
2022年７月号 2022年7月号は、
政治面、第25期KYC運動の状況、
KYC‐News、KYCフェスティバルの
企画紹介をお伝えいたします。

去る5月28〜29日、総聯第25回全体大会
が東京朝鮮文化会館で開催された。大会で
は総聯運動の4年間の成果、課題と教訓を
分析し、在日朝鮮人運動を新たな発展段階
に導くための事業方針と主力課題が討議、
決定された。

4年間の主たる目標は、繁栄する祖国と
共に在日朝鮮人運動の全面的発展期、新時
代を確固として切り開くというところにあ
る。

主要課題は、次の6つの項目だ。

①宣伝事業における形式主義の根絶。
②組織機能と役割の向上、同胞たちが住む
すべての地域に基層組織を整えること。
③青年たちを頼もしい継承者、交代者に育
てる。
④同胞第一主義を運動の第一義とする。
⑤民族教育の強化、在日同胞の民族性を守
る活動に総力をあげる。
⑥祖国の統一と社会主義強国建設に特色あ
る貢献を行い、対外活動を活発に繰り広げ
る。

在日朝鮮人運動の全面的発展とは簡単に
解決できる事項ではない。

同胞たちが住むすべての地方地域に組
織網を張り、同胞たちの結集した力で民
族教育を進化発展させ、同胞たちが繫栄
する祖国とともに、明るい未来へと歩ん
でいける準備を整えるということだ。
この政策を貫いている一本の筋は、祖

国の未来に対する確固とした信念である。

『繫栄する祖国、同胞たちの幸せ』

これが、総聯のすべての政策の基調と
なっている。米国を中心として帝国主義
勢力と闘い抜き、社会主義全面的発展へ
の大きな一歩を踏み出している朝鮮を取
り巻く情勢が好転することになることは
間違いない。しかしながら、夜明け前の
暗さの中、動揺は残る。（そもそも夜明
け前が一番暗い）

総聯は、朝鮮人民の切望と希望に満ち
たこれまでの実践の過程を見ながら、在
日朝鮮人運動の画期的敵転換点となるだ
ろう情勢変化を見越しつつ、全同胞に訴
えかけた。未来を迎えに行こうと。

さて、このような政策の基調を見なが
ら、未来へ進む基本動力を何と見たのか。

間違いなくこれと言える。一心団結の
力。同胞たちの団結した力をもってすれ
ば、無から有を創造し、不可能も可能に
置き換える。その伝統ある運動の魂を受
け継ぎ、新たなステージへと昇ろうとい
うのが今回の政策の柱である。方法は、
同胞第一主義の貫徹だ。

イルクン(専任・非専任問わず)たちが
同胞たちのために汗を流し、同胞たちの
明るい未来を切り開くために先導する。
前に行けば行くほど同胞たちが集い、そ
のパワーは増していく。そのような想い
と行動を紡ぐ4年間にしようということが
今大会の政策的柱であろう。
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そのための幹事会、そのための実践。こ
れを繰り返すことによって、青商会が新た
な時代に即して生まれ変わる。 青商会第
25期と第26期はそのような2年となる。
青商会学園に向けたクラウドファンディン
グは、目標額を大きく超えて達成された。
同胞たちの期待を一身に背負う青商会学園
となる。

是が非でも成功させなければならない。
目の前にいる子供たち、まだ見ぬ子供たち。
『青商会学園をいいものに作ろう』とは、
だれでも言える。しかし、『対象がいな
かったな』『先方が来ないというから…』
などという『言い訳』も誰だってできる。

青商会学園は、一世たちがウリハッキョ
を無から創ったように、今を生きる我々が
全国にいるコッポンオリのためにできる最
重要課題の一つである。

青商会学園を通して、子どもたちがルー
ツを知り、仲間に出会う。その延長線上に
同胞社会があり、その『学園の最先端』と
してウリハッキョの魅力は格段と上がるこ
とになるであろう。

いま、自分が知っている対象にアタック
はしているのか。自分は動員をどれくらい
できたのか。地方が違うからと目を覆うの
か。否、ALL青商会で、子どもたちの未来を
創る！！これがいま、我々がなすことであ
ろう。

個人の能力には限界がある。しかし、団
結は奇跡を生む。その奇跡は1世2世のオル
シンたちに勇気となり、子どもたちの希望
となる。

何をなすべきか。全幹事がこの問いを持
ち、その答えを導き出して汗をかき実践す
ることで、運動が前へと進む。

新時代・魂！！青商会の奇跡はこれから
も継続する。

政策を立案するには、地に足をつける必
要がある。総聯25期の政策には、24期の経
験と成果がふんだんに含まれている。

私は今大会の政策を見ながら、青商会に
たいする自負であふれる。25期の政策は言
わば青商会が歩んできた道そのものでもあ
る。『イルタンベッ』『アプロ』『新時
代・魂！』と青商会の役員たちが汗をかい
て立証してきた事柄が政策に含まれている
とびりびりと感じる。新型コロナの影響の
中でも青商会は止まらなかった。むしろさ
らに前進し、今できることを必死に悩み、
解決するまで走ってきた。

そのような青商会が主役となり、我々を
育ててくれた諸先輩方の力を借りながら
作ってきた歴史。その総括に基づいて生ま
れ出た政策を基に青商会は、歩を進んでい
くこととなる。
何をなすべきか

言うは易く行うは難し。

青商会は何をなすべきか。
これまでの青商会活動には胸を張ってい

い。しかし、我々はまだ何も成し遂げてい
ない。

『新時代・魂！』、このスローガンには
『汗をかく青商会』、『言い訳しない青商
会』という崇高な理念が刻まれており、今
の青商会の活動によって生まれ出てくる成
果は、5年後、10年後にその生活力をもって
注目されることになる。

一つ、財政を作る幹事会を作ろう。
一つ、民族教育を発展させるため、ウリ

ハッキョ支援はもちろんのこと、準正規民
族教育網を完備しよう。
一つ、要求する会員たちはみな無条件で

結婚させることができる青商会になろう。
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今期の最優秀地域KYC賞は【地域によるプレゼン決戦投票】で決まります！①ポイン
ト400点以上が挙手権利、②その中で『ウリ地域が一番！』という地域が挙手、③地方
青商会内の代表地域は一つのみ、④挙手制により代表選抜、YouTube 上で討論、⑤中央
幹事たちによる投票で決まります！
第25次定期総会にて、最優秀KYC賞、新時代賞・魂！賞を獲得するのはどこだ！？



【4】 KYCNews

＃県を超えた交流会

6/19～20 横浜

神奈川・神港地域青商会と愛知・
名駅名西地域青商会の交流会が行
われました。お互いのハッキョの
現状、地域で取り組んでいること、
今後取り組むことなど、色々な話
で盛り上がりました。
＃横浜観光 ＃横浜初級_神奈川中
高見学 ＃素敵な交流会

神 愛
神奈川県青商会
愛知県青商会

＃ＫＹＣ岐阜ＢＢＱ

5/22

既婚者会員の妻同士の連携を深め
るためのイベントが催されました。
他県から嫁いでくる女性が多い傾
向にあるので初対面の家族もあり
ましたが、お互いに仲を深め、有
意義な時間を過ごせました。
＃連携強化 ＃親同士が仲良く
＃子供同士も仲良く

岐 岐阜県青商会

＞全国の青商会活動をご紹介＞NEWS

＃ＡＬＬ東北プロジェクト第５回総会

6/18 仙台ガーデンパレス

ALL東北プロジェクト第5回総会兼ウリ民族フォーラムin東北開催10周
年式典が開催されました。総勢43名が参加した総会では、ALL東北プロ
ジェクトのさらなる発展のために、①各県幹事会の強化、②セッピョ
ルProject、TKBProject、NewDay(뉴대)Projectの3つのProjectの強化、
③東北で年間4回のチャリティーコンペ企画の3つの方針が打ち出され、
満場一致で可決されました。総会後の記念式典では、多くの方から10
周年を祝福する言葉をいただき、東北青商会の活動を誇らしく振り返
るきっかけとなりました。
＃民族フォーラム10周年 ＃10年の誇りを胸に ＃新たなスタート

東 東北ブロック

＃オリニーランド

6/12 埼玉初中級学校

オリニーランドが3年ぶりに開催さ
れました。400名以上の同胞・オリ
ニ・関係者たちで会場は大盛り上
がり。より多くのコッポンオリた
ちを学校に招き、いい教育環境を
整えていきます。
＃お菓子の家 ＃OB達からポロ
シャツ寄贈

埼 埼玉県青商会

＃宿泊保育の差入れ

6/25～26 四日市初中級学校

四日市ハッキョで行われた宿泊保
育に花火とスイカを差入れしまし
た。色んな経験をして、大きく
育って欲しいです。『三重青商会
は同胞の為、コッポンオリ達のた
め汗をかきます』
＃コッポンオリ ＃汗をかく青商
会 ＃夏の風物詩

三 三重県青商会

某所
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参加条件
・青商会世代 ※プロの方の参加はご遠慮願います
・各ブロック1チーム（北海道、東北、北関東、関東、中部、近畿、中四国、九州）

ルール

・5人制（選手登録は5人以上可）
・8チームを2ブロックに分け、4チーム総当たり→各ブロック優勝チームが決勝進出
・1試合8分×1（グラウンド2面同時進行）、決勝は7分×1
・3位決定戦なし

申請方法 ・青商会幹事長が代表チーム選出、参加申込書提出

申請期間 ・5月30日（月）～8月31日（水）

新時代KICK 청상회교류훗트살대회

参加条件
・同胞部門：８人以上
・初級部学生部門：８人以上 ※人数不足の場合中学生参加OK
・縄回しは誰でも可（縄回しは人数に含まれません）

ルール
・原則各地方の青商会役員又は幹事長立会いのもと3回の縄跳びを動画1本で撮影
・動画ファイル＋最多記録記載のメールでエントリー

申請方法
・動画ファイル提出（ギガファイル便でまとめてください）
【動画ファイル名】〇〇学校、〇〇分会 【提出先】kycchuo@gmail.com
【件名】神奈川縄跳び（例） 【本文】最多記録：2回目100回（例）

申請期間 ・5月30日（月）～7月31日（日）

参加条件
・同胞部門：当日先着20人
・青商会部門：各地方1人まで（エントリー制）

ルール
・各部門でトーナメント戦
・各部門同士の決勝戦あり

申請方法
・同胞部門：当日受付
・青商会部門：参加申込書提出

申請期間
・同胞部門：当日
・青商会部門：5月30日（月）～8月31日（水）

参加条件 ・特になし（学生、朝青、青商会、同胞、家族など組合せ自由）

ルール
・朝鮮半島で愛されている歌（民謡や同胞社会で好まれる歌） ・楽器OK
・人数制限なし（合唱、重唱、独唱など全部OK） ・撮影はスマホのみ、編集禁止

申請方法
・動画ファイル提出
【提出先】kycchuo@gmail.com 【件名】〇〇支部ノレソジョ、〇〇地域青商会など
【本文】SNSで拡散可・不可を記載

申請期間 ・5月30日（月）～8月15日（月）

参加条件
・歌以外の特技を持っているスーパーキッズ
（けん玉、リフティング、ものまね、ダンスなど）

・歌以外の特技を持っている同胞

ルール ・特技動画審査→フェスティバル舞台で披露（動画もしくは現場招待）

申請方法
・参加申込書提出
※青商会幹事長を通して申し込んでください

申請期間 ・5月30日（月）～7月31日（日）

新時代JUMP 뛰여라! 우리가 으뜸이야!

新時代POWER 팔씨름왕이 나는 된다!

新時代SONG 우리는 조선의 꾀꼴새!

新時代HERO 나의 자랑 너의 자랑
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