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《在日本朝鮮人総連合会第２１回全体大会》開催 総連山口県本部第２１回定期大会

日時：
場所：

２００７年５月２５～２６日
東京朝鮮文化会館

日時：
場所：

２００７年６月２４日
宇部・小野田支部事務所

今後３年間の課題

新ポスト設置

県本部役員

１）「同胞再発掘運動」展開　　
２）民族性の固守、同胞の生活上の権利擁護、安定のための活動
３）総連と在日同胞に対する、不当な政治弾圧に反対　
４）祖国の統一に寄与　
５）日本国民との親善連帯のための活動　　
６）総連の事業を新たな要求に合わせより一層強化

①民族圏委員会　②権利福祉委員会　③宣伝広報局　

委員長　　＝　金 讃福
常任顧問　＝　沈 盛久
副委員長　＝　金 鐘九

３年間の活動報告、２２回大会までの活動方針を参加者の全
員一致で可決。また、周陽支部を始めに６人が討論、厳しい
情勢の中山口同胞社会を守り発展さすにおいて団結の力で組
織を守っていくことを確認。

周陽支部総連､商工会、
朝青､女盟合同定期大会日時：

場所：

２００７年１０月１４日（日曜日）
午前１１時―午後３時
下関シーモールパレス

１部：　記念行事　　
２部：　記念宴会等、内容盛りたくさん。

周陽からバス貸しきり予定、６５才以
上の方は無料ご招待の予定です。

キラユラ主催 〈小運動会〉

〈ヒヤン〉第２回発表会

２００７年9月30日

２００8年3月23日

記念旅行

 

１０月２８～２９日（１泊２日）

記念出版物発刊

※ 詳細は追ってお知らせします。

日時：
場所：

２００７年７月２１日
宇部・小野田支部事務所

日時：
場所：

２００７年７月１日
宇部・小野田支部事務所

日時：
場所：

２００７年８月４日
山口グランドホテル

県本部役員

副委員長　＝　金　耐豪
朝青専任　＝　金昌徳 ･ 曺喜勇

『第２３回 敬老会』

学校 『文芸発表会』

県本部役員 県商工会役員

委員長　 ＝　高 貞姫
副委員長 ＝　呉 日順 ･ 許 友連 ･ 
                   呂 聖淑

会長　　＝　徐　富英
副会長　＝　梁　康成 ･ 李　孝光
理事長　＝　李　実
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日時
場所

日時

場所

日時
場所

徳山初中出身高校卒業生進路

朝大卒業生、研究員卒院生進路

日時
場所

日時

日時
場所

ちなみに、初めて宇部朝鮮学校児童、
先生が多数参加、第２部はオモニ会
が準備した焼肉パーテイー、又女盟
が運動会の賞品提供。大変盛り上が
りました。みんなコマッスンミダ。

少人数だけど
頑張って！

100点満点
でーす。

５月１３～１４日、キムチ付け終了！
　　　夏季アイスコーヒー販売中です！

新役員　
　会長：安　忠仙　　
　副会長：尹　一美、金　貞恵
　財政：白　由美

本年度も　よろしく　お願いします。　
頑張りまーす。

オモニ会総会（6月2日）

徳山朝鮮初中級学校統廃合に関して
同日会議を開き協議の末、当面２００９年３月をめどに、
学校を近隣の朝鮮学校と統廃合することにしました。
以後の対策等につきましては時期をみはからいまして
お知らせいたします。



新郎：尹　光植 君　
新婦：朴　琴美 嬢

新郎：金　陽洙 君　
新婦：朴　明姫 嬢

朝青周陽
【バレーボール部】結成 ！ 
朝青周陽
【バレーボール部】結成 ！ 
去る7 月 27 日に結成式決行、バレーボール
をこよなく愛する若者たちで結成、どなたも
参加自由です。定期的に試合も行う予定です。
みんなでいい汗かきましょー。
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朝   銀   西   徳   山   支   店   紹   介

預金高目標：７０億円　（￥7,000,000,000）
成績優秀店舗、役職員もすばらしい、
安心して預金、融資等ご相談下さい。

辛　慶修
1984 年 7月 14日生
血液型：O型　
部署：出納係　出身：下関

朴　純玉
1988 年 9月 17日生

血液型：B型
部署：預金窓口　出身：光

ちなみに　職員は　男子８名、女子３名です。
お気軽にお越し下さい。

商工会たより朝青たより

周陽支部、
学校朝銀専従たより

青年達がよくがんばっています！

４月東川で開催。飲んで歌って団結強化！いいですねー。

日時：４月１５日
場所：北九州苅田町総合体育館
参加チーム：34、人数：250名、
なんと周陽支部優勝！ちなみに下関は３位、
★最優秀選手（MVP）
金 昌彦（徳山朝鮮学校教員）　

【山口、福岡合同朝青班対抗バレーボール大会】

本当かい
なー！

税金申告終了!

【第19回
イルクンボーリング大会開催】
【第19回
イルクンボーリング大会開催】

【第26回
徳山朝鮮学校支援チヤリテイーゴルフコンペ】
【第26回
徳山朝鮮学校支援チヤリテイーゴルフコンペ】

説明会：2 月 14 日（昼、夜）
21名参加。
申告：3月 6日～ 8日
税務申告にさきだち、役員方が徳山・光税務署に訪問して
います。忙しいなか本当にご苦労様！

日時：２月６日、
場所：下松ボール
年に1回交流かね、19年連続
開催、本当に楽しいですよ！
男子優勝：金日連 支店長
女子優勝：黄喜淑 教員

【花見会】【花見会】日時：4月4日
雨･雨･雨…場所変更、学校で
焼肉会。でも盛り上がりました !

日時：5月16日、
場所：中須ゴルフクラブ
総勢 40 名が参加。協賛者：36 件、すば
らしい晴天の下、楽しくナイスショット！
2 部ミーテイングでは、金竜敬実行委員
長の挨拶、協賛金伝達、鄭正民学校長の
お礼挨拶、表彰式を無事終了、ちなみに
優勝は金竜敬氏でした。
帰宅後、大雨になりました。天気に感謝！

安心は商工会へ。

【花見】

【山口、福岡合同朝青班対抗バレーボール大会】

【花見】

チーム名は
WATER DRAGONNZ

(ウォーター ドラゴンズ )



日時：７月２８日（土曜日）
場所：徳山朝鮮学校運動場
朝銀徳山支店主催の夏祭りが、好天のなか開催。
総数60余名が参加しました。
ゲーム、抽選会等楽しいひと時。又、焼肉を食べな
がらわきあいあい。
やっぱり祭りはいいなー。準備お疲れ様でした～！

日時：７月２９日（日曜日）
場所：光　虹ケ浜海水浴場

夏といったらやっぱり海！
スイカ割り、かき氷早食い大会、いっき飲み大会等
楽しいイベントでもりあがりました。また、素敵な
賞品も頂いて、本当に楽しかったそうです。
若者よ！元気をだしてこれからも団結し、同胞社会
の担い手としてはりきってがんばろう！

崔 -choe-チェ
整体院 『伽耶の家』

カ ヤ
コリアン料理

これはいいです。
ぜひ一度お試し下さい！
お気軽にお電話を･･･。　　　　

ぜひ一度、
お食事に行ってみては
いかがですか？

日本整体療術師協会会員  整体師  崔 明錫 店主：ユン ファジャさん（高島）

【基本データ】 【基本データ】

ハングル講座
《ヘンニン》
土曜児童教室同胞高齢者憩いの場　

《ハン マダン》

継続中です。
希望者はご連絡下さい。
毎週金曜日午後２時より
　　　（月3回）※ 有料

日本学校在学同胞児童、
小１年～小６年生対象。
参加中の児童の評判はすこぶる
いいですよ。希望者の方ぜひ
ご連絡下さい。説明に伺います。
　会場：学校　※ 無料

６５才以上の同胞の方、
毎月第３木曜日、
午前11時より（昼食付き）
ご遠慮いりません。
お気軽にお寄り下さい！

連絡先 >>>
電話（０８３４）２１－１２６４　
FAX（０８３４）３２－４８００
周陽同胞生活相談総合センターまで。

冠婚葬祭、その他生活問題、
ご相談に応じます。お気軽に
ご連絡を。


