って勝つ！と
いう気持ちが大切だ。川崎に優勝カ
ップを 29 年ぶりに持ち帰ってこれ
て先輩達に恩返しができた」と嬉し
さを噛みしめながら話していまし
た。目標は連覇！これからも日々練
習に励みます！！ 
 

●チョチョン川崎ビアガーデン  
9 月 5 日、チョチョンの夏イベン

トとして、「チョチョン川崎ビアガ
ーデン」を支部の屋上で行い、20
名のチョチョン員が参加しました。
この日、9 月に誕生日を迎えるチョ
チョン員をお祝いしたり、いろいろ
な企画やゲームを行い、とても楽し
く時間を過ごしました。 
これからも数々の企画を通じて

より多くのチョチョン員を集め、チ
ョチョン川崎を盛り上げていきた
いと思います！！ 

●チョチョン小田浅田班 班総会  
9 月 4 日、小田分会にてチョチョ

ン小田浅田班の総会が行われまし
た。総会では、方吉尚班長が過去 2
年間の班活動について報告・総括
し、これからの班活動に関する新し
い方針を提起しました。総会では、
新班長として崔明翔トンムを任命
し、4 名のトンムたちを班委員とし
て選出しました。これから小田浅田
班、そして他の 3 つの班でも班活動
を盛り上げていきたいと思います！ 
 
●川崎日校生 
 サマースクール打ち上げ食事会  

8 月 28 日、「東日本日校生サマー
スクール 2010」に参加した川崎の
日校生たちで打ち上げをしました。
3 名の日校生が参加し、支部の屋上
で食事会を行いました。食事をしな
がら日校生たちは、これからもボー
リング大会やいろいろなイベント
をして川 
崎学生会 
をもっと 
盛り上げ 
ていきた 
いと力強 
く話して 
いました！  

朝青 

 

●第２１回 チャリティーゴルフ大会開催（9/9）   
川崎朝鮮初級学校チャリティ－ゴルフ大会が、千葉県のロイヤルスターゴルフ

クラブで晴天のなか(約 100 名参加)行われました。今年も参加者そして協賛者
の暖かい善意のチャリティ－金が川崎朝鮮初級学校の学校長に寄贈されまし
た。参加者をはじめとする関係者の皆さま、そして実行委員(実行委員長:金相泰)
の方々に心より感謝を申し上げます。 

学校 

今年もタンシル会では、クリスマス会を

12 月に行います！期待してください。 
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