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朝青中部支部 卒業生祝賀モイム

２０１８学年度入学式
４月１日、満開の桜も祝福する中、西東京朝鮮第 一
初中級学校入学式が行われました。今年は、幼稚園 が
新設され園児２名、初級部８名が入学しました。ピ カ
ピカの園児と１年生たち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。

発行所/西東京中部同胞生活相談綜合センタ－

３月１７日、卒業生祝賀モイムを行い、卒業
生７人と卒業生を祝おうと朝青員と青商会 の
先輩達が集まりました。青商会の先輩達が 合
同行事のお知らせをした後、卒業生達によ る
小公演で盛り上がったり、青商会の方によ る
歌で楽しい祝賀モイムになりました。

中部高齢同胞の日

中 部 亭 子 ☆第4木曜日11:00～
3月22日（10名）、4月26日（12名）毎月 1
回のミニデイが行われました。３月、４ 月
とも健康体操の後、好転する朝鮮半島情 勢
に関するビデオ鑑賞をしました。７０歳 以
上の同胞のみなさんぜひ１度遊びに来て く
ださい。

授業参観・教育会総会

女盟スパイス
３月１８日、中級部26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。

３月２１日、スパイスお楽 し
み会が本部講堂で行われ ま
した。今回はオ－ブンを使わ
ないスコ－ン作り。個性豊 か
な手作りスコ－ンとＯＢオ ン
マたちが作ってくれたパス タ
ス－プを美味しくいただき ま
した。午後のミニ運動会も 元
気に楽しみました。
（参加者４６名）

４月２９日に行われた授業参観には多
数の学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2017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
も行われ新役員が選出されました。

西東京幼児教室-「꽃봉오리」コッポンオリ

中部同胞ゴルフコンペ

３月１３日、大月カントリ －
クラブにて、中部同胞ゴル フ
コンペが開催されました。 参
加したメンバ－は１９名。 晴
天の空の下、ゴルフを満 喫
し楽しくプレ－しました。プ レ
－終了後、成績発表が行 わ
れ、李召徳氏が見事優勝 し
ました。

総聯支部執行委員会

３月２８日、西東京朝鮮 会
館講堂で総聯中部支部執行
委員会第２３期５次会議 が
行われました。執行委員4 1
名が参加しました。会議では
支部事業報告、討論があ り
その後、総聯中部支部第 ２
４次大会を7/8に召集する こ
とを決めました。

３月３日、２０１７年度最後の
コッポンオリ教室が、日曜トルガ
ッポと合同で行われました。ミニ
運動会にチャンゴの演奏、オンマ
たちのノレ、ソンセンニムたちの
ハンドベルと盛り沢山の１日でし
た。（参加者５４名）

小川分会総会
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３月２４日、ニットカフェが行われ
ました。夏の帽子を編む人、バッグを
編む人、やっと基礎編みに挑戦する人
といろいろです。楽しみはおしゃべり
とこの後のランチにあります。

チャリティ 麻雀

4月15日、朝鮮大学校教職員
宅中庭で小川分会総会が行われ
した。総会では分会長が事業報
を行い、財政決算報告がありま
た。続いて新しい総聯、女盟分
長、分会委員たちが紹介されま
た。総会の最後に新総聯分会長
決意を述べました。

ニットカフェ

４月２２日に朝青中部 と
朝青東部の合同チャリティ
ー麻雀が行われました。
１３名の朝青、青商会、 ア
ボジ達が集まり、５万円 の
チャリティー金が集まり ま
した。
参加者ヨロブンコマッス ム
ニダ！
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朝鮮大学校学園祭2018

５／１９ 土

11：00開式
16：30終了

見に来て 食べに来て 遊びに来て
朝大！ 朝大！
朝大！
ちょうだい

ちょうだい

ちょうだい

主催：朝鮮大学校学園祭2018実行委員会

艦獣亀嘘政焼嘘叔 ～西東京幼児教室～

寡 裟 神 軒
５／１９（土）、６／１６（土）
場
所：西東京朝鮮第一初中級学校
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…
☆年長、年中児が対象です。(満４才、５才)
【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

「朝鮮半島の平和と繁栄、統一のための板門店宣言」
１．南と北は南北関係の全面的で画期的な改善と発展を成し遂げることに
より、途絶えた民族の血脈をつなぎ、共同繁栄と自主統一の未来を引き寄
せていく。
（１）南と北は、わが民族の運命は、われわれ自ら決定するという民族自
主の原則を確認し、これまでに採択された南北宣言と、あらゆる合意を徹
底的に履行することにより、関係改善と発展の転換的な局面を開いていく
ことにした。
（２）南と北は高位級（閣僚級）会談をはじめとする、各分野の対話と協
議を、早い日時に開催し、首脳会談で合意された問題を実践するための積
極的な対策を立てていくことにした。
（３）南と北は、当局間協議を緊密にし、民間交流と協力を円満に保障す
るために、双方の当局者が常駐する南北共同連絡事務所を開城（ケソン）
地域に設置することにした。
（４）南と北は民族的な和解と団結の雰囲気を高めていくために、各界各
層の多方面的な協力と交流、往来と接触を活性化していくことにした。
（５）南と北は民族分断により発生した人道的な問題を至急に解決するた
めに努力し、離散家族・親戚再会をはじめとする諸般の問題を協議、解決
していくことにした。
（６）南と北は民族経済の均衡的な発展と共同繁栄を実現するために、「
１０．４宣言」で合意した事業を積極的に推進していき、一次的に東海線
および京義線鉄道と道路を連結し現代化させ、活用するために実践的な対策
を行っていくことにした。
２．南と北は朝鮮半島で尖鋭な軍事的な緊張状態を緩和し、戦争の危険を
実質的に解消するために共同で努力していく。
（１）南と北は地上と海上、空中をはじめとするあらゆる空間で、軍事的
な緊張と衝突の根源となる、相手方に対する一切の敵対行為を全面的に中止
することにした。
（２）南と北は西海の北方限界線（ＮＬＬ）一帯を平和水域にし、偶発的
な軍事的衝突を防止し、安全な漁労活動を保証するため、実際的な対策を
立てていくことにした。
（３）南と北は相互協力と交流、往来と接触が活性化することによる、様
々な軍事的な保障対策を立てることにした。
３．南と北は朝鮮半島の恒久的で強固な平和体制構築のために積極的に協
力していく。
（１）南と北はいかなる形態の武力も互いに使わないという不可侵合意を
再確認し、これを厳格に遵守する。
（２）南と北は軍事的な緊張が解消し、互いの軍事的な信頼が実質的に構
築されることにより、段階的に軍縮を実現していくことにした。
（３）南と北は停戦協定締結から６５年になる今年に、終戦を宣言し、停
戦協定を平和協定に転換し、恒久的で強固な平和体制の構築のための南北
米３者、南北米中４者会談の開催を積極的に推進していくことにした。
（４）南と北は、完全な非核化を通じ、核のない朝鮮半島を実現するとい
う共通の目標を確認した。

西東京朝鮮第一初中級学校
チャリティ－ゴルフコンペ

５月２４日（木）
オリムピックカントリークラブ
〒409-0125 山梨県上野原市野田尻3085
TEL:0554-66-2211

参加費：２５,０００円（プレー費、チャリティー費、昼食代、
ワンドリンク、パーティー費を含む ）
※キャディー付き 28,000円
申込〆切： 2018年５月１０日（木）
優勝賞品：旅行券２０万円分！！その他、豪華賞品多数！！
【連絡・お問い合わせ】：西東京朝鮮第一初中級学校
TEL 042-524-3205 FAX 042-524-3284

chubu

スケジュ－ルチェック

イベント
５月６日（日）
｢ハッキョサラン/フリ－マ－ケット」
場所：立川マンガパ－ク
５月３１日（木）、６月２８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)
６月９日（土）
｢カルチャ－教室」手芸
場所：中部支部多目的ル－ム
時間：午前１０時３０分

６月３０日（土）
｢散策クラブ」
集合場所：昭和記念公園立川口
時間：午前１０時１５分

「水曜行動」
第１０８回 ５/１６ 西国立
第１０９回 ６/６
聖蹟桜ヶ丘
第１１０回 ６/２０ 阿佐ヶ谷

042-542-2567

（２０１８年 ５月～６月）
ウリハッキョ
５月１３日（日）
｢東京朝鮮中高級学校 公開授業｣
同校施設内
６月１７日（日）
｢東京朝鮮中高級学校 文化祭｣
同校施設内
６月１６日（土）
｢西東京朝鮮第一初中級学校
全校生スポ－ツ大会｣
同校運動場

中部支部同胞のみなさん
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。

