
参加するウリハッキョ中学生たちがおも
いっきり遊び、語り、ウリハッキョの素
晴らしさを体で感じ、トンムとの楽しい
思い出を作ってもらおうと始まった《未
来塾》も 2018 年の開催で９回目を迎え
た。近年、《未来塾》は学生たちからの
期待が高い定例イベントとなり、その期
待を背負った青商会は 3ヶ月以上も前か
ら企画を練りに練り、準備してきた。学
生たちは〈お楽しみ企画〉、〈講義〉、目
玉企画となった〈京都中高創立 65 周年
企画！朝中生格付けチェック〉、〈学生討
論〉、〈チャレンジ企画〉、最後に〈66 期
旗作り〉を行い、〈未来塾〉の目的の通り、
おもいっきり遊び、語り、楽しんだ！

《未来塾》を通して、ウリハッキョ、ウ
リトンムの素晴らしさ、大事さを感じて
もらえたのではないだろうか。2019 年、
《未来塾》はついに 10 回目を迎える－。

豊かな同胞社会と、子どもたちの明るい未来を創造する。 笑顔になる
京都府青商会
の情報誌。

■P-2
青商会の “あれやこれや”
青商会って何してんの？

■P-1
第９回《未来塾》
サイコーの二日間をウリ学生に！

《未来塾》最後の企画と
なるのがこの [ 期旗 ]
の作成。学生たちが白
い布をキャンバスに、
自由に描き色を塗る。
それぞれの個性が白い
布、ひとつひとつに表
れる。最後の企画とな
るので、夜も遅い時間
となるのだが、学生た
ちは眠気を全く感じさ
せず楽しそうにぺちゃ
くちゃとお喋りしなが
ら作業。縫い合わせれ
ば、それぞれの個性が
一つとなって「66 期」
の文字が浮かび上がる。
それぞれの個性が大き
な [ひとつ ]を創る－。

■P-4
KYC FILE ／今後の予定／今号のイチオシ会員
各地域で行われた多彩なイベントを紹介します。

■P-3
青商会の送年会／鶴仙人のラーメンや紹介
素晴らしい 2018を送り、2019更なる高みへ！

[ 上から時計回り ]＃ウ
リハッキョ、トンムの大
切さを真剣に話し合う。
＃箱の中当てで衝撃！悲
鳴が飛び交う。＃ペット

ボトルチャレンジの
緊張感はたまらない。
青商会もなかなか成功せず。
＃講師の生歌に大感激！＃深夜
にハイテンションで旗作り！
＃格付けチェックのドキドキ
感。天国と地獄！＃夕食は美味
しいちゃんこ鍋でお腹一杯に。

「ずっと笑っていられる楽しい二日間
でした。 あと三日はやってほしい！」



お年玉を目指して輪投げにチャレンジ

オンマたちも BBQ コンロで暖をと
りながらガールズトークに花を咲
かせる。最後には輪投げ大会でお
菓子やお年玉を子どもたちにプレ
ゼント。大人たちも一緒になって
輪投げにチャレンジし、お年玉ゲッ
トに必死。夕方前までみんなでた
くさん遊び楽しんだ新年会となっ
た。最後は青商会会員たちの負け
られない熾烈なＰＫ合戦が繰り広
げられた！
伏見青商会は 2/27（水）に第 7 回
目となるチャリティゴルフコンペ
を開催する。

凧を揚げるために
走る、 走る、 走る！

伏見青商会新年会 2019

こどもたち、 そして
オモニたちが楽しめる空間を。1/13

2019

SUN

“お正月なんやし、子どもたちに正月気分を味あわせたい”、そん
な新年会にできないかという思いから伏見青商会は、凧揚げや輪
投げなどを企画し、子どもたちが思う存分遊び、オンマたちも気
を使わず楽しく過せるよう準備した。お昼前に始まった新年会は
総勢 30 名が集い、快晴の中、机を並べて凧を青商会会員と子ど

もたちが一緒になり作る。
白い凧にマジックでカラ
フルな絵を思い思いに描
いて、初級学校の運動場
に凧を揚げようと、子ど

もたちは走る、走る、走る！揚がっている凧を見る暇もなく、休
んでは走るを繰り返す。会員たちも真冬の中、子どもたちと大粒
の汗をかいた。たっぷり走った後は昼食。高萬基副会長から新年
のあいさつと今日一日楽しく過ごしましょ
うという掛け声で祝杯をあげた。オンマた
ちが作ってくれた豚汁と一緒に焼肉を頬張
る。子どもたちはお腹を満たせば、凧揚げ
はもちろん、サッカーや野球、青商会が用
意したおもちゃを出して大きな運動場で会
員たちと思う存分遊んだ。

子どもと一緒に凧を作る鄭鐘基会長

準備に励む会員たち

洛西青商会 Xmas パーティー

子どもたちに最高の
クリスマスを。 12/24

2018

MON

洛西青商会が主催する恒例イベント、【Xmas
パーティー】が四条木屋町のさざんか亭に
て開催された。休日、朝 9 時に集合した洛
西青商会スタッフメンバーは、会場の飾り
付けや、企画運営の確認、スタッフ担当内
容を決め、入念なチェックを行い、田慶培
会長が「何よりも日頃オモニたちが子ども
たちの面倒を見るのに大変やから今日は子
どもたちの面倒を青商会スタッフがしっか
り見てオモニたちには楽しんでもらい、何
もさせない！ケガなど無いように無事終わ
れるようがんばりましょう！」と士気を高
めスタッフ一同、せっせと準備に取り掛かっ

た。12 時開始となり、クラッカー
を鳴らして祝杯！子どもたちはも
う楽しすぎてか、ご飯も食べず遊
んでは走り回っていた。司会は今
年、特別講演会や京都中高創立 65
周年記念祝祭でも司会を務め、
2019 年は司会依頼が殺到しそうな
朴賢憲幹事長が子どもたちを楽し
ませ、楽しい雰囲気の中、みんな

でサンタクロースを呼び込む。サンタの登場
で、子どもたちのテンションは最高潮！みん
なしっかり列を作りサンタからお菓子のプレ
ゼントをもらう。サンタさんへの質問タイム
が設けられ、「いつ来たの？」、「トナカイ
は？」、「正体は誰や！」など、サンタを困ら
せていた。サンタの登場をきっかけにキャン
ディトスゲームやアッパたちのジェスチャー
ゲームなど、多彩な企画を行い、子どもたち
は最後に、用意したクリスマスプレゼントを
円になって交
換し合い、総
勢 60 名が　

参加クリスマスパーティーは大成
功に終わった。洛西青商会は子ど
もたちの笑顔のために、来年もも
ちろん開催する予定だ。

青商会の
“あれやこれや”

洛北青商会新春麻雀倶楽部

“趣味で集う”、
青商会の魅力がここに。1/31

2019

THU

他地域の会員からも人気を博しているのがこの麻雀倶楽部。洛北
会員が中心となり、新春麻雀会が開かれた。牌を取っては捨て、
まったりとした時間が過ぎて行く。複雑なルールも会員が丁寧に
教えてくれるので、初心者も気軽に
参加できる。行きつけの雀荘は軽食
も充実しており、会員おすすめのエ
ビピラフ特盛はワンコインの 500 円
だ。

南山城青商会初蹴りフットサル

まだまだサッカー少年！
冷めることの無いサッカー熱！ 1/5

2019

SAT

2018 年送年会でサッカー談義に花を咲かせ
た南山城青商会は、その勢いで初蹴りフッ
トサルを企画。南山城メンバーが集まりや
すいサンガタウン城陽で行われた初蹴り
は、サッカー経験が少ない人たちも気兼ね
なく参加できる雰囲気であったはずが、い

つしか本気モードに。年末年始に貯めこんだ体脂
肪を少しでも落とそうと二時間みっちり走り込ん
だ。次回は対戦相手を募集して試合形式にするそ
うだ。他地域からの挑戦を待っている！

青商会って何してんの？

南山城の送年会は平日開催にも関
わらず、 たくさんの会員が集まった。
一年の青商会活動を振り返り、 労
いの祝杯をあげた。 会員の出産祝
いも渡され和やかなムードに。 サッ
カー好きが多いので、 新年に初蹴
りを企画。 初蹴りは 1/5 に行われ
た。



伏見区

スープ

麺

焼豚

ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ

雰囲気

コスパ

ラーメン激戦区に

鶏白湯で勝負！

鶴仙人の舌

〒612-0025 伏見区深草キトロ町33-14
[火曜日] 11：00～15：00 / 18：00～21：30
[日曜日] 11：00～15：00
定休日：月曜日
駐車場なし（近隣にコインパーキング）

ここ数年でラーメン激戦
区となった伏見、そして
して西大路にできた新店
舗を紹介するぞ。

オススメは「おさかな鶏白湯らーめんじゃ。スープは魚出汁香る鶏白湯(
鶏の骨をグツグツ煮込んで作る白濁色のスープ)で、最大の特徴はハン
ドミキサーでスープを泡立てるカプチーノ系(泡系)と呼ばれる、最近たまに
見るスープ。空気を含ませ、クリーミーな口当たりと濃軽い口当りをつくる
ためだそうじゃ。わしの感想は、少し塩からい(かえしのしょうゆが濃いのか
な？)ようにも見えるが、美味い。具材は、白髪ねぎと糸唐辛子、煮玉
子とカイワレ大根がのり、黒胡椒とゴマ。チャーシューはレアチャーシュー

を分厚くカットして、外側に黒胡椒がきいた、パストラミ風に仕上
げちょる。麺は弾力のあるストレートの中太麺で、スープとの絡み
具合も良好。スープ、麺、具材のバランスが非常に良く、最後ま
で美味しくいただける一杯じゃぞ。

鶏白湯

７５０円

ここ数年ラーメン激戦区になってきた伏見から
、「フカクサ製麺食堂」を紹介じゃ。場所は伏
見深草の「焼肉酒場ワッソ」のすぐ近く師団街
道沿い。カウンター9席しかない店じゃが人気
店で、よく店の外でお客が待っておるの～。

まぜそば
８００円

〒601-8468 京都市南区唐橋西平垣町17
[月～金] 11：00～14：30 / 17：30～22：30
[土曜日] 11：00～15：00
定休日：日曜日
TEL：075-634-9371
駐車場：無

スープ

麺

焼豚

ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ

雰囲気

コスパ

鶴仙人の舌
2店舗目はJR西大路駅のすぐ横、または目の前、
正確には南側?!徒歩すぐじゃ。2018年4月にできた
ばかりの「麺屋一空」と言うお店。この店は先ほど
紹介した「フカクサ製麺食堂」の2号店。メニューは
、「鶏醤油、鶏塩、鶏白湯醤油、鶏白湯塩」の4
種類で、フカクサの看板メニュー「おさかな鶏白湯」
は置いてない。1号店の元々の味である、「鶏白湯
」は当然じゃが、このお店では、鶏醤油をおすすめ
するぞ。清湯系の鶏醤油で、あっさりなのに鼻から
抜ける醤油の香りと、後から押し寄せる鶏油がたま
らなく絶妙なバランスじゃ。どうじゃ、よだれが出るじ
ゃろ？

鶏白湯
８５０円

濃厚スープと、

がっつり鶏ハムと

鶏チャーシュー！

チャーシューは豚と鶏の2種
類が乗っておる。カウンター
10席ほどのお店かと思いき
や、店内に螺旋階段があ
るので、もしかしたら2階席
があるかもしれんぞ。

鶏醤油
ラーメン

送年
会

年末になると避けては通れない送年会。2018 年も
各地域で盛大に行われました。2019 年も各地域で
イベント目白押しです！どうぞご参加ください。

12/8 に行われた洛北青商
会送年会は同胞が営む焼肉
店で行われた。 久しぶりに
参加した会員もいたので、
年齢順に自己紹介を行う。

二次会はもちろん “天
龍”。 盛り上がりは最
高潮。 解散は円に
なって、 一年を締め

南山城の送年会は平日開催にも関
わらず、 たくさんの会員が集まった。
一年の青商会活動を振り返り、 労
いの祝杯をあげた。 会員の出産祝
いも渡され和やかなムードに。 サッ
カー好きが多いので、 新年に初蹴
りを企画。 初蹴りは 1/5 に行われ
た。

2018 年、 “最優秀地域 KYC 賞” を獲得し
た洛南青商会の送年会は多くの会員が集まり、

一年を振り返る映像、恒例となっ
た “青商会格付けチェック” を
行い大いに盛り上がった。 “最優
秀” を獲得した中央総会後のイ
ベントでもあったので、 青商会の
活動に対する誇りや自負心が会
員たちからひしひしと感じられた。

2018 年最後の府青商会常任幹
事会後、 同胞飲食店で送年会を

行った。 “最優
秀地方 KYC
賞” 獲得をみ
ん な で 祝 い、
2019 年、 京
都府青商会が
更なる高みを
目指すために
常任幹事が一

丸となって頑張ろうと金聖日会長
が呼びかけ、 皆が呼応した。 京
都府青商会、 更なる高みへ！！



豊かな同胞社会と、
子どもたちに明るい未来を創造する。

笑顔になる
京都府青商会
の情報誌。

VOL. 20
■第 19回ミレ CUP
■青商会の “あれやこれや”

■ＫＹＣFILE 第 5弾
「民族教育の『強さ』を科学する」

などなど、
盛りだくさんでお届けします。

「同胞経済を取り巻く３つの事実」

　同胞経済の在り方を考えることは、在日同胞社会の未来を思い

描く上で、欠かすことのできない要素です。しかしながら、在留

外国人問題に早くから国家的に取り組んできた欧米と異なり、日

本では在日外国人の経済動態を把握するための統計資料が貧弱

で、同胞の現状を正確に捉えるのが難しい状況にあります。それ

でも、限定的ながら公開されている情報を使って同胞経済実態に

迫ってみると、いくつかの重要な事実が浮かび上がります。

　第一の事実として、商工人の大幅な減少が挙げられます。国勢

調査によれば、バブル崩壊直前の 1990 年時点で、朝鮮籍または

韓国籍を有する在日同胞の商工人数（自営業主＋会社役員）は

87,784 人でした。それが、20 年経った 2010 年時点になると、5

万人を切って 49,823 人となっています。統計上での商工人数は、

世紀をまたいだ 20 年間で 40% 以上もの減少を記録したことにな

ります（図表１）。　

商工人ではなくなった、または商工人にならなかった同胞たちは、

「勤め人」（雇用者）となっていきますが、第二の事実として浮か

び上がるのは、労働市場における同胞の失業率が非常に高いとい

う点です（図表２）。

年齢別に比較しますと、朝鮮・韓国籍を保有する同胞の失業率は、

日本全体はもちろん、在日外国人全体と比べても、全ての年齢層

でおよそ 2～ 4% も高い値となってしまっています。また、非正

規雇用比率も、在日同胞が日本人よりも高い値を示します。いま、

失業や非正規雇用など、雇用の流動化による生活の不安定化が日

本の大きな社会問題となっていますが、データで浮かび上がる在

日同胞の現状はさらに深刻だと言えます。

　第三の事実

は、同胞の就

労が低所得産

業に集中して

いる点です。

日本全体で見

る と、2010

年時点におけ

る平均所得の

高い産業は、

電気・ガス・

水道などのイ

ンフラ産業、

鉱業・採石・砂利採取業、そして公務でした。驚くべきことに、

これらの産業に従事する在日同胞の数は、同胞全体の中で 1% に

もなりません。逆に、同胞の 30% 近くが就労している卸売・小売

業や宿泊・飲食サービス業の所得順位は、20 産業のなかでそれ

ぞれ 15 位、20 位（最下位）と、非常に低い水準に留まっています。

また、多くの同胞が従事するこれらの産業の欠損法人（赤字企業）

比率は、70％を超えてるという報告もあります（「会社標本調査」

より）。

　以上の事実は、同胞たちの雇用確保、高所得産業への移行、産

業内での利益や所得向上のための経済的諸対策が、私たちの喫緊

の課題であることを物語ります。歴史的には、技術革新の著しい

時期にこそ、産業間の雇用の移動や産業構造の変化、生産性の飛

躍的発展による利益率の向上などが起こってきました。また、こ

のような技術的変化に遅れを取った企業や人々は、経済格差の底

辺へと押しやられていきます。AI や IoT のような新しい産業技

術が広く応用され、生産性の変化が著しい今のタイミングこそ、

同胞経済の課題を克服し、在日同胞たちがより高い経済ステージ

へと昇って行く絶好のチャンスなのかも知れません。

康明逸（カンミョンイル）朝鮮大学校経営学部　准教授特別連載第四回（全 5回）

# 今号のイチオシ会員

伏見青商会の幹事長となった若手のホープ。
今後の活躍を大いに期待！
#伏見青商会 # 幹事長 #銭湯大好き
# こだわり強すぎ # 伏見ゴルフコンペやります

伏見地域青商会
幹事長

徐一繁 （34）

第 19回ミレCUP2019
5/29（水）　瀬田ゴルフコース

子どもたちの明るい笑顔とその成長をサポート
するために、京都府青商会は本年度も第 19回
目となるミレＣＵＰチャリティーゴルフ大会を
開催いたします。

商工人数 87,784 49,823 ▲43.2%
1990 年 2010 年 減少率

朝鮮韓国籍

商工人数

（参考）
日本全体

図表１．在日同胞商工人数と減少率（1990 年→2010 年）

京都府青商会チャリティーゴルフ大会

2/10
sun

京都第二 学芸会
右京ふれあい文化会館

5/29
wed

第 19 回ミレＣＵＰ2019
瀬田ゴルフコース

2/23
sat

洛北青商会 未来セミナー
左京支部

3/21
thu

近畿ブロック 役員研修会
和歌山朝鮮初中級学校

2/9
sat

洛南青商会 映画鑑賞会
南支部

2/27
wed

伏見青商会 チャリティゴルフ
木津川カントリー倶楽部

2/17
sun

京都初級 学芸会
パルスプラザ

■鶴仙人のラーメンや紹介

2/9
sat

洛西青商会 新年会
元祖鶏焼肉食堂おっちゃん （梅津段町）


