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西東京南部同胞生活相談綜合センター
２００６年 ６月３０日号（年間６回 偶数月末日発行）
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−反目と対立の歴史に終止符−

内外の大きな期待と関心の中で５月１７日、河丙鈺団長をはじめとする民
団中央本部代表が総聯中央会館を訪問し、徐萬述議長をはじめとする朝鮮総
聯中央本部代表と史上初の歴史的な出会いを果たし、会談を行いました。双
方は会談で6.15北南共同宣言が明らかにした「わが民族同士」の理念に沿っ
て、民族の団結と統一へと進む民族史の流れに合わせて、両団体の間で長く
続いてきた反目と対立を和解へと確固と転換させることを互いに確認しまし
た。また、新時代の要求と同胞の志向に合わせて、仲むつまじく豊かで力強
い同胞社会を立派に建設することで、祖国の統一と繁栄に大きく貢献してい
く意志を表明しながら、６項目の共同声明に合意し、内外に発表しました。
会談席上、河丙鈺団長は、徐萬述議長をはじめとする総聯幹部の民団中央
本部訪問を招請し、議長は適切な時期に訪問することを約束しました。今回
の会談と5.17共同声明発表は、「第２の6.15時代」の要求に沿って、朝鮮総
聯と民団との関係において対立の古い時代を終わらせ、民族の団結の新時代
を開く歴史的出来事となりました。
共同声明発表後、抱き合う総聯中央 徐萬述議長と民団中央 河丙鈺団長

１．朝鮮総聯と民団は両団体の和解と和合を成し遂げ、在日同胞社会の民族的団結のために互いに力をあわせて協力していくこ
とにした。
２．朝鮮総聯と民団は6・15北南共同宣言を実践するための民族的運動に積極的に合流し6・15民族統一大祝典に日本地域委員会
代表団のメンバ−として参加することにした。
３．朝鮮総聯と民団は8・15記念祝祭を共同で開催することにした。
４．朝鮮総聯と民団は昨今、在日同胞社会で民族性が希薄化し失われる現象が増えている深刻な現実に目を向け、民族性を固守
し発揚するために新しい世代の教育と民族文化の振興などの事業に共に努力していくことにした。
５．朝鮮総聯と民団は同胞社会の高齢化、少子化対策をはじめ諸般の福祉活動と権益の擁護、拡大のために互いに協調していく
ことにした。
６．朝鮮総聯と民団は以上の合意事項を履行し、両団体の間で提起される問題を解決するために窓口を設置して随時協議してい
くことにした。
在日本朝鮮人総聯合会
議長 徐萬述

２００６年５月１７日

西東京朝鮮第一初中級学校 ニュ−ス

第18回チャリティ−ゴルフ

6月2日、西東京朝鮮第一初中級学校
創立60周年記念第18回チャリティ−ゴ
ルフコンペが富士桜ゴルフ倶楽部と富
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２６８名の
ゴルファ−が参加し、ゴルフを楽しみ
ました。競技終了後は、豪華賞品と美
味しい料理が準備される中、表彰式と
食事会が和やかな雰囲気の中で行われ
参加者たちの交流の場となりました。
なお当日のチャリティ−金２８０万円
が学校に贈られました。

在日本大韓民国民団中央本部
団長 河丙鈺

金剛山歌劇団西東京公演

第5
9
回大運動会

6月4日、さわやかな陽気の中、西東京朝
鮮第一初中級学校創立60周年記念第59回大
運動会が行われました。運動会では、学生
たちがこの日のために一生懸命練習してき
た様々な競技が披露されました。運動会に
集まった多くの学父母をはじめとする同胞
たちは学生たちの元気でハツラツとした姿
に同胞社会の明るい未来を描きながら盛大
な応援と惜しみない拍手を送りました。

６月１７日、ルネ小平（小平市民文化会館）にて
６．１５北南共同宣言発表６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１，０００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、光州で6.15
北南共同宣言発表６周年を記念して民族統一大祝典
が開催され、在日同胞社会でも総聯と民団の間で歴
史的な和解が実現し5.17共同声明が発表されるなど
いつになく祖国統一への気運が高まる中で在日同胞
たちが祖国統一への願いを新たにし民族性を守り団
結して豊かで力強い同胞社会を築いて行く大きな契
機になりました。
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女盟府中分会総会

土曜児童教室遠足

5月14日、13名の同胞女性が
集まり、女盟府中分会総会が
片町文化センターで行われま
した。総会では一年間の活動
を振り返りながら今後の活動
について話し合い、取り決め
ました。分会長には引き続き
金純子氏が選出され、新しい
分会委員も選ばれました。

9月14日、高尾山口にあるト
リックアート美術館に西東京
児童教室の生徒たちが遠足に
出かけました。遠足には西東
京各地から受講生10人と講師
達が集まり美術館で楽しいひ
と時を過ごしました。初めて
会うトンムたちでしたが最後
には仲よくなって帰ってきま
した。

トラジモイム

サンナムル会旅行

5月17日、6月21日、トラジ
モイム(同胞高齢者の日)が行
われました。13名の同胞たち
が集まり、朝鮮民謡や囲碁等
を楽しみ有意義な時間を過ご
しました。また、美味しい昼
食を食べながら<5.17共同声明
>の歓びと期待に胸を膨らませ
話に花を咲かせました。

5月18日〜20日、｢南部サ
ンナムル会｣では、今年で20
回目を迎える温泉旅行に行
ってきました。場所は新潟
県湯沢温泉です。当日参加
した27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。

ヘバラギ

朝青西東京ボウリング大会

6月24日、南部支部でヘバラ
ギモイムが行われました。当
日はオモニ10名子供17名が集
まり新役員の紹介と<ウリウリ
コッポンオリ>
のV
T
R
を見ました。
新役員に全忍姫さん(府中)、
李吉寿さん(府中)が選ばれま
した。前役員の金香淑さん、
国本史子さんお疲れ様でした。

5月28日、朝青西東京ボウリ
ング大会が朝青町田支部主催
で行われました。約100人のト
ンムたちがボウリングを楽し
みました。その後、西東京第2
学校で盛大に焼肉モイムが行
われ、交流を深めました。ボ
ウリングでは朝青南部支部が
見事優勝しました。

朝青による学校サラン運動
の一環として、5月27日に西東
京第1では柵作り、6月3日には
西東京第2で草むしりを行いま
した。これからももっと学校
を大事にしてかわいい弟、妹
たちのためにいろんな活動が
出来るようにしていきたいと
思います。

ウォ−キングサ−クル

女性同盟講演会

5月15日、長野県高遠を桜を
見に行きました。参加者7名で
した。6月19日は多摩地域の蓮
生寺、長池公園に散策しに行
きました。参加者は8名。当日
は天候にも恵まれ、リフレッ
シュできました。次回は7月18
日です。詳しくは同センター
までご連絡ください。

6月21日、国分寺Lホールに
て女性同盟主催の講演会＜焼
戚徹酔奄切 稲 畳原徹酔奄/
オモニたちの笑顔を、応援し
ます!＞が行われました。参加
者は約50名。講師に藤本裕子
さんと梁明月さんを招き子育
て支援とオモニ達の自立生活
について講演しました。

太極拳サ−クル

第１、第４水曜日に女性同
盟太極拳サークルがありました。
講師の李菊枝先生(府中在住)
の指導のもと、4人の女性が集
まり､
太極拳を2
時間行いました。
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］

8.15光復節61周年記念行事
今年は8.15光復節61周年を迎えます。去る5月17日には歴史的な
総聯、民団のトップ会談が行われ、<5.17共同声明>が発表されまし
た。この歓びと期待を胸に南部地域女性たちの交流と親睦を深める
ため、記念行事を企画しました。多くの同胞女性が参加して楽しい
時間を過ごしましょう。

学校サラン運動

西東京朝鮮第一初中級学校創立60周年記念行事

還−アプロ

60周年記念ＤＶＤ製作開始！

発‑
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Fun−Appro

世代を越えて未来へ架ける60色のムジゲタリ（虹）
変わらぬ想いを歌や踊りに乗せて･･･

７月２３日（日） AM１１：００〜PM２：００
南部支部１階ホール
１，０００円（
食事代）

西東京朝鮮第一初中級学校

☆当日、ゲスト
公演予定!
!
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主催：西東京朝鮮第一初中級学校60周年記念行事実行委員会

湯沢温泉 （２００６年 ７月〜８月）
イベント
７月２日（日）
「ウリ民族フォ−ラムIN神奈川」
横浜市市民文化会館・関内ホ−ル
正午会場、午後1時開幕
問合せ：同事務局（045‑324‑8651）

７月１８日（火）
「ウォ−キングサ−クル｣
神奈川県宮ケ瀬ダム
京王線聖跡桜ヶ丘駅 午前10時集合
※事前連絡必要

７月２日（日）〜４日（火）
「青龍会北海道ゴルフツア−」
千歳国際ゴルフコ−ス＆
ユニ東武ゴルフクラブ
参加費：61,300円

７月１９日（水）
｢トラジモイム（南部同胞高齢者の日）｣
南部同胞生活相談綜合センタ−1Ｆホ−ル
午前11時集合
健康体操・カラオケ・囲碁・習字 他

７月１２日（水）
「南部ゴルフ会コンペ」
富士桜カントリ−倶楽部
午前8時 現地集合
プレ−費：18,800円(昼食代込)

７月２３日（日）
｢女盟南部支部8.15光復節61周年記念行事｣
南部同胞生活相談綜合センタ−1Ｆホ−ル
午前10時30分集合
参加費：1,000円

ウリハッキョ
７月２５日（火）
｢西東京朝鮮第一初中級学校 終業式｣
７月１８日（火）〜２０日（木）
｢西東京朝鮮第一初中級学校
中級部少年団 野営｣
７月２６日（水）〜２８日（金）
｢西東京朝鮮第一初中級学校
初級部少年団 野営｣
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。

南部トンポのみなさん
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。

