
東大阪朝鮮初級学校東大阪朝鮮初級学校初級部入学式
幼稚班入園式

朝鮮大学経営学部 金志徹トンム ( 右から２人目 ) 大阪朝高 金志顕 , 趙尚愛トンムとご両親 東大阪中級 裴理娜トンムとご両親

東大阪初級 金煌碩 , 李香紀トンム

 3 月、春らしい暖かい陽気のなか、朝鮮大学、

大阪朝高、東大阪朝鮮中級学校、東大阪朝鮮初

級で卒業式が行われました。奈良ハッキョに入

学しこのたび各教程を終え卒業するトンム達。

学んできた歩みを振り返りながら楽しく有意義

な＜ウリハッキョ＞での思い出を胸に新しい出

発への希望と決意に満ちていました。

 初めてのウリハッキョで学んだ아,야,어,여…

奈良ハッキョでの楽しい日々がまるで昨日のよ

うによみがえってきたようでした。朝大理工学

部を卒業した高成柱さんはこの春から大阪大

学大学院生として引き続き学業に専念するこ

とになりました。経営学部を卒業した金志徹

さんはミレ信用組合に就職が決まり今年の入

社式では全新入社員を代表して決意表明しま

した。大阪朝高を卒業した金志顕さんは朝鮮

大学政治経済学部に進学、趙尚愛さんは専門

学校で学ぶ準備をしています。奈良ハッキョ

卒業生たちの前途に輝かしい未来があること

を心から願っています。

 4 月 1 日、気持ち良い陽の光が差し込む東大阪朝鮮初級学校ではウリハッキョ
の入学式と入園式が行われました。校門で上級生のお兄さんお姉さんに祝福さ
れながらウリハッキョに入学した尹春稀 (ポミ )ちゃん。そして奈良からは遠
くてもやっぱりウリハッッキョに通わせたいという両親の強い気持ちから就学
年前の幼稚班 (保育班 )から入園することになった李美優ちゃん。両親や家族
先生や上級生の盛大な祝福の拍手のなか式が始まると最初ははずかしくてどう
しようもなかった春稀 (ポミ )ちゃんも新入生を代表して入学記念品を受け取
るともう笑顔で元気になりご機嫌さんでした。アッパオンマの心配をよそに、
すっかり幼稚班に慣れたのか教室のあちこちではしゃぎまわっていた美優ちゃ
んはすでにたくさんお友だちもできて男子諸君 (?) をつれて記念写真まで撮っ
ている姿にみんな大笑いです！頼もしい姿にアッパ、オンマの心配も少しばか
り晴れたようでした。ふたりともたくさん勉強して、たくさん遊んで、楽しく
ハッキョ生活を過ごしてね！

幼稚園 3 年保育の美優ちゃん。
もうお友達ができたよ～！

ご機嫌の春稀 ( ポミ ) ちゃん。
オンマといっしょに｢ガンバロウ !」



奈良県本部第 22 期 2 次執行委員会奈良県本部第 22 期 2 次執行委員会
２月２０日 （日） 午後２時　奈良朝鮮初級学校講堂

　さる 2 月 2０日、 総連奈良県本部執行委員会第２２期２次拡大会議が

奈良朝鮮学園講堂で開催されました。

 会議に総連中央常任委員会の南昇祐副議長が中央総務局副局長とと

もに参加しました。 会議は、 はじめに奈良県本部尹元植委員長が昨年

6 月に行われた県本部第２２回大会以降の活動を総括し今年度 2011 年

を今後を見据えた奈良組織と同胞社会の２１世紀の新たな全盛期を築く

うえで歴史的な転換の一年にすることが提起されました。 また会議では

総連中央権利福祉委員会 邵哲珍 ( ソウチョルチン ) 副委員長を新たな

奈良県本部委員長に満場一致で決定しました。

 会議は総連中央常任委員会の南昇祐副議長の挨拶のあと邵哲珍本部

委員長が自らの抱負と決意を延べ閉幕しました。 活動報告をする尹元植前委員長 会議の成立を報告をする金政基副委員長

在日同胞の教育と文化、生活と権利を重視
歴史的段階のニーズに沿った事業展開

愛族愛国運動の先代への義理
未来を担う子供たちへの責任

新委員長から花束を贈呈される尹元植前委員長 ( 左側 )

朝鮮大学校歴史地理学部卒

広島朝鮮中高級学校、奈良朝鮮初中級学校で１６

年間教鞭をとる。

県本部部長、中和支部、北和支部委員長と延べ、

１８年間総連専従イルクンとして従事。

２００４年から７年間、県本部委員長の重責担う。

【尹前委員長経歴】

2 月 23 日～ 3月 15 日、奈良朝鮮商工会で「確定申告」の
サポート事業が実施されました。所得税、消費税の確定申
告の相談に訪れた同胞商工人は、一年間の経営を振り返り
ながら申告の受付をする商工会理事長の話に耳をかたむけ
ていました。また景気回復について、在日商工人を取り巻
く環境ついて話しました。奈良商工会では同胞商工人の経
営サポートはもちろん、業種別部会、講演会など経営支援
事業に積極的に取り組んでまいりますのでいつでもお気軽
にご相談ください！

奈良県商工会奈良県商工会

２/２３( 水）～３/１５( 火）２/２３( 水）～３/１５( 火）

『２０１０年分確定申告サポート事業』『２０１０年分確定申告サポート事業』

【連絡先】　奈良市般若寺町 316-1-101

TEL0742-22-7444　FAX0742-22-7466

トピックストピックス

３月８日（火）総連奈良本部の邵哲珍委員長と中央
青年商工会、許勇虎幹事長の参加のもと３０代有志
らによる会合が開催されました。呼びかけ人のひと
りの文春基さんが今後毎月一度会合をひらき同じ世
代間の交流を提起しながらまずは互いの情報交換か
らはじめようと発言がありました。中央青商会幹事
長は奈良県で以前活発だった青商会の再建がもつ意
義について提案されました。

有志らによる

３０代の集い

女性同盟奈良本部
常任委員会

３月 13日（日）近鉄奈良駅ビル「百楽」において
女盟本常任委員会が行われました。総連奈良本部の
邵哲珍委員長が参加しました。キムチをはじめ朝鮮
食品販売事業、季節ごと開催される行事でいつも重
要な役割を担っている女性同盟。会議では今年度の
活動内容について忌憚なく活発な議論がなされまし
た。また子育てサークル「コグマ」からの報告に基
づき子育て真っ最中の若いオモニたちへの支援をど
うすべきかなど議論されました。

新本部委員長のプロフィール

　　소철진　邵 哲 珍（ソウチョルチン）
　　　　　　　　　　　　1962.7.11 生 （48 歳）

総連支部役員会議
北和支部・中和支部

4 月 2 日（土）本部会館で総連北和支部常任委員による
緊急協議が、また４月４日（月）には奈良ハッキョで総
連中和支部常任委員会が行われました。両支部常任委員
会議に奈良本部邵哲珍委員長が同席しました。協議は東
日本大震災による同胞被害状況が報告、確認され震災当
日から奈良トンポによる４０万円以上の募金、救援物資
など緊急活動状況が中間報告されました。本部委員長は
引き続き被害同胞救援募金活動を全同胞的な運動として
拍車をかけようと呼びかけがありました。

３月 26 日（土）奈良ハッキョで今年２回目の教育会理
事会が理事全参加のもと行われしました。会議に奈良本
部邵哲珍委員長が参加しました。林秀蘭先生から 1.2 月
のウリハッキョの使用状況および財政報告があり議題と
して財政状況確認、子育てサークル「コグマ」の運営支
援、ハッキョ美化作業などの事業について討議されまし
た。来る５月１５日ハッキョ美化作業を盛大に行うこと
が確認されました。

　奈良県朝鮮商工会　理事長　　金　成　男
　　　　　　　　　　　　　　　キムソンナム　

尹元植前委員長、 教師と総連活動家としての 40 年
本当にご苦様でした！！　引き続きご指導のほどよろしくお願いします！

朝鮮大学校政治経済学部卒

朝鮮高級学校で６年間教師、 大阪本部指導員を

経て総連生野南支部で９年間 （部長･副委員長･委

員長） 活動。 その後総連中央同胞生活局副局長、

2007 年から総連中央常任委員。 また中央権利福祉

委員会副委員長として各地同胞生活相談総合セン

ター事業、 在日同胞福祉連絡会への支援など生活

奉仕福祉部門を担当する。 資格はＡＦＰ, 空手３段。

趣味は演劇、 民族舞踊。 妻と２男１女の５人家族。



奈良県同胞生活情報誌 発行所　奈良同胞生活相談綜合センター

東日本大震災被災者支援東日本大震災被災者支援

奈良朝鮮初中級学校卒業生とその仲間たち

と き ： ５月８日 ( 日よう )

　　　　午後３時半開場･４時開演

会場 ： 奈良朝鮮学園講堂

　　　　　　（近鉄耳成駅下車南へ徒歩５分）

チケット代 ： 1,000 円 （募金）

チャリティーコンサートチャリティーコンサートチャリティーコンサート

主な出演者

救援募金にご協力を！救援募金にご協力を！

被災地状況 ・ 同胞安否 ・救援活動詳細について詳しくは＜総連中央緊急対策委員会＞
ホームページまたは朝鮮新報紙面とＷＥＢサイトにて直接ご確認ください！

被災地では全国から届く同胞支援に涙し ,一丸と

なって復興に向け日夜奮闘しています。

しかし大きすぎる被害のなかウリハッキョや総連

機関、家屋や店舗など生活基盤を失うとともに福

島原発問題で長期にわたる避難生活を強いられる

同胞への支援はいま始まったばかりです。

奈良トンポヨロブン (皆さん )！

被災した同胞を救済する募金活動が全国で全同胞

的に広がっています。

より多くの皆さんのご協力をお願いします。

東日本大震災被災者救援総連奈良県本部対策室

　　連絡先：朝鮮総連奈良県本部 0742（26）5139
南都銀行紀寺支店 (普 )2041261

　　　

急募急募

採用者には賞金１万円贈呈採用者には賞金１万円贈呈
いたします！いたします！

情報誌のタイトル
を緊急募集しています！
下記宛へ電話、FAX、メールなどで
ご応募ください！厳選した結果や
採用過程は本誌にて紹介します！

編集・発行 /奈良同胞生活相談綜合センター

〒630-8131　奈良市大森町５４番地

ＴＥＬ　０７４２（２６）５１３９

ＦＡＸ　０７４２（２６）５１４１　

Ｅ‐MAIL　nara_ponbu@yahoo.co.jp

ご意見・ご感想お待ちしております。
下記までご連絡ください。

090-9701-4376（ソウ）

奈良トンポトンネ情報誌 創刊準備号 (Vol.0 号 )

２０１１年４月１日発行

ケシパン ( 掲示板 )ケシパン ( 掲示板 )

24日　 近畿同胞合同登山会（京都嵐山）
　時間AM9:30　集合場所 JR 嵯峨嵐山駅南口 ( 小雨決行 )

8 日　 奈良ハッキョ卒業生とその仲間たちによる
　　　東日本大震災チャリティーコンサート
　時間 PM3:30 開場  4 時開演　場所 奈良朝鮮初級学校 ( 講堂 )

朝鮮民族器楽演奏

祈りと希望、心ひとつに･･･祈りと希望、心ひとつに･･･

ヘグムアンサンブル 「ケナリ」

MMM－Mama ‘ｓ Moment Musical

大阪チャンゴオーケストラ

詩 ‐ 河津聖恵、 許玉汝

他

16 日　 ハッキョ美化事業
　時間（未定）場所 奈良朝鮮初級学校 ( 耳成徒歩 5分 )

「･･･最近どこに誰が住んでいるのかまったくわからいよね･･･！」
ある会合で耳にしたことば。いつのまにか同胞どうし顔が見えな
くなった。集まる機会が少なくなった。ハッキョが休校でみんな
何をしているのかわからない。顔の見えない関係･･･やはりいい
はずないよ！奈良トンポ情報誌が生まれました。いまどこで誰が
何をしてるのか、さりげなく知ってほしくて、ずっとずっ～と皆
さんのお手元に届け続けたい。･･･奈良地域トンポ社会にあるその

潜在力の息吹を胸いっぱい感じながらそう思った。

奈良トンポトンネ

１万円贈呈！
１万円贈呈！



●人的被害 
　 　 
　死亡が確認された在日同胞 １０人
 
　安否未確認 １０５戸　２５０余人（宮城県）
 
　 　 
●物的被害（宮城、岩手、福島、茨城、青森、栃木、東京） 
　 　 
　家屋全壊 ３３戸
 
　半壊 １８戸
 
　一部破損 ３２戸
 
　 　　　　　　　　　　　　　計　８３戸
 
●店舗、事業所など 
　 　 
　全壊 ２３カ所
 
　半壊 ８１カ所
 
　一部破損 ２５カ所
 
　 　　　　　　　　　　　　計　１２９戸
 

３月１１日に発生した東日本大震災におきまして、被害に
遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、犠
牲になられた方々とご遺族の皆様に、深く哀悼の意を表し
ます。

同胞がいる各地に大きな傷跡を残した…

金正日総書記金正日総書記
被災同胞へ慰問金被災同胞へ慰問金

朝鮮赤十字社中央委員会が朝鮮赤十字社中央委員会が

日本赤十字社に慰問金日本赤十字社に慰問金

 ２４日発朝鮮中央通信によると、 金正日総書記が東日本大震災で被災

した在日同胞に慰問金５０万ドルを送ったと伝えた。 これまでにも阪神淡

路大震災、 ２００４年新潟中越地震で被災した同胞へ慰問金を送り被災

者同胞を勇気づける暖かい支援をくれている。 また、 朝鮮赤十字会中

央委員会が２４日、 日本赤十字社に慰問金１０万ドルを送ったと伝え、

２６日には委任を受けた総連中央常任委員会許宗萬責任副議長が日本

赤十字社本社を訪れ近衛社長に直接渡した。 

救援物資を手に、同胞を訪ねる総連
岩手県本部の崔成守委員長（右）

卒業公演で、力強い歌声を披露した卒業生たち
（中央５人が初級部、左右両端２人が中級部卒業生）

卒業生を囲んで記念撮影が行われた後、
全員で「がんばろう東北！」

被害の多大な石巻市役所前の駐車場で
炊き出しを行った。

蒲町中学校の避難住民に《우리 함께 힘내자
( ウリハムケ がんばろう )》と焼肉をふるまった

活動家たちは日々、同胞宅を訪ね
彼らを鼓舞している
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