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第 24 回ワンコリアフェスティバル 2008 を迎えて

フェスティバル実行委員長

1985 年 8 月 15 日の「光復」40 周年を機に始

鄭甲寿

り、夢物語といわれたアジア共同体も、現実の

まりました当フェスティバルも、今年で第 24

政治的、経済的課題として活発に論議されるよ

回目を迎えるに至りました。

うになっています。

これも、これまで温かいご理解とご支援、ご
協力を下さった皆様のおかげであり、ここにあ
らためて感謝申し上げます。

さて、去る 10 月 11 日、アメリカが朝鮮民主
主義人民共和国に対する「テロ支援国家」の指
定を解除しました。これにより、長く停滞して

ワンコリアフェスティバルは、1985 年、統一

いた「六者協議」が開かれ、今後、南北間の対

（ワンコリア）への新しいアプローチ、新しい

話および朝日間の対話も進展する可能性がある

ビジョンを創造しようと始められました。

でしょう。

当時、統一と言えば、政治的で難しそうだ、
遠い問題だというイメージが強かったのです

私たちは、市民・NGO の立場から、継続し

が、それを、お祭りの空間で、とくに若者が興

てこうした政府間の対話を求めてきましたが、

味をもてるロック、ジャズなど現代音楽や映画、

今後とも国際的な民間交流を進め、国際的な市

演劇、絵画など現代アートを中心に開催するこ

民ネットワークを広げ、さらに相互理解と協力

とによって、また最近では韓流も取り入れ、常

を活発にしながら、政府間の対話も促していき

にワンコリアを身近に感じることができる新し

たいと思います。

いワンコリアのイメージを発信してきました。
ところで、この度ワンコリアフェスティバル
そして、在日コリアンの立場から、次のよう
な新しいビジョンを提唱してきました。

では、より多くのみなさんに支えていただき、
さらに発展できるように、ワンコリアフェス
ティバルのサポーターを募集することにいたし

〈38 度線〉のない日本で住む在日コリアンが
まず『ハナ』（ひとつ）となってワンコリアの

ました。みなさんの積極的なご参加、ご支援を
お願いします。

シンボルになり、祖国南北、海外コリアンのパ
イプ役としてワンコリアの実現に貢献するとと

今回も「HANA ×東アジアの未来」をテー

もに、
『アジア市民』創出のための『アジア共

マに、多様、多彩な催しを繰り広げ、ワンコリ

同体』を目指す。

アと東アジアの共生の大切さを、楽しく、また

このビジョンのもとたゆまず発信し続けてき
たワンコリアとハナは、いまでは統一と在日
コリアンの和合のシンボル的な言葉となってお
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力強く訴えていきます。
ハナ！

제 24 회 원코리아페스티벌 2008 을 맞이하여

원코리아페스티벌  실행위원장 정갑수

1985년8월15일의  「광복」40주년을  계기로 
시작된  원코리아  페스티벌이  올해로  제24돐을 
맞이하게 되었습니다.
이것은  여러분의  따뜻한  이해와  지원  협력이 
있었기에  가능했던  것으로  이  자리를  빌어  다
시 한번 감사의 말을 드립니다.
원코리아페스티벌은  1985년에  통일（원코리
아）에  대한  새로운  접근방법  으로  새로운  미
래를 창조하고자 시작되었습니다.
그  당시  통일이라고  하면  정치적이고  어려운 
문제이다,  자신과는  거리가  먼  이야기다라는 
이미지가  강했지만  그것을  축제  공간으로  만들
어  특히  젊은  세대가  관심을  가지는  록,  째즈 
등  현대음악이나  영화,  연극,  그림등을  포괄적
으로  개최하고,  한류도  받아들이면서  원코리아
가 항상 가까이에서 느낄 수 있는 것으로 새로
운 원코리아 이미지를 발신해 왔습니다.
그리고  재일코리안의  입장에서  다음과  같은 
목표를 제창해왔습니다.
<38선>이  없는  일본에서  살고  있는  재일코리
안들이  먼저  『하나』가  되어  심볼이  되고  조
국남북,  그리고  해외코리안의  파이프  역할을 
담당하면서    원코리아  실현에  공헌함과  더불어 
『아시아시민』창출을  위한  『아시아공동체』
를 지향하자.
이러한  비전  아래  꾸준히  발신해온  원코리아

와  하나라는  말은  이제  통일과  재일코리안  화
합의  심볼적인  말이  되었으며  꿈같은  이야기라
고  했던  아시아공동체도  현재는  정치적,  경제
적 과제로서 활발하게 논의되고 있습니다.
그러한  가운데  지난  10월11일  미국이  북한에 
대한  「테러지원국가」지정을  해제하였습니다. 
이에  따라서  장기간  정체되었던  「육자협의」
가  개최되고  앞으로  남북한의  대화  및  조일간
의 대화도 진전될 가능성이 높아졌습니다.
우리는  시민·NGO입장에서  계속해서  이러한 
정부간의  대화를  원하고  있으며  앞으로도  더
욱  국제적인  민간교류를  촉진시켜  국제적인  시
민네트웍과  상호이해와  협력관계의  폭을  넓히
고,활발하게  진행시켜나가면서  정부간의  대화
도 촉구해 나가려고 합니다.
이번에  원코리아페스티벌에서는  보다  많은 
사람들의  협력과  지원을  받아서,  이  행사를  더
욱  발전시켜  나가고자  원코리아페스티벌  봉사
단을  모집하기로  하였습니다.  여러분의  적극적
인 참가와 지원을 부탁드립니다.
또한,「HANA×동아시아의  미래」를  테마로 
다양하고  다채로운  기획을  준비하고  있으며  앞
으로도  계속해서  원코리아와  동아시아  공생의 
중요성을  즐겁게  그리고  힘차게  호소해  나가고
자 합니다.
하나! 
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■ プログラム
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■ 出演者紹介

司会：李由美

司会：チング

よさこいアリラン
はなコリア

CENAL

タッサーニ・タイ舞踊団

芝草（ジチョ）合唱団

金初夏・柳泳受
（韓国伝統舞踏）

春川民芸総伝統舞踊

李ユラ（京畿民謡）

姜輝鮮朝鮮舞踊研究所
舞踊団 NARUSAE

ヤン・チウォン

Permanent Fish

風景（プンギョン）

チョン・ヨンロク

クォン・ヘヒョ

ドラマ「太王四神記」
パク・ソンミン

SANTA

朴保バンド
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ワンコリア女性会の発足に向けて
ワンコリアフェスティバル国際協力部長 金 希姃

私は、1991 年日本に留学し、在日コリアンた

かいました。その時徐英勲在外同胞教育振興財

ちの和合と統一を目標に繰り広げられている統

団理事長 ( 元大韓赤十字総裁 ) と平和財団の法

一文化運動ワンコリアフェスティバルにボラン

輪僧侶とチョンスナヌム実践会の朴清秀教務に

ティアとして参加し、現在まで活動をさせてい

お目にかかり、たくさんのよいお話を聞くこと

ただいております。

ができました。

毎年数万人が集まるワンコリアフェスティバ

徐英勲理事長が創立されたハンウリ共同善実

ルの行事を、在日コリアンと日本人、それに本

践連帯 (www.commongood.or.kr) は、地球全て

国から来た人たち、留学生らがボランティアと

の社会に正義の民主秩序が定着され、人類的福

して協同作業をしており、私たちはお互いの歴

祉が実現され高い水準の文化が享有する人類共

史的背景や文化的背景が違うことを認識し、お

同体の建設を追求して活動しています。

互いの良い点を活かすことが重要であると思う

チョンスナヌム実践会 (www.motherpark.org)

ようになりました。活気ある「共生」の場であ
ると言えるでしょう。
このような活動を通して韓国にいた時には全
く知らなかった在日コリアンたちの置かれてい
る状況や社会問題、また何よりも在日コリアン
の運動や民族教育に関して少しずつわかってき
ました。在日コリアンは、様々な壁にぶち当
たりながら自らもマイナスイメージを持ってい
ましたが、
「境界」で暮らす点をむしろ活用し、

徐英勲先生と

海外同胞たちの中でも非常に重要な役割を担う

は、国境と人種の違いなく宗教の壁を崩しなが

ことができることを自覚するようになっていま

ら、苦痛を受ける人たちのために息つく暇もな

す。

い情熱をささげ活動しています。

差別と祖国の分断という二重の困難を抱えな

平和財団と JTS( www.jts.or.kr) は

お腹を

がら暮らさなければならなかった困難の中で、

空かせた人は食べねばならない、病んでいる人

ＮＧＯ団体と市民の皆さんの連帯で、国境と民

は治療を受けねばならない、子どもたちは習わ

族を超え、人類の平和発展と共生のために、24

ねばならないということを土台に人種、宗教、

年の間ひたすら繰り広げたワンコリアフェス

民族、性別、理念に関係なく貧しい隣人を手助

ティバル運動は、今やひとつの民族だけにとど

けしながら、全世界、とくにアジア地域の飢餓、

まらず、東北アジア、さらには全世界の人々の

疾病、文盲根絶のため活動しています。

平和と共生のためにも、これからも引き続き進
めていく運動だと思います。
私は、韓日交流に関する仕事や韓国語講師な

みな人類愛を志向し直接実践してきたとても
立派な団体です。

どの仕事をしながら、この運動を続けてきてお

とくに「韓国のマザーテレサ」と呼ばれてい

りますが、今やボランティアだけの力では支え

るパク・チョンス教務がカンボジアの病院に医

きれないほど規模が大きくなっています。

薬品を届けに行くことに同行することになった

新たな方法を模索しようと韓国の市民団体と
もっと連帯できるのではないかと思い韓国に向
<6>

ことが、私の人生において実に有益で意味深い
ものでした。

カンボジア・パタムバンの学校の前で出会っ

代以後世界のグローバル化により新しく日本に

た子ども達と、明け方から病院の前で無料診断

来て定着しているニューカマーたち、また、他

を待っている老人の痩せ細った腕をみながら、

のマイノリティの女性たちと力を合わせ、ボラ

私も何かこの人たちのためにできることはない

ンティア活動をしていきたいと思っています。

かと思いました。とくに孤児院で出会った 10

そうすることによって、政治的に解決が難しい

歳ぐらいの子供の輝いていながら悲しげな瞳が

様々な問題も暖かく解きほぐしていくものであ

今でも目に焼き付いています。この子もまだ父

ると思います。

母の下で甘えたい歳なのに自分が妹を抱え、こ

民族、国家、宗教を超えて、純粋に人道的見

れから先どうしていいのか分からずに生きてい

地からボランティア活動を望む方々と力を合わ

かざるを得ない子供の姿が、パノラマのように

せ、小さいですが世の中の暗がりを少しずつ明

目に浮かびます。自分の子どもたちが一食でも

るくする集まりを持ちたいと思っています。個

抜いたりすると心を痛めるのに、その一食を取

人個人の思いが集まり、力を合わせて、その思

ること自体が難しい子どもたちのことに思い至

いが成し遂げられてはじめて、真の分かち合い

りませんでした。もちろん新聞やニュースで接

の喜びを感じることができるのだと思います。

し同情することはあっても、具体的にどうすれ

幸いにも徐英勲先生や朴清秀先生の協力を得

ばいいのか、また忙しいという理由で誰かがす

ることができることになり、またワンコリア
フェスティバル韓国後援会名誉顧問も引き受け
てくださりました。感謝の気持ちでいっぱいで
す。
みなさんもよくご存知の「冬のソナタ」の金
次長役を演じられた権海孝氏も、快く賛同して
くださいました。
私達は、ワンコリアフェスティバルの目標で
あるアジアひいては世界の平和のために、女性
として貢献していかなければならないと思って

カンボジアの姉妹と

います。未だ足りないことばかりですが、微力

るだろうという安易な考えでただ過ごしていま

でも役に立てればという願いでいっぱいです。

した。
今回の訪問は、実に多くのことを考えさせら
れました。なぜ私が日本に渡ってきたのか、な
ぜこのような道へと進んだのか、２０年近く日
本で和解と平和のために仕事をしてきました
が、これからどのような方向に進んでいくべき
なのかを得た喜びで興奮しました。私なりに一
所懸命してきたつもりですが、日本という枠か
ら抜け出せていないことに気づきました。
そこで、このワンコリアフェスティバルの運

どうかワンコリア女性会に関心をお寄せくだ
さり、皆様の積極的なご参加、ご協力をお願い
申し上げます。
ありがとうございました。
ワンコリア女性会が応援する JTS にご協力お願いいたしま
す。( www.jts.or.kr)
企業、個人、団体送金いずれも可能です。
物品 ( 医薬品、衣類、文房具、子供用品など ) は下記の番号
にお問い合わせください。
皆様の積極的な参与をよろしくお願い申し上げます。

動を支え、さらに発展させるために、また、ア

お問い合わせ

ジアの困難な人々を支援するためにワンコリア

ワンコリア女性会 http://www.hanakorea.co.jp

女性会を発足しょうと考えました。
世界の中でも、とくにアジアの飢餓に苦しめ

E-mail：hana-changgum@hotmail.co.jp
TEL：06-7893-1187 FAX：06-7892-1187
ワンコリアフェスティバル実行委員会

られている子どもたちのために、まず在日同胞

http://hana.wwonekorea.com/

の女性たちが率先して日本の女性たちと、80 年

ＴＥＬ：06-7891-1187
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원코리아 여성회 발족에 즈음하여
원코리아페스티벌  실행위원회국제협력부장 김 희정

저는1991년  일본으로  유학을  와서,  재일코리
안들이  화합과  통일을  목표로하여  펼쳐  온  통
일문화운동,  원코리아  페스티벌에  자원봉사자
로  참가를  해서  지금도  계속해서  활동을  하고 
있습니다.
매년  몇  만명이  모이는  원코리아페스티벌  행
사를  재일코리안들과  일본인,  그리고  본국에서 
온  사람들과  유학생들이  자원봉사자로  협동작
업을  해나가는  가운데,  우리는  서로의  역사적 
배경과  문화적  배경이  다른  것을  인정하게  되
었으며,  서로의  좋은  점을  살리고  잘  활용하는 
것이  중요하다는  것을  배우게  되었습니다.  활
기찬「공생」의  장이었다고  말할  수  있겠습니
다. 
그런  활동을  통해서,  한국에  있었을  때에는 
전혀  알지  못했던,  재일  코리안들의  놓여져있
는  상황,  사회문제,  그리고  무엇보다도  재일코
리안의  운동이나  민족교육에  관해서  조금  알게 
되었습니다.  재일코리안들은  많은  어려움을  겪
으면서  스스로가  마이너스적인  이미지를  가지
기도  했지만「경계」에서  살고  있다는  점을  잘 
활용하면  오히려  해외동포들  중에서도  매우  중
요한 역할을 담당할 수 있으리라 생각합니다. 
차별과  조국의  분단이라는  이중의  곤란을  안
고  살아야  했던  어려움  속에서도  NGO단체와 
시민들이  연대해서  국경과  민족을  초월하여  인
류의 평화발전과 공생을 위해 24년동안 꾸준히 
펼쳐왔던  원코리아페스티벌  운동은  이제  한  민
족의  통일만을  위한  행사가  아니라  동북아시아 
더  나아가서는  전  세계사람들의  평화와  공생을 
위해서도  앞으로  계속해서  이어져가야  할  운동

체들과  연대할  수  없을까  하고  한국을  방문하
였습니다. 그 때  서영훈 이사장님(전 대한적십
자 총재님)과 평화재단의 법륜스님, 청수나눔실
천회의  박청수  교무님을  찾아  뵐수  있었고  많
은 것을 배우고 돌아왔습니다.    
서영훈  이사장님이  창립하신  한우리공동선
실천연대(www.commongood.or.kr)는  지구  전
체  사회에  정의의  민주질서가  정착하고  인류적 
복지가  실현되어  높은  수준의  문화가  향유하는 
인류공동체의  건설을  추구하며  활동하고  있습
니다.      
청수나눔실천회(www.motherpark.org)는  국
경과  인종의  구별없이  종교의  벽을  넘어서  고

법륜스님과

통을  받고  있는  사람들을  위해서  열정적으로 
활동을 하고 있으며, 평화재단과 JTS(www.jts.
or.kr)는  배고픈  사람들은  먹어야  한다  병들은 
사람들은  치료  받아야  하고  어린이들은  배워야 
한다는  것을  토대로  인종,  종교,  민족,  성별, 
이념에  관계없이  어려운  이웃을  도와주며  전세
계 특히 아시아 지역의 기아, 질병, 문맹퇴치를 

이라고 생각합니다. 

위해 활동하고 있습니다
모두  인류애를  지향하고  직접  실천해  온  아

저는,지금  한  일  교류관계,  한국어  강사등의 
일을  하면서  이  원코리아페스티벌운동을  돕고 
있지만  이젠  자원봉사자들의  힘  만으로는  감당
할 수 없을 만큼 그 규모가 커져 버렸습니다
새로운  방법을  모색하고  한국의  다른  시민단

주 휼륭한 단체들입니다.
마침  얼마전에  한국의  마더  테레사라고  불리
우시는  박청수  교무님이  캄보디아  병원에  의약
품을  전달하러  가는데  같이  동행할  수  있었던 
것은  제  인생에  있어서  참으로  유익하고  의미 
깊은 시간들이었다고 생각합니다.
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캄보디아  바탐방의  교육관  앞에서  만난  아이
들과  새벽부터  병원  앞에  와서  무료진료를  기
다리고  있는  노인들의  앙상한  팔뚝을  보면서 
저도 무엇인가 이 사람들과 같이 나눌 수 있는 
것들이  있으면  좋겠다고  생각을  했습니다.  특
히  고아원에서  만난10살  남짓한  아이의  맑지만 
서글픈듯한 눈매가 아직도 눈에 선합니다
자기도  아직  부모  밑에서  어리광을  부려도 
좋을  나이이건만  자기만  따르는  어린  동생을 
등에  업고서  앞으로  더욱  많은  어려움이  있을
지도 모를 세상을 헤쳐나가야 할 한 아이의 모
습이 파노라마 처럼 떠올랐기 때문입니다.
내  아이들  한끼  못  먹인것,  꼬질꼬질하게  하
고  있는  모습에  가슴  아파하면서도  한끼  먹는
것이  그렇게  힘든  아이들  생각은  미처  못했습
니다.  물론  신문이나  뉴스를  통해  접할때는  동
정하는  마음이  들기는  했으나  구체적으로  어찌
해야하는지  또  바쁘다는  이유로  누군가  하겠지 
하는  안일한  생각으로  그냥  지나쳐  버렸던  것
입니다. 

기  위해서  원코리아  여성회를  발족하기로  하였
습니다
세계에서도  특히  아시아의  굶주리고  있는  많
은  어린이들을  위해서  먼저  재일동포  여성들이 
솔선하여서  일본  여성들과  함께  80년대  이후 
세계의  글로벌화로  인해  새롭게  건너와서  정착
해  살고  있는  뉴커머들,  또  소수의  외국인  정
주자  여성들과  힘을  합쳐서  자원봉사활동을  해 
나가고자 합니다
그렇게  하다보면  정치적으로  풀기  어려운  여
러  문제들도  따뜻하게  풀어나갈  수  있다고  생
각하기 때문입니다.
민족,  국가,  종교를  뛰어넘는  순수하고  인도
적인  차원에서의  자원봉사활동을  희망하는  분
들과  힘을  모아  작지만  세상의  어둠을  조금씩  
밝혀가는 모임을 갖고자 준비하고 있는데
개인  개인의  작은  힘들이  모아져  그  뜻을  이
루었을  때  비로서  진정한  나눔의  기쁨을  느낄
수 있을 것입니다.
고맙게도  서영훈  선생님과  박청수  선생님이 
원코리아페스티벌  한국후원회  명예고문도  맡아 
주셨고  또한  겨울연가의  김차장  역으로  잘  알
려진  권해효씨도  저의  의견에  찬동해  주셨으며 
그  밖의  많은  선생님들도  협력을  해  주시기로 
했습니다.
정말  이  감사한  마음을  무엇으로  표현해야 
할지 모르겠습니다.

이번에  캄보디아  방문으로  인해  참으로  많은 
것을  깨달았습니다.  왜  내가,  일본까지  건너와

원코리아페스티벌의  취지와  목표와도  상통하
는  것으로  아시아  더  나아가서는  세계의  평화
를  위해서  여성들이  더욱  단결하여  사회에도 
공헌해야  한다고  생각합니다.  아직도  많이  부

야  했고,  왜  이런  길에  들어서야  했는지,  그리
고 앞으로 어떻게 살아가야 하는지……. 

족하지만,  우리의  이  작은  움직임들이  세상을 
평화롭게  하는데  조금이라도  보탬이  될  수  있

20년  가깝게  일본에서  화해와  평화를  위해 
일해  오면서  이제서야  겨우  앞으로  어떠한  방
향으로  나아가야  할지  답을  얻은  듯한  기쁨으
로  몹시  흥분되었습니다.  저  나름대론  평화와 
통일을  열망하며  열심히  한다고  해왔지만  일본
이란 틀을 벗어날순 없었던 것 같습니다.
캄보디아에서  돌아와서  저는  원코리아  운동
을  지원하고  더욱  발전  시키기  위해서,  또한 
아시아에서  곤란을  겪고  있는  사람들을  지원하

으면 하는 바램을 가져 봅니다.

박청수선생님과 캄보디아고아원에서

아무쪼록  원코리아여성회에  많은  관심을  가
져  주시고  여러분들의  적극적인  참가와  협력을 
부탁드리는 바입니다.
감사합니다.
    
문의전화：06－7893－1187  FAX：06－7892－1187
원코리아페스티벌 홈페이지http://hana.wwonekorea.com
<9>

対談「他者救済とボランティア」

「他者救済とボランティア」
金泰明キムテミョン vs 鄭甲寿チョンカ ス
プ

司会

金益見キムイクキョン

司会：まず、簡単に自己紹介をお願いします。その後、お

か。「11・22 事件」のときに関西を中心に在日韓国人の

二人の関係についてお話していただいて、最後にお二人の

2 世、主に韓国に留学した学生たちが、ある日、突然 13

運動の共通点についてお話していただきます。

名も逮捕されたと発表されて、すごい衝撃的だった。発表

金泰明：金泰明（キム・テミョン）といいます。大阪で生

の前に「韓国に留学している学生が全部行方不明になって

まれ育ちました。現在、東京の三鷹市に住んでいます。在

連行されているらしい」といううわさはあったわけ。「な

日コリアン２世です。今は八尾市にある大阪経済法科大学

んか事件起こるで」と。ところがね 13 名もいっぺんに発

の教員をしています。それ以前は在日韓国人政治犯の救援

表されると全然思ってなくて、青天の霹靂だった。気がつ

運動のフルタイムスタッフを 15 年間して、その後、在日

いたら、何かしなければならないと思い、救援のために動

韓国民主人権協議会という在日の人権ＮＧＯを立ち上げま

きまわっていた。困っている人が目の前にいたら助けよう

した。20 年間、在日コリアンの人権運動に関わってきま

という気持ちは誰にもありますよね。そのことと、それを

した。そのときに甲寿さんとも出会いました。

職業にすることにはずいぶん隔たりがあるんだけれど、僕

鄭甲寿：1975 年に「11・22 事件」という事件があって、

は救援運動で事務局長になった。僕が救援運動を専門です

在日韓国人の留学生や仕事で韓国に行った人たちが「北の

ることになった理由については本に詳しく書きました。甲

スパイ」と言われて、当時の朴軍事政権に捕まった。その

寿はあの時どんな映画をつくったんだったかな。

人たちを助けるために救援運動が起こった。その運動の中

鄭：康宗憲（カン・ジョンホン）さんを主人公にした映画

心が「在日韓国人政治犯を救援する家族僑胞の会」という

は「また会える日よ、再び」。金五子（キム・オジャ）さ

団体で、そこの事務局長をされていたのが金泰明さんだっ

んを主人公にした映画は「再会」。本人は獄中にいるので、

た。その頃、僕は立命館大学の学生だったんですが、立命

その友人、恩師、家族らをインタビューして。二人とも死

館大学から留学に行った学生もいたわけです。これはほっ

刑囚やったから緊急性があった。金五子さんという女性は

とけないということで、友だちと「映画をつくって救援を

立命館出身の先輩だった。その後お二人とも釈放されて日

訴えよう」ということをやっていて、泰明さんと知り合っ

本に戻ることができた。いまでは康宗憲さんとよく会って

たんですよ。

るけど、はじめてお会いした時は、まさかこんな日が来る

司：金泰明さんはかなり若いときに事務局長をされていた

とはという感じでね。「11・22 事件」の場合、全員釈放

んですね。

されましたね。

金：1975 年の事件が起こっときに僕は 23 歳でした。

金：ほとんどね。当時６人死刑囚いたのが誰も処刑させず

２年間かけて、政治犯家族や在日韓国人の青年たちが一緒

にすんだ。

に議論して、1977 年、僕が 25 歳のときに右も左もわ

鄭：運動の成果ですね。

からず事務局長をして（笑）
。

金：ただ韓国の中で「北のスパイ」とされた死刑囚はいっ

「11・22 事件」については拙著『欲望としての他者救済』

ぱい処刑されたけれども。救援運動と国際世論の力によっ

の第２章で詳しく描いています。どうして僕が韓国政治

て、在日韓国人政治犯の場合、1 人も処刑されていない。

犯救援運動という他者救済の運動に関わるようになったの

やっぱり救援運動と世論があるかどうかで、根本的に違う
ね。
司：運動の中心となった若者たちについてもう少し詳しく
教えてください。
金：この運動には実は中心と幅がある。獄中にいる人が不
治の病とか交通事故で動けないというわけではなくて生き
た政治犯だから、その本人がもうどうでもいいと絶望した
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金泰明 大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター教授

り、闘わずにあきらめたりしたら救援運動は成り立たない。

時に、国のためでもあるし、統一のためでもある。泰明さ

救援運動の中心は誰かというと、獄中にいる政治犯なんで

んのおっしゃる通り、つながっている。

すね。中にいる政治犯の闘いを外にいる家族とか友人とか

金：政治犯救援運動というのは、さまざまな運動が折り重

恩師とかが支えるというのが救援運動の本質。当事者が頑

なっている。民族の統一という悲願を自分の願いとしたが

張る。しかも原則が人権・人道だから政治犯のいのちを救

ゆえに弾圧された人が政治犯。政治犯の運動が統一だから

うために、人権弾圧はひどいと思う人なら主義主張や職業

救援運動も統一運動の経験なんだけど、救援運動そのもの

などは全然関係ない。若い人から年配の人まで非常に幅広

は政治犯の主義や主張を取り出して、彼らの代わりになっ

い人たちが運動に参加した。その点はワンコリアと同じと

て行う政治運動じゃない。思想、信条、主義、主張に関係

ちゃうかな。

なく、すべての「政治犯のいのちと人権と釈放を勝ち取る

司：韓国政治犯救援運動とワンコリアのつながりですね。

ためにという一点で手をつなごう」という趣旨だった。だ

金：どうして甲寿がワンコリアを続けることができたかと

からいろんな人が入ってきた。そういう原則だと思う。ワ

いうと、僕が思うには運動の観点からいうと二つある。一

ンコリアもまったく一緒の原則。

つは小学校からの民族教育のあり方。
「建国」で、祖国の

鄭：ワンコリアは「統一」という一点で集まりましょう、

南北両方のいいところを評価しようという原則の中で育っ

ですからね。

てきた。運動会のリレーを朝鮮学校と一緒にしたというエ

金：われわれは政治犯のいのちと人権を守り釈放を求める

ピソードが『ワンコリア風雲録』にあったけれど、小さい

一点だけのために闘った。でも、政治犯の主張や中身を見

ときから対立する同胞たちの距離感を保ちながら、そうい

たら、彼ら政治犯は統一のために闘っている人。

う対立する同胞たちが一緒に集まって運動会をするという

司：甲寿さんが救援運動に参加されたことは、甲寿さんの

場で揉まれてきた。実はその経験が甲寿の身体にしみつい

中ではワンコリアを創るルーツができあがったということ

ている。だから、救援運動でも自分ができることをやろう

ですかね？

とぱっと動ける。

鄭：そうですね。統一の問題を真剣に考え始めていた当時

鄭：救援運動をすることは、
留学同（在日本朝鮮留学生同盟）

の僕にとっては、政治犯の問題は他人事ではなかった。当

の先輩からは反対されました。
「北のスパイ」として捕まっ

時は学生団体も朝鮮留学生同盟という朝鮮総連、朝鮮民主

ているから、北系の留学同の人間がするのはまずいと。

主義人民共和国を支持している団体もあれば、韓国民団、

金：反対されてもやった。救援運動とワンコリアという統

韓国を支持している学生の団体もあった。それ以外にも反

一運動はつながっている。政治犯が何で弾圧されたかとい

体制的な韓国学生同盟とかいろんな団体があった。僕は建

うと、統一を求める途上で在日同胞が国に帰った。統一を

国高校からたまたま立命館大学に入った。そこで初めて世

願う彼らの心情とか願いが弾圧された。獄中でも、裁判で

界と向き合うわけ。民族に対しては何ら否定的な考えはな

の発言や手紙を見たら、やっぱり統一を願っている。統一

かったけれど、しかし自分たちがどういうところに置かれ

を願い、そのために闘う政治犯を救援する運動そのものが

ているのか、日本社会とはどういう社会なのかということ

実は統一を求める政治運動につらなっている。まさしく統

をあらためて考えるようになり、僕の中ではやっぱり日本

一運動。ワンコリアフェスティバルという統一運動の本質

で差別をなくしたり、権利を獲得したりするのも大事だし、

と救援運動の救済する対象はまったく一緒。統一。つまり、

統一も祖国との関係も大事や、という考えになっていった。

僕から見ると一貫性がある。

そういう中で政治犯の人たちはすごく先鋭的な存在やっ

司：甲寿さんはどうですか。こういう風におっしゃられて。

た。すごい先輩たちなんですね、僕から見たら。

鄭：その通りですね。僕はたまたま朝鮮籍やから、韓国に

司：お二人は若い頃からぶれていないことが共通されてい

行けなかったけれど。僕が韓国籍で韓国に留学するような

ると思うんですけど、他の共通点について、先ほどおっしゃ

ことがあったら、たぶん同じような経験をしただろうと直
感的に思った。他人事ではないという感じ。統一を求め
て留学までするという情熱的で行動的な青年を捕まえて殺
そうとする祖国というのはとんでもないことだと思った。
黙っておれなかった。それは祖国にとってもものすごくマ
イナスなこと。彼らを救うというのは人権を守るためと同
ワンコリアフェスティバル実行委員長

鄭甲寿
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対談「他者救済とボランティア」
られたことの続きをお話ください。

うということになった。ということで高橋悠治さんにやっ

金：一つはさっき話したとおり、運動の幅とか原則とかの

てもらったんですよ。当時高橋さんはアジアに関心が向い

ことですね。本当に救うには何が必要か。世論の力が必要

ていて、日本ではバッハの第一人者。その人に僕は会って

です。政治犯を弾圧した政権は全身を鉄砲で武装している

訴えたんです。その時にＮＨＫの最高のスタジオを貸して

のに、僕らは徒手空拳だから世論の力を味方にするしかな

もらって、最高の環境で高橋さんに最高のピアノを弾いて

い。そうするとできるだけいろんな人の賛同を得ようと必

もらうと。それが本当に参加するあり方。安いところでノー

死になる。そこで意見の違いはあっても「政治犯のいのち

ギャラで「アンタどんなピアノでもいいやろう」というの

と人権と釈放」という一点に絞って、いろんな人の声を集

は運動家の傲慢。そういうことを甲寿はわかっている人。

めようという経験が、僕はワンコリアにも生かされている

だからいろんな人が来る。来ている人を見たら、その業界

と思う。もう一つは、ワンコリアでやっていることが芸術

のトップの人が来ている。

の総結集だということ。いろんな人が来ているよね。それ

鄭：そこはまだまだ足りないですけど。それと、たしかに

は一つには甲寿という人間の幅の広さと発想の深さに負う

トップの人も来ているけれど、いろんな人が来ている。素

ところが大なんだけれど、それだけではなくてワンコリア

人も来てるし。

という課題を単なる政治課題にするのではなくて、ワンコ

金：そうそう、いろんな人が来ている（笑）。それと甲寿

リアというのは全民族的課題だから誰でも来たらいい。そ

さんは関心が多いね。色気が多いというか。もともと持っ

れも運動の、フェスティバルの主人として来る。アンタは

ている甲寿の関心の広さと、小さい頃からの教育と救援運

歌でやればいいし、俺はスポーツでやるという。さまざま

動の中で培った幅の広さ。そういうのが全部重なってワン

な人たちが最高のパフォーマンスで表現する場所を創って

コリアに結実しているように俺には見えるね。

いる。ここがとても大事。普通、運動やっている人はどう

鄭：もともと関心が広かったというよりは、ワンコリア

するかというと、「俺がやっていることは正しいからお前

で出会った人から吸収するものが多い。例えば僕はワン

タダでやれ」。要するに内容はどうでもいいからギャラは

コリアをやるまではジャズなんかほとんど知らなかった。

払わずにこれしろとか言う。僕はそれは間違いと思う。

ミュージシャンも。

鄭：ワンコリアにもギャラはないんだけどね（笑い）
。

金：え！じゃあそれをどうやって集めたん！？（笑）。

金：いやギャラはなくても、最高の場所を、そういう空間

鄭：例えばジャズ名鑑。名鑑をまず調べる。呉在秀さんと

を創るということが非常に大切。実は僕は救援運動でも同

いう人の場合、そこに倉田在秀と書いてあるんだけど「愛

じことを経験している。救援運動では政治犯の手紙とか家

知朝鮮学校卒業」と堂々と書いてある。それで会いに行っ

族とのやりとりとかを脚本を作って演劇にしたり、ある

たんです。呉在秀さんは渡辺貞夫トリオのドラムもやった

いは政治犯家族の中に音楽家がいて、手紙や詩を元に作曲

一流のドラマーだけど、ワンコリアで朴保と出会って後に

して歌にしたものがたまったのでレコードにしたことがあ

「東京ビビンパクラブ」をつくることになる。ワンコリア

る。
『クナリオンダ（その日が来る）
』というレコード。
「ク

はそういうコラボレーションの場所でもある。そういうい

ナリオンダ」とは、民主化と統一の「その日が来る」とい

ろんな出会いがある中で、僕はジャズをあまり知らなかっ

う意味。獄中にいた康宗憲さんの作った詩からとった。そ

たけれど、彼らを見てジャズは素晴らしいとわかってくる。

のときにこのレコードが売れるにはどうしたらいいか。一

金：それからもうひとつ共通しているのは、これはある意

流のアーティストに歌ってもらってピアノ演奏してもらお

味でいうと宿命なんだけど、情勢分析をすることですね。
救援運動をしていると世界情勢とか日本の情勢とかにもの
すごく関心がある。いつも新聞見ているし、テレビを観て
いる。救援運動と民権協のとき、僕はいつも四紙の新聞を
切り抜きしていた。朝日、日経、読売、毎日ね。朝切り抜
きやって、Ａ４のスクラップ紙に貼って電車の中で読ん
だりする。それでいつも毎週切り抜きだけで新書１冊分は
持っていました。なんでそんなに情勢に敏感になるのかと
いうと、ちょっとした情勢の変化で、獄中の政治犯に対す
る処遇が決まるから。外で暴動が起きたり、何かが起こっ
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金益見 神戸学院大学大学院在籍

たら先に政治犯が殺されるんですよ。外の情勢の変化に、

の他者救済』は、本来的に自ら進んでするものであるボラ

中の人の権利と命が直結している。僕が救援運動の事務局

ンティアの原理について、古今東西の思想家の考えを敷衍

長をしていたとき何が仕事だったかというと、朝鮮半島を

しながら、かつ政治犯救援運動の経験もふまえながら書か

含む日本、アジアの情勢をいつも分析すること。ワンコリ

れているから説得力があるんですよ。運動とかボランティ

アと似てるでしょ。

アは、義務や責任感だけでは続かない。楽しくないと。そ

ワンコリアが東アジア共同体とかに発展していくでしょ。

の哲学的な原理、根拠を書いてくれているので、これから

甲寿といつも会うと、耳学問であれ、見たものであれ、動

運動をやる人とかボランティアをやる人にはぜひ読んでほ

きながら知るいろんなことであれ、リアルタイムの情報を

しいお薦めの本です。

持っている。人脈があるだけじゃなくて社会や世界の動き

金：僕からはワンコリアのイメージについて。ワンコリア

にとても敏感。それから甲寿は、実にたくさんの本を読ん

のイメージは「夏祭りの綿菓子」。綿菓子はふわふわして

でいる、しかも幅広く。なぜかというと、ワンコリアとい

いて、だんだん膨らんでみんなで「おいしいね、味見！」

うのは優れて政治課題で国際情勢の緊張した問題を扱って

というとふっとなくなってしまう。夏になるとお祭りで楽

いるだけに、単にお祭りで騒いでるんじゃない。政治課題

しみで非日常の世界で、でもすごい夢があって、次はどん

としていつも分析をしながらそれを政治課題に終わらせな

なのかなと毎年楽しみにしていて、食べたらはっとなくな

い。いろんな人が関わりながら、政治課題を文化、芸術

るんだけど。それは毎年行ったら必ず出てくる子どもの頃

として広げるわけやろ。心の中は政治課題という認識をび

からの夢で、しかしそれがなんで毎年続くかというと、綿

しっと持ってるんですよ。

菓子って誰もが楽しいみんなが集まるんだけど、実は綿菓

司：どうですか？

子には心棒がある。芯があって、この人は心棒を持ってる

鄭：たしかに僕も新聞をよく読むのが癖になってる。理想

人や。ワンコリアの事務局っていうのは心棒やと僕は思っ

を目指していますが、だからこそ現実の政治や経済をいつ

てる。この心棒は必要なときに夢を与える。だけど、綿菓

も分析する。そうしないと、現実に対応した統一運動はで

子は毎日は出てこないんですよ。それでも夢を忘れずに、

きない。

年に１回か２回、夢を実感できる場所がワンコリアなん

金：だから鄭甲寿という人は、僕らの世代が産んだ稀有な

じゃないかな。

活動家。僕はそう思っています。

それともうひとつのイメージは、井上陽水と安全地帯

司：私も感動してしまいました。甲寿さんというとお祭り

が歌う「夏の終わりのハーモニー」。「夢もあこがれも / ど

ワッショイ！という感じのイメージを持っていたので。

こか違っているけど / それがぼくと君のハーモニー」「真

鄭：そういう風に見てもらえるのが一番いいんですけどね。

夏の夢 / あこがれを / いつまでもずっと忘れずに」。この

司：これまでいい話がたくさん出てきましたが、最後にお

歌は、なぜかしらワンコリアフェスティバルと重なるね。

互いの本や活動について言い残したことがあればお願いし

一人の指揮者がタクトを振りまわすシンフォニーじゃなく

ます。

て、いろんな人が好きなことをしながらいつの間にか、ハー

鄭：僕からは泰明さんの今回出版された本について。
『欲

モニー。だから、ワンコリア（朝鮮の統一）は、主義や主

望としての他者救済』を読むとワンコリアフェスティバル

張の違うさまざまな人たちのハーモニー（調和）だと思う。

がやっていることの原理がよくわかる。ワンコリアはボラ

そんな感じがする。

ンティアで成り立っている。そういう人たちが義務では

司：なるほど。お二人とも今日はありがとうございました。

なくて、自然にしたくなるようなものであるのが理想。ワ
ンコリアがそれを十分にできているかどうかはわからない
けれど、この本を読むとその原理みたいなものがわかる。
泰明さんが 2004 年のワンコリアのパンフレットのメッ
セージに、「ワンコリア（朝鮮の統一）を重たい責務では
なく、自分の心から楽しめる願いとして、解き放ったと思
う。だから、自ら進んで楽しくワンコリアを語り、踊り、
歌うことができる。ここにワンコリアフェスティバルの大
きな存在理由がある。
」と書いてくれている。
『欲望として
<13>

ZEUS インタビュー

人生は祭りやで！
曙、ボブ・サップも撃破
大阪プロレスで活躍中のゼウスさんは、在日コリアン

「その時は１８０㌔上げて、優勝したんです。今は

三世。身長１８３ｃｍ体重１１０ｋｇの鍛え上げられ

２００㌔以上上げれますけどね（笑）ひとつ夢がかな

た体で、ボディビルやベンチプレスなど様々な大会で

うと、また次の目標が見つかるんですよね」

優勝を果たす。平成１８年１１月にプロレスラーとし

そうして日々努力を重ね、今に至ったゼウスさん。そ

てデビューしてからは、大阪タッグ王座奪取など破竹

の鍛え上げられた肉体は何度見ても目を見張る。一体

の快進撃を見せ、そのパワーは２１５ｋｇの曙を投げ

どのようにすればゼウスさんのような身体になれるの

飛ばしボブ・サップに勝利するほど。

か。

「僕は生野区で生まれ育ちました。学生時代は相当の

「もともと身体を鍛えるのは好きだったんですけど、

ワルやったですよ。先生の言うことも全然聞かんかっ

ちゃんとやるって決意してからは、決められたことを

たし、親にもたくさん迷惑かけました…」

守るという生活を徹底しました。まず、食事は朝昼晩

申し訳なさそうに首をすくめるゼウスさん。そんなゼ

決められたメニューです。外食もしません。外で食べ

ウスさんの今があるのは、人との出会いがきっかけ

るときは弁当に入れていって、とにかく食事の管理を

だったという。

徹底しましたね。
後はもうひたすらトレーニングです。
やっていくうちに果て無き渇望に突き動かされている

「最後まで諦めんと僕をずっと支えてくれた人がいた
んです。やっぱり人との出会いで人間はなんぼでも変

自分に気付くんですよね。もっとできる！もっともっ
とって」

わっていけると思います」
自分の夢を少しずつ見つけていったゼウスさんは、

「人生は祭りやで！」という座右の銘を掲げるゼウス

22 歳の時ベンチプレスの大会で歴代初の最年少優勝

さんは、
「死ぬまでにでかい花火を打ち上げたい。そ

を果たす。

のための努力は惜しまない」と笑って語ってくれた。

金益見
1979 年生まれ、大阪市生野区在住の在日コリアン 3 世、
現在神戸学院大大学院在学中。
ホームページ「まきずし大作戦」
(http://makikome.com/) 管理人。
著書に「ラブホテル進化論」
（文春新書、2008）がある。

【告知】
「レッスルナイト」
日時

2008 年 12 月 19 日

会場

アゼリア大正

18 時開場（19 時開演）
SS 席￥7000、S 席￥5000、自由席￥4000

<14>

応援メッセージ

応援

メッセージ
SHINHWA/ 神話

Junjin

Park Sung Min

チョンジン

パク・ソンミン
Yang Ji Won
ヤン・チウォン

Park Hyun Bin

Jeon Young Rok

パク・ヒョンビン

チョン・ヨンロク

こんにちは。ワンコリアフェスティバルの開催を心からお祝い

れば幸いです。是非、参加していただき大切で意味があるイベン

申し上げます。そして「SUPER LIVE

トになるよう心から応援します。

08」コンサートで共

演できることを心から光栄に思い、とてもうれしく思っていま

今「太王四神記」サリャン役を終わらせた後に「2009 外人球団」

す。日本では、４月にコンサートを行いましたが今回、この

の撮影中です。

機会にまた皆様にお会いできることを楽しみにしています。。
Fighting!! これからも頑張ります、チョンジンでした。ありが
とうございました。

ー Junjin

チョンジン

野球ドラマですが、日本でまた皆様にお会いできます。
「マ・ドンタク」役も引き続き沢山の応援をお願いします。
イベントでお会いしましょう！
愛してます！ ー Park Sung Min パク・ソンミン

こんにちはお久し振りです。チョン・ヨンロクです。
ワンコリアフェスティバルの開催、真におめでとうこざいます。

ワンコリアフェスティバルの開催を心からお祝い申し上げます。

今回、ワンコリアフェスティバルの呼びかけで 10 月 24 日に

10 月 24 日に日本で開催される「SUPER LIVE'08」コンサー

ONE KOREA 支援 チャリティーコンサート「SUPER LIVE

トに出演することになりました。

08」を大阪にて開催致します。

多くの関心を注がれることを願っています。

皆さんの沢山の協力をお願いすると共に皆様のご健康をお祈り

皆様にお会いできることを楽しみにしています。

致します。

ありがとうございます。ー Park Hyun Bin

− Jeon Young Rok チョン・ヨンロク

パク・ヒョンビン

こんにちはパク・ソンミンです。ONE KOREA FESTIVAL そ

ワンコリアフェスティバルと 2008 スーパーライブコンサート

して「SUPER LIVE'08」コンサートに参加することになり、

に参与することになったヤン・チウォンです。

とても光栄に思います。こういう意味深いイベントに招いて頂

大阪でお会いしましょう！

き感謝しております。皆様もイベントに参加し盛り上げて頂け

ー Yang Ji Won ヤン・チウォン
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ワンコリアフェスティバルの歩み
1985 年

解放 40 周年を機に、新しい統一のビジョン創造を

小学校、金剛小学校、御幸森小学校民族学級の先生

目指して「ワンコリア」を掲げ、
「8・15〈40〉民族・

による座談会が掲載される。

未来・創造フェスティバル」を始め、以後毎年開催

2000 年 「南北首脳会談歓迎！ワンコリアフェスティバル」を
東京で開催、声明発表（首脳会談に先立つ 6 月 11

する。
1987 年

朝日新聞・国際面に、朝鮮青年同盟と韓国青年会が

日）
。

ともに同フェスティバルを支持すると表明したこと

「南北共同宣言支持！ワンコリアフェスティバル」を

が掲載される。

大阪で開催（6 月 15 日）
。
「解放 55 周年ワンコリアフェスティバル」開催（8

1990 年 「ワンコリアフェスティバル」に改称。
韓国・金徳洙サムルノリと朝鮮民主主義人民共和国・

月 10 日）
。東大阪朝鮮中級学校と建国学校が合唱。

金正規ユネスコ職員によるアリラン合唱。祖国に先

統一と東アジア共同体をテーマとする「ワンコリア

立って実現した南北共演。
日本経済新聞・国際面に、
〈38 度線〉で南北共催万

フォーラム」開催、以後 3 回開催。
2002 年

国博覧会を開催しょうとの提案が紹介される。

国立民族学博物館の要請により「ワンコリアフェス
ティバル・イン・みんぱく」開催、「韓日・食のフォー

「アジア共同体」志向をはじめて提案、以降ビジョン

ラム」実施（4 月 7 日）
。

として掲げるようになる。

大阪市の要請により会場を大阪城公園・太陽の広場

1991 年

在日本朝鮮吹奏楽団と韓国青年会がともに出演。

に移す。以降毎年同広場で開催。

1992 年

在日本朝鮮吹奏楽団の演奏で金蓮子が歌う。

中之島中央公会堂リニューアルオープンでワンコリ

1993 年

韓国のオモニ合唱団と総連系のオモニ合唱団が共演。

アフェスティバル「前夜祭」を開催し、映画『夜を

1994 年

韓国のオモニ合唱団と総連系のオモニ合唱団が共演。

賭けて』上映会実施（11 月 2 日）
。

第 10 回から東京開催始まる。以降毎年大阪、東京

2003 年

開催。
1997 年

アメリカ・ニューヨークにて開催。日本でも NHK
がドキュメントで放送。
「ロス暴動」を機に生まれた韓国人、黒人、スパニッ

1998 年
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2004 年

特定非営利活動法人「コリア NGO センター」設立、
代表理事に就任。中国・北京「東北アジア青年知識
人フォーラム」にパネラーとして参加。

シュからなる多民族合同公演芸術団「WE ARE

中国・延辺「延辺東北アジア環境・経済・文化発展

ONE」をアメリカから招請、日本 8 ヶ所で巡回公演。

シンポジウム」にパネラーとして参加。

韓国「議政府ワンコリアフェスティバル」との交流
始まる。
（2005 年同フェスティバルは終了）

1999 年

ロシア・沿海州「高麗人文化の日フェスティバル」
に招待され、参加。

2005 年 「南北共同宣言 5 周年記念南北･海外共同大会」（6・
15 民族統一大祝典・ピョンヤン、8・15 民族大祝典・

生野コリアタウン開催。朝鮮第 4 初級学校、建国小

ソウル）に日本地域代表委員として参加。

学校、金剛小学校、御幸森小学校民族学級が合同パ

2008 年 朝鮮民主主義人民共和国・金剛山で開催される「6・

レード、ステージ出演。

15 民族統一大会」に日本地域代表委員として 3 年

朝日新聞が 4 日連載特集、朝鮮第 4 初級学校、建国

ぶりに参加予定。

1985 年の開催開始以来、たくさんの方々が、ステージの出演者、
フォーラムのパネラー、パンフレットの対談・インタビュー・メッセージ等、
様々な形で、ワンコリアフェスティバルの歴史を飾ってくれました。

伊原剛志

伊集院静

永六輔

奥田瑛二

姜尚中

喜多郎

喜納昌吉

錦織一清

金敬得

金時鐘

金守珍

金石範

金徳洙

桑名正博

原田芳雄

高村薫

黒田征太郎

黒田清

黒田福美

黒柳徹子

佐高信

山本太郎

若一光司

ビートたけし

周富徳

小室等

小林恭二

松井章圭

船橋洋一

辰巳琢郎

竹田青嗣

筑紫哲也

中山千夏

中村敦夫

道場六三郎

俵万智

朴一

朴慶南

朴秀勝

柳美里

李鍾元

立松和平

梁石日

韓伽倻

赤塚不二夫

愛川欽也、浅田彰、安聖友、石田長生、薄井ゆうじ、内海愛子、元秀一、岡本厚、小田実、呉徳洙、加納典明、ガダルカナル・タカ、
川西蘭、川村毅、川村湊、康珍化、姜在彦、姜徳相、姜誠、姜信子、金久美子、金重明、金泰明、金東勲、金両基、郭徳俊、玄月、高
史明、坂田明、鷺沢萠、沢知恵、島田雅彦、朱建栄、慎英弘、徐龍達、鈴木邦男、高橋哲哉、田月仙、田中克彦、田中優子、喰始、鄭
義信、鄭早苗、鄭東和、沈寿官、ディック・リー、仲尾宏、永井豪、中園英助、仲畑貴志、西田敏行、野崎六助、朴保、服部克久、は
しだのりひこ、韓丘庸、日比野克彦、平岡正明、弘兼憲史、ファンキー末吉、福島瑞穂、藤本義一、古谷充、裵昭、裵重度、BORO、
武者小路公秀、文京洙、諸口あきら、尹健次、吉田康彦、李正子、李光奎、林海象、和田春樹、ほか

ここに紹介できなかった多くの方も含め、
実にたくさんの方々に支えてきていただいた 24 年でした。

本当にありがとうございました。
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◎圓佛教大阪教堂活動便り
１. 韓方無料診療
2001 年から圓光大学・韓医学専門大学院所属医療陣の後援により、毎年コリアタ
ウンで韓方無料診療を実施している。在日同胞社会が少しでも健康で明るい社会にな
るよう願いながら多くの方の関心と協力の中、ともにする行事として定着している。

２. 民俗の遊びの指導
韓国の伝統の遊び文化を直接体験し、感じることによって、民族的自尊心を持ち、日
本の生活の中で文化的交流や理解の幅を広くし、互いに和合しながら一つの世界をつ
くろうという主旨で 2003 年から実施されている。

人気種目「凧作り」
、エイ凧を直接作り、飛ばしてみよ
うという思いで熱心に説明を聞いている子どもたち

圓佛教大阪教堂
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チェギ蹴りをしている子どもたち

大阪市生野区小路 3-9-13

TEL：06-6754-9439

