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■案ずるより生むが易し 
 はじめにした心配も取り越し苦労で、物事はいざとなれ

ば思ったよりうまく行くものだという意味。 
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編集後記
6月 18 日に届いたメールを紹介します。 
[＼（^^）／］［＼（^^）／］北朝鮮ワールドカップ出場決定！
44 年ぶり。私が小学校 6年だったロンドン大会以来…感無量
です。高校 1年の時の友人から 39 年ぶりに届いた連絡がこの
メールでした。南北そろっての出場、本当におめでとう！ 

                            
【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、車栄鎬氏を紹介します。 

 

      
女盟川崎 民謡クラブ 
  
民謡クラブが発足して早、9 年目（2000 年発足）を

迎えます。その間、同胞行事、各種記念行事には欠か
さず出演し、ウリノレの素晴らしさを披露する事がで
きました。特に＜神奈川コリア民族文化の日＞発表会
には 5 年間継続して参加しています。今年は『愛のた
めに』、『壮夫打令』を披露しました。 

現在、クラブには 8 名が在席。平均年齢は 60 代だが、
美声は 20 代の若人にはまけません。 

朝鮮民謡を主にしながら、幅広いジャンルの歌を覚
え練習にいそしんでいます。 
何より唄を歌う事が好きなクラブ員、月一回の練習

を欠かさず行い唄の調和がとれた素晴らしい歌声でハ
ーモ二を奏でる時の感動がクラブ継続の秘訣。 
歌のレパ－トリ－を増やし、積極的に同胞行事等に

出演したり、民謡コンク－ルにチャレンジしたいと思
っています。今後を皆さんの応援を期待しております。
 
＜教室＞：支部講堂  
・時間：第 2 水曜日 

午後 1 時～3 時 
・講師：鄭湖月 

（功勲芸術家） 
・責任者：許芳子 

（女盟渡田分会長） 

サークル紹介 ６ 

    
 

焼 肉 龍 苑 
      

川崎市川崎区渡田 4-6-9 

℡044-355-9768 
 

定休日：毎週 月曜日 
営業時間：PM5：00～12：00 

   
日朝友好展（5／25～31・横浜市民ギャラリー） 

 
会場には朝・日の芸術愛好家ら２４７人による絵画、

書芸、工芸・彫刻、詩歌、写真などの作品と神奈川県下
の朝鮮学校生徒らが出展した作品など総数４３６点が
展示された。日朝友好展５０周年を記念して行われた第
４７回展覧会（全絹枝実行委員 
長）は、２５００人のギャラリ 
ーで大盛況だった。 

３０日には、文化フォーラム 
が開催され、北南合作アニメ映 
画「王后シムチョン」が上映さ 
れた。同展に詰めかけた多くの 
観客と県下の朝鮮学校の子ども 
たちが映画を鑑賞した。 

登山（5／18・金時山） 
橿戸登山モイムが行われ、我が川崎では 8名が参加しました。

思ったより本格的な山登りだったが、とても気持ち良く、有意義
な時間を過ごすことができました。      
レディースカップ（6／2・3・浜名湖） 
橿戸掻肖ゴルフ大会に川崎では、8名が参加し、思いっきりプ

レイしました。 

全国オモニ大会（7／12・有楽町マリオン） 
   
主婦であり、妻であり、母（オモニ）である女性た

ちの全国大会が行われました。全国津々浦々から、大
地のような大きな心を 
持ったオモニたちが一 
堂に集まり、子育てや 
地域の同胞トンネの役 
割について語り合いま 
した。（川崎からは,13 
名が参加しました。） 

パワフルで元気な酔軒オモニたち 

神奈川・オリニフェスタ 2009 
―6／28・神奈川朝鮮中高級学校体育棺― 

体育館を大勢の人でうめ尽くした今大会。1部のウリミレ 
 コンサート「ウリウリ！コッポンオリ！」で子供たちは、ピ 

ビンバレンジャーショウに出演。 2 部の大運動会でも大はし 
ゃぎ。とても満足。この日、川崎では 102 名(総勢 360 名)が 
参加しました。 

★タンシル会★（4／29・桜川公園） 
   

 みんなで手をつなぎ、歌をうたいながら、楽
しいピクニック。「オモニの作ってくれたおに
ぎり、とても美味しかった。もっともっと、お
友だちと遊びたいよ！」あっという間に時間が
過ぎ、みんな照括しました。 
 
 
 
 
 

コリア文化教室発表会（7／19・関内ホール） 
「コリア民族文化の日」として毎年恒例の文化教室発表

会が盛大に行われました。この日のために、練習に練習を
重ねてやって来た各地のサークルメンバーたち。プロ顔負
けのかなりの水準。本当に上手で、惚れ惚れしました。 
 川崎では、民謡教室、舞踊サークル、合同チャンゴサー
クル、朝青ノレ（歌）サークルが舞台に上がり、練習成果
を披露しました。乞砧 呪壱梅柔艦陥. 

酔軒分会・この人 
1937 年 2 月 27 日,東京都江東区枝川にて 3 人兄弟の

長男として生まれた車さん。「苦労してでも学問を身に
つけろ」と言う両親の言葉を胸に、無我夢中で勉学に励
んだ学生時代。学力は、朝鮮人蔑視社会の中で生きてい
くための術でもあった。その甲斐あって、知識を蓄え、
教員生活を 10 年送ることができたと言う。その後、地
域を転々とし、仕事もいろいろしながら不動産業に落ち
着いた。 

その間、教育会会長、商工会会長、朝銀の理事と地 
域の活動にも、専任顔負けの精力的な活動をされた。 

温厚な性格の車さんは、何時でも誰をも受け入れて、 
相談に乗ってくれるので、訪ねて来る人の年齢層はとて
も幅広い。半面、絶対譲れないものには、徹底的に粘る
性格。教育会の会長就任当初、財政は厳しい状態だった。
当時 5 名の副会長らと毎晩 12 時過ぎまで改善策を語り
合い、全員でお金を出し合い役員の役割を始めたとのこ
と。学校の体育館を建てるときは,市(行政）との交渉を
100 回以上行い補助金を獲得し、同胞からも沢山の寄付
を集めた。次に、運動場の整備。またまた市との交渉で
駆けずり回り、補助金の獲得。同胞達は、無償で砂利を
運び、シャベルで地をならし、照明を付けたり大忙しだ
った。 運動場の周りに駐車場も建てた。これもみんな 

 
教育会役員として当然のことをしたと 
思っている。何よりも、役員がとても 
協力的であったことに救われた。 
本当に｢川崎同胞は底力のある強い同 
胞である。また、家族の協力があった 
からこそだと私は思う」。 
鶴見の新校舎建設時、行政との交渉は、県本部教育担

当副委員長（当時）との二人三脚で 3 年かかったと言う。
2000 年、民団と共同で主催した「ハナフェスティバ

ル」も、日ごろからゴルフ等を通してのお付き合いが功
を奏して行われた、忘れられない大きな行事だった。 

また、1987 年の金剛山歌劇団川崎公演時、実行委員
会委員長を担い、教育会会長としての大きな役割を果た
すことができたのがチョッとした自慢だ。 

「外国人市民代表者会議」の代表を 2 期 4 年間務め、
川崎の外国人社会のネットワーク構築に多大な貢献を
された車さん。現在も、お世話した外国人の方や、大勢
の日本の友人が訪ねて来る。「真実を生きるということ
ほど、勇気を与えてくれる言葉はない。決して心に化粧
をしないようにしている」。車さんは、現在「高麗親睦
会」の会長として、高齢者の生活相談や活動において、
リーダーとして、先頭に立って頑張っています。 

廃食硯税 逐薦 ２００９年８月２９日（土）PM.6：00～ 

川崎同胞納涼祭 
川崎朝鮮初級学校（グランド・校庭） 連絡先：044－322－7280（実行委員会） 

 

女性の力は本物だ！
真剣に分会活動に対して 

討議する女盟常任委員 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
◆7／27（月）：44 年ぶりの快挙！ワールドカップ出場祝賀 

       パーティー19：00 開演（ローズホテル） 

◆8／29（土）：川崎同胞納涼祭（川崎初級学校・運動場） 

◆9／9（水）：第 20 回 川崎朝鮮初級学校 チャリティー 

       ゴルフ（天ヶ台ゴルフ倶楽部） 

◆9／13（日）：第 48 回 横浜市長杯 朝日親善サッカー 

       大会（三ツ沢競技場）／予定 

◆9／18（金）：川崎同胞敬老会（NPO アリランの家） 

◆9／20（日）：神奈川朝鮮中高級学校 運動会 

◆10／4（日）：第 6 回 ＫＡＷＡＳＡＫＩ大交流祭 

（川崎初級学校・運動場） 

◆10／7～15：帰国実現 50 周年・川崎同胞祖国訪問 

◆10／27～29：川崎高麗親睦会 秋季旅行（草津温泉） 

◆10／30～31：中央芸術競演大会 

行 事 案 内 

 

     総合不動産 
   

有限会社 柳川商事  
（京浜急行八丁畷駅前） 

〒210-0024 川崎市川崎区日進町 34－18 

TEL. 044（211）5211 FAX. 044（222）2292 
 

 

   
朝青  
●期別対抗運動会（7／5）  

 朝青では、学校チャリティー・組別対抗運動会を行い
ました。川崎学校の体育館には、「我々若い世代が民
族学校、民族教育を守らなければ、また、在学生たち
にいっぱい学んでほしい｣と40名の朝青トンムたちが
集まり、ミニボーリング、ジェスチャーゲーム、風船
割り競争、縄跳び等で競い、結果＜第３組＞が優勝！
最後は、バレーボールで思いっきり汗を流しました。
運動会の後は 
焼肉モイム。 
参加者みんな 
でスローガン 
を持ってハイ 
ポーズ！ 
この日、期別 
に集めたお金 
を学校に寄付 
しました。 

青商会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎地域同胞高齢者のための 

ミニディー高麗親睦マダン 
◆場所：NPO アリランの家ホール 
◆内容：昼食・入浴・体操・娯楽会 
7 月 3 日（金）のミニディーには 36 名
が参加しました。利用者募集中！ 
◆問合せ先：044－322－7280 

 
 
 
 

  
学校 

  
●運動会（5／24） 
 前日の雨が嘘のように、 
 当日は、とても良い天気 
 の中、運動会が行われた。 

元気一杯の学生たちは、アボジ、オモニたちの声援を受けながら、一 
生懸命競技に参加しました。畠浦戚移虞 短浦戚移虞 

  
●教員たちの交流会（6／19） 
 毎年行われている市内の日本学校教員達との交流会。今年は、150 名
が参加しとても盛り上がりました。ちなみに、去年の参加人数は、100
名でした。 

   
●育英基金手当て支給 
ご存知ですか? 去年から朝鮮学校幼稚園児を 
抱える父母に総聯機関から育英基金手当てが 
支給されることとなりました。今年は 4月 29 
日に学校にて贈呈式が行われました。支給対 
象学父母は 10 名（各自に年間 25,000 円が支 
給されます）。 

疑匂疑革ひろば 

ハナ信用組合 
 
●人事異動（支店長）  

川崎トンポヨロブン、 
アンニョンハシムニカ！ 
この度、ハナ信用組合 
川崎支店長に赴任しました、鄭賢峰と申
します。ここ川崎は民族金融機関の発祥
の地であり、同胞愛と伝統が満溢れた活
気ある地域と理解しております。このよ
うな団結と潜在力がある地域での支店
長職を任されたことを名誉に思う反面、
皆様に尽くせるか不安を隠せませんが
今後、地域同胞・組合員の為の金融機関
であり続けることを肝に銘じて営業活
動を行なって参りますので宜しくお願
いいたします。 

高麗親睦会 
  
●鬼怒川温泉旅行（4／20・21・22） 
いつも元気一杯 
のみなさん。年 
は取っても気持 
ちは青年気分。 
102 名の参加者 
は、お肌も、気 
持ちもスッキリ！ 
一段と若返りました。（川崎 23 名参加）

 
●ハイキング（6／17） 
早朝から気分はウキウキ。北鎌倉駅に集合

した一行は、紫陽花寺で満開のあじさいを

見物し、鶴岡八幡宮で持参したお弁当を食

べた後、引き続きハイキングを楽しみまし

た。 

商工会 
●文化講座 <獣繕研 達陥> 

        ルーツを訪ねて 
  

いま、忘れかけている自分のルーツ。 
知っているようで意外と知らない、私た
ちのルーツ。いま、改めて見つめなおす
朝鮮民族のルーツをわかり易く解説。講
師の金鐘萬先生（県商工会副理事長）は、
歴史に興味を持って勉強するうちに、み
んなに知らせたくなったそうです。 
参加者は、「毎回、充実した内容と興味
を惹く語りで、本当に勉強になります」
と大喜び。 
次回は 9 月 25 日。 
来年の 5 月まで 
継続するので、是 
非一度参加してく 
ださい。 
第 1 回：5／22 
第 2 回：6／26 
第 3 回：7／24 

●川崎フロンターレ感謝祭（6／７・等々力競技場） 
  
学校オモニ会が今年も模擬店を 
出しました。感謝祭では青商会 
と女盟スタッフ総勢 32 名が大 
忙しで、頑張って盛り上げまし 
た。チヂミ、煮込み、ヤンニョ 
ムそうめん、キムチ等朝鮮飲食 
を 1,300 食販売・大好評でした。 

  
★富士見分会★ 
●6 月 9 日／分会乞績を開き活発な意見交換を行った。（4
 名参加）今後は、分会有志たちが集まることを決めた。 
★小田浅田分会★ 
●●6 月 20 日／総聯・女性同盟合同分会乞績を行った。毎
月行っているが、今回は 9 名参加。この日、＜分会同胞
一日旅行（11 月 8 日）＞を決定した。  

★桜本分会★ 
●5 月中旬から週 1 のペースで全戸訪問運動を実施！   
●6 月 20 日／女性同盟桜本分会では、若いオモニたちが月

1 回の食事会を行っているが、熟女たちも集まろうと 10
年ぶりに＜熟女乞績＞を行つた。これからも引き続き集
まり、年に一度は、総聯・女性同盟合同で集まりたいと
参加者みんな大はしゃぎ。この日、林秀蓮さんが女盟分
会長に決まった。設 採店馬畏柔艦陥. 

★群電前分会★ 
●6 月 26 日／分会乞績を行った。何年ぶりだろう？！と言

うくらい、久しぶりに集まった６名の中心メンバー。年
代別担当者を決め、これからの 
活動計画を話し合った。  

●6 月 13 日／女性同盟も久々に 
若いオモニたち（6 人）が集ま 
り、分会乞績を行った。  

◆支部活動家全国大会 
 7 月 10・11 日の２日間に渡って行われた第２回大会。各
 地域の活動状況を確かめ合った意義深い大会でした。川

崎地域の活動内容が全国ネットで紹介される中、我が川
崎支部委員長が舞台に上り堂々と討論しました。2 日目
は、朝青委員長が祝賀団のメンバーとして登場。女盟(朴)
副委員長も小宴会で立派なコメントを披露しました。 

 

 ●第 13 期中央青商会総会（7／18） 
     
全国の青商会代表 370 名が参加の下、華々しい活動報告、
素晴らしい方向性が発表され 13 期新会長に姜尚賢氏（41
歳・千葉）が選出されました。 
総会の場で総合ＫＹＣ賞（全国 6 地域）を受賞したウリ川崎
青商会を代表して車喆柱会長が信念を貫いた 10 年の経験を
堂々と討論し、笑いあり、感動ありの内容で場内を大絶賛さ
せました。 
神奈川からは 25 名の代表が参加。川崎代表として車喆柱（会
長）、李東学（直前会長）、朴明樹（相談役）、許道成（副会
長）、張大仁（副幹事長）、金敬士（副幹事長）の 6 名が参加
しました。南武青商会も部門別ＫＹＣ賞（全国 14 地域）を
受賞しました。 
 
 

●ウリ民族フォーラム 2009 in 茨城（7／19）
   
１部／再現ドラマ形式でウリハッキョの歴史を振り返る。 
２部／4 名のパネラーによるトークショー。 
３部／茨城青商会＆同胞社会の「ネバーギブアップ」精神を具
体化した事業紹介という形で構成したフォーラムは元気、感
動、知識、3 つの土産を地域に持ち帰れる最高の内容でした。
 
参加者の感想「早速、日本学校からウリハッキョに転入させ
る」、「経済的に厳しいけど、嫁さんがパートに出ると言ってく
れた。私も必死に仕事を頑張る」、「ウリハッキョに大反対だっ
た嫁さんが、今日のフォーラムに参加して『アッパ、明日もう
一度話し合おう』と言ってくれた。自分はもう入学させるつも
りです」等のコメントから参加されなかった方でも、どれだけ
良いフォーラムだったのか･･･想像つくでしょう！  
●その他行った行事 
教員慰労パーティー（4.25）、年代別親睦食事会（5.2）、川崎
フロンターレ売店（6.7）、テセＣＵＰ後援（6.13）、ソフトボ
ール大会（6.14）、オリニフェスタ（6.28）  
●第 6回 KAWASAKI 大交流祭 2009.10.4（日）開催決定！ 
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