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西東京第一学校 第２8回チャリティ－ゴルフコンペ

幼児教室 「コッポンオリ」
　7月28日(14名)、8月25日(13名)
「中部亭子」が行われました。午
前中に健康体操とダ－ツ、ボ－ル
遊び、ビデオ鑑賞をしました。参
加してる同胞たちが誘いの声をか
けて参加する同胞が増えてきまし
た。来月は敬老会なので遊びにき
ませんか。*詳細は裏面。

　7月10日、中部青商会と女盟スバイス合同のハルノリが西東京
朝鮮第一初中級学校で行われました。７３名が参加しました。

　7月5日、西東京第
一学校チャリティ－
ゴルフコンペがオリ
ムピックカントリ－
クラブで行われまし
た。参加者は２２９
名でした。
今回のチャリティ－
ゴルフの収益金４５
０万円が学校に贈呈
されました。

　立川分会アラウンド
４０、５０代女性たちの
モイム、ロ－ズマリ－
親睦会が６月２９日立
川の創作料理「厨」で
行われ１０名参加しま
した。終始賑やかで
楽しく語り合いまし
た。次回は１０月に
旧岩崎邸周辺を巡る
予定です。

　７月８日、《９日会》恒例の夏の
食事会が行われました。１３名が
参加し美味しい料理を食べながら
親睦を深めました。

　７月２７日、分会委員全
員参加のもと（６名）９月１８
日に行われる同胞女性運
動会の動員などについて
具体的に話し合いました。

５００名の同胞が参加!!西東京第一学校創立70周年慶祝 同胞夜会
　７月３０日、「西東京朝鮮第一初中級学校創立７
０周年慶祝同胞夜会」が西東京朝鮮第一初中級学校
運動場で行われました。総聯各支部委員長と同胞代
表たちで実行委員会を結成し準備をしてきました。
当日は５００名の学父母、卒業生、地域同胞たちが
集まり大盛況でした。午後５時３０分、サムルノリ
で始まった夜会では、尹英俊実行委員長の挨拶に続
き西東京本部高徳羽委員長の祝杯の音頭で乾杯しま
した。舞台では学童保育「ムジゲ」の公演、テコン
ドー演武、女性重唱、本部、支部イルクンたちの重
唱などが披露され、雰囲気を盛り上げました。同胞
商工人たちの協賛による提灯の明かりが灯る会場に
は各支部、団体が準備した焼肉、焼きそば、冷やし
うどん、チヂム、キムパプ、冷しきゅうり、やきと
り、どじょう汁、から揚げ、かき氷、わたあめなど
が販売され大好評でした。その他にも子どもたちの
ために準備した、ス－パ－ボ－ルとヨ－ヨ－釣りの
コ－ナ－も大盛り上がりでした。夜会のクライマッ
クスは朝鮮民謡の歌声に合わせて同胞たちが輪にな
って楽しく踊りました。５００名を超える同胞達が
一つになり、気兼ねなく楽しく過ごす姿に、原点を
思い出し大きな力と元気を全身に浴びる大変有意義
な一日でした。
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９日会 夏の食事会

夏期学童保育「ムジゲ」

西東京第１学校

７月２５日～８月３１日

　7月16日の幼児教室は手芸用
品で作った具材で思い思いの
弁当を作って楽しみました。
午後は在校生と一緒に劇団石（ト
ル）キムギガンのマダン劇｢カ
ンアジトン｣を見ました。
次回は９月１７日（土）です。

夏期社会実践活動

　今年も朝高・朝大生による夏期
社会実践活動が行われました。
(7/25～8/2-6名)日本学校に通う
オリニ達の夏期学校やサマースク
ール動員活動、同胞夜会準備など
を通して同胞社会の現状と大切さ
を肌で感じた貴重な期間でした。

ミニデイ　「中部亭子」
中部同胞高齢者の日

　夏休みの「ムジゲ」には、ウリハッキョ低学年３２名が、参加

しました。今年も同胞スタッフ２５名が協力してくれました。

指導員、同胞スタッフのみなさん協力コマッスミダ

猛暑に負けず、チョチョンも暑かった!!【真夏の朝青特集】

　８月８～１０日にかけて
サマースクールが行われま
した。西東京からは6人が
参加し歌舞団公演や民族楽
器演奏で盛り上がり、そし
て自分達のルーツについて
熱く語り合い、民族心を向
上させました。

　７月２３日に毎年恒
例の中部支部焼肉モイ
ムが西東京本部の屋上
で行われました。今年
は花火観覧ではなく色々
な企画を準備し、朝高
生、朝大生、朝青員の
交流を深めました。　
　（参加人数２５人）

サマースクール２０１６ 東京・西東京・埼玉・神奈川・千葉合同

朝青中部支部 　夏の焼肉モイム

女盟立川分会紹介

ローズマリー

寡 裟 神 軒
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湯沢温泉湯沢温泉湯沢温泉 （２０１６年 ９月～１０月）

イベント ウリハッキョ

９月６日（火）～８日（木）
｢在日朝鮮学生中央体育大会」 ｢中部同胞高齢者の日」

  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)

スケジュ－ルチェック

１０月１５日（土）
｢在日朝鮮学生東日本芸術競演大会｣  

１０月２７日（木）～２８（金）
｢在日朝鮮学生中央芸術競演大会｣  

  

１０月２日（日）
｢東京朝鮮中高級学校　運動会｣  

１０月２７日（木）

  ｢小川分会焼肉モイム」
   場　所：朝大教職員住宅中庭
   時　間：午後６時３０分
  

 ９月３日（土）

  ｢女盟支部ニットカフェ」
   場　所：中部支部多目的ル－ム
   時　間：午前１０時３０分
  

 ９月３日（土）

  ｢チャンダンソジョ
   プリアジュ」
   場　所：朝鮮大学校
   時　間：午後７時３０分
  

 ９月３０日（金）

  ｢西東京同胞文化芸術の夜」
   場　所：立川女性総合センタ－1階
   時　間：18：30開場
           19：00開演
  

 １０月８日（土）

BUZZER BEATER Inc.

車に関わる豊富な知識
http://car-teach.com

イヌ、ネコに関わる豊富な知識
http://dc-m edical.net

中部同胞敬老会

７０歳以上の同胞をご招待いたします。※ご希望の方は送り迎えいたします。

場所：西東京朝鮮第一初中級学校 講堂

昨年の敬老会 ●参加費無料

９/２９（木）午前１１時～午後２時

【内容】

ウリハッキョ学生 祝賀公演

中部同胞高齢者のみなさんアンニョンハシムニカ
今年も７０歳以上の同胞たちの敬老会を企画いたしました。
多数のご参加を心よりお待ちいたしております。

主催：総聯西東京中部支部　042-542-2567

慰労宴会・ビンゴ抽選会・その他

　今年、西東京朝鮮第一初中級学校は創立７０周年を迎えました。今年のふれ
あいフェスタは創立７０周年を盛大にお祝いする行事になります。｢ふれあいフ
ェスタ｣は、｢ふれあい｣をキ－ワ－ドに1997年に始まり、今年で18回目の開催と
なります。この間｢ふれあいフェスタ｣は同胞たちはもちろん、地域住民の理解
と協力を得ながらたくさんの｢ふれあい｣の場（マダン）を提供してまいりまし
た。今年も｢ふれあいフェスタ2016｣を通じ、在日コリアンをはじめ日本の方々
と心あたたまる出会いの場を築いていきたいと思います。イベント当日は、朝
鮮料理をはじめ各種模擬店が並ぶほかフリ－マ－ケットなどが行われます。舞
台上では、学生たちの文化公演など様々な企画を準備しております。あなたも
10月23日（日）西東京朝鮮第一初中級学校に新たな｢ふれあい｣をさがしに来ま
せんか？　

-

●朝鮮学校にふれあう
●朝鮮の食と文化にふれあう
●掘り出し物にふれあう

主催：西東京朝鮮第一初中級学校創立７０周年記念事業実行委員会

連絡先：西東京朝鮮第一初中級学校
東京都立川市錦町4-7-12
ＴＥＬ042-524-3205　

会　場：西東京朝鮮第一初中級学校
　（ＪＲ南武線西国立駅下車徒歩7分）

※駐車場はございませんのでお車での
　ご来場はご遠慮ください。

A M １０：３０～PM３：００
１０／２３(日)

昨年のふれあいフェスタ

西東京商工会ビジネスパ－トナ－杯

上野原カントリークラブ
９月１４日(水)

山梨県上野原市上野原6887
０５５４－６３－２５２５

参加費：２０，０００円
(プレー費、昼食代、賞品代
 パ－ティ－代)
【お問い合わせ先】中部地域商工会
０４２－５４２－２５６７　ＦＡＸ０４２－５４２－５９２５

西東京朝鮮第一初中級学校創立 ７０周年記念
ふれあいフェスタ２０１６ 輝劾形虞

西東京朝鮮第一初中級学校創立７０周年記念

薦4託掻採走採疑匂橿失錘疑乞績

～中部支部同胞女性運動会～

日　時：9  月1 8  日 (日) ＊９：３０受付/１０：００開始
場　所：朝鮮大学校体育館
参加費：１,０００円(昼食代、保険代、体育館使用料含む)
持ち物：シュ－ズ（体育館用）、タオル、飲み物など

☆当日は運動しやすい服装で！

【主催】女盟中部支部 運動モイム実行委員会 042(542)2567

社 錘 疑 噺

普段、仕事に家事、子育てなどで忙しい日々を送っている同胞女性のための笑運動会!!
中部支部女性たちの交流を深め、楽しく汗を流し、素敵な１日を送りましょう♪
みなさんのご参加、お待ちしております!!
※競技内容の変更があり得ることをご了承ください。

酔軒 俳嘘 走徹切　

西東京　水曜行動
毎週 水 曜日 ＰＭ６：００～７：００

２０１６年９～１０月　予定（駅名）

第４８回　９／７　    東大和市★
第４９回　９／１４　  仙川
第５０回　９／２１　  国分寺
第５１回　９／２８　  古淵
第５２回　１０／５　  高尾
第５３回　１０／１２　河辺
第５４回　１０／１９　立川★
第５５回　１０／２６　中河原

朝鮮高校に｢無償化｣制度の適用を!
子どもたちの学ぶ権利の保障を!
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