
西東京朝鮮第１初中級学校 ニュ－ス

　 11月27日、西東京朝鮮
第一初中級学校にて来年4
月に入学する初級部一年生
の健康診断が行われました。
同校に訪れた２６名の子ど
もたちは元気いっぱい胸を
膨らませながら健康診断を
受けました。一方、その姿
を見守る父母たちは来年4
月に会いましょうとあいさ
つを交わし、学校運営、教
育内容、手続きについて学
校側から説明を受けました。

 11月6日、西東京朝鮮第
一初中級学校の公開授業が
同校で行われました。公開
授業には多勢の父母たちと
学校関係者、日本の方々が
集まり、生徒たちの授業風
景を熱心に見守りました。
当日、集まった父母たちは
学校の運営問題や子どもた
ちの将来についていろんな
議論を交わしました。

公開授業 新入生健康診断

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 魏哲浩トンム（魏坪良氏　三男）
新婦 金明奈トンム（金健一氏  ニ女）
１１月７日挙式

　11月14日、会場となった府中公園は、５千
人の人でにぎわいました。主催は、南部地域
同胞と日本人で結成された「チマ・チョゴリ
友の会」。『朝鮮文化とふれあうつどい』と
して、毎年の恒例で６回目となるこの度の行
事では、ステ－ジで朝鮮学校生徒たちによる
朝鮮の歌や踊り、テコンド－の演舞、サムル
ノリなどが披露され、集まった観客たちの拍
手喝采を浴びました。又、いろんな朝鮮食の
屋台がならび中でも七輪焼肉コ－ナ－は常に
人だかりが出来ていました。その他にも、朝
鮮学校を紹介するパネル展示など、さまざま
な催しが開かれたほか、250店のフリ－マ－
ケットが出店し、大勢のお客さんが買い物を
楽しみました。主催者は、来年はもっと素晴
らしいイベントにしたいと思いを新たにして
いました。当日のフリ－マ－ケットの出店料
と、売店の売上は、主催者の善意で、西東京
朝鮮第一、第二初中級学校に寄付されること
になりました。

朝鮮文化とふれあうつどい
５千人でにぎわった府中公園
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カンバレ！

　１２月１２日、府中の森芸術劇場にて２年に１回恒
例で行われる南部地域同胞送年会がありました。
　送年会には、大人から子どもまで１３４名の同胞が
集い一年間をふりかえり、来年も良い年になることを願いました。１部では総聯支部委員長の
あいさつと支部事務所土地問題の報告、南部地域商工会　金泰植副会長の乾杯で祝杯をあげま
した。２部の宴会では、一年をふりかえるスライドショーと南部地域に住む西東京朝鮮第一初中級学校初級部生徒たちの合唱、朝鮮大学政治経済学部２年生ユ･スボントンムのチャンセナプ独奏がありました。ま
た、今回送年会のメインとも言えるストリートパフォーマンス世界チャンプ金昌幸トンム（京都在住１９歳）のパフォ－マンスが行われました。（写真右、雑誌イオ１２月号に紹介あり）ショータイムではアップ
テンポな音楽に合わせ、こん棒、ハイパ－ヨーヨー、リング、ジャグリング、ブレイクダンスなど約３０分間行われ、人間離れした技に同胞たちもくぎづけになリました。ショーが終わった後のインタビューでは
在日同胞としての誇りとプライドを持ち、これからも在日パワーを発揮し頑張っていきますと力強く答えてくれました。その凛々しいコメント、みなぎるパワーに同胞たちも盛大な拍手を送り、送年会はより一層
盛りあがりました。そして毎回期待の大きい大抽選会が行われました。５６点の豪華賞品はみなこの日のために南部地域の同胞商工人たちから協賛してもらった賞品です。内容は食事券、商品券、お花、鍋、お酒
電化製品など。豪華商品は一家庭に一つは当たる計算になります。その中でも液晶テレビ（１４インチ）をゲットした同胞はすばらしい正月を迎えることでしょう。約３時間にもおよぶ送年会も無事に終わり、参
加された同胞のみなさんもさぞかし満足されたと思います。協賛してくださった同胞商工人のみなさん、ありがとうございました。主催者、関係者のみなさん、本当にお疲れさまでした。

乾杯！南部 同胞送年会

Ｗ杯サッカ－アジア最終予選大会
　朝鮮民主主義人民共和国ＶＳ日本戦

２月９日（水）　午後７時　キックオフ

埼玉スタジアム

ガンバレ！大阪朝高ラグビー部

全国高校ラグビ－選手権大会出場

｢全国高校ラグビ－選手権大会｣大阪府予選大会
決勝戦で大阪朝高ラグビ－部が見事な逆転勝ち
で優勝し、大阪府代表として2年連続全国大会
に出場する事になりました同胞のみなさん大阪
朝高ラグビ－部の選手たちにあたたかい声援を
贈りましょう！

2年連続

e-mail ec5y-pyn@asahi-net.or.jp
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心あたたかいご協力ありがとうございます

　１１月１日～１２月１５日までひとり暮
らしのお年寄りや入院中の同胞たちのため
に愛の募金運動が各分会を中心に行われま
した。今年は、新潟中越地震で被災した同
胞たちへの救援活動も同時に行われました。
南部地域同胞のあたたかい同胞愛によって
１５万円の募金が集まりました。集まった
募金で南部地域の同胞と新潟の被災同胞た
ちを慰問しました。みなさんの惜しみない
ご協力に心より感謝いたします。
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２００４年１１月～１２月

南部同胞高齢者の日 分会対抗ソフトボ－ル
青龍会ゴルフ＆送年会

朝青本部送年会

ヘバラギ会忘年会ウォーキングサークル南部ゴルフ会 西東京青商会総会朝青南部支部送年会

朝青フットサルクラブ

　11月12日、メイプルポイン
トゴルフクラブにて南部ゴル
フ会コンペが行われました。
参加者は10名で朴聖順氏が優
勝を飾りました。コンペ終了
後は府中の焼肉サランで食事
会を楽しみました。　

　11月22日、女盟ウォーキン
グサークルがありました。参
加者は10名。今回のウォーキ
ングは神奈川県鎌倉を散策し
に行きました。秋の紅葉と美
味しい料理を堪能して大満足
で帰ってきました。新年第1回
目は1月24日です。多摩境を散
策し、温泉に入る予定です。
参加者を募集しています。お
問い合わせは女盟南部支部ま
で。

　11月23日、朝鮮大学校第2グ
ラウンドにて西東京同胞分会
対抗ソフトボール大会が行わ
れました。南部支部は1チーム
（11名）が参加しました。結
果は、健闘むなしく1回戦サヨ
ナラ負け（5回表6対3）を含め
2戦2敗でした。しかし町田支
部との練習試合では、8対3で
勝ちました。全試合を終え昼
食は、七輪焼肉を美味しくい
ただきながら、親睦と疲れを
労いました。

　11月27日に朝青南部支部送
年会が府中駅の《樽平》にて
行われました。送年会には朝
青員28人が集まり2次会､3次会
と大いに盛りあがりました。
　12月21日には多摩斑送年会
が聖蹟桜ヶ丘の《だいどころ
》で行われました。参加者は8
人集まりました。来年も今年
以上に一層頑張ろうとお酒を
片手に語り合いました。　

　12月1日、青龍会ゴルフコン
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7名で競技成績は、成重雄
氏が優勝を飾りました。コン
ペ終了後、府中の陽だまりで
忘年会を行い、美味しい料理
を食べながら楽しいひと時を
過ごしました。

　12月4日、ヘバラギ会<オン
マ達の忘年会>が府中駅南口の
<団欒　炎>にて行われました
参加者は、オンマ12名、子ど
も5名が集まりました。美味し
い料理を食べ、ワイン片手に
家事も仕事も忘れて大いに盛
りあがりました。　

　12月5日、昭島のフォレスト
イン･昭和館にて、｢西東京青
商会第5次総会｣が行われまし
た。各地域を代表する役員た
ちが50名集まり、過去3年間の
活動報告と新役員が選出され
ました。新会長には中部支部
の金伸彦氏が選ばれました。2
部の宴会は総聯本部委員長の
乾杯から始まり、歴代会長の
激励の挨拶を貰いました。第5
期活動の中心課題として、民
族教育発展事業に重点をおき
各地域の青商会を活性化する
ことを決めました。

　11月17日、12月15日、南部
支部事務所3Ｆ講堂にて<南部
同胞高齢者の日>が運営されま
した。第1回目は、13名が集ま
り今後の運営方法を話し合い
ました。第2回目は、11名が集
まり男性は朝鮮将棋を楽しみ
女性は絵手紙を書きました。
＊毎月第3水曜日にいます。
自宅まで送り迎え致します。

女盟調布分会
　女性同盟調布分会では、年
末に会員たちへの挨拶を兼ね
て分会長と役員たちが手分け
して分会会員たちを訪ね、シ
クラメンを贈りました。女性
同盟調布分会は、来年もウリ
トンネ、ウリトンポを大切に
していきたいと思います。

　12月5日、KYN西東京主催の
《～朋・豊・風～》が国立の
ライブハウスを貸し切って１
３０人の若者が集まり行われ
ました。１部では金剛山歌劇
団の公演を楽しみ、２部は宴
会とゲームなどで盛り上がり
ました。この勢いで20期朝青
活動をさらに活性化させて行
こうと決心しました。

　11月23日、フットサルクラ
ブ久米川５周年記念大会に出
場し、24チームがひしめき合
う中、予選を勝ち進み決勝戦
では、２人の退場者を出しな
がらも見事優勝しました！12
月18日には稲城の《こいけ》
で12人が集まりフットサルク
ラブ送年会が行われました。

▲

2005年西東京同胞青年成人式

２０歳を迎える同胞青年たち
を心から祝福します！

　１月８日(土)
開場時間　ＰＭ４：００

【フォレストイン昭和館】

　　参加費　成人　無料
　　父母・一般　15,000円
　　　同胞青年　7,000円

主催　在日本朝鮮青年同盟西東京本部
「アクセス」ＪＲ青梅線昭島駅下車徒歩10分

昭島駅から送迎バスがあります。

2003年度成人式の記念撮影

記念撮影　ＰＭ５：００
成 人 式　ＰＭ６：００

　2005年1月8日、毎年恒例の西東京同胞青年成人式が昭島の【フォレス
トイン昭和館】で行われます。この度、西東京地域で20歳を迎える同胞
青年たちは68名（南部地域16名）です。父母と関係者のみなさん成人式
に参加して、若き青年たちの門出をお祝いしましょう。

イベント ウリハッキョ

１月８日（土）

｢西東京同胞青年成人式」

フォレストイン昭和館

午後4時～

参加費：15,000円　

１月１６日（日）

｢南部支部役員新年会」

南部支部講堂

午前11時～　

１月１９日（水）

｢南部同胞高齢者の日」

南部支部講堂3Ｆ

午前11時～

１月２６日（水）

｢南部ゴルフ会コンペ｣

オリムピックカントリ－クラブ

午前9時現地集合

１月２８日（金）

｢朝・日新春の集い｣

立川グランドホテル

午後6時～

参加費：7,000円

２月１６日（水）

｢南部同胞高齢者の日」

南部支部講堂3Ｆ

午前11時～

　　　　

イベントへの詳しい
お問い合わせは南部同胞生活相

談綜合センタ－まで

（２００５年 １月～２月）

１月７日（金）
｢西東京朝鮮第1初中級学校
始業式｣

２月１２日（土）
｢西東京朝鮮第1初中級学校
新入生予備登校｣

２月２７日（日）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 学芸会」

毎月第4月曜日
リサイクル（廃品回収日）
ベルマ－ク、古新聞、雑誌
アルミ缶、スチ－ル缶、使用済み
乾電池等を学校に持って来てくだ
さい。

南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。よろしくお願いし
ます。

南部トンポのみなさん

発行所/西東京南部同胞生活相談綜合センタ－


