
チマ・チョゴリ友の会　ニュ－ス
　7月19日、チマ・チョゴリ友の会のメンバ－3人が西東京朝
鮮第一初中級学校を訪問しました。教育会会長と面談し、学校
の運営状況とこれからの課題について話し合いました。チマ友
はこれからも朝鮮学校と力を合わせて朝鮮学校と学生をサポー
トして行くために頑張っていきます。
　☆第７回朝鮮文化とふれあうつどい＆フリーマーケットは
　　１１月２７日（日）です。

南部ゴルフ会

　7月13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8名が参加しゴルフ
の腕前を競い合い見事、朴
在運会長が優勝を飾りまし
た。コンペ終了後は府中の
居酒屋陽だまりで表彰式と
食事会を楽しみました。

トラジモイム

　7月27日、｢南部同胞高齢者
の日｣が行われました。今回
の参加者は12人でした。当日
は今後の運営方法や敬老会に
ついて話し合いました。また
｢南部同胞高齢者の日｣を「ト
ラジモイム」と名づけること
にしました。その他囲碁など
趣味を楽しみました。70歳以
上の同胞のみなさん敬老会で
会いましょう。

サマ－スク－ル　2005

　8月8日～10日、町田市大地
沢青少年センターにて＜ウリ
エ　マンナム～ボクらの出会
い～＞が行われました。東日
本の日校生と関係者約350人が
参加し、民族体験教室やフォ-
クダンス、班別討論など最高
の2泊3日を過ごしました。参
加したトンム達は地域学生会
を盛り上げるために頑張って
いこうと決意しました。

夏期社会実習

　7月26日～8月6日まで南部
支部に住んでいる朝大生、
朝高生3名による夏期社会実
習が行われました。社会実
習では日本学校に通う小学
生を対象とした夏期学校や
同胞との座談会、川遊びの
行事にも参加したくさんの
ことを学びました。

朝青花火大会

　7月23日、調布市花火大会
の日に朝青のトンムたち20
人が南部支部の屋上に集ま
りました。この日、朝青ト
ンムたちは夜空に舞い上が
る美しい花火見物を楽しみ
ました。また美味しい焼肉
を食べながら親睦と交流を
深めました。

通信

　「背郊虞奄」（ひまわり）は南部地域の

若いオモニ達のネットワ－クを広げよ

うと結成された地域の親睦会です。

　「背郊虞奄」は若いオモニ達が日ごろ

子育てや家庭での悩みなどをお互いに

打ち明け相談しあう格好の場です。

　7/25には歌のリズムに合わせたリト

ミックを行い(写真左)、 8/25には子ど

もたちとプールに行きました。

　南部地域の若いオモニ達！自分一人

で悩まずにぜひ「背郊虞奄」に参加して   

日頃のストレスを発散してみません

か？

　毎月1回多様な集りを開いています

ので気兼ねなくご参加ください。 

　このたび役員を交代しました。

　新役員は金香淑、国本史子さんです。

　よろしくお願いします。

　旧役員の梁純和、申由鉉さんお疲れ

さまでした。

若いオモニたちのネットワ－ク

背郊虞奄（ひまわり）

連絡先：金 香 淑 0422-46-2489

<戚愷奄馬切推>を歌ったリトミック

国本史子 042-336-2289

子育てについての勉強会

　7月17日、「朝青南部支部フット
サルクラブ」のメンバ－が武蔵五
日市の川遊びに出かけました。川
遊びには18人のメンバ－が集まり
ました。若者たちは川に飛び込ん
だり泳いだりと川を満喫していま
した。昼食は恒例の七輪を囲み美
味しい焼肉を食べながら楽しいひ
と時を過ごしました。

　今年も猛暑の中、南部支部
では8.15祖国解放60周年を記
念して7月24日、南部支部講堂
で女性たちが記念行事を行い
ました。女性の集いには1世か
ら子どもまで51名の同胞が参
加し手作りの料理を食べなが
ら楽しいひと時を過ごしました。
宴会では林玉順歌手の美しい
歌声が披露されチャンゴに合
わせてオッケチュムの輪が広
がりました。その中でも60～
70代のオモニたちのパワーあ
ふれる姿に参加者たちは日本
で生きる朝鮮民族としての意
地と誇りを感じました。行事
では林玉順歌手のＣＤが販売
され売上の一部を西東京朝鮮
第一初中級学校に寄付するこ
とになりました。

朝青フットサルクラブ川遊び 祖国解放60周年 女性の集い

西東京朝鮮第一初中級学校 ニュ－ス

　７月２８日～３０日まで第
２７回在日朝鮮初級学校学生
中央サッカ－大会が静岡県裾
野市で行われました。過去に
も優勝経験のあるウリハッキ
ョは今年も強豪チ－ムを相手
に健闘した結果２部の３位と
なりました。これからもチビ
ッコ達に多くの声援を送って
ください。

　初級部は神奈川県このまさわ
キャンプ場、中級部は岐阜県土
岐少年自然の家で少年団野営が
行われました。野営では学校生
活の中で発揮してた団結力を生
かし、起床から自炊まで学生達
の力で行い、いい思い出を作り
ました。また、中級部は愛知万
博も見学に行きました。

少年団野営 初級部サッカ－大会

e-mail ec5y-pyn@asahi-net.or.jp
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スタ－ト

健康と美容のために、みんなで始めましょう！

毎月２回（第１、第４水曜日）

場  所：南部支部3Ｆ

時  間：午前10時30分～
　　   午後12時30分

月会費：2,500円

講師：李菊枝さん（太極拳1級）

元金剛山歌劇団舞踊家であり
現在は太極拳の講師として活
動しています。

オッケチュム＆太極拳教室

－お知らせ－

　西東京同胞生活ネットワ－クで
は南部地域はもちろん西東京地域
の様々な情報や同胞の生活と権利
に関する情報をインタ－ネットの
ホ－ムペ－ジで公開しています。
同胞のみなさん是非アクセスして
みてください。ご意見、ご要望を
お待ちしています｡よろしくお願
いします。

http://www.m-net.ne.jp/̂nseikatu/

結婚披露宴

曺成道トンム （曺一男氏 長男）
金順愛トンム （全粉玉氏 ニ女）

１０月２日（日）ＰＭ１２：３０

京王プラザホテル

9／10（土）アミュー立川
開場１４：００　開演１４：３０

主　催：ウリ文化サークル発表会

　　　　｢ハナ(ひとつ)｣実行委員会

事務局：同胞生活ネットワーク

　　　　昭島市東町２－４－１２　

　　　　０４２（５４２）２７７７

駐車場は
ありません。

第2回西東京文芸発表会

イベント ウリハッキョ

９月１０日（土）
「第2回西東京文芸発表会」
アミュ－立川
午後2時30分開演

９月１１日（日）
「ウリ民族フォ－ラム2005」
 京都-同志社大学ホ－ル
 午後12時30分～6時
 
９月１４日（水）
｢西東京商工会Ｂ・Ｐ杯ゴルフ」
レイク相模カントリ－クラブ
午前8時集合
参加費：20,000円

（２００５年 ９月～１０月）

９月２５日（日）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 運動会｣
午前9時 

１０月３０日（日）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 バザ－｣
午前11時

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。

９月１８日（日）～９月１９日（月）
｢朝青中央体育祭｣
東京朝鮮中高級学校
午前9時

９月２１日（水）
｢南部同胞敬老会｣
多摩境「いこいの湯」
午前10時30分集合
参加費：無料

９月２２日（木）～１０月４日（火）
｢西東京同胞祖国訪問団｣

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

南部同胞敬老会

南部地域の70歳以上の同胞を無料招待いたします。

場　所：多摩境 天然温泉「いこいの湯」

 町田市小山ヶ丘1-11-5
 042-797-4126

準備物：着替え、タオル、バスタオル
　　　　　　　　（レンタル有料）

※ご希望の方は送り迎えいたします。

午前10時30分 現地集合

祖
国
解
放
六
十
周
年
を
向
え
て

「ＮＡＭＢＵ」編集部

　今年、2005年は祖国が日本の植民地支

配から解放された、光復60周年の節目の

年である。1905年のいわゆる「乙巳保護

条約」に始まる40年間の植民地時代に朝

鮮人民は、義兵闘争、愛国啓蒙運動、3.1

独立運動、光州学生運動、そして抗日武

装闘争へと絶え間なく闘いつづけた。こ

の祖国解放を目ざす戦いは、世界史にほ

とんど類例のない、民族解放闘争であっ

た。しかし、祖国解放は、アメリカが南

朝鮮に軍政（もともとは戦時に占領軍が

占領地でおこなう行政）をしくことによ

って、分断の歴史の始まりとなってしま

った。しかしながら、2000年6月15日の北

南共同宣言発表以後、祖国統一の気運は

信じられない程の速さで、一気にもり上

がった。光復60周年を迎えて、平壌で開

かれた「6.15統一大祝典」につづいて、8

月14日から17日まで、北と南そして海外

の代表による自主、平和、統一のための

「8.15民族大祝典」がソウルで開催され

た。この祝典は60年に及ぶ分断の歴史上

はじめて、北と南の政府当局の代表が一

同に会した記念すべき祝典であった。北

は金正日国防委員長の意を体して、朝鮮

労働党の書記でもある祖国平和統一委員

会副委員長金己男団長が出席し、南は盧

武鉉大統領の側近中の側近である鄭東泳

統一部長官が出席した。「8.15民族大祝

典」に参加した北側代表団はソウル到着

直後、朝鮮戦争戦死者たちが安置されて

いる国立墓地「顕忠院」を訪れた。朝鮮

戦争で死んだ南の兵士らがまつられた国

立墓地に北の人物が参拝するのはもちろ

ん初めてだ。金己男団長らは8月16日には

国会を訪れ議員らとの昼食会に臨んだが

これも初めてのことだ。「8.15民族大祝

典」の開幕式で祝賀演説した金己男団長

は「わが民族同士の烽火を高く掲げ統一

された富強祖国を建設するために前進し

よう」と述べた。また、鄭東泳団長は「

歴史は、我々の手で政治的運命を決定し

それに基づいて平和を実現して統一を達

成する堂々たる自尊・自主統一国家を建

設することを求めている」として、本格

的に分断と停戦状態を清算し、朝鮮半島

の平和体制を築くために努力を始めるべ

きだと語った。統一の幕開けを告げる「

8.15民族大祝典」では「7千万同胞に送る

アピ－ル」を全会一致で採択し、「6.15

共同宣言が指し示す道にそって、平和で

繁栄する統一祖国を必ず実現しよう」と

全同胞に訴えた。「8.15民族大祝典」は

わが民族同士の力で、自主・平和・統一

を実現するという当局と民間、海外の7千

万朝鮮民族の意地を世界に示した一大行

事となった。今後も、北南間の様々な対

話、交流、協力事業が目白押しに予定さ

れている。このように祖国解放60周年を

向えた今年は、統一が現実のものとなり

つつある「統一元年」として歴史に記録

される意義ある年となるだろう。この歴

史的な時期に私たち在日同胞が明るい未

来を約束する統一を目ざしてどのような

役割を主導的に果たすのか、何をするべ

きなのかを考える必要があると思う。

連絡先：西東京朝鮮第一初中級学校

-

●朝鮮学校にふれあう

●朝鮮の食と文化にふれあう

●掘り出し物にふれあう

西東京朝鮮第一初中級学校 ふれ愛バザ－２００５

１０／３０（日）

主催：ふれあいバザ－実行委員会

〒190-0022　東京都立川市錦町4-7-12
ＴＥＬ042-524-3204　ＦＡＸ042-524-3226

午前11時～午後3時

会　場：西東京朝鮮第一初中級学校
　（ＪＲ南武線西国立駅下車徒歩7分）

※駐車場はございませんのでお車でのご来場はご遠慮ください。

　同胞の方はもちろん多くの日本の方をお誘いの上
　ご来場ください。
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