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親子クッキング

２０１４年度入学式

東町分会（4/6、18名、北部児童遊園にて） 東大和分会（4/13、64名、上仲原公園にて）

昭島西分会（4/13、26名、昭和公園にて）砂川分会（4/6、22名、立川泉体育館公園にて）

「７０日運動」の
成果を発揮

☆第4木曜日11:00～中 部 亭 子
　3月27日(14名)、4月24日(16名)、月１回のミニデ
イがありました。今回は卓球をしました。3月は練
習をし、4月は2チームにわかれて試合をしました。
白熱した試合はスマッシュあり、ファインプレーあ
りで大盛り上がりでした。この度、わかった事は同
胞オルシン達は卓球が上手だという事です。

中部高齢同胞の日

 4月19日、ﾚｲｸ相模ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌ゙にて西東京青商会第13
回＜ｺｯﾎ゚ﾝｵﾘ＞ｶｯﾌ゚が行われました。当日は43名の
ｺ゙ﾙﾌｧーたちがﾌ゚ﾚーを楽しみました。西東京青商会で
は集まった収益金で西東京第1、第2、東京第9学校
の新入生に制服とﾘｭｯｸｻｯｸを中級部男子生徒にYｼｬﾂ
を女子生徒にﾁﾏﾁｮｺ゙ﾘをﾌ゚ﾚｾ゙ﾝﾄしました。参加して
下さったみなさん、協賛して下さったみなさん、あ
りがとうございました。

西東京青商会第1３回＜コッポンオリ＞カップ開催！!

分会同胞コッノリ(花見)に２20名集まる

　3月16日、西東京朝鮮
会館多目的ﾙー ﾑにて女
盟ｽﾊ゚ｲｽ「親子ｸｯｷﾝｸ゙」
が行われました。
　参加したｵﾓﾆ10名、
ｵﾘﾆ13名。ｵﾘﾆ達はｵﾓﾆ
と一緒にﾊ゚ｽﾀ、おにぎり
を作りました。ｵﾘﾆ達は
大喜びでした。

　4月20日、西東京朝鮮第1初中級学校OB・OG
会｢多摩一会｣第7回総会が行われ50名を超える
卒業生が参加しました。総会では前期の総括
と今年度の事業計画、財政決算、予算案、新
役員人事が採択されました。総会終了後、焼
肉モイムを行い親睦を深めました。会長に再
選出された、任忠先会長は幹事達がしっかり
仕事をし一人でも多くの卒業生達に呼び掛け
て行こうと挨拶しました。

　4月13日、朝鮮大学校教職員寮(朝
大アパート)にて「総聯、女盟小川
分会合同総会」が行われました。
総会では2013年度事業報告と財政
報告があり新しく総聯分会長、分
会委員が選出されました。総会終
了後、駐車場にてコッノリを行い
ました。＊洪永基分会長、李景洙
副分会長、康明逸委員、文泰勝委員、
員、洪鉄虎委員

総会･コッノリ
総聯小川分会

　４月６日、満開の桜も祝福する中、西東京朝鮮第１
初中級学校入学式が行われました。今年、入学したピ
カピカの１年生(１２名)はあふれる期待とうれしさを
胸いっぱいに初登校しました。入学式では各団体から
のプレゼント紹介、初級部３年生の祝賀公演などが行
われました。西東京青商会から新１年生に制服とリュ
ックサック、中級部入学生にチマチョゴリとYシャツ
が、朝青西東京本部から新１年生に体育帽がプレゼン
トされました。初顔合わせの学父母たちも互いに挨拶
を交わしながら子どもたちの入学をお祝いしました。
中部支部から金勇徳ﾄﾝﾑ(立川分会)、金柚那ﾄﾝﾑ(立川
分会)、金悠央ﾄﾝﾑ(昭島西分会)、洪有辰ﾄﾝﾑ(昭島西分
会)、金雅凛ﾄﾝﾑ(昭島西分会分会)、が入学しました。

　4月27日に行われた授業参観には多数
の父母たちが集まり生徒たちの授業風景
を熱心に見守りました。授業参観終了後
は教育会総会が行われ2013学年度事業報
告、財政決算報告、新理事の選出があり
ました。＊＜ｱﾎ゙ｼ゙会、ｵﾓﾆ会＞総会も行
われ役員が選出されました。

　3月16日、初級部19名、中級部23名の
学生が卒業しました。卒業公演では民
族の誇りを胸に勉学に励むことを決意
し同級生と母校を大切にすることを約
束しました。当日は天気もよく多くの
先生、学父母、同胞達が卒業生たちの
門出を祝いました。

授業参観・教育会総会卒業式初級部６７回
中級部５６回

　雨の心配がありましたが、今年も各分会の楽しい“コッノリ-お花見”が行わ
れました。参加した同胞達は、美味しい七輪焼肉を食べながら、親睦を深め
ました。各分会では、引越してきた同胞の紹介や成人の紹介、ウリハッキョ
の新入生へのプレゼントなど、楽しい時間と過ごしました。
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＜多摩一会＞第７回総会

西東京朝鮮第一初中級学校 ニュ－ス

第２８回朝青西東京ボウリング大会
　4月20日、92名の朝青トンム達が集り、立川
ｽﾀーﾚﾝにて支部対抗ボウリング大会が行われまし
た。(主催：朝青中部)白熱したボウリング大会で
は去年最下位の中部支部が念願の優勝を果たしま
した。西東京第１学校で行われた焼肉交流会では
表彰式、各支部アピール、支部対抗箱当てゲーム
など、大盛り上がりでした。３ヶ月前から準備し
てきたボウリング大会は大成功に終わりました。
主催した朝青中部支部はボウリング大会をきっか
けに今後活動の幅を広げ、さらに盛り上がって行
く事でしょう。

中部同胞
講演会

同胞社会を取り巻く
諸情勢をどう見るべきか？

　4月19日、西東京朝鮮会館で講
演会が行われました。(参加者22
名)李俊植先生(朝大政経学部 副
学部長)の講演は右極化する安倍
政権や米韓合同軍事演習など朝鮮
半島を取り巻く諸問題をひも解き
「並進路線」で経済発展していく
共和国の現況を写真を交えて講演
してくださいました。
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（２０１１年 ５月～６月）

イベント ウリハッキョ

６月７日（金）
｢西東京朝鮮第一初中級学校
 第２６回チャリティ－ゴルフ｣
 川越カントリ－クラブ 

６月１５日（日）
｢東京朝鮮中高級学校　文化祭｣
 同校施設内 

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

スケジュ－ルチェック　　　　　（２０１４年 ５月～６月）

５月１１日（日）

｢高麗野遊会」

 集合場所：西武高麗駅

 集合時間：午前１０時２５分

 参 加 費：男3,000円 女2,000円

５月２２日（木）、６月２６日（木）

｢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２時

 参加費：５００円(昼食費)

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－tamanchu－

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/

日　時：２０１４年　５月１１日（日）

目的地：浅間尾根（東京都檜原村）

集合場所：東大和市駅　午前７：５０

東大和市駅（７：５４発）→拝島駅乗りかえ

→JR青梅線 武蔵五日市駅（８：３４到着）

→バス（９：００発）

準備物：昼食、飲料水、手袋（軍手）、タオル、ビニール袋等

【お問合わせ先】 中部支部　０４２－５４２－２５６７尹英俊　０９０－９３６７－０４５４

＊東大和市駅にて遅れた場合、次の電車に(８：０５)お乗り下さい。

時間厳守

雨天中止

６月１日（日） ２,０００円

【主催】西東京中部青商会 ０４２－５４２－２５６７

第５回中部青商会登山部

山 猿
－yamazaru－
山 猿

【集合】東大和市駅　午前７時３０分
立川駅南口　午前８時

茨城県筑波山（男体山８７１ｍ）＆筑波山温泉

雨天中止

会員募集中、初心者大歓迎!!

時間変更あり、詳細はチラシにて

西東京朝鮮第１初中級学校

フェイスブック開設

おすすめ同胞情報ホームページのご紹介

elufatv拭欠鉢土傾搾エルファテレビ 検索エルファテレビ

動画サイト

総聯、団体　定期大会日程

５月２４日　総聯第２３次全体大会(～２５)

６月　８日　総聯西東京本部第２３次大会

　　２９日　総聯中部支部第２３次大会

　　　　　　朝青西東京本部第２３次大会

６月１２日　女性同盟中央第２９次大会

　　１３日　商工連合会第３１次定期大会

　　２２日　朝青中央第２３次大会

　　　　　　女性同盟西東京本部第２９次大会

４９西東京中部同胞生活情報紙 発行所／西東京中部同胞生活相談綜合センタ－

女盟中部スパイス

【年間スケジュール】

お問合せは中部支部まで０４２－５４２－２５６７

５月２５日（日）ボクササイズ
７月６日（日）   親子クッキングーパン教室
１０月　　　　　アッパ達とのコラボ企画
１２月　　　　　スパイスクリスマス会
◆２０１５年
３月　　　　　　味覚狩り―イチゴ狩り

※一部内容が変更する場合があります。

【学年齢前オリニ０才～６才】

オンマと一緒に楽しく遊ぼう!!子育て支援

スパイス通信もよろしく!!

結婚おめでとう
この度めでたく結婚されたトンム達を心から祝福いたします。

新郎　張尚基トンム（曺和枝氏　次男）

新婦　李蓮實トンム（李　英氏　長女）

３月３１日挙式

全源治氏　逝去
小川分会居住全源治氏が2014年2月28日に亡くなりました。享年
79歳でした。告別式は3月4日、セレモアつくば立川会館にて、
しめやかに執り行われました。
故人のご冥福をお祈りいたします。

訃　告

後 援：総聯西東京本部・総聯西東京各支部・西東京商工会
　　　 朝青西東京本部・西東京青商会・ハナ信用組合・多摩一会
       金剛保険西東京支社・学校教育会・アボジ会・オモニ会

連絡先：西東京朝鮮第一初中級学校　教育会　

-

●優勝賞品-旅行券２０万円

●その他豪華賞品を多数用意

第２６回西東京朝鮮第一初中級学校チャリティ－ゴルフコンペ

主催：第２６回西東京朝鮮第一初中級学校チャリティーゴルフコンペ実行委員会

 

川越カントリークラブ

〒190-0022　東京都立川市錦町4-7-12
ＴＥＬ042-524-3205　ＦＡＸ042-524-3284

参加費：28,000円
（プレ－費、チャリティ－費、昼食代、ワンドリンク、パ－ティ－費を含む）

申込み〆切：５月１６日（金）

埼玉県東松山市大字大谷４１８９
０４９３－３９－１２６１

６／６（金）
同胞登山モイム東大和分会
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