
活動家会議

　11月7日、南部支部講堂にて
｢南部活動家会議｣が行われま
した。参加者は16名。議題と
して10月の総括と年末年始の
支部事業内容について論議し
採択しました。

朝鮮大学学園祭

　11月6日、7日、朝鮮大学校
学園祭が同校にて行われました。
学園祭では朝鮮文化公演、各
種セミナー、展示コーナーな
ど来場者を飽きさせない企画
が盛りだくさんあり、参加者
たちは楽しいひと時を過ごし
ました。また朝鮮食の売店も
あり、美味しい朝鮮料理をこ
ころおきなく味わいました。
今後も朝鮮大学校にあたたか
いご支援をよろしくお願いし
ます。

　2005年を締めくくる送年会
が分会、サークル、団体で盛
大に行われました。特に2年に
1度の分会送年会では総会を兼
ねて行いました。また、サー
クルではヘバラギ会、青龍会
ゴルフ会、朝青フットサル部
の送年会があり、団体では朝青、
青商会、トラジモイムで行わ
れました。今年最後とあって
美味しい食事と話で大いに盛
り上がりました。また、ビン
ゴゲームや抽選会など様々な
企画を行い、いい年の締めく
くりでした。来年も、もっと
いい年になることを心から祈
念いたします。各送年会の写
真をご覧下さい。各送年会に
参加した同胞たちはゆく年を
惜しみつつ来年にむけた抱負
を語り合いました。同胞のみ
なさん来年、南部同胞新年会
で会いましょう！

公開授業 アボジ会再建新入生健康診断
　12月20日、西東京朝鮮
第一初中級学校｢アボジ会｣
再結成のための集りが同
学校にて行われました。
当日集まった15名のアボ
ジ達は、これからの活動
内容や課題について話し
合い、熱い論議を交わし
ました。また、学年別責
任者、担当者を決めました。
また来年の活動について
議論し、｢再結成モイム(仮)｣
を来年の4月1日に行うこ
とを決め、ウリハッキョ
のためにアボジたちが力
を合わせ頑張ろうと決意
を新たにしました。オッケチュムサ－クル

　第1,4水曜日に女性同盟オッ
ケチュムサークルが南部支部講
堂にて行われました。来年は部
員を増やし、より多くの女性同
胞が参加できればいいと思います。
＊変更［第2,4水曜日午前10時
30分～午後12時30分 月2,500円］ トラジモイム

　11月16日、｢トラジモイム｣
が行われました。この度のモ
イムではヘルパー2級の資格を
取得した女盟委員長が指導し
て体操や発声練習、民謡トラ
ジを歌いました。食事後は自
由時間に囲碁、朝鮮将棋、編
物をしました。参加者は過去
最高の17名でした。　　

児童教室遠足

　11月23日、西東京児童教室
のみんなと多摩動物公園に遠
足に行きとても楽しい１日を
過ごしました。

ウォ－キングin京都

　11月29日～30日に京都１泊
ツアーに行ってきました。参
加者9名。清水寺のライトアッ
プはとても綺麗でした。また
福井兼六園まで足を伸ばしま
した。強行日程でしたが満足
する旅でした。

2005年
11月～12月

フットサル大会

　12月4日、ＭＦＰ味の素スタ

ジアムにて朝青支部フットサ

ルクラブ主催のチャリティー

フットサル大会が行われました。

大会には西東京弟1中学蹴球部

員と朝青員(約40人)が集まり

ました。チャリティーとして

ビブスとボールを贈りました。

来年はもっとたくさんのトン

ポ達を集めて行う予定です。

朝青南部
チャリティー

 11月12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。
また、慎校長の朝鮮学校に
ついての講演会がありまし
た。

　12月3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２１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
つを交わしました。

12/10調布･調狛分会送年会
支部事務所にて

12/18朝青本部送年会
｢朋･豊･風｣

12/23多摩･稲城分会送年会
杏花飯店にて(桜ヶ丘)

12/1青龍会送年会
桜ヶ丘カントリークラブにて

12/18府中分会送年会
うまいもん屋にて(府中駅前)

12/18本部青商会送年会
立川にて

11/26朝青支部送年会
府中にて

12/23フットサルクラブ送年会
12/24支部土曜児童教室
クリスマス会

西東京朝鮮第一初中級学校 ニュ－ス

2005nambu
さまざまな送年会

第７回朝鮮文化とふれあうつどい
　11月27日、会場となった府中公園は、３千人の
人でにぎわいました。主催は、「チマ・チョゴリ
友の会」。『朝鮮文化とふれあうつどい』として
７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。

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１０日までひとり
暮らしのお年寄りや入院中の同胞たちの
ために歳末愛の募金運動が各分会を中心
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１０万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たちを
慰問し、激励しました。
　みなさんの惜しみないご協力に心より
感謝いたします。

歳
末
愛
の
募
金
運
動

▲

2006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7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。

2005年度成人式の記念撮影

記念撮影　ＰＭ５：００
成 人 式　ＰＭ６：００

　2006年1月7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、若き同胞青年たちの門出をお祝いしましょう。

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　南剛史トンム

（南仙秀氏　二男）

新婦　辛尚禮トンム

（辛成芳氏　長女）

１１月１９日挙式

今
年
を
ふ
り
か
え
っ
て

「ＮＡＭＢＵ」編集部

　今年、2005年は祖国とわたしたち在日同

胞にとって意義深く歴史的な年でした。

南北朝鮮では6.15南北共同宣言５周年と祖

国解放６０周年を記念し盛大なセレモニ

－が行われました。在日同胞も総聯結成

５０周年を迎え様々な運動と記念行事を

行いました。愛族愛国運動では、昨年１

０月１日から始まった「第２０回全体大

会決定を執行するための８カ月運動」を

通じて①活動家の意識面での変化、②２

大中心柱をすべての組織で打ちたて、そ

の貫徹において新たな転換をもたらすた

めの土台構築、③愛族愛国運動の総合拠

点としての支部の役割向上、④総聯結成

５０周年を民族的な慶事として、記念す

るなどの成果を収めました。詳しくは正

規、準正規の民族教育体系強化と同胞生

活奉仕福祉事業のために力を注いできま

した。今年1年を通し、民族学級、土曜児

童教室などの準正規教育開設数は従来の

３倍以上、受講生の数は４倍以上という

成果を収めました。準正規教育の強化は

これまで組織から離れていた同胞を愛族

愛国運動と統一運動に広範に網羅する重

要な契機となりました。続いて同胞生活

奉仕事業の中でも同胞高齢者をサポート

できる体制作りを重要課題としてきまし

た。各地では高齢化社会に対応して、デ

イハウスやデイサービスセンターなどの

福祉施設を作るなどして同胞たちの老後

生活をサポートできるよう努力してきま

した。その結果、各地で月１回から週１

回、同胞高齢者が集う「ミニデイ」を開

設しています。５月２９日、東京朝鮮中

高級学校と東京朝鮮文化会館で行われた

「総聯結成５０周年在日同胞大祝典」に

は、関東地域の各階層同胞２万５０００

人が参加し半世紀の歴史を歩んできた総

聯の結成を心から祝いました。このほか

にも、各地で総聯結成祝賀行事が行われ

ました。これらの行事は、愛族愛国運動

を半世紀にわたってリードしてきた総聯

の業績と伝統を誇示する場になったばか

りでなく総聯の周りに団結し、運動を担

ってきた同胞への感謝を表す場となりま

した。９月１５日に行われた総聯中央委

員会第２０期第２回会議では、８カ月運

動と、総聯結成５０周年行事で得た成果

に基づいて、現在の情勢に主動的に対応

し、総聯第２１回全体大会に向けて総聯

事業を新たな段階に引き上げるための課

題と当面の対策について討議、決定され

ました。会議では、転換的な局面を迎え

た祖国統一情勢に沿って、在日同胞の民

族的団結を幅広い分野で実現し、統一事

業に貢献していくことと、同胞からの支

持を得られる同胞組織としての、総聯の

活動方式を備えていくうえでの具体的な

課題が提示された。このように、今年の

総聯事業では歴史的な転換の時期を迎え

たこんにちの要求に沿って数々の成果を

達成するとともに、総聯第２１回全体大

会に向けて、愛族愛国運動の新たな段階

を切り開いていくための確かな土台を築

き上げたといえます。このように今年を

振り返ると6.15南北共同宣言5周年と祖国

解放６０周年を迎えて北南関係も急激に

発展し、在日同胞社会も明るい未来への

ワンステップを歩み出しました。来年は

祖国統一に向け、在日同胞の明るい未来

に向けてさらなる飛躍の年になることと

思います。同胞のみなさん希望をもって

来年もガンバリましょう。

結婚式

健康と美容のために、
　　　　　　みんなで始めましょう！

毎月２回（第２、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

オッケチュム＆太極拳教室

来年は１月１１日(水)から

金福順氏　逝去
調布分会居住金福順氏が2005年11月27日亡くなりました。享年八十
八歳でした。
告別式は11月29日医王寺にて、しめやかに執り行われました。故人
のご冥福をお祈りいたします。

訃　告

ガンバレ！大阪朝高サッカ－部

全国高校サッカ－選手権大会出場
第８４回「全国高校サッカ－選手権大
会」大阪府予選大会で大阪朝高サッカ
－部が見事に優勝し、大阪府代表とし
て２回目の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！

５年ぶり２度目

一回戦-12月31日（土）　西目高校戦
柏の葉総合競技場　午後12時10分

　　2006年
南部同胞新年会

家族みんなで参加し楽しいひと

時を過ごしましょう！

豪華賞品が当たる抽選会あり！

イベント ウリハッキョ

１月１４日、２１日、２８日
「南部土曜児童教室」
 南部支部　講堂
 午後3時

１月１８日（水）
「トラジモイム
(南部同胞高齢者の日)｣
南部支部　講堂
午前11時

１月２２日（日）
「南部同胞　新年会」
 南部支部　講堂
 午前11時

（２００６年 １月～２月）

１月７日（土）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 始業式｣

２月４日（土）
｢西東京朝鮮第1初中級学校 
新入生予備登校｣
午前9時

２月２６日（日）
｢西東京朝鮮第1初中級学校　学芸会｣
多摩社会教育会館-大ホ－ル
午後1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。

１月３０日（月）
｢日朝新春のつどい｣
立川グランドホテル
午後6時

２月４日（土）
｢チマ･チョゴリ友の会　新年交流会｣
西東京朝鮮第一初中級学校　講堂
午後6時

２月１５日（水）
「トラジモイム
(南部同胞高齢者の日)｣
南部支部　講堂
午前11時

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
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