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　南部同胞生活相談綜合センタ－では同胞の生活
相談、生活支援、情報発信を柱とする同胞のため
の活動を行っています。同センタ－では、豊かな
同胞社会を築くための地域サポ－ト体制、ネット
ワ－クを強化していきます。

主な相談内容

　各種書類作成、在留資格
戸籍、国籍問題、不動産関
係、税金問題、結婚、離婚
求人、求職、法律相談、祖
国訪問、介護問題、冠婚葬
祭、朝鮮送金、送荷、交通
事故、金銭貸借、海外旅行
手続、保険年金、相続問題
その他

訪問相談、電話、FAX、E－メ－ルなどでお気軽にご相談ください。相談は、秘密厳守で毎日午前９時～午後５時まで受付いたします。

生活と暮らしの相談生活と暮らしの相談
カルチャーカルチャー

情報提供・広報活動情報提供・広報活動
行政との窓口行政との窓口

デイハウス｢NAMBU｣デイハウス｢NAMBU｣

～豊かで安心できる同胞トンネ作りをめざして～

東京都台東区台東3-41-10〒110-0016

南部同胞生活相談綜合センタ－をご利用ください。
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祖国訪問

弁護士、司法書士、行
政書士、税理士など在
日本朝鮮人人権協会所
属の同胞専門家と同セ
ンタ－のスタッフが親
切丁寧に対応いたしま
す。

【相談スタッフ】

西東京朝鮮第一初中級学校 ニュ－ス

　２月４日、西東京朝鮮第
一初中級学校で２００６年
度初級部新入生の予備登校
が行われました。２１名の
新入生が集まり体験授業を
受けました。また新入生の
父母たちに入学式の案内と
入学にあたっての準備事項
などの説明がありました。
入学式は4月1日です。

　2月26日、第４８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。学芸
会では学生たちが日頃練習
に励んできた芸術作品が演
じられました。学芸会には
父母をはじめとする約700
人の同胞が集まり盛大な応
援と拍手を送りました。

初級部新入生予備登校 第４８回学芸会

チマ・チョゴリ友の会　ニュ－ス

　2月4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、青商会役員たちと
の交流、親睦を深めました。当日
は様々なアトラクションも登場し
美味しい料理を食べながら楽しい
ひと時を過ごしました。

新年会＆朝鮮文化とふれあうつどいご苦労さん会

2006年1月～2月

　2月18日、やきにく屋梨花苑
にて南部青商会とヘバラギ合
同の新年会が行われました。
新年会には大人18名、子ども
18名が参加し美味しい焼肉を
食べながら家族ぐるみの親睦
と交流を深めました。南部青
商会とヘバラギでは今後も子
どもたちを楽しませるイベン
トを合同で企画していきます
ので30代の同胞のみなさんよ
ろしくお願いします。

ウォ－キングサ－クル オッケチュムサ－クル

　今年も女性同盟オッケチュ
ムサークルが始まりました。
講師の李菊枝先生(府中在住)
の指導のもと、同胞女性が集
まり､オッケチュムに太極拳を
交えて楽しく行っています。
参加したい方は女盟南部支部
まで御連絡下さい。
［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

　1月18日、2月15日、毎月恒
例になったトラジモイムが南
部支部で行われました。1月は
16名、2月は11名が参加しまし
た。参加者たちは、健康体操
ウルマルの発声、民謡トラジ
を歌いリフレッシュした後手
作りの美味しい食事をいただ
きました。午後は習字、囲碁
朝鮮将棋などを楽しみました。
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　1月22日、朝１０時から青
商会のメンバ－と子どもたち
を集め持ちつきを楽しみまし
た。その後の新年会には６８
名の同胞が参加し美味しい料
理を食べながら新年の挨拶を
交わしました。新年会の最後
には豪華賞品が当たるビンゴ
ゲ－ムで盛り上がりました。

　1月16日、小山田緑地の散策
に7名、2月27日は6名で高尾山
に登りました。参加したメン
バ－は冬の寒さもものともせ
ず元気に歩き美しい景色を満
喫しました。次回は3月20日で
す。新しいメンバ－を募集し
ています。同胞女性のみなさ
ん一緒に楽しく歩きましょう。
女盟支部に連絡してください。

これから成人として自覚
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7日、昭島のフォレスト・イン昭和館にて200
6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６０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！！

韓昇旗トンム（府中在住）

南部青商会＆ヘバラギ合同新年会
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2006年度（平成17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。

　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
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

平成１５年度分の課税売上高が１千万円を超える方は
消費税の申告が必要になります。

2006年度 に予定される主な行事

●東京朝鮮中高級学校 卒業式
   3月5日（土） 

●朝鮮大学校 卒業式　 3月10日（金）

●西東京朝鮮第一初中級学校 卒業式
　 3月12日（日） 

●西東京青商会つぼみカップゴルフ　
   3月19日（日）

●朝青西東京スキ－＆スノ－ボ－ドモイム
   3月18日（土）～19日（日） 

●青龍会ゴルフコンペ   3月23日（木）

●西東京朝鮮第一初中級学校 入学式
　 4月1日（土） 

●日校在学朝鮮人西東京学生会
　 第２回文化公演　　4月1日（土）

●南部支部同胞お花見会　 4月9日（日）

●南部ゴルフ会コンペ   4月17（月）  

●4月会旅行   4月25日（水）～26日（木）

●西東京分会対抗ソフトボ－ル大会　 
   5月14日（日）

●西東京朝鮮第一初中級学校 運動会   5月

●西東京朝鮮第一初中級学校チャリティ－ゴル
　 フコンペ　6月2日（金）

●金剛山歌劇団西東京公演（小平）
   6月17日（土）

●南部ゴルフ会コンペ   7月12日（水）

●南部ゴルフ会コンペ   9月13日（水）

●西東京朝鮮第一初中級学校 創立60周年
   記念行事　　9月23日（土）

●朝鮮大学校創立50周年 記念行事　10月

●東京朝鮮中高級学校創立60周年 記念行事
　 10月

●西東京商工会Ｂ･Ｐ杯ゴルフ大会　 10月

●西東京朝鮮第一初中級学校 バザ－  10月

●チマ・チョゴリ友の会フリ－マ－ケット  11月

●南部ゴルフ会コンペ 
   11月28日（火）～29日（水）

●南部支部同胞送年会　12月10日（日）

トラジモイムでは６５歳以上の同胞高
齢者たちが心も体もリフレッシュし若
返っています。

毎月第３水曜日　午前11時～午後3時

【トラジモイム内容】

午前／健康体操・ウ リマル発声・ウ リ歌
昼食タイム／手作りの美味しい料理を準備いたします。
午後／習字・囲碁・朝鮮将棋・編物・そ の他

ご希望の方は自宅まで送迎いたしますので同センタ－までご連絡ください。

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

４／９（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16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1,500円
　　　　子ども無料（中学生以下）
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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、朝鮮大学生

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。

　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毎週土曜日ハングル教室を開講してい
ます。同教室ではハングルの読み書きや歌などをまじえた楽
しい授業を行っています。父母のみなさん、小学生のみなさ
ん、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。

盧槿樺氏　逝去
多摩分会居住盧槿樺氏が2006年1月31日亡くなりました。享年五十五
歳でした。
告別式は2月3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。

高順美氏　逝去
多摩分会居住高順美氏が2006年2月1日亡くなりました。享年四十六
歳でした。
告別式は2月4日国平寺にて、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

イベント ウリハッキョ

３月１９日（日）
「西東京青商会つぼみカップ」
 昭和の森ゴルフコ－ス
 午前8時スタ－ト
 参加費：25,000円

３月１８日～１９日（土、日）
 ｢朝青西東京スキ－＆スノ－ボ－ド｣
 新潟県六日町上越スタ－高原ホテル
 午前7時　ＪＲ青梅線東中神駅集合
 参加費：15,000円

３月２３日（木）
 ｢第60回青龍会ゴルフコンペ｣
 レイク相模カントリ－クラブ
 午前7時30分集合
 プレ－費：14,000円（昼食代込）

（２００６年 ３月～４月）

３月５日（日）
 ｢東京朝鮮中高級学校　卒業式｣

３月１０日（金）
 ｢朝鮮大学校　卒業式｣

３月１２日（日）
 ｢西東京朝鮮第一初中級学校　卒業式｣

４月１日（土）
 ｢西東京朝鮮第一初中級学校　入学式｣

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。

４月１日（土）
 ｢日校在学朝鮮人西東京学生会
 第２回文化公演｣
 アミュ－立川（小ホ－ル）
 午後8時開演
 入場料：一般1,000円／学生500円

４月１７日（月）
 ｢南部ゴルフ会コンペ｣
 多摩カントリ－クラブ
 午前8時30分集合
 プレ－費：22,000円（昼食代別）

４月２５日～２６日（水、木）
 ｢4月会旅行｣
 群馬県すずめの宿
 参加費：20,000円

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

同胞高齢者のみなさん
トラジモイムに参加し
楽しく充実したひと時
を過ごしてみませんか？
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