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「コグマ会オリニ秋フェスタ」（主催＝子育てサー
クルコグマ会・奈良青商会）が１１月２０日、奈良
朝鮮学園で行われました。
　今回のテーマは「秋の落ち葉を集めコグマクイ
(焼きいも)」～秋晴れのぽかぽか陽気の中でいっぱ
い体を動かしてあそぼう～と企画されました。
　オリニ、保護者、学校関係者、そして大阪朝高２
年３組と５組のボランティア１０名を含め５６名が
参加しました。

　朝１０時半、奈良ハッキョに集まったオリニたち
は元気いっぱい。開会式で「もみじ組」「どんぐり
組」「いちょう組」の３つのクラスに分かれサツマ
イモを新聞紙とアルミホイルで包んだあと、コグマ
クイのための落ち葉を集めるために「万葉の森」へ

さっそうと出かけま
した。晴れやかな美
しい秋景色の「万葉
の森」では、どの組
が一番かを競うよう
に袋いっぱいに落ち
葉を詰め込みまし
た。雨上がりのあ
と、木々にくっつい

てジッとしているかたつむりを見つけ、“でんでん
むしむしかたつむり♪～”と大きな声で歌いながら
つかまえて誰のカタツムリが１番大きいかを比べて
いました。
　この日のメインイベントは校庭でのコグマクイ
(焼きいも)。自分たちが包んだサツマイモがうまく
焼けますようにと願いを込めて、ひとつずつ火の中
へ…

　やきいもが焼きあがるまでの昼食時間は、熱々の
おいしいトックとおにぎりでした。
　昼食後、オリニたちは、アッパや朝高のヒョンニ
ム、ヌナ達とバスケットボール、かくれんぼ、リ
レー競争などをし
て思いっきり遊ん
でいる間にちょう
どさつまいもが焼
きあがりました。
　焼き上がったホ
カホカイモを見せ

合いながら、みん

なでおいしくいた

だきました。

秋満喫の「コグマ会オリニ秋フェスタ」開催！秋満喫の「コグマ会オリニ秋フェスタ」開催！
ウリハッキョで５６人参加！ウリハッキョで５６人参加！

★奈良ハッキョ出身の鄭良希君に誘われてこの

日ボランティアで参加した、大阪生野区の金セ

リョンさん(大阪朝高２年３班)の感想

「オリニたちの輝く笑顔、それを見守る同胞の

愛情、奈良ハッキョに対する地域同胞の想い、

奈良のトンポネットワークを感じました。また

参加したくなりました。本当に素敵な経験がで

きてコマッスムニダ」

★遊びに来てくれた日本の友人夫妻から一言

「今日は楽しかったです。本当にありがとう！

是非次回も声を掛けてください！」

追伸：この日、女性同盟中央本部から送られてきた子育て支援補助金が女性同盟奈良県本部の梁美恵副委員長
　　　からコグマ会に手渡されました。

　閉会式では一

日がんばったオ

リニたちをクラ

ス別に表彰。お

菓子のいっぱい

つまった首飾り

がオリニたちに

手渡されるとさ
らに大きな歓声
と笑顔がいっぱい！オリニたちもアッパとオンマ
も、この日は本当に楽しいひと時を過ごしました。

　たびたび行われるウリハッキョでの行事コグマ会
の「オリニフェスタ」！！
　コグマ会と奈良青商会メンバーは、どこの子ども
も自分の子どものように感じられる、そんなお互い
を支え合える関係を築きあげてくれればという思い
を胸に、もうすでに次回のオリニフェスタの開催を
企画し準備を進めています。
　次回はみなさんもぜひご参加ください。
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　閉じこもりがちなハラボジ、ハルモニに出来るだけたくさん集まっ
てもらい、楽しいひと時を過ごしてもらおうと声があがり、去る１０
月１６日に金在鳳氏を実行委員長とする実行委員会が立ち上がりまし
た。
　過去にさかのぼること十数年前にハラボジ・ハルモニを温泉に招待
して以来の企画です。そのため、「次へつながるように、今回は絶対
成功させたい！」という思いを胸に実行委員会は約１ヵ月半の間、県
下のハラボジ、ハルモニ宅を訪ね歩き、一方では、当日手伝ってくれ
るスタッフを集めて、着々と準備を進めました。
　まだまだお元気な最長老９２歳のハルモニ２名を筆頭に、当日は、
総勢２５名のハラボジ、ハルモニが参加しました。金在鳳実行委員長
の挨拶から始まり、大阪朝鮮歌舞団の劉正愛さんによる健康体操のあ
と、朝鮮料理に舌つづみ、奈良から東大阪朝鮮初級学校に通っている
児童生徒達のかわいい歌声、李純花さんによる頭の体操と懐かしのメ

ロディーの数々…最後は劉正
愛さんの朝鮮舞踊『太鼓の
舞』と盛りだくさんの内容で
行なわれた《奈良同胞１日福
祉の日》。ハラボジ、ハルモニにとって癒しのマダンでの楽し
いひとときになったことでしょう。
　帰りの際は手袋や足掛け、ネックウォーマーなど冬用に準備
した記念品、その日に撮った集合写真、直前まで焼いていたや
きいもをおみやげに携え、ハラボジ、ハルモニ達はハッキョを
あとにしました。
　今まで『迷惑ばかりかけてきてるのにまだ長生きしてどうす
るの、早くあっちに行きたいわ。』と言っていたハルモニが次
の日の電話で『昨日は参加できて本当によかった！長生きして
て本当に良かった、生き返ったみたい！これからももっと頑張
るよ！』と元気な声でお礼を何度もおっしゃいました。
　手伝っていた当日スタッフの一人は、『今日は想像以上に心
温まる集いで、大変感動しました。』と笑顔で感想を述べてい
ました。
　今回のを皮切りに、同胞生活相談綜合センターでは、年に数
回、このような催しを企画し、いずれ常時『ハラボジ･ハルモニ
憩いのマダン』を提供していきます。

《奈良同胞１日福祉の日》開催！
･･･１１月２７日(日)「ハラボジ、ハルモニに感謝する日」･･･

　今年こぐま会は大きく飛躍した一年になりました。
　当初の予定どおり２ヶ月に１回の会合を行ってきたことは言うまでもなく、８月は奈良在住朝高生
とともに「オリニ夏祭り」を、そして１１月には奈良在住朝高生だけでなく大阪にいる彼らの同級生
まで巻き込んで「オリニ秋フェスタ」を主催し楽しい一日を子どもたちにプレゼントしました。また
この冬は餅つき大会、クリスマス会と休む間もなく突っ走っています。それでも飽きたらず、会合を
月１回することにし、幼い子を持つオモニたちが集まりやすいようにコグマ会の教室の“大改造”を
目論み、休日返上で奈良ハッキョに来て掃除をしています。
　そうです！こぐま会は今年結成１０周年を迎えました。オリニを可愛いこぐま(小熊)にたとえて、
ウリマルのコグマ(고구마＝さつまいも)と掛け合わせたコグマ会はオンマとオリニの子育てサークル
として２００１年１０月に発足しました。奈良ハッキョが休校する中でも、途絶えることなく続けて
きたチカラが今花開こうとしています。これからもこぐま会は奈良トンポの希望となって一歩一歩成
長していきます。みなさん、コグマ会の活動に熱い支援を心よりお願いします。

☆　ごあいさつ　子育てサークル「コグマ会」より　☆
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　１９６７年７月２５日の竣工の日から４５年、奈良県の在日朝

鮮人社会をみつめ総聯の事業と在日朝鮮人運動をずっと牽引して

きた奈良朝鮮会館がこのたび老朽化により解体するはこびとなり

ました。竣工当時、鉄筋コンクリートの３階建ての会館は農協会

館も関電本社も国鉄奈良駅からひときわ目立ちまさに奈良県下の

在日同胞の輝かしく誇らしい象徴でした。　

　時代は代わり世代が代わっても私たちは１世が築き上げた偉業

を代を継いで守り、新たなる同胞社会を築きあげるため奈良朝鮮人会館の解体をひとつの歴史的な

契機とすることでしょう！

 １１月２２日(火)、大阪朝高２年１組の学生３２名と担任、副担

任の先生あわせて３４名が奈良ハッキョに訪ねて来ました。金政基

理事長、青商会の文春基会長、尹煕石幹事が学生たちを暖かく迎え

ました。秋の遠足で奈良に訪れた２年１組の学生たちは明日香村周

辺をサイクリングしたあと、午後から奈良ハッキョ卒業生である担

任の権晶秀先生と共に訪れたのでした。    

　休校中の奈良ハッキョの教室、講堂、

視聴覚室やコンピューター室、そして当

時学生が残した図工作品や絵画、黒板の

落書きなどを見たあと屋上で学校理事長

から学校沿革を聞きました。講堂で奈良青商会の活動内容のＤＶＤ映像を観

たあと、文春基青商会会長の話を聞きました。最後は校庭でみんなでコグマ

クイ(やきいも)をしておいしく食べました。

以下【感想文】の抜粋

●休校中にもかかわらず校舎がとてもキレイでした。

ハッキョを守る気持ちが強く誇らしい姿に感銘を受け

ました。(カンシンフィさん、女子)

●先生ひとりひとりが親切で私たちを暖かく迎えてく

ださりうれしく思いました。すごく愛情に満ちたハッ

キョだと感じました。(クウボンスさん、男子）

●ハッキョを再開しょうとする熱い思いが伝わってき

ました。僕は奈良出身じゃないけれど奈良ハッキョが

好きになりました。(リジェヨンさん、男子)

●黒板の落書を見てぐ～っときました。ウリハッキョを守らなければと強く感じ

ました。(ハンサンギさん、男子)

●本当に母校の大切さを痛感しました。奈良の人の強い思いに感動し手助けにな

ることをいしたいです。(ソンキヘさん、女子)

●みんなで奈良ハッキョに行けて良かった。私たちクラスの遠足が一番いい遠足

だった。(コウウヒャンさん、女子)

●コグマが本当においしかった！(ほぼ全員)

解体作業がすすむ奈良朝鮮会館
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トピックストピックス

まることウリハッキョ！！まることウリハッキョ！！

８年ぶりの復活？！千里馬ソフトボールチーム…８年ぶりの復活？！千里馬ソフトボールチーム…
大阪で恒例の分会
対抗ソフトボール
　 大会に参加

東大阪初級学校・２つのチャリティー行事が大盛況東大阪初級学校・２つのチャリティー行事が大盛況

チャリティーマジックショーチャリティーマジックショー アン・ソンウアン・ソンウ
ちゃんへん。ちゃんへん。 チャリティーゴルフコンペチャリティーゴルフコンペ 若草カントリｰ

　１０月３０日奈良ハッキョにて秋季ハッキョ美化作戦が行われました。小雨の降る中、午前10時の開始時間には教育

会役員や同胞有志十数名が集まりホウキやクワを手に運動場の草ひき、落ち葉の清掃などを行いました。

　大阪から高元秀(元教員)夫妻も応援に駆けつけ、作業をしている間に３人、５人と応援が増え11時過ぎには20人以上

の同胞、学生たちが美化作戦に汗を流しました。作業終了後、ハッキョへの想いを肴に恒例のプルコギ！・・・

　今年はハッキョを舞台とした様々な催しが本当に沢山ありました。 梅花香る２月詩朗読会、皐月光る５月の演奏会、

夜空に咲いた花火をみんなで見上げた８月納涼、このほかにも毎月数回コグマ会のメンバーやパンジー会のハルモニ

達がハッキョに集い、楽しいひと時を過ごしています。 ハッキョ美化作業は当初、同胞が集まる機会を作ろうと始めた

事ですが、今ではみんなの集う場所としてのハッキョを綺麗にしようと集まる場になりました。これからも奈良ハッキョを

みんなが心地よく集える空間として維持していくために、美化作業に協力お願いします！

恒例！ハッキョ美化作戦！恒例！ハッキョ美化作戦！

　１０月２９日、若草カントリークラブで東大阪朝鮮初級学
校のチャリティーゴルフコンペが開催されました。
　当日奈良県同胞５名を含め大阪の各地から1００余名が

参加しました。　当
日のコンペでは奈
良県橿原市の李
成圭さんが第2位、
ベストグロス賞を
獲得しました。
「おめでとうござい
ます！」
（右の方が受賞され

た李成圭さん）

１１月２５日、東大阪朝鮮
初級学校・東北ハッキョ支
援チャリティ-マジック<ア
イドゥラPartⅡ>が東大阪
市民会館で開催されまし
た。同校生徒の合唱では
じまったショーは同胞マジ
シャン、アン・ソンウさんの

イリュージョンマジック、奈良県青商会再起動総会にも
ゲスト出演してくれたちゃんへんさんのジャグリングと
会場は一気に盛り上がりました。二人の素晴らしいパ
フォーマンスとウリ学生への熱い心に会場につめかけ
たすべての人が惜しみない拍手喝采を送りました。

学生から花束を受けるアン氏(左)とちゃんへん氏

　１０月１６日、大阪の久宝寺緑地公園で行われた総聯大阪府

本部分会対抗ソフトボール大会に北和支部<チョルリマ>ソフト

ボールチームが出場しました。

　８年ぶりの大会出場で惜しくも勝利することは出来ませんで

したが秋空の下、選手皆がさわやかな汗を流して試合を楽しみ

ました。

　<チョルリマ>チームは過去に奈良市リーグでも強豪として知

られていたのですが、ここ数年間は活動が停滞していました。

今後定期的に練習して奈良市リーグに復活する予定です。



12/ 4（日）北和支部送年会(正午‐焼肉八七)

12/11（日）中和支部送年会(午後３時‐ハッキョ)

私たちは奈良同胞情報誌『ならに』を応援します。

〒537-0024　大阪市東成区東小橋 3-1-2
TEL06(6972)7371　FAX06(6972)7377
http: //www.kongouhoken.co.jp

東京海上日動、あいおいニッセイ同和
損保ジャパン、三井住友海上、日本興亜損保
ゼネラリ、AIU、セコム損保

大同生命、メットライフアリコ、オリックス生命

金剛保険 ( 株 ) 大阪支社金剛保険 ( 株 ) 大阪支社

『ならに』はみなさまのご支援のもと作成配布されています。

購読会員 ・賛助会員募集！是非ご協力願います。
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メール　nara.oi2011@gmail.com

〒630-8102　奈良市般若寺町316-1-101
ＴＥＬ　０７４２（２６）５１３９
ＦＡＸ　０７４２（２２）７４６６

編集・発行/奈良同胞生活相談綜合センター

ケシパン(掲示板）ケシパン(掲示板）

 もう１２月？まだ１２月？今年もあと１ヶ月？３１日？７４４時
間？いろんな捉え方があります。 そんなトンポが集まって今年も
楽しいひと時をたくさん過ごせましたか？
 悔いの残らない１年にするために…来年をさらにいい年にするた
めに。 大事な大事な１２月です。そう「師走」です。
 今年、奈良県ウリトンポ・ウリ組織・ウリハッキョ･･･いろんなこ
とがありましたが、今年２０１１年が奈良県ウリトンポにとってど
んな年になるか？来年２０１２年がどんな年になるか？大切な大切
な１２月を「あっ」というまでは無く、「有意義な」１２月にしま
しょう！
 まだ１ヶ月もあるのか？もう１ヶ月しかないのか？この考え方で
大きな差が開きます。来年がさらに飛躍の年になりますように…

12/11（日）同胞もちつき大会(午前11時‐ハッキョ)

12/28（水）第91回全国高校ラグビーフットボール大会
　　　　　  1回戦  大阪朝高 対 日本航空石川

12/30（金） 2回戦(予定)朝高 対 石見智翠館(島根)

12/17（土）子育てサークル「こぐま会」
　　　　　 クリスマス会(午前10時30分‐ハッキョ)

12/ 4（日）奈良同胞登山会‐高取山
　　　　　　　　　　 (午前10時‐近鉄壺阪山駅)

2012年
 1/ 9（月/祝) 2012朝・日友好親善新春の集いin奈良
           　(受付開始午後２時‐奈良プラザホテル)

～おゆずりください!～～おゆずりください!～
オンマとオリニの子育てサークル「コグマ会」からオンマとオリニの子育てサークル「コグマ会」から

ハッキョのコグマ会教室を充実させるため
電気カーペット、カーペット、たたみ、
乳幼児用ベッドがあれば譲ってください。
よろしくお願いします。（代表キム）

　今年も大阪朝高のクラブ活動はアツい！　
　サッカー部、ラグビー部だけではありません。
　忘れちゃいけないボクシング部！（拳闘部だけに大健闘！） 
　とくに奈良初級卒業の鄭良希（高２）、鄭真（高１）トンム
が大活躍です！！  良希トンムは在日朝鮮学生中央体育大会
（バンタム級）にて、真トンムは全日本近畿ボクシング新人大会
（ミドル級）にてそれぞれ個人優勝の栄誉を勝ち取りまし
た。 試合の直前には７、８キロの減量に苦しみ納涼大会の
焼肉も満足に食べられなかったそうです。 アボジ、オモニの
深い愛情と、「ケガせんといて」という切なる願い。 
 奈良県同胞の期待と応援を胸にこれからも頑張ってくれ！！

トンポ家族紹介

優勝した良希さんとオモニ（左は弟の真さん）

アボジ　鄭昌彦さん
オモニ　田中都さん

高１ 鄭　真(ﾁｮﾝｼﾞﾝ)君

祝！
在日本朝鮮学生中央体育大会　優勝！

全日本近畿ボクシング新人大会　優勝！

高２ 鄭良希(ﾁｮﾝﾘｬﾝﾌｨ)君
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