
ことわざ 
 なら     な 
■習うより慣れよ  
 頭だけで憶えることよりも、実際にうまくやれる
ことの方が大切だという意味。 

  
 ミョンポス   ポメ トルマン  ポアド   ソンダ 
●誤匂呪 骨税 登幻 左焼亀 署陥 

名砲手は虎の皮を見ただけでも撃つ 
 チャンニミ  チプコルモグル トウルリジ  アンヌンダ 
●舌還戚 増茨鯉聖 堂軒走 省澗陥 

盲家の小路を間違わぬ 

     2010 鰍 歯背研 伸慶備 逐馬杯艦陥   

      昨年、川崎地域では幾多の困難の歴史に於いても脈々と築き上げた輝かしい礎と伝統を継承し 

「開拓の 1 世、継承の 2 世、創造の 3 世」をもとに各機関、団体、分会を中心とした新しい運動を 

繰り広げ、同胞社会の繋がりを強化し共に生きる地域同胞社会を築く上で貴重な経験と足跡を残 

した感慨深い 1年ではなかったでしょうか。 

新年 2010 年は、まさしく祖国と在日同胞社会にとって変革と躍進を迎える転機の年になること 

を期待し、一人でも多くの同胞と繋がり、民族性と同胞愛に満ちた明るいトンネ、相互扶助と団 

結を柱にした活気溢れるトンポトンネを築く為に、同胞の皆様と心を一つにして＜虎の翼＞の如 

く新たな希望と夢を抱き共に前に進んでゆきましょう。疑匂食君歳 ! 臣背亀 設採店杯艦陥. 

     総聯川崎支部   委員長   皮   進 （2010.1.1）   
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編集後記
景気は相変わらずだが新しい年は身も心も清く、心機一転。 

今年の目標を成し遂げるため、環境に左右されない強い意志と信念を

持って、頑張りたいものです。今年もトンネだよりは、同胞ネットワ

ーク及び情報提供に一層力を入れて頑張ります。 

設 採店馬畏柔艦陥         

【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） 
 

詞聖 限戚廃 疑巷級 逐馬杯艦陥 
   

成人式   ―1 月 10 日（日） ローズホテル横浜― 
 
 「2010 年度神奈川県同胞青年成人式」が、新成人 
39 名、父母および関係者 60 名参加の下、盛大に行わ 
れました。式では、総聯中央の裵副議長が参席され、 
新成人に社会人としての自立と責任を自覚し、夢と希 
望をもって社会生活を出発してほしいと心のこもった 
言葉を送り、それに応えるかたちで、新成人の代表者 
が社会人としての抱負を披露しました。続いて行われ 
たスライドによる新成人たちの成長過程は、笑いあり、 
涙ありでとても盛り上がりまた、感動しました。 
今年の川崎市の新成人は 1万 2,743 人（川崎区 2,1 

24 人）で、全国的にも 130 万人を切りました。現在、 
景気が低迷し雇用情勢が厳しく、将来に不安を感じる 
人が多いが、大人の仲間入りをした新成人たちは、焦 
らず足元を固め、目標をもって、一歩一歩進んでください。川崎同胞は、トンムたちに期待していますよ。 
  
  新成人   高善一（川崎区渡田新町） 車允基（横浜市鶴見区中央） 金成道（川崎区浅田） 

（８名）   権容志（川崎区池上町） 崔義哲（川崎区中島） 安秀浩（川崎区桜本） 

 金愛梨（川崎区浜町） 崔美利（川崎区塩浜） 

中留池藤分会 
女盟大師分会 12／13 

 
●若い同胞女性の「モイム」 

「モイム」を設けてちょうど一
年。あれこれと楽しくふり返り
ました。家族の健康相談やウリ
料理の作り方など情報交換も盛
んです。（8 名参加） 

女盟新川分会 12／19 
 

●若い同胞女性の「モイム」 
初めて集まってみました。これ
からは「ウリトンネ」（分会）の
仲間。「モイム」では、健康診断
の体験エピソードや子供の学習
態度の話で爆笑でした。（９名参
加） 

中央浜町分会  
総聯、女盟合同での送年会。分会独自 
で行う年間行事のバス旅行や食事会等 
の楽しかった事や思い出の 1 年間を総 
括し、来年はもっと楽しい旅行を！と 
みんなが感想を述べ合いました。今回 
は本当に大勢の人が参加し、とっても 
盛り上がりました。（12／19・23 名参 
加）

小田浅田分会  
毎月行っている分会の集いとはまた違った 
雰囲気での総聯と女盟合同送年会。一番の 
思い出は、朝鮮大学校から来た実習生の活 
動の拠点として分会を提供し、不備のない 
ようにと金分会長をはじめ委員たちが面倒 
をみたこと。それがまた、分会の活性化に 
も繋がったと思う。一品持ち込んでの送年 
会も粋なものですね。（12／19・11 名参加）

中留池藤分会  
帰国事業発祥の地としての 50 
年をふり返り,これからも地域 
活性化のため,2 世,3 世へと正 
しくバトンタッチして行くこ 
とを再確認した忘年会。歌に 
踊りに,大いに盛り上がりまし 
た。（12／20・34 名参加） 

 

中央浜町分会 

桜 本 分 会 

群 電 前 分 会 

大 師 分 会 

富 士 見 分 会 

小田浅田分会 

渡 田 分 会 

新 川 分 会 

豆知識 ＜新型インフルエンザ＞ 
 
◆新型インフルエンザを予防するには？ 
 
ウイルス感染を予防するためには、手洗い・うがい
をしっかりすることが大切。 
手洗いは、外出後だけではなく、可能な限り頻回
に行う。石けんを使って最低 15 秒以上行い、洗っ
た後は清潔なタオル等で水を十分に拭き取る。 
また、ウイルスが粘膜を通して 
感染するため、極力鼻や口など 
を触らないようにする。 
咳やくしゃみ等の症状のある人 
は必ずマスクをつけましょう。 

歯背研 伸慶備 逐馬杯艦陥 

川崎支部 各分会 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆1／23（土）：川崎朝鮮初級学校 2010 年度・新入生 

＜入学説明会＞ 
◆1／31（日）～2／1（月）：神奈川同胞商工人新春の集い 

 （箱根湯本） 
◆2／2（火）：青商会と朝青常任との親睦会 
◆2／6（土）：オモニ会主催＜餅つき大会＞川崎朝鮮初級学校
◆2／13（土）：朝青＜親睦スキ－の集い＞軽井沢 
◆2／21（日）：朝青支部＜川崎朝鮮初級学校連合同窓会＞ 
◆2／26（金）：＜神奈川同胞女性達の集い 2010＞ 
◆3／5（土）：川崎朝鮮初級学校 幼稚園卒園祝賀会 
◆3／7（日）：神奈川朝鮮中高級学校 高級部卒業式 
◆3／7（日）：川崎地域青商会＜家族スキ－の集い＞ 
◆3／14（日）：神奈川朝鮮中高級学校 中級部卒業式 
◆3／21（日）：川崎朝鮮初級学校 卒業式 
◆3／28（日）：ハルロドン（一日労働・アボジ会他） 

行 事 案 内   
■高麗親睦会 10／27～29 
 草津温泉に行ってきました。空気が澄んでいてとても 
 気持ち良く、温泉にも浸かりすべすべになった肌。10 
歳は若返ったかな？…。あっという間に時間が過ぎて 
                帰るのが惜しい２ 
                泊３日の旅。来年 

も元気で一緒にこ 
ようねと誓った。 

 
 
 
 

 
■朝青  
●忘年会（12／19） 
朝青川崎支部大忘年 
会が盛大に行われま 
した。1年間の活動 
をプロジェクターを 
通して振り返り、た 
くさんの方々からの 
協賛で大抽選会も行 
われました。忘年会 
には 56 名の朝青員が集い、これからも団結して朝青
を盛り上げていこうと約束しました。 
 
●朝青サンタ（12／25） 
朝青では 0歳～小学 3年生 
までを対象としたクリスマ 
スイベントを行いました。 
不景気や予定の関係で参加 
者は 3家族、6名のみとな 
りましたが、今年はイベン 
トを拡大開催し、たくさん 
の子供たちが参加できるよ 
う頑張っていきます。設 採店馬畏柔艦陥. 

 
■女盟 12／23 
 
女盟中央主催の関東地域バ
レーボール大会が川崎 JFE
体育館にて行われました。
女盟川崎支部では、開催地
ということもあって、２チ
－ム（19 名）が参加し、日
ごろの練習成果を充分に発
揮しました。部員達は、今
年 4 月に行われる中央大会
に向けて早速練習に励んで
います。応援よろしく！ 
 

 
■タンシル会 ＜クリスマス会＞  
 
  ―12／12 川崎朝鮮初級学校 講堂― 
 
役員たちは、前日からクリスマス会の準備に大忙し。子供たち 
が喜んでくれることが一番の望み。 
今年のクリスマス会は、現在ウリハッキョで行っている「読み 
聞かせ」からはじまり、嘘舌識持還（校長先生）サンタからの 
プレゼントで子供たちは大喜び。 
また、リトミックで元気よく体を動かし、オンマと子供で手作 

りリ-スを一緒に作りました。 
参加した子供たちの目がキラキラ 
と輝いていたのがとても印象的で 
した。 
（参加者：大人 34、小人 50） 

                    

                      ◆お知らせ◆ 
                       2／12（金） 

                       ＜畳原と子供と一緒に作る 

                       バレンタインチョコ作り＞ 

                       ※詳しくは、舌誤秦まで 

 
■青商会 
 
●第 10 次総会（12／４・川崎支部３階） 
総会には青年商工会の会員の他にも総聯、 
女盟、朝青、学校、商工会、アボジ会、 
オモニ会、ハナ信用組合の各代表、他地 
域青商会からも埼玉中部、東京大田、神 
奈川南武の代表ら総勢 48 名が参加しまし 
た。本総会は、第９期３大目標である 
①正会員、準会員 30 名拡大 
②KAWASAKI 大交流祭 1,500 名動員（実数 
 1,854 名） 
③KYC 賞受賞（全国区／総合優秀青商会賞） 
を全て達成 

という華々しい成果をもって、盛大に行わ 
れました。 
第 10 期会長に 車喆柱氏が再選。 
常任幹事に朴明樹、許道成、石昌鎮、田 
聖浩、張大仁、姜熙哲、金貴龍、金敬士、 
黄景哲、金勇浩、李慶勲（新）氏の 12 名 
が選出されました。今後の方向性として、 
更なる会員拡大と学校学生数拡大事業に力 
を入れていくことを確認しました。当日、送年会の場で、本総会を以って青商会役員
を引退した李東学氏（第 8期会長）が今後は、総聯支部常任に加わり 30 代、40 代同
胞の架け橋になりたいと決意を表明しました。 
 
●第 10 期第 1 次幹事会 
2010 年 1 月 12 日、第 10 期第 1 次幹事会が全幹事 12 名参加の下、行われました。
今期の具体案として、年間事業予定を確認した上で、①年代別親睦会を年 6 回実施、
実数 50 名動員、②正会員会費を 100％徴収の 2 大目標を設定し、スローガンとして
「ハヨットゥン、ハジャ！」を掲げることに合意。個々の目標としては、県青商会の
今期スローガン「地・徳・財」（意味：地域の為に、人徳ある人材として、財を築く）
を常に心がけ、自己向上を目指すことを全員が決意しました。 

 
■学校 ■俳■森■噺■ 

★２００９学年度・学芸会★ 
２００９学年度の川崎朝鮮初級学校学芸会が１１月２２日（日）に、体育館にて行
われ約２００名の保護者、同胞はじめ関係者が観覧しました。 
今年度の学芸会は、各学年の生徒、園児たちの特徴を表した多様な演目が目をひき
ました。また、今回の学芸会に川崎市教育委員会高津市民館の要望により、韓国の
富川・川崎市民交流行事に参加するため来日した、富川・川崎市民交流会の「平和
訪問団」（９名）が観覧しました。 
「平和訪問団」のメンバーは、児童たちの各演目ごとに暖かいエールと拍手を惜し
みなく送りました。川崎朝鮮初級学校の児童・園児そして教職員のみなさん、ごく
ろうさんでした。次回の学芸会も大いに期待しています。 
 
     舛源 呪壱梅柔艦陥   来年も期待していま～す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■商工会  
●昨年末（11／17）に商工会役員と青商会役員とで送年会を行
いました。会では、年間総括を行った後、互いの親交を深める
ため、年 2 回の交流会実施を決定しました。 
 
●商工会は地域同胞の生活向上に役立つため、今年もいろいろ
な事業を行っていきます。当面は、確定申告に力を入れてまい
りますので、なんなりと申し付けください。誠心誠意対応いた
します。 

連絡先：川崎商工会 044－366－2611 

疑匂疑革ひろば 

疑匂疑革ひろば

 
神奈川県高麗長寿会 

幹事会＆忘年会 

―12／7・県本部―  

 
川崎では、８名が参加 
しました。 

■ＮＰＯアリランの家 11／21、22  

◆書芸発表会 第1回 祭原雁 市民ギャラリー
 

書芸教室は、5年以上継続しています。文字の読み書き
や漢字を書くことすら満足に出来なかった部員たち。力
強い筆さばきの作品を見たらとても素人とは思えませ
ん。みなさん高齢ですがとても元気です。 

作品展（書芸発表会）には、孫や子どもたち家族や親
戚、友だち等 200 余名が来てくれました。 

これからも末永く頑張ってください。壱舷柔艦陥. 

 
◆逐馬杯艦陥! ◆ 
●朝鮮の人民体育人称号が鄭大世選手、安 
英学選手ら在日同胞プロサッカー選手（3 
人）に伝達された。（2009 年 10 月 22 日付） 
●鄭大世選手らが祖国の選手とともに W杯 
出場権を獲得したことは、祖国のサッカー 
史だけではなく、在日朝鮮人運動史に新た 
な１ページを飾り、各地同胞には喜びを、 
朝鮮学校生徒たちには夢と希望を与えた。
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