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編集後記
食欲の秋、読書の秋、紅葉の季節。秋は思い出作りにとても

適している季節だと思う。今年も残すところ２ヵ月だ。新年

に誓った計画や目標が未だ遂行されてないあなた、駆け足で

やり遂げよう。宿題は残さないほうが良いと思う。 
                            
【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 : 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、「NPO アリランの家]事務局長である 
徐子連さん（1936 年 2 月生）を紹介します。 

 
 

酔軒分会・この人 

北海道滝川にて 9 人兄妹の長女として生まれ、1945
年の祖国解放後（当時 9歳）に、親戚を頼りに家族で九
州へ引越。幼少期を九州の飯塚で過ごした徐さんは、炭
鉱で働く同胞達の苦労を眼の辺りにしながら育った。 
1955 年に総聯が結成され民族学校が開校するや徐さ

んも朝鮮学校に編入。親の手伝いや兄妹の面倒を見なが
らではあったが勉強が楽しく、学校には常に一番で登校
した。当時、ウリハッキョの高校は東京にしかなく、徐
さんは、中学卒業後、単身で上京。家計が大変ではあっ
たが、アボジ、オモニはすんなりと承諾してくれ、寮生
活が始まった。 
「民族学校で学んだのは、ことばと民族心、朝鮮人とし
て生きる信念」。卒業後は、東京に残り品川支部にて活
動開始。２年後、家族は祖国に帰国したが、徐さんは、
ひとり日本に残って活動家の道を歩み続けた。そして、
同じく活動家だったご主人と結婚し、川崎に住みつい
た。家族のいない徐さんのため、結婚式は組織ですべて
行ってくれた。 

  
「いまでも、その恩を忘れられない」と話す。 
60 歳を目前にして、同胞社会で自分に出来ることは

何かを模索していたとき、老人介護の講演を聴いた。と
ころが、ここにも民族差別があることを知り胸が痛ん
だ。「同じ人間なのになぜ？…」やりきれない思いを抑
えながら心に誓った。介護士になろうと。そして 2000
年にヘルパーの資格を取得し、訪問介護を 5 年程やっ
た。そんな時、NPO アリランの家発足の話が持ち上がり、
先輩の金三浩、金順牙、李貞順さんを先頭に徐さんも自
身の経験を生かし積極的に参加、現在に至っている。「入
浴、食事、カラオケ等、＜来場者が楽しめる場作り＞が
私の仕事」と徐さんは、同胞高齢者のケアに生甲斐を感
じながら、今日も力いっぱい頑張っています。 

 

青商会会長のコメント 
  

本イベントこそこれからの同胞社会、全地域にもっとも必要 
な事業だと思います。朝鮮学校・在日朝鮮人の PR、同胞との 
交流、日本人との交流、新入生入学促進等、様々なメリットが 
詰まった総合イベントですから。しかし、この規模の事業を成 
功させるのは決して簡単なことではありません。 
毎年のことながら、6 ヵ月の準備期間は本当に大変で、相当 

な体力を費やします。企画から構成…資金調達に至るまで、地 
道な準備作業を青商会（非専任）で遂行するのはとても大変な 
ことですが、成功の裏には必ず濃厚なプロセスがあるものです。 車喆柱会長 
逆に言えば、薄っぺらなプロセスでは薄っぺらな結果しか出せ 
ないということです。 

愛校運動、同胞運動も同様、濃厚な活動プロセスがあってこそ初めて子ども達、
そして同胞社会の未来を明るくできると確信しております。 
青商会がスタートさせた KAWASAKI 大交流祭、これからは今まで以上に青商

会、各機関、団体、全同胞が一丸となった形で運営し、新たな全同胞運動の土台
事業として、20 年後、30 年後、次世代になっても半永久的に継続開催すること
がとても重要です。これからも川崎地域の新たな全盛期を構築する為にも、青商
会幹事一同、気合を入れて頑張っていきますので、ご支援、ご協力の程宜しくお
願いいたします。 

 

 

 

 

 

秋 信 龍 
全 絹 枝 

 
〒210-0851 川崎市川崎区浜町４－６－１３ 
    TEL.０４４（３３３）７０６４ 

第 6 回 KAWASAKI
「大交流祭」大盛況！ 

10／4・川崎朝鮮初級学校  
同胞をはじめ地域の日本市民、
外国人ら 1,854 人が参加した
大交流祭は、国籍の違いを超え
て同じ地域の住民として交流
を深めるとともに、朝鮮学校に
対する理解を深めました。

青商会

 

 
 
 
 
 

1960 年～70 年代の在日朝鮮人運動に於いて、その「全盛期」を迎える発端と 
なった運動として祖国への帰還事業がここ川崎地域（中留分会）にて火種が生ま 
れ、全在日同胞運動として展開し、1959 年 12 月 14 日に第一次帰国船が新潟港から出港しました。その在日同
胞史に於いて記念すべき年から早 50 年。これを記念して『帰国実現 50 周年記念川崎支部代表団』を結成し、
この度、祖国を訪問しました、代表団 23 名は祖国に帰国した家族・親族との出会いをはじめ、千里馬製鋼聯合
企業所訪問等、躍進する祖国の状況を確認すると共に「愛国林」への記念植樹を行い、帰国事業 50 周年に沿っ
た有意義な祖国訪問期間を過ごしました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
団長（安星洙 商工会会長）  祖国の家族との歓送宴会    南浦（龍江温泉苑）にて      法雲庵にて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大同江タイル工場の見学       千里馬製鋼聯合企業所訪問           記念植樹     

帰国実現 50 周年記念 

川崎同胞・祖国訪問 （10／9～10／17） 

   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◆11／21（土）：「NPO アリランの家」書道教室第 1回発表会
        川崎市民ギャラリー（～22 日まで） 

◆11／22（日）：川崎朝鮮初級学校 学芸会（同校体育館）  

◆11／23（月）：女性同盟関東地区バレーボール大会  
  

2010 年 
◆1／10（日）：神奈川県同胞青年成人式（ローズホテル横浜）

◆1／17（日）：川崎支部新春の集い（午前 11 時・支部講堂） 

行 事 案 内 

  
 
   高麗長寿会 

 
金  順 牙 

 

  

   焼肉 

も ん ぜ ん 
 

川崎市川崎区東門前２－５－１３ 

TEL.０４４－２９９－５０２８ 

川崎同胞納涼祭 2009 8／29 川崎朝鮮初級学校 

 8 月 15 日の祖国解放を記念し行われた納涼祭には、404 名の方々が参加して

くれました。川崎ウリ学校の運動場には、色とりどりの提灯が飾られ、一層お

祭り気分にさせてくれました。子ども達は、金魚すくいや、ボンボンすくいを

楽しみ、大人達は、ビールで乾杯しながら久しぶりの川崎支部の集いに酔って

いました。トラックを舞台にしたアイデアは、郭副委員長の発案。手作りの感

じが出ていて良かったと意見も多い。その舞台で歌やコメントをしてくれたウ

リ学校の先生、ハナ信用組合の職員、青商会幹事 
たち、そして、友情出演してくれた金剛山歌劇団 
の金さん、李さん素敵な歌と演奏 壱舷柔艦陥. 

アボジ会  ●ハルロドン（一日労働）実施 9／27   
午前 8時半から約 4時間、一日労働奉仕をしました。校門

塗装、学校周りの草むしり、粗大ごみ撤去。それに、砂場の
砂入れ換えや体育館のトイレ掃除、庭砂撒き、空き缶搬出な
ど思いっきり気持ち良い汗を流しました。その後は、13 時か
ら 15 時半まで焼肉を囲み親睦会を行いました。 
参加人数は、アボジ会 19 人、青商会 5人、教員 5人、その

他 2人の計 31 人。焼獄走級 呪壱梅柔艦陥. 
 

朝青 ●サッカー部 
 

 

 

 

 

 

 
今年も予選を 1位通過し、本戦

出場を果たした川崎サッカー部
は、11 月に開催される朝青中央サ
ッカー大会（去年 3位）で必ず優
勝することを目標に猛練習して
います。同胞ヨロブン！応援よろ
しくお願いします！ 
  
●朝大生の支部実習活動 
5 年ぶりの実習生・宋仁哲、徐拓也

（政治経済学部 4 年）君。10 月 6 日
から 3週間、朝青事業を中心とした訪
問事業、班委員会、班イベント、大交
流祭アンケート整理など沢山の実習 
をこなしました！ 
この 3週間、本 

当にお疲れ様でし 
た！また卒業して 
も川崎で学んだい 
ろいろな事を糧に 
頑張ってください。 

商工会 10／23 

引き続き行われている文化 
講座ルーツを訪ねて＜獣繕研 
達陥＞は大好評で、今月から 
は女性同盟主催でも行われる 
ようになりました。 

次回は、11 月 27 日（金） 
に行いますので、みなさん、 
是非参加してみてください。 

女性同盟 
●サオフェ(紫神噺)発足 
―7／25・横浜プラザホテル― 

神奈川県に居住する 40 代、
50代の同胞女性たちの会が発
足しました。知的で美しく、
女性としてもっとも輝いてい
る年代の会「サオフェ」。 

この日集まった 83 名の参
加者は、フレンチコース料理
を食べながら、同胞女性が互
いに力を合わせ、豊かな人生
を追及していこうと固く誓い
合いました。川崎では 9 人が
参加しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●文化講座 開講！ 

＜獣繕研 達澗 蟹益革 掩＞ 
第1回は10月16日に行った。
◇日時：毎月 第 3週 金曜日
◇場所：川崎支部３階 

学校 
●芸術競演大会で 銀賞！ 銅賞！ 
  
10 月 17 日（土）に東京朝鮮中高級

学校で行われた、2009 学年度東日本
地方芸術競演大会で、本校の吹奏楽
部が初級部洋楽器合奏部門で銀賞、
舞踊部が初級部群舞部門で銅賞に輝
いた。インフルエンザの影響もあり
ましたが、生徒 
一人ひとりが力 
を発揮し、結果 
以上の素晴らし 
い舞台を披露し 
ました。酵呪 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
●第 20 回 学校チャリティーゴルフ 

（9／9・天ヶ台ゴルフ倶楽部） 
今大会には、36 組 115 名が参加。

愛校運動へのご協力ありがとうござ
いました。壱舷柔艦陥. 

川崎同胞「敬老モイム」9／15（NPO アリランの家）
  
敬老の集いには、敬老者（41 名）を囲んで総勢 70 名が参加

しました。川崎朝鮮初級学校の学生たちが、ハラボジ、ハルモ
ニたちに歌のプレゼントをしてくれました。参加者は、孫たち
の公演を観ながらとても満足で幸せな時間を過ごしました。 

高麗長寿会 川崎同胞 高麗ミニ・ディー 
 
エアロビクスや折り紙でのチョゴリ作り、紙で作ったボール投
げ等をしながら楽しいひと時を過ごしました。繕短据疑巷級 
呪壱梅柔艦陥. （9／10・24「NPO アリランの家」16 名参加） 
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