
           
          ⑤入管法改正案について 

  
日本政府は、３月３日「住民基本台帳法」（住基法）

改定案を、また３月６日「出入国管理及び難民認定
法」（入管法）改定案と「日本国との平和条約に基づ
き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
特例法」（入管特例法）改定案を閣議決定し、今国会
に各法案を上程した。これは、昨年の閣議決定によ
るものであるが、具体的には「在留カード」を柱と
する入管法改定案と、「外国人台帳」を新設するため
の法案である。 
 
Ｑ：何が変わるの？（改正内容） 
Ａ：①外国人登録法の廃止 
  ②住民基本台帳に登録（住民票、住基カード発行） 
  ③在留カードと特別永住者証明書の発行と常時 

携帯 
  ④数次再入国許可制度が 4年から 6年に延長 
  ⑤みなし再入国許可制度の導入 
  
Ｑ：みなし再入国許可制度って？ 
Ａ：一般外国人は 1 年以内、特別永住者は 2 年以内

の出入国に関しては許可不要。ただし、条件とし
て「有効な旅券の所有者」のみに適用。 

  
Ｑ：有効な旅券の所有者って？ 
Ａ：日本には「有効な旅券」を所持しない者が多数

住んでおり、代表的なのは朝鮮籍あるいは韓国に
国民登録をしていない韓国籍の在日である。朝鮮
人のうち「みなし再入国許可」の対象となるのは、
韓国旅券保持者だけ。ちなみに、日本政府は国交
の無い台湾やパレスチナについては、その旅券は
「有効な旅券」であると認めている。 

  
Ｑ：何かしっくりこないけど？（問題点） 
Ａ：①証明書の常時携帯、提示義務が存続 
  ②一連の刑事罰規定が存続（住所変更など） 
  ③朝鮮籍は、みなし再入国許可制度から除外さ

れる可能性が高い。 
  
結局、現行の外国人登録証明書に代わり「特別永住者証明
書」（7年ごと更新）が発行される。この改正案は、外国籍
住民に対する徹底した管理強化を図るものである。 

聞きたい・知りたい 
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編集後記 
某新聞に若さの秘訣は、毎日「かきくけこ」を意識すること

だと言う記事が載っていた。か・感動する。き・興味を持つ。

く・工夫する。け・健康である。こ・恋（憧れに対して前向

きに努力）をする。新年度から、元気が出そうで得した気分 
になりました。 

【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、嬢牽重に過去の歴史を語っていただきます。 
               今回は、李貞順さん（1928 年生）を紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酔軒分会・この人 

ふれあい・結びあう同胞の心・一人ひとりがたしかめあう同胞のマダン                    

亜人紫晦疑匂 寡且戚 
 見事に咲き誇った桜の木の下で、川崎地域疑革同胞 120名が参加した今年の花見は、この不景気を吹き飛ば

す勢いでチュッペをし、大い 

に盛り上がりました。スジの 

煮込みやフランクフルト、チ 

ャプチェにチヂミ等をつまみ 

ながら和気藹々、楽しいひと 

時を過ごしました。 

売店を担当したオモニ会の 

                        みなさん。そして、早朝から 

                        場所取りをしてくれた方々、 

                        企舘備 呪壱梅柔艦陥. 

日本で生まれたが幼少期の数年間をハルモニの家（慶
尚南道蔚山）で過ごし、おぼろげながら故郷の山や海を
覚えているという李さん。 
 12 歳のときにアボジを亡くしてから、８人家族の家
事を一手に引き受け少女時代を過ごした。 
 当時、法科に通う大学生と結婚し、夫を支えながら 4
人の子供たちを立派な朝鮮人に育てあげる一念で働き
通したという。オモニ会の会長を引き受けたことがきっ
かけとなり、女性同盟川崎支部の活動を 30 年間非専任
役員として支えた。 
支部の人が困っていると聞けば食事を振舞い財政確

保に励む。デモには真っ先に飛んで行き、署名活動に明
け暮れる毎日。店の儲けは常に二の次。川崎ウリ学校の
体育館を建てるため 1 千個の焼肉鍋を売り歩いて資金
を作った。 
今までの人生を振り返って、朝銀神奈川婦人友の会の

初代会長を引き受けてからの 10 年間が最も充実してい
たと話す。 
「100 年に一度といわれる厳しい経済危機の今こそ、

同胞が寄り添いお互い助け合わなければ…若い世代の
パワーと斬新な活動に期待しています」そう目を細めな
がら話す顔に人生の年輪が宿る。 

 

 
現在、李さんは高麗長寿会の理事 

を務めながら「ＮＰＯアリランの家」 
の設立から運営に携わっている。同 
胞と組織と共に歩んだ歳月も 50 年 
を超えた。 
アリランへ通う毎日だが、今でも 

大会があると聞けば真っ先に飛んで 
いく。元気の源は、まだまだ若者には経験と根性では負
けない気力だそうだ。 
10 人の孫の結婚式を楽しみにしながら、生まれたば

かりの曾孫を抱く腕に心地良い疲れを感じる。 
残る望みは、人生の大半を一心でかけた“統一”の喜

びをかみしめることだけだと言って頬笑む。      

   
朝青ゴルフクラブ 
 
わが朝青ゴルフクラブは、2 週に１回、４～５名で活

動しています。現在は、塩浜にあるゴルフセンターで

おもいっきり汗を流しています。 
これまでコースに出たのは一度のみですが、これか

らは部員を増やして楽しく、あまりお金をかけずに練

習して行きたいと思いますので、希望者は連絡くださ

い。女性部員大歓迎です。 
 
 
●練習日 

第一、第三水曜日 
（PM．7 時より） 

●場所 
川崎ゴルフセンター 
（塩浜） 

 
●責任者：張昌基 
   
●連絡先：090-7202-1952 
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女性同盟中央浜町分会 
―2009.2.1（日）山水苑― 

中央浜町分会＜新年会＞の特徴
は、昨年行われた同胞訪問 100 日間
運動時、わが分会独自で行ったアン
ケート調査に反映された、同胞たち
の要求による旅行を 2 回行い、新し
く網羅された同胞女性たちが参加
してくれたことです。これからも、
「みなさんの望む会にしていきま
す｣と 9 名 
の参加者は、 
大いに盛り 
上がりまし 
た。 

女性同盟新川分会  

―2009.1.16（土）日航ホテル― 
22 年間継続して行われている新

川分会の新年会。今年は、9 名が参
加しました。会では、今年の分会年
間計画を発表しました。特に、親睦
旅行や商工会の新春の集いへの動
員その他、具体的な計画をたて、今
年もみんなで力を合わせて頑張る
決意を新たにしました。 

女性同盟中留池藤分会 
―2009.1.25（日）花月館― 
中留池藤分会の新年会も 10 年以

上続いています。昨年は私たちの分
会事務所が新築し、竣工式に民団の
婦人会会員のみなさんも多数参加
されました。それで、今年は分会を
中心に、幅広く親睦と友好の輪を広
げていこうと参加者 12 名、声を大
にして誓い合いました。 
 
 

 

 

小田浅田分会  

―2009. 2.8（日）プレステージ― 
総聯・女性同盟合同で行った新年

会は、18 名の参加者で賑わいまし
た。金分会長は挨拶の中で、今年は
同胞の望む集いを積極的に組織し
ていくことを表明されました。 

 

ことわざ 
   
  い    やす  おこな  かた   
■言うは易く行うは難し 
 口で言うだけなら簡単なことなので誰にでもできるが、

 いざ実際にやるとなると非常に難しいという意味 
   
マルロヌン モタヌン マリ オプタ 
●源稽澗 公馬澗 源戚 蒸陥 

 言葉だけなら言えない言葉はない 

交通公園

ＮＰＯアリランの家

●花見（4／7・桜川公園） 
 「60 歳で青春！90 歳で還暦」と
言う歌の歌詞の如く、今年も元気
いっぱいで花見をしました。今回
は 26 名が参加。杖松姥箭松姥
疏陥歌に踊りに、ノリノリで
した。いつまでも元気でいてくだ
さい。 

 

 

女性同盟桜本分会 
―2009.2.21（土）山水苑― 
昨年 4月から分会管下の 30代を

中心とした若い同胞女性の集いを
行っています。今回は、6 名が参加
し、子育てのことやウリ疑革のこと
等真剣に語り合いました。そして、
今年「卒業・入学」 
を迎えた分会管下 
同胞たちを祝賀し 
て分会から記念品 
を贈呈しました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆ 4／15（水）：第 1回ウリカップチャリティーゴルフ 

◆4／20（月）～22（水）： 県高麗長寿会 旅行（鬼怒川温泉）

◆4／25（土）：県下ウリハッキョ教員慰労会（ローズホテル）

◆5／16（土）～17（日）：2009・神奈川アースフェスタ 

◆5／24（日）：川崎朝鮮初級学校 運動会 

◆5／25（月）～30（土）：第 47 回 神奈川日朝友好美術展 

             （横浜教育文化ホール） 

◆5／30（土）：日朝友好フォーラム『アニメ沈清伝』上映 

（横浜教育文化ホール） 

◆6／13（土）：テセフレンズ主催（テセ杯カップ）サッカー

◆6／14（日）：青商会ソフトボール大会（神奈川中高） 

◆6／20（土）：学校オモニ会運動の集い（ウリ学校体育館）

◆6／21（日）：金剛山歌劇団公演（関内ホール） 

◆6／28（日）：神奈川オリニフェスタ 2009 

◆7／10（金）～11（土）：第 2回全国総聯活動家大会 

◆7／12（日）：第 8回全国オモニ大会 

◆7／18（土）～19（日）：青商会中央総会＆民族フォーラム

             IN 茨城（茨城県つくば市） 

◆7／19（日）：神奈川コリア文化教室発表会（関内ホール） 

行 事 案 内 

焼 肉 

 東 栄     
◇営業時間 PM5:00～11:00◇ 

  
川崎市川崎区出来野１１－１３ 
TEL.０４４－２７７－５１８６ 

 
女性同盟 
  
●神奈川県同胞女性の集い（2／23）

2月名節を祝賀して毎年行われる
県下同胞女性たちのこの集いも、か
れこれ 10 年以上続いています。参
加者は世代が変わり、現在は若い女
性や若いオモニたちが圧倒的に多
いが、思いは一緒です。『みんなが
一つの気持ちで団結し、助け合える
会を、いつまでも続けていきたい。
これからも同胞女性のパワーを全
開していくよ！』と 100 名の参加者
は声を大にして言いました。（川崎
では、14 名が参加しました。） 

タンシル会

朝青 
  
●日校生文化公演 希 株戚（3／30） 
 神奈川県日校在学朝鮮人学生会文化公演 
が、県民共済みらいホールにて行われまし 
た。280 名の観客を前に 18 名の出演者（川 
崎 3 名）は練習成果を十分発揮しました。 
  
●新成人祝賀会（1／24） 
 川崎支部管轄の新成人を祝うため 37 人 
の地域同胞青年たちが集まってくれまし 
た。祝賀会では、大人の仲間入りをした 
新成人 13 名にすてきなプレゼントが贈呈 
されました。新成人たちは、これからは、 
地域活動に積極的に参加する決意を披露 
し、楽しいひと時を過ごしました。 
  
●鄭大世選手応援ツアー（3／7） 
 等々力陸上競技場には事疑のタオルを 
手にした同胞、日本人を含めた 48 名の 
川崎フロンターレ鄭大世選手応援団が集 
まり「テセ選手！ガンバレ！」と熱い声 
援を送りました。試合は 1 対 1 の引き分 
け。声援に応えたテセ選手が得点した。 

●温泉旅行   高麗親睦会 

青商会 

  
●入学式（4／4）  
 今年は、ピカピカの 1 年生が 7 名入学し、幼稚園児９名が入園しまし
た。設 採店馬畏柔艦陥 弦戚 紫櫛背爽室推 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●卒業式（3／20） 
小学生 6 名が卒業し、幼稚園児   ●餅つき大会（2／7） 

7 名が卒園しました。逐馬背推    父兄その他総勢 67 名が参加
し行われた餅つき大会。学生た
ちはアボジ、 
オモニと一緒 
に餅をつき、 
美味しく食べ 
ました。アボジ 
会、オモニ会その 
他関係者の皆さん 

                      呪壱梅柔艦陥. 

●手作り（2／7） 
今年は 29 名（子供 14 名）が参加し、バレンタイン・

チョコレート作りを行いました。アッパ（父）、オッパ
（兄）それに仲良しのトンムにあげるため、みんな一
生懸命作りました。 

学校 

  
●家族スキー（2／22・参加者 52 名） 
毎年恒例の川崎青商会主催・家族スキ－。今年は御殿

場スキー場にて行われました。雪山の銀世界で家族の絆
を深めながら、楽しい一日をみんなと過ごしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●一日労働（3／29）愛校事業の一環として毎年行っ
ている一日労働。朝青、アボジ会も一緒に汗を流しまし
た。（33 名参加） 
 

県高麗長寿会の温泉旅行が行わ
れます。参加者を募集しています。
 心も体も癒して、親睦を深める温
泉旅行に行きませんか？！ 
 
◆日時：2009 年 4 月 20 日（月） 
    ～22 日（水）／2 泊 3 日 
◆場所：鬼怒川温泉 
    ホテルニューおおるり 
◆参加費：16,000 円 
※参加募集定員 120 名中、川崎
は 30 名です。お早めにお申し
込みください。 

◎旅行担当幹事：申貞玉 
       090-6922-7949 

商工会

●新春の集い（2／1） 
 今年の神奈川同胞商工人の新春
の集いは、箱根で行われました。1
部の講演会では、広島平和研究所所
長の浅井基文氏が「朝鮮半島情勢と
日朝関係」の展望について説得力あ
る講演をされました。2部では、新
年会が行われ、105 名の参加者は 1
年の決意を新たにかみしめながら
逐壕しま 
した。川 
崎では 18 
名が参加 
しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●卒業生逐馬乞績（3／29・参加者 4８名） 

朝鮮大学校 卒業式（3／10）      

・金理恵（追分）……朝青専任 

・金美映（浜町）……朝鮮大学校研究員 

・姜太浩（小田）……朝大音楽家卒 

・張彩花（大師）……朝大美術家卒 

朝青では、夢と希望に満ち溢れた卒 
業生たちを暖かく迎えて、社会人とし 
て、大学生として、この厳しい経済環 
境を乗り越え、力強く前進することを 
願い祝賀会を行いました。 
中留班班長の乾杯音頭で始まった宴 

会では、卒業生 13 名が自己紹介をす 
ると、参加者から卒業生たちにネクタ 
イとハンカチのプレゼントが贈られました。 
※プレゼントは、川崎地域の全機関にて協力してくれました。 
 舛源稽 壱舷柔艦陥 

多文化共生フィールドワーク・グループが訪問（2／3） 
   
川崎市内に対する現地調査の一環として行われているフ

ィールドワーク（横浜国立大、立命館大教授を中心に大学院
生ら 18 名）がウリ学校とＮＰＯアリランの家を訪ねて来ま
した。外国人多住地域である川崎市内の在日同胞多住地域を
研修目的で来訪した彼らは、ＮＰＯアリランの家金三浩理事
長による「同胞高齢者の実態とともに在日社会の変動につい
て」の講演を聴いた後、デイサービスを見学しました。 

焼肉 
トン ベツ 

冬 伯 
川崎市川崎区神明寺１－４１ 

TEL.０４４－５４９－０２３７ 

 

神奈川朝鮮中高級学校（高級部）卒業式（3／1） 

・尹熙成（浅田）……日本工学院 

・林東秀（日の出）…朝鮮大学校教育学部 

・趙賢樹（浜町）……神奈川大学 

・李栄埰（出来野）…専門学校 

・高愛蓮（南加瀬）…ハナ信用組合 

・崔美沙（桜本）……サンノックシステム 

・権容修（池上町）…土木 

・崔明翔（渡田）……土木 

・姜佳明（浜町）……神奈川大学 

・安泰樹（藤崎）……上智大学 

・金智寿子（渡田新町）…実践女子短期大学 

 

募集！

 


