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場　所：南部同胞生活相談綜合センター
　　　  ３Ｆ講堂

対　象：日本学校に通う小学生

準備物：①えんぴつ　②消しゴム
　　　　③ノート　　④スリッパ

講　師：教員経験者

毎週土曜日午後３時～５時
* 教科書は同センターが準備します。

自宅まで送り迎え致します。

　５月２１日、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いたしました。開
講式には4名の生徒と2名の講師、関係者が参加しました。開講式で
は生徒と講師がそれぞれ自己紹介を行い、生徒たちに教科書とノ－
トをプレゼントしました。開講式に続き早速、楽しい授業を行いま
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。

　6月25日､府中市中央文化センターにて朝鮮料理教室が
行われました｡参加者は19名｡講師に女盟府中分会金純子
分会長を招き､にらのコッチョリ､なすの蒸し煮､わかめ
の冷やしスープ,豚バラの煮込みを作りました｡その後み
んなで作った朝鮮料理を食べながら交流を深めました｡

チマ・チョゴリ友の会　朝鮮料理教室

総聯結成５０周年　在日同胞大祝典
同胞感謝のマダン

関東在住の2万5千余人でにぎわう

　総聯結成50周年を祝う在日同胞大祝典が、5月29日
東京朝鮮中高級学校で行われ、関東地方の同胞2万5千余
人が参加しました。中央舞台を中心に整然と並んだ客席と
さまざまな民族料理を揃えた売店、美術作品を多数展示し
た文化会館の展示場など、会場は多くの同胞たちで賑わい
ました。祝典では、関東の学父母と学生1,200人が参加し
た総合芸術公演、ウリのど自慢競演、農楽競演、総聯の歴
史を物語る写真展、朝鮮相撲、囲碁大会、大抽選会など多
彩な行事が行われました。この度の、祝典は総聯が歩んで
きた半世紀の歴史と運動の業績と伝統を知らしめる場とな
りました。また、総聯とともに５０年の道のりを歩んでき
た在日同胞たちへの感謝の意を表する場、総聯の団結力を
誇らしげに示す大祝典になりました。

西東京朝鮮第一初中級学校 ニュ－ス

　６月３日、第１７回西東京朝鮮第一
初中級学校チャリティ－ゴルフコンペ
が富士桜カントリ－倶楽部と富士レイ
クサイドカントリ－倶楽部で同時に行
われました。当日は、２８２名のゴル
ファ－が参加し、競技を行いました。
競技終了後は、表彰式と食事会が和や
かな雰囲気の中で行われ、参加者たち
の交流を深めました。なお当日のチャ
リティ－金300万円が学校に贈呈され
ました。

チャリティ－ゴルフ

　６月１５日、アミュ－立川（市民会館）にて
６．１５北南共同宣言発表５周年を記念して金
剛山歌劇団西東京公演が盛大に行われました。
当日は、小雨の降るあいにくの天気でしたが約
１，２００名の観客が訪れ、会場は超満員にな
りました。舞台では金剛山歌劇団による華やか
で民族情緒あふれる素晴らしい公演が披露され
訪れた観客たちを魅了し感動を与えてくれまし
た。この度の公演は、在日同胞を取り巻く情勢
が厳しい中でも、祖国統一への願いを新たにし
民族性を守り、団結して豊かな同胞社会を築い
て行く大きな契機になりました。

6.15北南共同宣言発表5周年記念　金剛山歌劇団西東京公演

　

同胞高齢者の日

　

ソフトボ－ル大会

　5月15日、朝鮮大学校第2
運動場で西東京分会対抗ソ
フトボ－ル大会が行われま
した。当日は8チ－ム、200
余名の同胞たちと選手が集
まり熱戦と応援を繰広げま
した。結果、南部支部は3
戦3勝で見事初優勝を飾り
ました。

南部ゴルフ会

　5月18日、富士桜カント
リ－倶楽部にて南部ゴルフ
会コンペが行われました。
コンペには13名のゴルファ
－たちが参加し競技を行い
ました。結果、成世根氏が
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。

朝青ボウリング大会

　

サンナムル会旅行

　5月18日、6月22日＜南部同胞
高齢者の日＞が行われました。
今回、支部に来られた同胞高齢
者は9名でした。当日は健康体
操を行い、編物や囲碁、朝鮮将
棋を楽しみました。毎回送り迎
えをいたしますのでぜひ参加し
てみて下さい。
＊次回は7/27に変更しました。

　6月2日～4日まで｢南部サ
ンナムル会｣では、毎年恒例
の温泉旅行に行ってきまし
た。場所は長野県蓼科(たて
しな)温泉です。当日参加し
た24名のオモニたちは山菜
狩りを楽しみ、美味しい郷
土料理を堪能し、温泉で日
頃の疲れを癒しました。

　5月22日、立川スターレー
ンにて120人が集まり朝青西
東京ボウリング大会が行われ
ました。1部ではボウリング
大会、2部は学校のグランド
で焼肉を食べながら楽しいひ
と時を過ごしました。惜しく
も南部支部は優勝できません
でしたが来年こそ優勝できる
ようにがんばります。

2005年5月～2005年6月

e-mail ec5y-pyn@asahi-net.or.jp

２００５年 ６月３０日号（年間６回　偶数月末日発行）

西東京南部同胞生活相談綜合センター
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南部青商会 新役員紹介

  会長
権浩光（41）

  副会長
李京徳（39）

  幹事長
鄭哲（36）

第3回総会
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募集定員40名

定員に達し次第、締め切ります

お申込みの際必要な書類

①祖国訪問申請書
　(センターに設置)

②カラー証明写真２枚
　(3.5×4.5)
③外国人登録証明書の
　コピー(表/裏)

④再入国許可書
　(残存有効期限3ヶ月以上)

９月２２日（木）

１０月４日（火）
～

【特別企画】白頭山と金剛山

観光をセレクトできます。

　去る５月２８日、府中の焼肉モランボ
ンにて、南部青商会第３回総会が行われ
ました。総会には１３名の会員たちが参
加しました。総会では崔政彦会長が事業
報告を行い、続いて６名の新役員を選出
しました。総会の２部では美味しい焼肉
を食べながら、和やかな雰囲気の中で親
睦交流会を楽しみました。親睦交流会で
は、崔政彦会長をはじめとする第２期役
員たちに花束が贈られ、金龍哲副会長が
第３期役員たちに激励の言葉を送りまし
た。新役員たちは激励に励まされ第３期
の活動に意欲を見せていました。

　去る５月２８日、南部青商会第３回総会で頼もしい新役員
たちが選ばれました。新役員たちは、南部青商会結成当初か
ら先輩たちが築き上げてきた業績を引き継いで、南部青商会
をより活性化し、豊かな同胞社会を築くために寄与していく
ことでしょう。長い間、役員を務めてきた、崔政彦前会長を
はじめとする第２期の役員のみなさんお疲れさまでした。

家族みんなで楽しくキャンプ！

南部青商会ファミリ－キャンプ
日時：2005年8月6日～7日（土、日）
場所：山梨県北都留郡小菅村
　　　玉川キャンプ村 0428(87)0601
参加費：大人　7,500円
　　　　小学生以上　1,000円
集合場所：①南部支部　AM9:30
　　　　　②大国魂神社前　AM10:00
　　　　　③現地　PM1:00
＊詳しいことはチラシを見てください。

　連絡先：南部青商会 0424-86-8450

ウリエ マンナム
～ボクらの出会い～

サマ－スク－ル2005

場　所：大地沢青少年センタ－
　　　　〒194-0211
　　　　東京都町田市相原町5307-2
　　　　ＴＥＬ.042-782-3800

参加費：8,000円

主催：サマ－スク－ル2005実行委員会

お問合せ：朝青西東京南部支部
　　　　　ＴＥＬ.0424-86-8450

ニジマスつか
み取り

アボジ達がすべて準備し、サービスします

肝だめし 昆虫採集 宝探しビンゴ

企画第１
弾

イベント ウリハッキョ

７月２０日（水）
「女盟ウォーキングサークル」
長野県志賀高原

７月２４日（日）
「女性同盟南部支部
　8.15光復節60周年の集い」
 南部支部講堂3F
 午前11時～午後2時
 参加費：1,000円
＊林玉順歌手の公演を行います。

７月２７日（水）
｢南部同胞高齢者の日」
南部支部講堂3Ｆ
午前11時～午後2時

（２００５年 ７月～８月）

７月３０日（土）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 
初級部1年生　お泊り会｣

８月３０日（火）
｢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。

７月１４日（木）～７月１６日（土）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 
中級部　少年団野営｣

７月２３日（土）
｢西東京朝鮮第1初中級学校　終業式｣

７月２４日（日）～７月２６日（火）
｢西東京朝鮮第1初中級学校　
初級部　少年団野営｣

７月２８日（木）～７月３０日（土）
｢第２７回在日朝鮮初級学校
サッカ－大会」

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

NAMBU青商会 ニュ－ス

南部支部土地問題ついて
　南部同胞のみなさん

　南部支部では、近年、事務所の土地問題を円満に解決することが、重要な課題となり総

聯支部、商工会の役員を中心に『土地問題対策委員会』を発足させ、この問題解決に取組

んできました。

　『土地問題対策委員会』では、過去から現在まで南部地域の同胞のみんさんが力を合わ

せ、一生懸命築き上げ守って来た大切な同胞の財産を、今後どのように守り生かしていく

べきか、将来同胞たちにとって何が一番良い選択なのかを真剣に議論してきました。

　また、全同胞を対象にアンケ－ト調査の実施、様々な同胞たちの会合での説明、戸別訪

問による同胞への説明も行いました。

　その結果、まずは借地である土地を取得した上で、今後のことを考え議論していこうと

いう結論に達しました。

　そして２００３年１２月１７日に金融機関からの借入金により１，２００万円で土地を

購入しました。

　『土地問題対策委員会』では、借入金をどのような方法で返済するかを最重要課題とし

て、同胞のみなさんと共に議論しながら問題解決に取組みました。

　その結果、購入した土地のうち１０坪を８５０万円で売却し返済にあて、残りの残金を

同胞たちの善意の寄付金と各分会、商工会、朝青、女性同盟、青商会からの援助金をいた

だき返済しました。

　これによって南部支部は長年の懸案事項であった土地問題を円満に解決し、６８坪の土

地を同胞の大切な財産として確保することができました。

　南部同胞のみなさん

　『土地問題対策委員会』は、私たち在日同胞を取り巻く環境が依然として厳しい中、土

地問題を円満に解決するためにご尽力くださったすべての同胞のみなさんと各分会、商工

会、朝青、女性同盟、青商会に対し心からの感謝と敬意を表します。

　南部支部では、今後、確保した土地と事務所を同胞たちの大切な財産として有効利用し

ながら守り続けていきたいと思っています。

　これからも同胞のみなさんの暖かいご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。　

『南部支部土地問題対策委員会』

　　２００５年６月３０日

発行所/西東京南部同胞生活相談綜合センタ－


