西東京南部同胞生活相談綜合センター
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卒業式

３月１３日､西東
京朝鮮第一初中
級学校で卒業式
が行われました。
初級部 23名、中
級部 29名が卒業
し、集まった在学生、学父母、同胞た
ち約 200名に祝福されました。

公開授業･教育会総会
4月 29日、同校の公開授業が
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、生徒達の授
業風景を熱心に見守りました。
また、授業終了後、教育会総会
が行われ、2005年度新役員が選
出されました。

南部支部同胞

寡且戚乞績
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初級部第 58期
中級部第 47期

２００５年 ３月〜４月

今年も２９名の元気な子どもたちがウリハッキョに入学しま
した︒︵南部地域４名︶トンポのみなさん未来を担うかわいい子
どもたちをヨロシクお願いします︒※南部青商会から４人の新
入生に制服とリュックサックをプレゼントしました︒

西東京朝鮮第一初中級学校ニュース

﹁２００５年度入学式﹂

２００５年 ４月３０日号（年間６回 偶数月末日発行）
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女盟ウォーキングサークル

南部同胞高齢者の日

3月14日､女盟
ウォーキングサ
ークルのメンバ
−9人が青梅を散
策しました。ま
た4月18日には、高尾山に登り
ました。町田の城山湖を散策
しました。次回の予定は、5月
9日です。場所は高尾山です。

調・狛分会食事会
3月26日、つつじヶ丘の＜沖
縄料理ぎま＞にて調・狛分会
の食事会がありました。集ま
った15名の同胞たちは久しぶ
りの分会モイムを楽しみなが
ら親睦を深めました。また、
沖縄料理を食べながらこれか
らも分会活動を盛り上げて行
くと共に家族ぐるみの付き合
いを大切にしていこうと話し
合いました。

3月16日、4月20日に＜南部
同胞高齢者の日＞が行われま
した。今回、支部に遊びに来
られた同胞は12名でした。当
日は健康体操を行い、美味し
い昼食を食べました。送り迎
えをしますのでぜひ参加して
みて下さい。＊毎月第3水曜日

朝青フットサルクラブ

日校学生会文化公演

3月27日、西東京朝鮮第１学
校講堂で第１回西東京日校学
生会文化公演《ウリヌン ハ
ナ〜はじめの一歩〜》が行わ
れました。西東京学生会の存
在をみんなに知ってもらうた
め何ヶ月もかけて公演の準備
をしてきた学生会のトンム達
が舞台ですばらしい公演を披
露し、当日、集まった約120人
の観客達を感動させました。

朝青卒業生祝賀モイム
4月2日、今年、高校を卒業
した南部地域のトンムたちを
お祝いしょうと府中にある居
酒屋に南部支部朝青員たちが
10人集まりました。祝賀モイ
ムには卒業生４人が参加し終
始楽しい雰囲気で宴会が行わ
れました。

4月24日、ＭＦＰ千住で《第
４回 関東朝青杯》が行われ
ました。大会では関東の朝青
員で構成された１６チームが
熱戦を繰広げ、我がチームは
大会Ｖ３を目指し予選リーグ
と決勝トーナメントを順当に
勝ち上がりましたが惜しくも
決勝で敗れ準優勝でした。

青商会つぼみカップ

3月27日、昭和の森ゴルフコ
ースにて西東京青商会第5回つ
ぼみカップが行われました。
参加者は37名。晴天にも恵ま
れ、楽しい一日を過ごしまし
た。集まった収益で西東京第
１、第２、東京第９学校の新
入生に制服とリュックサック
をプレゼントしました。

期間３月２日〜５日

寒い冬が過ぎ︑暖かい春を迎え南部支部
では４月１０日︑毎年恒例のお花見会 寡
(
且戚 を
)行いました︒春うらら天候にも恵
まれ︑１０７人の同胞が集まり︑七輪を囲
み美味しい焼肉を食べながら︑楽しいひと
時を過ごしました︒お花見会では今年ウリ
ハッキョに入学した新入生の紹介やチャン
ゴのリズムに合わせて朝鮮民謡を歌いオッ
ケチュムを踊り︑盛りあがりました︒一世
のオモニたちの歌声は多摩川の土手に響き
渡り集まった同胞たちも宴会を楽しみまし
た︒集まった同胞はもちろん花見に来た日
本の人たちも大喜びでした︒

南部商工会確定申告業務円滑に推進

南部同胞商工人たちは、今年も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ました。南部商工
会ではこのような状況の中で同胞商工人の企業権擁護のため今
年も48件の確定申告を受付け、円滑に処理しました。南部商工
会は、これからも同胞商工人の企業権擁護と経営アドバイザ−
として全力を尽くしていきたいと思います。同胞商工人のみな
さん！税務の相談は朝鮮商工会にお任せください。

発行所/
西東京南部同胞生活相談綜合センタ−

この度、南部同胞生活相談綜合センターでは南部地域の日本学校
に通う小学生を対象にハングル教室を開講することになりました。
同教室ではハングルの読み書きや歌などをまじえた楽しい授業を
行います。父母のみなさん、小学生のみんな、是非この機会に朝鮮
の言葉や文字、文化を楽しく学びましょう。
場 所：南部同胞生活相談綜合センター

３Ｆ講堂
開講式：５月１４日（土）
午後３時〜
対 象：日本学校に通う小学生
講 師：教員経験者
準備物：①えんぴつ ②消しゴム
③ノート
④スリッパ

毎週土曜日午後３時〜５時

（お問合せ先）
南部同胞生活相談綜合センター
*教科書は同センターが準備します。 調布市上石原３−５６−１７
ＴＥＬ ０４２４‑８６‑８４５０
自宅まで送り迎え致します。
ＦＡＸ ０４２４‑８６‑８４５１

西東京朝鮮第一初中級学校チャリティ−ゴルフコンペ
●優勝賞品（各コ−ス）
●オーストラリアペアー旅行
●その他国内外旅行等豪華賞品を多数用意
‑ リ−倶楽部＆富士桜カントリー倶楽部
富士レイクサイドカント

６／３（金）

参加費：28,000円
（プレ−費、チャリティ−費、昼食代、ワンドリンク、パ−ティ−費を含む）
申込み〆切：５月９日（月）
連絡先：西東京朝鮮第一初中級学校教育会 朴一用
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後援：西東京商工会・西東京青商会・アボジ会・オモニ会

主催：西東京朝鮮第一初中級学校

「南部同胞高齢者の日」
昨年11月から始めた｢南部同胞高齢者の日｣も
様々な難関をクリアし、第３水曜日に定例化す
ることができました。介護保険の勉強会や絵手
紙、朝鮮将棋、健康体操など楽しく行っており
ます。同胞高齢者のみなさん春の陽気に誘われ
てぜひ一度遊びに来て下さい。(スタッフ一同)

毎月 第３水曜日 午前１１時〜午後2時
南部同胞生活相談綜合センタ−３Ｆ
次回は５月１８日（水）、６月１５日（水）です。

※本格的な健康体操を始める予定です。

愛校会

3月16日､日本の島根県議会は「竹島の
島根県編入100周年記念｣と銘を打って2月
22日を｢竹島の日｣と制定する条例を可決
した｡植民地支配によって朝鮮に災難と不
幸をもたらした日本が､誠実に謝罪し補償
しようとせず､再び朝鮮民族の尊厳と自主
性を侵害したことに対し義憤を禁じえな
い｡独島が先祖伝来からわが民族の固有の
土地であることは､すでに歴史的に国際法
的に証明されている事実である｡独島が約
1500年前の新羅時代に朝鮮の人々により
鬱陵島とともに開拓されてから高麗､朝鮮
王朝の領土として引き続き存在した事実
は｢三国史記｣｢高麗史｣｢李朝実録｣｢世宗実
録地理志｣など朝鮮の数多くの国家文献と
歴史資料に記録されている｡そればかりで
なくこの事実は日本側の史料にも多く見
られる｡1696年1月､日本の江戸幕府が鬱陵
島および独島が朝鮮の土地であることを
認めて日本人の鬱陵島水域への出入りを
禁じたことや1877年3月20日､明治政府の
太政官であった岩倉具視が内務省に鬱陵
島と独島は｢本邦(日本)と関係のないもの
と知るべきだ｣と下達した指令などは日本
が独島を朝鮮の領土として認めていたこ
とを示している｡また壬辰倭乱(1592年)の
時､倭将の軍事作戦地図や1785年に江戸時
代の朝鮮八道之地図､1896年に日本外務省
が発行した図書などは独島が朝鮮固有の
領土であることを実証している｡日本は「
竹島」編入に関する｢島根県公示｣第40号
(1905年)を｢竹島領有権｣の根拠としてあ
げているが､これについていえば長年独島
への侵犯行為を繰り返していた日本に対
し朝鮮王朝が近代国際法に沿って独島が
朝鮮固有の領土であることをあらためて

サンナムル会

公式に明らかにした勅令第41号(1900年10
月25日公布)を無視し､日本が朝鮮を強制
的に植民地化する過程のなかで一方的に
公布したものである｡このように当時、日
本はすでに国際法による朝鮮の勅令が存
在するにもかかわらず｢島根県公示｣なる
ものを作り出したがこれを朝鮮にはもち
ろん日本国民と国際社会にも通達してい
ない｡戦後日本は｢独島領有権｣は敗戦後も
引き続き維持されたと主張しているが､こ
れは事実を甚だしく曲げた詭弁である｡敗
戦国日本に対して連合国が発表し日本が
署名した1945年の｢ポツダム宣言｣第8項で
は｢日本国の主権は本州､北海道､九州およ
び四国ならびに吾らの決定する諸小島に
局限せらるべし｣と規定された｡諸小島の
範囲については､その後連合国最高司令部
の覚書第677号(1946年1月29日付)で日本の
主権が及ぶ島が具体的に明記されること
によって朝鮮の鬱陵島､独島､済州島は日
本主権が及ばない地域の島であることが
確定された｡このように植民地支配の歴史
わい曲､過去の清算拒否に引き続き､今回
の｢独島領有権｣主張も朝鮮民族の尊厳と
主権に対する重大な侵害行為である｡また
日本の右傾化､軍事化に利用しようとして
いるものだ。今年は｢乙巳五条約｣強要か
ら100年を迎える年である｡朝鮮を植民地
化し謝罪と補償を誠実に行わず今日再び
朝鮮に対する侵略と支配を企む日本の反
動勢力の行為を決して許してはならない｡
日本は歴史わい曲と領土拡張の野望を捨
て朝鮮解放60周年にあたる今年こそ､過去
の問題の総決算に誠実に応じなければな
らない。
「ＮＡＭＢＵ」編集部

独島は朝鮮固有の領土

南部児童ハングル講座

開講

２泊３日

温泉旅行

蓼科温泉(親湯)

６/２(木)〜４日(土)
参加費：32,000円(７食付)
出発集合：①調布伊勢丹前
午前８：３０
②府中大国魂神社 午前９：００
募集：定員２８名まで
５/１５(日)まで申込み順にて〆切です。
また、キャンセル料金あります。
主 催：南部サンナムル会
会長 李丙順０４２４(８２)０４３２

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 鄭 勇トンム（朴政子氏 次男）
新婦 江田陽子さん（江田光雄氏 次女）
３月６日挙式
新郎 金明哲トンム（金成徳氏 長男）
新婦 姜栄春トンム（姜仁美氏 三女）
３月２１日挙式
新郎 厳達成トンム（厳翼朝氏 長男）
新婦 李勝美トンム（李京石氏 長女）
４月２３日挙式

（２００５年 ５月〜６月）
イベント
５月９日（月）
｢女盟ウォーキング」
高尾山
５月１４日（土）
「南部児童ハングル講座
開校式」
南部支部講堂3Ｆ 午後3時〜
５月１４日（土）
｢高麗郷野遊会」
西武線高麗駅前広場
午前10時15分集合
５月１５日（日）
「西東京分会対抗
ソフトボール大会」
朝鮮大学校 第2運動場
午前9時〜

５月１８日（水）
｢南部ゴルフ会コンペ」
富士桜カントリ−倶楽部
午前7時40分集合
募集定員5組‑20名
５月２１日（水）
｢女盟西東京４月会講演会」
立川市女性総合センター
午前10時〜
参加費：500円
５月２２日（日）
｢朝青西東京支部対抗
ボーリング大会｣
立川スターレーン
午後3時 開始
大人:1,000円 小人:500円

ウリハッキョ
５月２９日（日）
｢総聯結成50周年同胞大祝典」
東京朝鮮中高級学校
午前10時 受付開始
５月３１日（火）
｢西東京愛国運動沿革史出版
記念会＆功労者慰労会」
西東京朝鮮会館3Ｆ
６月１５日（水）
｢金剛山歌劇団 西東京公演」
アミュー立川（立川市民会館）
午後6時開場 6時30分開演
Ｓ席 5,000円
Ａ席 3,000円
お問い合わせは南部同胞生活相談
綜合センタ−まで

５月２日（月）〜５日（木）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 休校｣

南部トンポのみなさん

６月３日（金）
｢第17回チャリティーゴルフコンペ｣
＊同上ご案内参照

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。

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。

