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小川分会同胞焼肉モイム 第９４回中部同胞登山会

　9月24日、毎年恒例の小川分
会同胞焼肉モイムが朝大アパ
ートにて行われました。(参加者
50名)新しく引越してきた教職員
の紹介やのど自慢等、楽しい時
間を過ごしました。

　9月28日、中部同胞登山会のメ
ンバ－が青梅丘陵に行ってきま
した。参加者19名は、心地良い
風と自然に囲まれ、ハイキング
を楽しみました。
　次回11/28(月)名栗(送年会)

西東京朝鮮第一初中級学校創立６５周年記念行事

ふれあいフェスタ２０１１ アボジ会一日労働

女性同盟東大和分会 ウリハッキョ支援活動

　9月17日、女盟東大和分会を代表し 姜宗
愛分会長と韓香副分会長が西東京朝鮮第
１学校にコツコツ貯めてきた分会費50万円
を寄付しに行きました。民族教育を大切に
思うオモニたちの「サラン(愛)」が詰まった
寄付金は、学校施設管理のために使われ
ます。 写真㊧韓副分会長、㊥愼校長㊨姜分会長

ウリハッキョに５０万円寄付

青梅丘陵

中部同胞女性運動会

　10月2日、中部「スパイス」主催のおいも掘
りが行われました。小平市にあるサニー農
園に集ったメンバー12名(子ども含め)は、夢
中になって芋掘りを楽しみました。子ども達
は、泥んこになりながらも自分で掘った大き
いおいもを両手に嬉しそうでした。具体的に
は「スパイスだより」にて報告します。

スパイス

スパイスおいも掘り

朝青中部西東京商工会

ヘルシークラブ始動
　9月24日、西東京第１
学校講堂にて48名の同
胞が集まり、<中部同胞
敬老会>が行われました
敬老会では卞英道支部
委員長が挨拶をし、美味
しい料理を食べながら同
校学生の祝賀公演、「民
歌楽ナグネ」の黄敬楽氏
の特別公演、ビンゴゲー
ムなど、楽しい時間を過
ごしました。参加者たち
は、黄敬楽氏の絶妙なト
ークに笑い、学生達の祝
賀公演に力をもらい、大
満足でした。

中部同胞敬老会

　10月9日、西東京第1学校にて、アボジ会の一
日労働が行われました。集まった30余名のアボ
ジ達は、タイヤの埋め込みや遊具のペンキ塗り
掲示板の設置などの作業に取組みました。
作業終了後、草野球と焼肉で親睦を深めました

タイヤ埋め込み作業 → 作業完了。（約2時間）

校門横に設置しました。 立派な遊具を設置

日本の方、同胞がたくさん集りました。 オリニコーナー（初1アボジ担当）

舞台に咲いた初級部朝鮮舞踊場内を盛上げたテコンドー演武

健康体操（ＤＶＤ２５分）

学生祝賀公演（約３０分）

黄敬楽氏の特別公演（５０分）

　9月8日、西東京商工会ゴルフコ
ンペがレイク相模ＣＣにて開催さ
れました。総勢42名が参加し(中
部地域からは8名が参加)、ゴルフ
やパーティーを通じて商工人たち
の親睦をより深めました。
　＊結果：優勝-西部 中部-４位

第２２回ビジネスパートナー杯

ゴルフコンペ

オモニＰＯＷＥＲ爆発!!

　「中部同胞女性たちの運動会」が10月10日朝鮮大学
校体育館で行われました。女性だけの運動会を企画す
るのは初めてでしたが、41名の同胞女性たちが参加し
て白熱した競技が繰り広げられました。開会式では、
総聯支部委員長と秦栄恵実行委員長の挨拶と力強い
選手宣誓あり、競技では、女性の力強さが十分に発揮
されました。競技は、二つのチームに分かれ、クイズ、
パン食い競争、着替え競争などの個人戦と、カード裏
返し競技、風船割り競争、玉入れ、世代別リレーなどの
団体戦が行われました。競技終了後、お弁当を食べな
がら各分会の紹介、のど自慢など楽しいひとときを過
ごしました。今回の運動会は地域同胞女性の連帯と同
胞社会の活性化に繋がる大きな契機になりました。来
年もまた女盟支部の行事（第2回運動会?）を企画する
予定です。実行委員のみなさん、本当にお疲れ様でした。

選手宣誓(㊨尹一順さん、㊧李朝陽さん)

盛り上がったパン食い競争

　10月23日、西東京朝鮮第一初中級学校に
て『ふれあいフェスタ２０１１』が1,200人を超え
る同胞や卒業生、近隣住民をはじめとする日
本の方々の参加のもと開催されました。13回
目を迎えたフェスタは学校創立65周年記念式
典を兼ねて行われ、天然芝になった運動場の
お披露目となりました。当日は、オモニ会やア
ボジ会、それから日ごろからウリハッキョを支
援する活動を各地域で行っている〈ウリの会〉
のメンバー達が飲食ブースやリサイクルコー
ナー、展示コーナーなどで大活躍でした。舞
台では、創立65周年記念式典、学生たちの祝
賀公演、朝青トンムのコントや大抽選会など
が行われました。朝鮮の歌や踊り、美味しい
料理や様々な企画で飾られたフェスタは参加
者たちの笑顔と活気で溢れる楽しく意義深い
一日となりました。「運動場改修工事募金」の
ご協力ありがとうございました。

☆ｳﾘﾊｯｷｮ創立65周年記念☆

朝鮮大学校政経学部

実習生歓迎モイム

　10月12日に朝鮮大学校・
政治経済学部の実習生達
が2012年の祖国の展望に
ついて講演会を行い、その
後14人の朝青の先輩達と鍋
を囲み、楽しい食事会で交
流を深めました。

　10月19日、「ヘルシークラブ」
が始まりました。第1回目は
ヨガを楽しみました。北班の
李蓮實トンムが講師となり
笑顔で癒やしの空間を演出
してくれました。参加者たち
は肩の凝りがほぐれたと大
喜びでした。
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東大和分会送年会

小川分会送年会 東町分会送年会

立川分会送年会

砂川分会送年会 昭島西分会送年会

武蔵村山分会送年会

朝青中部支部送年会

西東京青商会第９回総会

１２月３日（土）午後６時３０分 １２月１１日（日）午後６時００分

１２月１０日（土）午後６時３０分
西東京朝鮮第1初中級学校　講堂

１２月１８日（日）
１２月１８日（日）

１２月４日（日）

１２月１１日（日）
総聯砂川分会事務所

向原団地中央集会場 三陸海鮮大船渡　幸寿司

午前11時30分

午前１１時３０分

１２月１１日（日）午前１１時３０分

１２月２３日（金）午前１１時３０分

午前１１時３０分

中島地域センタ－ 中部支部多目的ルーム

総聯西東京本部食堂

立川羽衣中央会館

湯沢温泉湯沢温泉湯沢温泉 （２０１１年 １１月～１２月）

イベント ウリハッキョ

１１月１８日（金）
｢西東京朝鮮第一初中級学校　公開授業｣
 午前8時50分
 
１２月３日（土）
｢西東京朝鮮第一初中級学校　2012学年度
 初級部新入生健康診断｣
 午後2時

１２月２２日（木）
｢西東京朝鮮第一初中級学校　終業式｣

１１月２８日（月）

｢中部同胞登山会　忘年山行｣

 目的地：飯能ー名栗

 集合場所：ＪＲ青梅線東青梅駅

　　　　　 午前９：００

 参加費：男６，０００円

　　　　 女５，５００円

 申込締切：１１/１５（火）

 お問合せ：中部支部

　　　　　 042-542-2567

中部同胞生活情報紙に関す

るご意見、ご要望、ご感想

等をｔｅｌ/ｆａｘ、電子

メ－ル、手紙等何でも結構

ですのでどしどしお寄せく

ださい。よろしくお願いい

たします。

中部支部同胞のみなさん

１２月２３日（金）

｢女盟中部スパイスクリスマス会」

 場所：西東京朝鮮会館３F講堂

 時間：午前１１：００

chubu スケジュ－ルチェック

おすすめ同胞ブログ＆メール配信のご紹介

【ブログ】

朝青西東京　多摩人－tamancyu－

女盟西東京　ニョメン西東京＜コッスレ＞

【メール配信】
同胞モバイル通信

http://blogs.yahoo.co.jp/nyomeng60nisitk

kurim@29.art-studio.cc

http://ameblo.jp/tamanchu22/

→→→→

西東京第１OB/OG会　多摩１会
http://ameblo.jp/tama1kai/

｢中部同胞高齢者の日」

 場所：中部支部多目的ホ－ル

 時間：午前１１時～午後３時

 参加費：５００円(昼食費)

１１月２４日（木）・１２月２２日（木）

１世帯1,000円以上の募金を

よろしくお願いいたします。

　中部支部同胞のみなさん！

今年も年末が近づいて来ました。今年

も毎年恒例の『歳末愛の募金運動』を

展開いたします。この運動は同胞のみ

なさんがご存知の通り身寄りのないお

年寄りや障害をお持ちの同胞のご家族

など日常の生活が苦しい同胞たちのた

めに募金を募り相互扶助の精神で助け

合う運動です。何卒この運動にご理解

をいただきご協力をお願いいたします

※募金は中部支部と各分会の役員たち

が同胞の家庭を訪問しながら集めて廻

りますのでよろしくお願いいたします

歳
末
愛
の
募
金
運
動
に

ご
協
力
を
！

 『愛の募金運動期間』

１１月１日から

　　　１２月１０日まで

第13回朝鮮文化とふれあうつどい

フリ－マ－ケッ
ト

朝鮮食売店

２５０店

多数出店

１１／２７（日）
午前１０時３０分～午後３時

府中公園（京王線府中駅北側徒歩５分）
主催：チマ・チョゴリ友の会（府中市社会教育団体登録）

フリマ出店料1,000円

在日朝鮮・韓国の人々への差別と迫害を許さず、人間としての良心を失わないために…
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～西東京幼児教室～ 寡裟神軒艦獣亀嘘政焼嘘叔

2011年11月26日(土)
開園時間：１０：３０～１３：００

保育費：１人1,000円
（昼食、おやつ、保険、教材、資料費など込み）

保育内容：ウリマルやウリノレの習得、図工作…

【企画運営】女性同盟西東京本部　幼児教室運営委員会
東京都昭島市東町2-4-12　042(542)２５６６

場　　所：西東京朝鮮第1初中級学校

☆年長、年中児が対象です。(満４才、５才)
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