
西東京朝鮮第１初中級学校 ニュ－ス

　2月27日、第47回西東京朝
鮮第一初中級学校学芸会が多
摩社会教育会館大ホ－ルで行
われました。発表会では生徒
たちが日ごろ練習に励んでき
た様々な文芸作品が演じられ
ました。発表会には父母たち
をはじめとする約500人の同
胞が集まり盛大な応援と拍手
を送りました。

 2月12日､西東京朝鮮第
一初中級学校で2005年度
新入生の予備登校が行われ
ました。24名の新入生が
集まり体験授業を行いまし
た。また新入生の父母たち
に入学式の案内、入学の準
備事項などの説明がありま
した。入学式は4月2日です。

新入生予備登校 第４７回学芸会

チマ・チョゴリ友の会　ニュ－スチマ・チョゴリ友の会　ニュ－ス

　1月27日、西東京朝鮮第一初
中級学校講堂にて新年会をかね
た｢新年会＆つどいご苦労さん会｣
が行われました。当日は45名の
参加者が集まり、朝鮮学校教員
たちとオモニ会会員たちとの交

アボジ、オモニ２０年間
コマッスンミダ。成人と
して自覚を持ってがんば
っていきます。これかも
よろしくお願いします。

 1月8日、昭島のフォレスト・イン昭和館にて200
5年西東京同胞青年成人式が盛大に行われました。
当日は新たに大人の仲間入りをした新成人３７人
を祝うため約１４２人の父母や青年達が訪れ大賑
わいでした。南部支部からは14人の成人が参加し
ました。１部の成人式では記念撮影、記念品の贈
呈、成人代表の決意表明等が行われ、２部の宴会
では会食をしながら成人達が準備した公演、各支
部対抗のゲームや大抽選会で終始盛り上がり笑い
の渦となりました。成人を迎えたトンム達本当に
おめでとう！！ 新年会＆朝鮮文化とふれあうつどいご苦労さん会

流、親睦を深めました。また友情出演をして下さった｢グ
ループ多摩じまん｣の感動的な公演と美味しい料理、お
酒を堪能しながら楽しいひとときを過ごしました。

朴奎樹トンム（府中在住）

南部同胞高齢者の日

朝・日新春の集い
フットサル大会出場 朝青スキー旅行

南部ゴルフ会

ウォーキングサークル支部役員新年会 南部青商会新年会調狛分会新年会

土曜児童教室

　1月16日、支部講堂にて
2005年役員新年会が行われ
ました。新年会には14名の
役員が参加し｢8ヶ月運動｣
の中間総括と5月までの事
業計画について協議決定し
ました。また、宴会では七
輪焼肉を美味しく頂き、親
睦を深めました。

　1月24日、女盟ウォーキング
サークルのメンバ－10人が多
摩境を散策し、天然温泉｢いこ
いの湯｣に行きました。また2
月21日には、高尾山に登りま
した。次回の予定は、3月14日
です。場所は未定です。参加
希望者は女盟南部支部までご
連絡下さい。

　1月28日、2005年朝･日新春
の集いが行われました｡参加者
は104名｡(同胞52名)立川三労
会館で行われた1部では、講演
会が行われその後、場所を立
川グランドホテルに移し、2部
の宴会が行われました。宴会
では、日本民謡や朝鮮大学生
の文化公演が行われました｡朝
･日関係が複雑な情勢の中で意
義深い集いとなりました｡同日
調布市文化会館にて、社民党
調布支部新年の集いが行われ
南部支部の役員が参加し、交
流しました。

　2月6日に町田フットサルス
テージで行われたPivo! 
Champion's Cup東京予選に出
場しました。予選リーグで1勝
1敗1分けと惜しくもリーグ敗
退となりました。めげること
なくこれからも練習に励んで
頑張っていこうと思います。
応援よろしくお願いします！
部員、マネージャーを募集中
です。初心者も大歓迎です。

　1月22日、国分寺駅前の｢焼
肉梨花苑｣にて南部青商会新年
会が行われました。参加者は8
名です。今年最初の親睦会な
のでお互いに新年の挨拶をか
わし、楽しい時間を過ごしま
した。また、南部青商会総会
についていろんな意見がかわ
され、役員選出から活動内容
まで幅広く話し合いました。
少し飲みすぎましたが今後の
青商会活動に弾みをつける良
い契機になりました。

　1月19日、2月23日、南部支
部講堂にて<南部同胞高齢者の
日>が運営されました。第3回
目は、10名が集まり、第4回目
は、7名集まりました。集まっ
た同胞高齢者たちは絵手紙や
編物、朝鮮将棋、読書など様
々なことを楽しみながら有意
義な時間を過ごしました。
次回は3/16、4/20です。

　2月19日～20日に朝青スキー
スノボー旅行が1泊2日で新潟
県妙高高原赤倉温泉にて行わ
れました。スキー旅行には13
名の青年たちが集まり、２日
間にかけてスキーやスノボー
を楽しみました。夜は温泉に
つかり宴会で盛りあがりまし
た。これからも季節に合った
いろんなイベントを開催して
いきたいと思います。

　2月12日と26日に、南部支
部土曜児童教室が行われまし
た。受講生は日本学校に通う
小学生2名です。講師は南部
支部在住の東京朝高生4名が
務めています。同教室は毎月
第2、第4土曜日に南部支部講
堂にて3時から開いてます。
受講生は、毎回一生懸命朝鮮
語を習っています。是非一度
同教室に参加してみてくださ
い。

ＫＯＲＥＡ ＦＣ

　2月5日、調狛分会新年会が
焼肉アンフィニで行われまし
た。参加者は大人11名と子ど
も6名です。新年会は、崔洪基
分会長の乾杯で始まり、美味
しい焼肉を食べながら親睦を
深めました。また参加者たち
は久しぶりに分会のつどいが
行われたので今年の分会活動
について話に花を咲かせまし
た。　

　2月23日、オリムピックカン
トリ－クラブにて今年最初の
南部ゴルフ会コンペが行われ
ました。参加者は16名（4組）
でした。競技の結果、朴守福
氏が見事優勝を飾りました。
コンペ終了後は、国分寺の焼
肉梨花苑で美味しい焼肉を食
べながら表彰式と交流会を行
いました。　

２００５年１月～２月
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「ＮＡＭＢＵ」編集部

　2月9日、埼玉スタジアム2002ではサッカ

－ワールドカップアジア最終予選の初戦

が行われた。朝鮮民主主義人民共和国は

１次予選を１位で突破し、今回の最終予

選は初戦で日本と戦った。試合の当日会

場周辺は過剰なまでの厳重な警備が行わ

れていた。一般的にはスポーツに政治を

持ち込むのはよくないと言われるが、日

本のマスコミは拉致問題に絡んで連日朝

鮮に対する政治的な報道を繰り返し、今

回の試合とリンクさせ、朝鮮チ－ムに対

する過剰な反応をあおった。会場に到着

し、朝鮮サポーター席へと足を運んだ。

びっしり埋めつくされた５万人の真っ青

な日本サポーターの迫力に正直びっくり

したが、その反面人数では１０分の１し

かいない真っ赤に染まった朝鮮サポータ

ー席にいると、不思議と何も怖いものが

なくなりむしろ興奮してくるのはやはり

内に秘められた民族性なのかと思った。

自国の応援ということもあるが、過去に

数回日本で行われた試合と比べてみると

近年日朝間の政治的な問題が複雑になっ

ている中で、行われる今回の試合の方が

応援により一層熱が入る気がした。日朝

間の複雑な情勢の中で、朝鮮代表が日本

に来て日本代表と試合をする姿は本当に

在日同胞に力と元気を与えてくれる。ま

た、在日同胞から２人も代表に選ばれた

ことは本当にうれしいことだ。いままで

こんな光景があっただろうか。応援をし

ながらなに感動したのは今日、世代交代

が進むにつれて若者の中で民族性が薄れ

てきているというと言う話しをよく耳に

するが応援に来ていた学生や若者たちが

試合中、声を合わせ勝利の為に応援して

いる姿や朝鮮チームが１点を入れ同点と

すると隣の席に座っている見知らぬ同胞

同士が抱き合いながら大喜びしている姿

だった。やはり朝鮮民族の血が騒ぐのだ

と思った。試合は１点ビハインドで向か

えた後半１６分途中出場の南成哲選手が

値千金の同点ゴールを叩き込んだ。その

後決して守りには入ることなく、逆転を

狙う朝鮮チームだが残り試合時間ロスタ

イムに入った瞬間誰もが勝ち点１を疑わ

なかったと思う。しかし無情にもボール

は朝鮮チームのゴールへと吸い込まれて

いった。試合前、日本のテレビやマスコ

ミはこぞって朝鮮チームを〈謎のベール

に包まれたチーム〉と報道していたが１

２年ぶりに厚いベールを脱いだ朝鮮チー

ム。FIFAランキングも何のその、日本と互

角の戦いを繰り広げ、最後まで苦しめた

ことは同胞たちにも勇気と希望を与えた

に違いない。また試合が終了し、グラウ

ンドでは朝鮮の選手たちが日本代表選手

とお互いの健闘をたたえあい握手する姿

や、日朝両サポーターも帰り道直接接す

ることは無かったがお互いに手を振りあ

う場面を見ていると朝鮮と日本は現在政

治的には様々な問題を抱えているがスポ

－ツ交流や民間レベルでの交流を深めて

いけば必ず良好な両国関係を築いていけ

ると思った。今回、安英学選手、李漢宰

選手の存在も大きかったと思う。彼らが

日本のマスコミにたびたび登場し、立派

にインタビュ－に答えコメントしたこと

は、在日同胞には夢と希望をあたえ日本

人には在日同胞の存在をきちんとアピ－

ルする良い機会になったと思う。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

発行所/西東京南部同胞生活相談綜合センタ－

イベント ウリハッキョ

３月２日（水）～５日（土）
｢南部商工会　確定申告」
南部支部３F講堂
午前10時～午後4時　

３月１４日（月）
｢女盟ウォーキング」
場所、時間未定

３月１６日（水）
４月２０日（水）
｢南部同胞高齢者の日」
南部支部講堂3Ｆ
午前11時～　

３月２４日（木）
｢ハナ信組立川支店感謝デ－」
ハナ信組立川支店
午前9時～午後4時

３月２７日（日）
｢日校在学西東京学生会
第一回文化公演｣
＜ウリヌン　ハナ＞
西東京朝鮮第一初中級学校　講堂
午後3時　開始
大人:1,000円　小人:500円

３月２７日（日）
｢西東京青商会つぼみカップゴルフ」
昭和の森ゴルフコ－ス
募集人数：10組（40名）
参加費：25,000円

４月１０日（日）
｢南部同胞お花見会｣
府中郷土の森前多摩川河川敷
午前11時30分集合
参加費：1,000円

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 ３月～４月）

３月１３日（日）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 卒業式｣

３月２３日（水）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 終業式｣

４月２日（土）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 入学式」

４月６日（水）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 始業式」

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

2005年度（平成16年分）《確定申告》のお知らせ

各税務署の確定申告受付期間は、2月16日～3月15日までです。

受付時間は、午前10時～午後4時までです。
必ず事前に日時の予約をしてください。

確定申告受付場所
南部支部事務所３階講堂

確定申告に関するお問い合わせは、南部商工会までご連絡ください。

新春を迎え、本格的な景気回復が望めぬまま厳しい環境のもと
で確定申告の時期を迎えることになりました。南部商工会では
今年も確定申告業務を円滑・的確に処理し、さらに私達同胞商
工人の企業権擁護のため、積極的に努力して参りますのでよろ
しくお願いいたします。

南部商工会の確定申告受付日程

春だ！ 花見だ！ コンノリだ！春だ！ 花見だ！ コンノリだ！
昨年の南部支部お花見会より

南部支部南部支部

４／１０（日） 場　所：府中郷土の森前多摩川河川敷

午前11時30分～午後2時 ※雨天順延（4月17日）

南部同胞のみなさん家族そろってお花見
を楽しみましょう。

参加費：大人1,000円
　　　　子供無料（中学生以下）

結婚式

鄭　　勇トンム （朴政子氏 次男）
江田陽子さん （江田光雄氏 次女）

厳達成トンム （厳翼朝氏 長男）
李勝美トンム （李京石氏 長女）

金明哲トンム （金成徳氏 長男）
姜栄春トンム （姜仁美氏 三女）

４月２３日（土）正午

ロッテプラザ

３月２１日（月）正午

ロッテプラザ

３月６日（日）正午

京王プラザホテル

　南部土曜児童教室を開講しています。
土曜児童教室とは、日本学校に通う児童
たちに朝鮮語を教えたり、朝鮮の歴史や
文化に楽しくふれてもらう教室です。日
本学校に通う児童のみなさん、ぜひこの
機会に朝鮮の言葉や文字、歴史や文化を
楽しく学んでみませんか？　

日　時：毎月第2、第4土曜日　午後3時～5時

場　所：南部支部講堂（3階）

講　師：朝鮮大学、朝鮮高校生

対象者：日本学校に通う小学生

受講料：無料

南部土曜児童教室
　　　開講中！！

愛校運動にご協力を！

女
性
同
盟
調
布
分
会

　毎年、女性同盟調布分会では愛校
活動の一貫で西東京朝鮮第一初中級
学校にトイレットペーパーを寄贈し
ています。分会委員が同胞の家を訪
問しますのでリサイクルなどでトイ
レットペ－パ－を集めてください。
また、近隣の同胞たちにも呼びかけ
て活動を広げていければ幸いです。
人手不足なので南部支部まで持って
来れる方は支部に届けてください。
ご協力お願いいたします。


