
ことわざ 
   
■蛙（カエル）の子は蛙 
 人格の備わっている親に良い子どもが生まれ、悪い親か

ら悪い子どもが生まれるということ 
  ウンムリ  マルガヤ   アレンムリ    マクタ 

●数弘戚  玄焼醤  焼掘弘戚  玄陥 
 上の水清くして下の水澄む 

           
           ③特許について 
           発明を独占的に使用できる

特許権 
   
Ｑ：特許権の取得は？ 
Ａ：特許発明は複雑なものや、最先端技術でないと

いけないと考えている人も多いようですが、そ
うではありません。ポイントは、新しくて容易
に考えつかないものならば、特許権を取ること
ができます。実際に、簡単な思いつきレベルの
発明もたくさん特許になっています。 

 
Ｑ：特許の審査はどこが？ 
Ａ：特許庁が行っています。 
 
Ｑ：特許の有効期限は？ 
Ａ：原則として、特許申請の日（特許出願日）から

20 年です。 
  平均保有期間は約 9 年と短い。高額な特許費用

が長期保有を躊躇（ちゅうちょ）させています。 
 
Ｑ：特許を保有し続けるには？ 
Ａ：特許を出願する際には、出願料がかかります。 
  特許取得後は、特許費用を毎年支払わないとそ

の権利を失います。特許を長期にわたって維持す
ればするほど、特許費用が上昇する仕組みです。 

 
Ｑ：特許の効力は？ 
Ａ：日本で取得した特許の効力は、国内限りで、海

外で活用しようと思えば、国ごとに特許を取得し
なければなりません。 

 
   日本の特許出願件数のうち、海外にも出願す

る比率は約 2 割。4～6 割の欧米に比べかなり低
いです。ちなみに、企業 1社当たりの平均の保有
特許は 13 件。巨額の研究開発を投じて取得した
多数の特許を使い製品化している企業も少なく
ありません。 

   特許を生かした事業や、特許権をライセンス
供与して、利益を稼ぐ仕事、あなたも挑戦してみ
てはいかがですか！ 

聞きたい・知りたい 

Ｑ＆Ａ 

つ 
№3 

夏号 
食硯硲 
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編集後記
仕事や生活において、上司や親に言われたり、自ら思いたっ

た事を「後でする」とか「後でやろう」と思うのだが、はた

して本当にやったためしがあるのだろうか？「後で…」では

なく、思いたったら直ぐ実行に移さなければと強く感じる。 
                            
【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  :  tongpo@max.odn.ne.jp      担 当 ： 朴  仁 進 

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

             この欄では、神牽重を通して過去の歴史を語っていただ 
               きます。今回は、申貞玉さん（1927 年生）を紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酔軒分会・この人 
 2 歳の時、オモニに背負われて、アボジの徴用先の大
阪に釜山から渡ってきた申さん。 

17 歳で、父の猛反対を押し切って結婚。疎開先の広
島で長女が生まれ、その後も大阪、青森を転々とした。 
川崎へ移り住んだ頃には、病の夫と 8 人の子供を抱え
て、必死に働いた。 

ドブロクや焼酎を作り、朝早くから野毛や東京の巣鴨
の屋台に下ろして、帰ってきて、家族 10 人の食事の支
度。疲れを癒す間もなく、パチンコの景品換えもした。 
夫を亡くした時、申さんは 32 歳。長女が神奈川朝高

1 年生で、末っ子が 2 歳。「どんなに苦労しても、子供
たちを朝鮮学校に通わせるんだ」と、昼夜を問わず働い
た申さん。自らも、川崎朝鮮学校に設けられた成人学校
でウリマルを習った。ウリマル習得後は、川崎朝鮮学校
の教育会理事として、学校の財政安定のために活動し
た。その傍ら、女性同盟川崎支部舞踊サークルを結成。
朝鮮舞踊の練習に汗を流した。 

「せわしい日常の中で、同胞たちとの触れ合いが、私
の力の源」と力強く語る申さんは、回りを常に和ませて
くれる。 

8 人の我が子は勿論、22 人の孫全員を朝鮮学校へ。
一族は 50 人を越えハルモニ（申さん）によろず相談を
持ちかけてくる。それにメールで返事を打ち返すのが申
さんの喜びでもある。 
芯の強さと、底抜けの明るさは何処からくるのか。厳

格な父と、優しかった母の愛の賜物。形としては、少女
時代に母がこっそり連れて行ってくれた、朝鮮の舞姫・
崔承喜の公演。白いチョゴリ姿で舞台の上手から下手と
優雅に舞う美しい彼女の姿に、朝鮮民族の気概と愛国心
が強く刻まれたそうです。゛歌って踊れる名物ハルモ
ニ゛は、現在も、川崎高麗長寿会の副会長として、地域
の活動に力いっぱい頑張っています。 

    
朝青サッカー部 
 川崎出身の朝青員を中心に結成したクラブです。県
大会や全国大会に出るため、練習に励んでいます。当
面、11 月の中央大会をめざして、リーグ戦を勝ち抜く
ため、猛練習中。部員は、18 名で、毎週金曜日・川崎
学校の運動場で練習しています。 
ただいま、メンバーを募集しています。サッカーが

好きな人、やってみたい人、未経験者大歓迎です。気
軽にお問い合わせください。まってまーす。 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
場 所：川崎朝鮮初級学校・運動場 
練習日：毎週金曜日（PM.7:00～PM.9:00） 

 主 将：金 鉉徳（キム・ヒョンドク） 
【連絡先】朝青川崎支部 044-322-7280 
     主将携帯番号 090-4738-8129 
     E メール：chochongkawasaki＠yahoo.co.jp

サークル紹介 ２ 

 

独自のアンケートを作成し、訪問活動を展開！ 
   
5 月 24 日から７週間にかけて行ったアンケー

ト調査に、総聯、女性同盟が一緒に力を合わせ、

100 軒の同胞宅を訪問し、沢山の方がアンケート

に協力してくれました。 

「在日同胞の組織離れが顕著な今、中央浜町分

会に居住する同胞が、分会活動に何を要望してい

るかを真摯に受け止め、反省すべき事を反省し

て、これからの分会活動に、貴重な意見を役立て

て行くために、分会独自でアンケート調査を行い

ました。何十年も住んでいるこの分会で、初めて

知った同胞がいたのには驚きを隠すことができ

ません」と語る郭州孝分会長。 

「これからは、アンケートに書かれた地域同胞

の意見や要求に少しでも答えられるよう頑張っ

ていく。そして、次からは、同行訪問者を増やし

て、必ず、イベント等の準備を整えて、訪問しな

ければならない」と語ってくれました。  

（写真は、支部活動家会議）         

 

着実に広げている分会ネットワーク 
   
小田浅田分会では、現在、1組・2組と 2班に

分かれて、同胞宅を訪問しています。 

 金泰俊分会長は「90 人近い若い世代の名簿を

一人ひとり探し出し、実際に居住者が何人いる

か確かめることが先決。名簿が整理できたら、

みんなが集える行事等を行い、地域同胞が常に

連絡し合えて、相談できるアットホームな分会

にしたい」と今日も分会の役員ともども、情報

紙や宣伝物を持って同胞宅を訪ねています。 

 そんな折り、「分会の屋根が老朽化して、雨漏

りがする」という話が出たので、何とかしなく

てはと、21 日に役員や同胞が分会に集まり、早

急に修理しようと話し合いました。 

 日ごろから、役員等が集まって、懇親会や分

会委員会をしているからこそ、問題解決も迅速

に出来るのだと思います。 

 分会の同胞ネットワーク拡大において、新た

な成果を期待しています。 

 （写真は、分会主催の同胞敬老会） 

「トンポアイネット拡大 21」運動、全国的に展開！ 

現在、同胞が居住する全国各地において、在日同胞の民族圏を守り、豊かな同胞社会を築くための運動が、力強

く繰り広げられています。70 万の在日が居住していた過去とは状況が大きく変化し、外国人登録者においては、

中国籍の人が圧倒的。在日社会においても国際結婚や帰化等により、純粋な国籍維持が難しい状況になっています。

そんな複雑な社会状況に対応し、日本国籍同胞、国際結婚の子女など、血筋と社会的経緯が同じである同胞すべて

を網羅したネットワークを構築し、民族性を守り受け継いでいく、真の生活密着運動（「トンポアイネット拡大 21」

運動）を展開しています。 

 去る 5 月 31 日と 6 月 1 日に行われた上記運動中央大会は、1,200 余人が参加し、互いの地域活動での貴重な経

験を述べながら、地域同胞社会の発展について大いに語り合いました。（川崎地域では 25 人が参加しました。） 

私たち川崎地域では、下記の分会が特に頑張っています。他の分会においても、同胞ネットワークを広げるため

のヒントをみつけ、互いに相談し合える場・器（受け皿）づくりをして行きましょう。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

◆7／15（火）：神奈川県商工会定例セミナー 

◆7／19（土）：女盟・第 4回新世代アラカルトの集い 
◆7／25（金）～8／9（土）：高校生・夏期実習 

◆7／26（土）：県青商会総会 

◆7／27（日）：川崎フロンターレ感謝祭 

◆8／1（金）～3（日）：少年サッカー・ヘバラギカップ 

◆8／7（木）～9（土）：全国朝鮮初級学校サッカー大会 

◆8／10（日）：第 47 回横浜市朝日親善サッカー大会 

◆8／24（日）：川崎同胞川遊びの集い 

◆8／27（水）～28（木）：女盟神奈川・チョゴリ展示会 

◆9／8（月）：共和国創建 60 周年中央大会 

◆9／9（火）：第 18 回川崎愛校チャリティーゴルフ 

◆9／12（金）：川崎同胞＜敬老の集い＞ 

◆9／21（日）：共和国創建 60 周年（中央同胞大祝典） 

◆9／28（日）：神奈川中高運動会 

◆10／5（日）：川崎青商会・第 5 回大交流祭 

行 事 案 内 

   
営業品目：鉄屑・アルミニューム屑・ 

    非鉄金属屑・電線屑 

有限会社 中島金属 
〒210-0806 川崎市川崎区中島 3－4－4 

TEL. 044（233）2781／FAX. 044（233）3971 

                 

不動産の売買はもちろん、賃貸物件のあらゆる 

     相談をお受けいたします。 

瑛信ホーム有限会社  
〒210-0837 川崎市川崎区渡田 4－11－5 

TEL. 044（344）0088／FAX. 044（333）0935 

                       

 
 

●４つの班が再建！（5／10） 
朝青では、より活発な活動を繰り広

げるため、班を再建しました。 

再建された班は、 

① 浜町中央・群電前班 

② 桜本・中留班 

③ 小田浅田班 

④ 大師・渡田富士見班 

この日、班長、班委員候補者及び地

域青年たち 31 名が集まり、班再建を心

から祝いました。これで、すべての地

区に班が設けられました。 

 これからの活動を大いに期待してい

ます。ガンバレ我らの朝青！ 

 

●バレーボール大会（6／29） 
 この日企画していた愛校フットサル

大会は、雨が強く、急遽バレーボール

大会に変更。川崎朝鮮初級学校体育館

には、朝早くから優勝を狙って、練習

するチームが続々と集まって来まし

た。4チーム 24 名が参加した今大会は 

熱戦が繰り広げられました。試合後行

われた朝青員交流会には、34 名が参加

し、大いに盛り上がりました。 

 
 （6／3） 

●第５回川崎大交流祭実行委員会 
 今年の大交流祭は、1000 人以上の参
加を目標に、22 名で実行委員会を組織
し、緻密な計画をたてました。 
 大交流祭の開催日は、2008 年 10 月 5
日、川崎朝鮮初級学校にて行います。 
家族、友人、知人を誘っての参加をお
待ちしています。 
  

●川崎同胞川遊び２００８ 

 日時：8月 24 日（日） 

 場所：平成館（足柄上郡松田町） 

※詳細はチラシを参照ください。 
  
●ソフトボール大会（6／15） 

 横浜青商会主催の県内青商会ソフト
ボ－ル大会に参加した我が川崎青商
会。残念ながら初戦にて敗退。今後は
是非優勝を目指して下さい。 
(参加者 120 余名-川崎 18 名) 

            （5／25） 

●ウリマル教室  2008 年度＜母国
語教室＞が開講。子どもが楽しめるウ
リマル教室として人気のこの教室に 8
名の受講生が参加しました。 
★希望者は、コリアオリニネットへ！ 

代表 ： 姜  珠 淑 
担当 ： 金  勇 徳 
連絡先／044-322-7280 

  
●運動会（6／7） 
 初夏の晴天に恵まれ行われた運動
会。学生、父兄等 240 余名が集まり、
わが子の成長をじっくり観察しなが
ら、子供と一緒におもいっきり走りま
した。赤、青の帽子を被った子供たち
は、この日のために毎日練習を重ね
て、アボジ、オモニ、 
ハラボジ、ハル 
モニにその成果 
を見てもらいま 
した。（写真は、 
分会対抗ﾘﾚｰ） 
   
●学校オモニ会・親睦ビーチバレ

ーボール大会（6／21） 

新しい学父母を含め 40 名が参加した
今大会。互いの親睦を深め合う契機と
なりました。蒋生稽亀 設 採店背 

 
  
●開設５周年記念行事（4／25） 
126 名が参加した記念行事。 
開設当初は、20 名程だった利用者

が、現在は 68 名に増え、この 5 年間
の利用者数は、延べ 1万 5,611 名です。

これもひとえに、金三浩理事長をは
じめとする開設にご協力、ご尽力され
た商工人、同胞皆様のお陰です。壱舷
柔艦陥これからもよろしくお願い
いたします。また、この日、川崎朝鮮
初級学校の生徒たちが訪ねてきて、利
用者に直接記念品をプレゼンドしま
した。（俳持級壱原趨推） 
 
 
 
 
 
 

 
●訪問 ソウル市在宅老人福祉協会 
-日本社会福祉施設視察研修グループ
のメンバー 
33 名が 5月 
23 日、NPO 
アリランの 
家を訪ねて 
きました。 
庁識舘衣 

 
●旅行・塩原温泉（4／21～23） 

神奈川高麗長寿会の春季旅行に 118
名が参加。川崎は 21 名が参加し、楽
しいひと時を過ごしました。 

 

             
   

 
 
●文化教室発表会（6／22） 
 女盟と文芸同が協力し、「第 4 回神

奈川コリア民族文化の日」が開催され

ました。16 の演目数に 97 名が出演。

参加者は、この日の為に練習してきた

演目を力いっぱい披露しました。川崎

支部管下では、5演目に 32名の芸術サ

ークル部が出演し、200 余名の観客か

らたくさんの拍手をもらいました。 

主演者のみなさん、呪壱馬写柔艦陥

 

 

 

 

 

 

 
  

●オリニ（子供）フェスタ（6／29） 
 神奈川オリニフェスタ・ミレ 2008 

は、300 人以上が集まり、会場は熱気

に満ち溢れていました。年齢別オリニ

を対象とした各種運動、リトミック体

操やベビーマッサージ等、たくさんの

オリニが汗だくで参加しました。 

（川崎参加：父母-32 名、児童-25 名、

学生-13 名、その他-6 名） 

 

 

 

 

 

         【定例イベント】 
（4／26）級且戚 

●子どもと一緒にハイキング！ 
 この季節、心も荷物もいっぱいで、
自然の香りが幸せ気分を満喫させて
くれる。オモニが作ってくれたおにぎ
りをリュックサックに詰めて、富士見
公園めざしてさぁ出発！今回は、24 名
が参加しました。次回、沢山の方の参
加をお待ちしています。 

（連絡先：張明玉） 
 

 

 

 
   
●鄭大世選手激励会（6／29） 

鄭大世選手の活躍は、我々同胞に希

望と勇気を与えてくれます。そんな鄭

選手をひと目見ようと、川崎グランド

ホテルにて行われた激励会には、応援

会、テセフレン 

ズ、同胞ファン、 

日本のファン他 

69名が集まり、 

彼の試合話で大 

いに盛り上がり 

ました。   

朝青 青商会 

学校 

タンシル会 

NPO ｱﾘﾗﾝの家 高麗長寿会

コリア文化祭

土曜児童教室

応援会

中央浜町分会・バスツアー 
―5／3（土）・足利フラワーパーク― 

分会の年間行事を企画した中央浜町分会では、初行事と
して、総聯・女性同盟合同バスツアーを行いました。 
 21 名を載せたバスは、足利フラワーパークに向け出発。
車内では、歌におしゃべりとみんなわくわく。 

現地では、色とりどり 
の花の前で記念撮影に大 
はしゃぎ。満開に咲いた 
花の香りが、日ごろの疲 
れを癒してくれ、楽しい 
一日を過ごしました。 

女性同盟 

 


