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西東京朝鮮第一初中級学校 ニュ－ス

第６８回大運動会

　９月２０日、学父母達の熱
い声援の中、日頃学生たち
が一生懸命練習してきた集
団体操や様々な競技が披
露されました。訪れた多くの
学父母と同胞達は学生たち
のはつらつとした元気な姿
と笑顔に力をもらい、終始
温かい声援と惜しみない拍
手を送りました。

小
平
市
民
祭
り

　１０月１８日、小平市民祭りが開催され、西東京第一学校の学生た
ちが、パレ－ドに参加しました。女盟中部支部と女盟小川分会がチヂ
ム、トッポギ、キムチを販売し完売しました。

　１０月１１日、中部支部分会対抗ボウリング大会２０１５が立川ス
タ－レ－ンで行われました。大人から子どもまでボウリングを２ゲ－
ム楽しみました。ボウリング終了後は、西東京第一学校に場所を移し
美味しい焼肉を食べながら表彰式を行いました。ボウリング大会の団
体戦では、朝青中部支部が見事優勝しました。個人戦男子は池慶学ト
ンム、女子は朴美香さんが優勝を飾りました。当日参加した７２名の
同胞たちは久しぶりに運動し美味しい焼肉を食べられて本当に良かっ
たと感想を述べていました。

女盟立川分会

ロ－ズマリ－

秋の親睦会

｢勝沼ぶどう狩

りとワイナリ－

見学の旅｣

女盟カルチャ－講座

西東京幼児教室コッポンオリ

青商会パワーアップ運動

　１０月４日、今年最後のカルチ
ャ－第４弾、料理教室に金純子
氏を講師に招きヤンニョムから
学ぶ朝鮮食としてコチュジャンベ
－ス（ヤンニョムチキン）、カンジ
ャンベ－ス（キノコ飯）、キムチヤ
ンニョム（山芋キムチ）を楽しく学
び美味しくいただきました。
（参加者１０名）

　２年に１度の女盟東大和
分会親睦食事会が９月２３
日、３２名が参加して行わ
れました。和気あいあいと
した雰囲気の中、楽しいひ
と時を過ごしました。

ふれあいフェスタ２０１５ 晴天の中、場内笑顔であふれる

女盟中部支部ニットカフェ

　１０月２５日、同校にて開催されたふれあいフェスタ2015は１、０００人を超える同胞や卒業生、日本の方達で賑
わいました。オモニ会やアボジ会、学生達による飲食ブースやリサイクルコーナーは活気にあふれていました。
また舞台では、学生達による朝鮮の歌や踊りが披露されたほか、テコンドー演武や大抽選会が行われ、フェスタ
は始終参加者たちの笑顔で盛り上がりました。売店の利益はすべて学校に寄付されました。

　　中部〈４月会〉が９月９日、１１
日、１６日の三日間金明玉会長
の手解きでポジャギ作りを楽し
みました。（参加者は延べ１６名）

　　カルチャ－講座からサ－クル
として活動をはじめたニットカフェ
です。腕前のほどはまちまちで
すがみんな真剣そのものです。

　１０月３１日、中部青商会第８回総
会が立川のベ－スボ－ルで行われ
ました。馬栄浩会長の事業報告と
財政決算報告が行われた後、第８
期の新役員が選出されました。新
会長には金大正さんが選ばれまし
た。総会終了後は、宴会が行われ
参加者たちは今後の青商会活動を
活性化して行く決意を新たにしまし
た。（参加者４１名）

　９月２８日、中部同胞敬老会が西東京
朝鮮第一初中級学校講堂で盛大に行
われました。７０歳以上の同胞４２名が
参加しました。ウリハッキョ学生たちが
祝賀公演を披露したあと同胞たちの肩
をもんであげました。同胞たちは女性同
盟の美味しい手作り料理を食べながら
楽しいひと時を過ごしました。敬老会の
最後にはビンゴゲ－ムで抽選会を行い
盛り上がりました。

　１０月２１日、朝
９時の出発から夕
方６時の解散まで
食べたり飲んだり
話したり。ワイン
製造について学
んだりしながら親
睦を深めました。

中部同胞敬老会

女性同盟東大和分会中部支部分会対抗ボウリング大会２０１５ 親睦食事会
〈料理教室〉

　１０月３日、ウリマルを学び
スゴロク遊びをして楽しみました。
参加者１４名-中部７名

　１０月１８日、日曜トルガッポの日
に学校前オリニたちの合同遠足が多摩
動物園でありました。中部のスパイス
も一緒に楽しい一日を過ごしました。
参加者６４名－中部２４名

中部青商会第８回総会
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小川分会送年会

東町分会送年会

立川分会送年会

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
１２月５日（土）午後７時

１２月１３日（日）午前１１時３０分 １２月１３日（日）

１２月１３日（日）午前１１時３０分 １２月６日（日）午前１１時３０分
砂川分会送年会

１２月６日（日）午前１１時３０分

中部商工会送年会
１１月２５日（水）午後７時３０分

スパイス-クリスマス会
１２月２０日（日）

１２月１３日（日）午後１２時３０分
中部亭子送年会中部同胞高齢者の日

１２月１０（木）　　　　　　　　　
中部支部 多目的ルーム

中部支部 多目的ルーム

中部支部 多目的ルーム

中部同胞生活相談センタ－室

 午前1 1時

東大和分会送年会
１２月１２日（土）午後６時３０分

送年会の詳しい内容は各分会と団体で配布
するチラシをご覧になってください。

立川みのわ会館 向原団地中央集会場

中島地域センタ－

焼肉和 立川本店

中部支部 多目的ル－ム

西東京朝鮮会館講堂

三陸海鮮大船渡寿司

２０１５

湯沢温泉湯沢温泉湯沢温泉 （２０１５年 １１月～１２月）

イベント ウリハッキョ

１１月６日～７日（金、土）
｢在日朝鮮学生中央芸術競演大会｣

１１月１４日、１５日（土、日）
｢東京朝鮮中高級学校　公開授業｣
 
１１月２８日（土）
｢西東京朝鮮第一初中級学校　2016学年度
 初級部新入生健康診断｣
 
１２月２２日（火）
｢西東京朝鮮第一初中級学校　終業式｣

chubu スケジュ－ルチェック

１１月２６日（木）
｢中部同胞高齢者の日-中部亭子」
 場所：中部支部多目的ル－ム
 時間：午前１１時～午後２時
 参加費：５００円(昼食費)

１１月２１日（土）
｢女盟中部支部散策クラブ」
 場所：昭和記念公園
 
 

１１月２１日（土）
｢西東京幼児教室-コッポンオリ」
 場所：西東京朝鮮第一初中級学校
 時間：午前10時30分～午後1時
 

１１月２１日（土）
｢朝青西東京結成６０周年記念
 連合大同窓会」
 場所：西東京朝鮮第一初中級学校
 時間：１８：３０～２０：３０
 参加費：男性6,000円、女性3,000円
 

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

学校公開
輝く未来へ！継承･共生･創造！！

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。

ご
協
力
を
！

歳
末
愛
の
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金
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 『愛の募金運動期間』
１１月１日から
　　　１２月１０日まで

第１７回朝鮮文化とふれあうつどい
フリ－マ－ケット

朝鮮食売店

多数出店

１１／２９（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…

多数出店

西東京朝鮮第一初中級学校学校公開輝く未来へ！継承･共生･創造！！

２０１５．１１．１３ ・１４金 土

【授業公開】【部活動公開】【学生公演】ｅｔｃ
西東京朝鮮第一初中級学校お問合せ先 東京都立川市錦町4-7-12 TEL042(524)3204

８：４０受付

金剛山歌劇団西東京公演
２０１５アンサンブル公演　１００年の夢

中部同胞ゴルフ大会

武蔵の杜カントリ－クラブ

１１月１２日(木)
午前９：２０現地集合

埼玉県入間郡越生町大字上谷１０２８
０４９－２９２－６３１１

１６，０００円(プレー費、賞品代)
＊キャディ、昼食付

【お問い合わせ先】中部同胞ゴルフ会事務局
０４２－５４２－２５６７　ＦＡＸ０４２－５４２－５９２５

Ｓ席（指定） 
５,0 0 0 円

※チケットは中部同胞生活相談綜合センタ－、各分会で取り扱いしております。

主催：金剛山歌劇団西東京公演　実行委員会

 １２月３日（木）
たましんR IS U R U ホール

【お問い合わせ先】０４２－５４２－２５６７

開場：１７：３０
開演：１８：００

（立川市市民会館）
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