第８章

１

在日第２世代の台頭（〜 年）

金龍煥団長の再選（〜 年）

 年６月６日、午後４時か
ら開かれた第  回定期大会にお
いて、前任の鄭煥禧団長のあとを
受け、金龍煥団長が選ばれた。金
龍煥団長は第  代の県本部団長
を歴任しており返り咲きとなっ
た。定期大会は李禧元民団中央本
部議長、李裕天中央本部監察委員
長らの来賓が参加する中、代議員
 名が出席して行われた。注目
の役員選挙では、金龍煥、劉学燮、

▲ 第１回幹部講習会で挨拶する金龍煥愛知県本部団長

劉載圭の３氏が立候補、選挙の結
果、金龍煥  票、劉学燮  票、劉載圭  票で、金龍煥が選ばれた。
金龍煥団長は次のように抱負を述べた。
「はからずも団長の重責を拝し、責任の重大さに覚悟を新たにしております。前執行
部の業績を継承し、若返った執行部をもって機動力があり生気に満ちた地方本部の気
風を作っていきたい。そして親切、正確、迅速をモットーに、愛され、信頼される地
方本部にしたい。韓青、学同、婦人会とも連帯を密にしていくが、特に青年の行動力
と、民団の経験を調和させて、世代交代に有効な役割を果していきたい。」
事実、この時代の韓青、学同には多くの有能な人材が集まり、その活躍は目をみはらせる
ものがあった。新築となった新会館には青空に太極旗がひるがえり、誰もが希望と新たな
民団愛知の建設への意志を固めていた。『組織に機動力と生気を』を合言葉に勇躍出発し
た金龍煥執行部、まさか１年５カ月後に暴漢に襲われて志半ばで逝ってしまうとは……。

２

第７回地方委員会の開催（ 年  月）

民団愛知県本部の第７回地方委員会は  年  月  日に開催され、次のような総括
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（要旨）が報告された。
第  回定期大会において選任された本執行部は、永住権申請促進、税金対策、民族教
育問題及び人材養成など本団に負荷された諸般重要事業推進のために、組織的基盤を構築
することに重点を置き活動してきた。
１．第  回８・ 光復節記念行事を名古屋市公会堂で開催し、動員目標の約 , 名を超
える同胞が参集した。
２．秋夕に愛知県下在住の  才以上の同胞  名を招いて敬老会をもち、約  名の団員
が参加して一日を楽しくすごした。
３．税金問題はますます深刻化の様相を呈しており、より抜本的な対策を講究していかね
ばならない。まず税理の実務を担当する実務者の確保と養成を図る。
４．韓青は次期民団を背負っていく重大な任務と役割を担っている。構成員のほとんどが
２世青年であるため、まず民族意識を覚醒することに主眼を置き、来年度も文化祭を
継続し、民族文化継承に対し固い姿勢を堅持する。
５．婦人会（姜英培会長）は、すでに  支部を擁し、幅広い組織網をもつ傘下団体である。
歴史、内外情勢などの学習、生花・料理講習などの教養講座を通じ組織活動の質的な
向上につとめ、野遊会を通じ会員相互の親睦活動に力を注いでいる。
６．愛知商銀は第  期総会以後、組合員 , 名、預金  億、出資金 , 万円確保を目
標に努力し、 年９月  日現在で預金  億円を突破した。
７．永住権申請は  年１月  日にスタートして１年６カ月過ぎた  年７月  日現在
で、愛知県下の申請者数は , 名にすぎない。不振の原因はいろいろあるが、８月
 日の韓日法務次官会議で諒解事項が発表され、ある程度解決されたとみる。
８．北送協定が事実上破棄されたことは、北傀及び朝総連側の打撃は大きい。また、永住
権申請締め切りの  年１月  日を前に、朝総連傘下同胞の大量入団が予見される
ので、偽装した意識分子対策など態勢を確立しておかねばならない。

３

朝鮮大学校認可反対

北韓共産主義の意をくんで日本における赤化教育を実施している朝総連は「朝鮮大学校」
を日本の各種学校として認可するよう運動していたが、これに対し日本の監督庁である東
京都は都私立学校審議会に諮問し、許可する意向であることがわかった。
 年９月７日には李裕天民団中央本部団長が美濃部東京都知事と会い、許可しない
よう強く申し入れたが、その後の経過はあまり芳しくない状態であった。民族教育の名の
もとに赤化を企む朝鮮大学校設置を重くみた民団中央本部は全国各地で大規模な反対集会
を開催するよう指示した。
民団愛知県本部では９月  日の朝鮮大学校認可反対愛知県韓僑代表者大会を皮切りに、
 日に愛知県知事に抗議文を伝達した後、「朝鮮大学認可阻止民衆大会」を９月  日から
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 日 ま で、 岡 崎、 名 古 屋、 一
宮で開き、これには合わせて
, 人の団員が参加した。同
日は特に北韓からわが国に帰順
した対南工作員・韓弘錫、李永
明両氏が北の実態を暴露する
「時局講演会」が開かれただけ
に、より一層大学認可反対阻止
の気運が盛り上がった。
しかし、
この問題は、民団が組織を上げ
て阻止したにもかかわらず、つ

▲ 朝鮮大学校認可反対愛知県韓僑代表者大会（年９月日）

いに翌  年４月  日午後４
時  分、各種学校として認可されたのである。
この間、日本政府当局は「朝鮮大学は認可の対象とするには不適当」との見解にたち、
美濃部都知事の “良識” に期待し、本国政府も「韓日条約の基本精神」に反するとして強
く不許可を要望していた。
このような声を一切無視した形で朝鮮大学を認可した美濃部都知事に対し、民団では即
日声明文を発表し、徹底闘争を宣言したのである。

４

愛知韓青の史劇『死六臣』に特別賞

 年  月  日から３日間、
韓国ソウルの国立劇場で母国公演した愛知韓青の演劇『死
六臣』が本国・韓国日報社主催の「第４回韓国演劇映画芸術賞」で特別賞を受けた。
この賞は韓国のオスカー賞といわれ、映画演劇では最も権威ある賞といわれている。表
彰式は  年１月  日、ソウル市内の市民会館で開かれ、会場には有名芸能人がズラリ
と並び、熱心なファン ,
人が詰めかけた。審査委員会
から、各賞の発表があるたび
に会場は沸いたが、特別賞で
「在日僑胞母国訪問
『死六臣』
」
と発表されるや、ひときわ高
い歓声と拍手が起こり、遠く
異国からはるばる祖国の舞台
をふんだ在日青年の熱演に惜
しみない賛辞が送られた。
韓青は過去２年間にわたり

▲ 愛知韓青の演劇『死六臣』は本国で特別賞を受賞した

（年月）
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打ち込んできた古典劇『死六臣』を本国の首都ソウルにおいて堂々と公演したことにより、
在日２世青年として民族文化継承に自信をさらに強めてきたばかりでなく、民団の次期を
背負っていく意欲に満ちあふれていた。この時期における愛知韓青の文化活動は、全国的
にみて群を抜く存在であった。

５

愛知県日韓協会の結成

韓日協定締結以来、愛知県の韓日両国有志の間で話し合いが重ねられてきた「愛知県日
韓協会」が、 年２月  日に設立された。
同日午後６時、名古屋市中区の名古屋商工会議所で開かれた発会式には韓日両国の準備
委員・厳敏永駐日大使、文鍾律駐名古屋領事、桑原幹根愛知県知事、杉戸清名古屋市長ら
が出席した。富田商工会議所事務局長の開会辞で始まった発会式は、石井同副会頭を議長
に推薦した後、初代会長に土川
元夫名古屋商工会議所会頭（名
古屋鉄道㈱社長）を満場一致で
選出した。
厳敏永大使は「相互理解と協
力の基礎のうえにたって協会が
発展するよう祈る」と挨拶、桑
原幹根愛知県知事も「協会の趣
旨を十分に発揮せられ、有名無
実化しないよう運営をお願いし
たい」と述べた。
愛知県日韓協会の役員は次の

▲ 愛知県日韓協会の結成（年２月日）

通りである。
会

長：土川元夫（名古屋商工会議所会頭、名古屋鉄道㈱社長）

副会長：岡谷康治（名古屋商工会議所副会頭、岡谷鋼機㈱社長）
副会長：金龍煥（民団愛知県本部団長）
理

事：鄭煥麒、金麟九、姜求道、張永駿、徐相録
村岡喜六（名古屋商工会議所参与）
岩田蒼明（名古屋商工会議所国際委員長）
永井喜吉（新東工業㈱社長）
永井精一郎（名古屋商工会議所国際副委員長）
川越庸一（大同メタル工業㈱社長）

監
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６

再び法的地位要求貫徹運動

◉ уᐱ͢Ɂᩒϸ

韓日法的地位協定が発効して２年を経過したが、愛知県下における協定永住権申請は全
体の .％に過ぎなかった。一般同胞に永住権のもつ意義を正しく認識させる啓蒙宣伝活
動が不足しているうえに、日本当局の厳しい調査や永住権不許可者が表面化したことによ
り在日同胞社会に不安が拡がったことが申請不振の理由に挙げられる。
このため  年２月  日に愛知商銀４階ホールにおいて、各級任員約  名が参加す
るなか「法的地位問題愛知県公聴会」が実施された。講師は朴性鎮民団中央本部法的地位
対策委員会副委員長で、
永住権申請の現状および韓日両国間で共同発表された「諒解事項」
（ 年８月  日）の実施状況について報告した。法的地位問題は在日の生存にとって切
実なテーマであるだけに、公聴会は熱気を帯びた雰囲気となった。
◉ ศᄑ٥ͱȺᴳᬱᄻɥᛵ

日本政府の姿勢是正を要求する気運が高まる中、・ 年の第 ・ 回８・ 光復
節では法的地位問題要求貫徹集会が決行された。会場の吹上ホールには約 , 名の団員
が参集し、代表約  名が民団三重県本部代表とともに「われわれの要求事項」を日本国
法務大臣に伝達するよう名古屋入管所長に提出した。本団の要求は次の６点であった。
１．韓日条約の基本精神に基づき、在日韓国人の居住と生活については、
「他の外国人と
は異なり、特別な配慮がなされねばならない」。
２．現行「出入国管理令」の見直しを図ること。
３．再入国許可の制限を撤廃すること。
４．協定永住者の家族に対する強制退去をなくすこと。
５．諒解事項を行政面で実施すること。
６． 一般永住許可については、
手続が複雑であり、許可基
準があまりにも厳格で許可
者が非常に少ないので是正
すること。
◉ ᬤஓศᄾ͢ᝬȾɓȤᇉݏᚐӦ

 年 の 第  回 ８・ 光 復
節記念民衆大会は炎天下の名古
屋市中区・久屋広場に団員約
, 名が参加して行なわれた。
８月 ・ 日に開催される韓

▲ 法的地位問題要求貫徹大会（年８月日、久屋広場）
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日法相会談にむけ、法的地位要求貫徹集会として示威行動を展開し、民団の要望を訴える
ことに基本目標をおいた。その結果、本団の６項目要望が反映される成果をおさめた。

７

第８回地方委員会の開催（ 年４月  日）

民団愛知県本部の第８回地方委員会は  年４月  日に開催され、次のような総括報
告（要旨）がなされた。
ḻศᄑ٥ͱץᭉ
協定発効以後２年を経過した時点において、協定永住権申請者が愛知県下で .％（取
得者 , 名）である。今後さまざまな隘路を除去することに力を注ぎ、一般大衆に対す
る啓蒙を促求していく。
ḼҾछᦂ
民団中央の割当金は完納しており、組織体系確立に積極的な姿勢を堅持している。支部
からの上納状況は、以前と比し成果をあげている。
ḽஓᬤᜆױԦ͢ፀ
韓日親善事業の促進は、第６回及び第７回地方委員会の方針である。その間、駐名古屋
領事館の後押しもあり、日本側と折衝を重ね、２月  日に愛知県日韓親善協会が結成さ
れた。
ḾӁࢳ֚  يᜤॡటّગ̜ഈ
第８回中央委員会の決議により着手した「創団  周年記念本国家族招請事業」は、愛
知県本部管下の被招請者  名中、 名が４次にわたりすでに日本に入国した。 名の被
招請者が日本入国不許可となったことに関し、再度入国許可申請の手続を取った。
ḿଡ଼ᑎɁൡᩜፋն
文教行政の一元化を確立するために、４月１日より各支部に設置されている講習所を愛
知韓国学園に機関統合し、愛知の民族教育は再出発することになった。

８

第  回在日韓国人体育大会で２位

 年６月  日、久しく空白状態にあった在日韓国人体育大会が、本団の組織的支援
により東京において盛大に挙行された。当地方では、野球、体操、陸上などの４種目に参
戦し、総合成績は東京についで第２位を獲得、体育愛知の貫禄を示した。
種目別成績は次の通り。
野球：優勝
陸上： ｍリレー２位、, ｍ優勝、, ｍ優勝
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９ 
・
 愛知事件
「金龍煥民団愛知県本部団長殉職す」──。民団愛知史上、最大のショッキングな事件
が起こった。
 年  月  日、新築なった民団愛知県本部会館５階講堂において第９回定期地方委
員会開催中、日本刀をかざして乱入してきた暴漢に襲われて金龍煥団長が殉職した。
事件の背後には、いろいろ複雑な事情がからんでいたが公務中に暴漢に襲われるという
ショッキングなニュースは在日同胞社会に大きな衝撃を与えた。
民団中央本部では李裕天団長が、事件後、ただちに現地入りし、帰京後に「故人の死を
無駄にしないためにも組織内外の暴力を徹底的に排除すべきだ」と声明を発表し、東京本
部支団長会議でも「暴力一掃」が決議された。
民団中央本部と愛知県本部では
ただちに「・ 愛知事件対処委
員会」
（委員長：鄭炯和中央副団
長）を設置し、事件の解明に努め
るとともに、本国政府に勲章授与
と埋葬地の確保を請願した。
なお金龍煥団長の民団葬は 
月  日、名古屋市中区の東別院
において厳粛に執り行われ、韓日
両国の各界要人を始め全国各組織
代表、各級機関の代表ら約３千名
が参席した。

▲ ・愛知事件の対処を討議する民団愛知合同会議

（年月）

◉ ̜͔Ɂ፱જ

・ 愛知事件に関して、翌  年５月  日開催の民団愛知第  回地方委員会で次の
ように総括報告（要旨）がなされた。
団内の良識に対する信頼感と団規律を尊重しようとする自治意識に対する脅威という意
味において、創団以後今日まで  年間に培ってきた伝統に大きな汚点を残した恥辱的な
事件であるばかりでなく、組織運営についてこれまでの認識に猛烈なる反省を求めた事件
であった。
また局部的には狂的な一凶徒の残忍な犯行であり、愛知県地方だけの事件として規定す
ることもできよう。しかし、暴力徒輩が根拠のない口実で団組織に挑戦しようとした背景
には、本団が不純な暴力に対し確固とした姿勢を堅持できなかったという根本的な矛盾が
残存していることを否定できない。本団と公館との表裏一体となった有機的関係が充分に
確立されるに至っていないという現実を反映したということもできる。
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以上のような見地から、本団は犠牲となられた金龍煥団長の尊い意思を生かし、このよ
うな不純な暴力にも断乎とした姿勢で立ち向かわなければならない。また、団の権威を高
めるために組織体系を確固たるものにし、全体在日同胞が大同団結することのできる組織
強化にむけ挙団的に邁進していかねばならない。
最後に、遺家族に哀悼の意を表する次第である。



本国旱害義捐金の伝達

本国湖南地方の旱害に対する義捐金は、各級組織を挙げて募金活動を展開し、中央に伝
達した。
第１次募金額：,, 円
第２次募金額： , 円（西宝：,、豊橋：,、西春：,、岡崎：,、
熱田：,、中川：,、知多：,、名港：,、豊川：,、名南：
,、瀬戸：,、中村：,、一宮：,、名西：,、東中：,、
西碧：,、婦人会：,）
合

計：

,, 円



李春植執行部の誕生（〜 年）

・ 愛知事件の余波が続く中、 年５月  日の第  回定期大会で李春植団長が選
出された。李春植団長は創団当時から民団組織にかかわり、大韓青年団愛知県本部団長、
第９代及び第  代の民団愛知県本部団長を歴任した愛族・愛団の闘士で、その豊かな経
験と組織力量はゆれ動く民団を安定させ、発展させるためにまさに時を得た人物の登場で
あった。
しかし、民団をとりまく諸情勢は、録
音問題事件、民団東京本部の直轄、韓青・
韓学同の傘下団体取り消しなどかつて経
験したことのない激動期を迎えていた。
このような厳しい情勢下にもかかわら
ず、李春植執行部は、①悪法・入管法を
廃案に導き②協定永住権促進運動を強力
に推進し③名古屋で開催された第  回
世界卓球大会後援事業を成功裡に展開し
④今日では全国民団組織の模範となって
▲ 挨拶する李春植愛知県本部団長
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など、民団愛知の組織運動史上に大きな足跡を残した。



入管法反対闘争

◉ ஓటࣈǾ٣Ⴁ๊ӦɁҤऐԇɥَ

 年、日本がサンフランシスコ講和条約を締結したことによって在日韓国人は「出
入国管理令」という厳しい “制限” の中で生活を余儀なくされてきた。在日外国人の 
％以上が在日韓国人であることから、民団では早くから既得権確保、法的地位の向上を求
めて運動をしてきた。
しかし、日本政府は入管行政の迅速化と簡素化を大義名分にして、内外の批判を浴びな
がらも、 年２月に開かれた通常国会に「出入国管理法案」を上程した。
この上程法案をみると、①在留活動に対する規制②営業許可権への介入③大幅な生活権
の侵害④行政調査権の強化⑤入管当局への大幅な権限委譲⑥退去強制事由の拡大と退去強
制手続の簡素化──など徹底した同化と追放政策でしかないことがわかり、在日同胞の怒
りは一気に爆発した。
４・ 学生義挙革命９周年を期して韓青・韓学同が共催で  年４月  日、東京・全
電通労働会館において「入管法改悪反対法的地位貫徹要求大会」を開催したのを皮切りに、
６月２日には民団主催による「出入国管理法案反対中央民衆大会」が東京・文京公会堂で
開かれ、入管法反対闘争は全国に広がった。
６月２日には、東京で「出入国方法案反対中央民衆大会」
、６月  日には大阪の中之島
公会堂で民団近畿地協による反対集会（, 名参加）、そして６月  日には東京・日比
谷公会堂で華僑団体との共催で「韓中共同決起大会」が決行された。
◉ ˹Ԉ᪘Ɂպᑛ ¬ ջȟՕߦᪿ͢

民団中部北陸地区協議会（李春植事務局長）では  年６月  日午後  時  分から名
古屋市中区の白川公園で管下団員約 , 名を集め、
「出入国管理法案反対中北地協民衆
大会」を開催した。
この大会には民団中央本部から張聡明監察委員長、尹翰鶴法的地位対策委員会事務局長
らを迎え、管下６県地方本部団長を大会長団に選出した。趙世済民団岐阜県本部団長の開
会の辞のあと、中北地協を代表し李春植民団愛知県本部団長、張聡明中央監察委員長の挨
拶があり、鄭在俊関東地協事務局長、金晋根近畿地協事務局長の激励のことばが力強く朗
読された。
つぎに丁海龍民団愛知県本部事務局長から詳細な経過報告があり、「なぜ出入国管理法
案に反対しなければならないか」という主題で尹翰鶴法地委事務局長の講演があった。決
議文を梁完玉愛知県韓青委員長が、朴大統領に送るメッセージを成龍九民団愛知県本部副
団長が、抗議文を朴永吉韓学同東海本部委員長らがつぎつぎに朗読したのち、各々満場一
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致で採択された。午後２時頃金潤学
民団三重県本部団長の閉会の辞があ
った後、鄭煥麒民団愛知県本部顧問
の先唱により参加者一同は天地もと
どろかんばかりの万歳三唱をした。
大会終了後全員が秩序整然と成龍
九、丁海龍総指揮のもとに同法案反
対のデモ行進に移った。白川公園−
広小路−栄北−大津橋−自民党愛知
県連−清水口−名古屋出入国管理事
▲ 出入国管理法案反対中北地協民衆大会

（年６月日、白川公園）

務所−東片端− TV 塔北のコースを
紳 士 的 で、 模 範 的 な デ モ を な し、
TV 塔北で無事全員解散した。
このデモの中で特に目をひいたの
は名古屋出入国管理事務所を通過の
際デモ隊がこれを取り囲み、同事務
所職員らの平素わが在日韓国人に対
する不遜不親切な態度を厳しく非
難・糾弾した。
 年春に日本国会に上程され
た「出入国管理法案」は、在日韓国
人の同化と追放・抑圧を内包した悪
法であるとして、民団では挙団的に

▲ 名古屋入管に抗議する民衆大会参加者

反対運動を展開し、ついに同法案を

廃案に持ち込むことに成功した（８月５日）。民団愛知は６月  日の中北地協民衆大会で
主動力となり、約 , 名の同胞の参加をえて強力な反対運動をくりひろげるなど、継続
して取り組み成果を収めたことは、民団の権益擁護運動の勝利であり、今後に明るい展望
をもつに至った。特に、韓青・韓学同などの青年たちが断食闘争においてみせた愛族・愛
団精神は、
若い世代が今後の民団を受け継いでいくうえで大きな希望と自信をもたらした。



永住権申請促進運動に全力

 年  月  日、韓国と日本との国交が正常化され、翌  年１月  日から発効さ
れた「韓日法的地位協定」に基づく永住権申請が全国一斉に始まった。民団の組織拡大と
いう命運をかけた永住権申請運動は朝総連の必死の抵抗にあい、当初から運動を推進する
うえで困難を極めた。また、永住権申請の手続が煩雑で審査も厳しく、不許可者が出たこ
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とで永住権申請不振に拍車をかけ
た。
こうした事態を打開するため
に、 年に本国で開催された
民団強化対策会議において、民団
代表が在日韓国人の実情、特に法
的地位問題の改善を呼訴した。こ
れを受けて、本国政府は積極的な
姿勢で８月の韓日法相会議に臨ん
だ結果、永住権申請に関して実施
面で緩和された。また締め切り期
限が  年１月  日であること

▲ 民団愛知県本部は県下全任職員総集会を開催し、永

住権申請促進啓蒙運動を展開することを決議した

に照らし、今後永住権申請促進運
動をより強力に押し進めることに
なった。
◉ ঢ়ᅺᅇȺ ¬ ջȟ႑

愛知県でも永住権申請運動は
遅々として進まず、 年９月
 日当時の法務省統計では有資
格 者 数 , 人 中、 申 請 完 了 者
数 , 人（ ％） と い う 状 況
であった。このような状況のもと
「愛知県永住権獲得推進委員会」

▲ 民団は永住権申請に際して宣伝・啓蒙運動を展開した

（委員長・李春植団長）を結成し、対内、中立系、朝総連系同胞に対し積極的な宣伝・啓
蒙活動を展開、代筆班、機動班、宣伝班、案内班、巡回班、支部班などが率先して県下各
市町村窓口に “張りつき” 申請者獲得に奔走した。
申請の期限切れとなる  年１月  日を前に、民団は年末、年始、不眠不休の運動を
展開、朝総連の悪らつな虚偽宣伝や市町村の窓口での妨害をものともせず、自治体業務終
了の午後５時を過ぎても、永住権申請の人の列が続いた。こうした結果、永住権締め切り
後の法務省発表で、
愛知県在留同胞数 , 人

愛知県有資格者数

永住権申請者数

対申請比率

, 人

, 人
％

という空前の大勝利の成果をもって永住権申請闘争運動を完了することができた。因み
に全国では該当者数  万人で申請者数 , 人（日本法務省発表）となっている。
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◉ யஓ̢ࢍّంȠ૰ț̜͔

愛知県春日井市役所で、韓国籍を朝鮮籍に書き換えた事実が、春日井市在住の同胞の証
言で表面化した。永住権闘争で当時、昼夜を問わず精力的に活動していた民団愛知では、
この事実を重視し、 年  月  日、宣伝カーを先頭にバス３台、 余人の抗議団が
春日井市役所に抗議した。
抗議団は市役所正面の産業会館に整列して気勢をあげた後、革新市長の大野正男市長に
抗議書伝達と面会を求めた。しかし「市長は不在」との対応に激昂した抗議団は聞き入れ
ず、およそ１時間にわたり庁舎内の廊下で押し問答を繰り返した。結局対応に出た鈴木助
役が責任をもって市長に「要望の趣旨を伝達する」との回答を得て引きあげた。



大阪万国博覧会招請事業

◉ టّɛɝጙᴮ˥̷ȟ఼ஓ

“人類の進歩と調和” をテーマにした「日本万国博覧会」が  年３月  日から９月
 日までの６カ月間、大阪千里丘陵で世界  カ国が参加して開かれた。
韓国は  年のモントリオール万博に続いて史上２度目の参加であったが、工業立国
を象徴する素晴らしいパビリオン「大韓民国館」を完成、躍進する韓国の姿を世界に紹介
した。
民団ではこの後援事業を展開する一方で、この機会を通じて本国の家族招請事業を決定
した。当初民団側では , 人の招請事業を計画していたが、万博期間中 , 人が来日
するという空前の招請事業となった。
愛知管内では５月２日から９月  日までの間に  人が入国し、未入国者  人につい
ても可能な限り入国できるよう手配をした。
大阪万博は国威宣揚の絶好の機会であることに照らし、ナショナルデーの「韓国の日」
を盛大に迎えるなど、積極的な後援事業を計画してきた。また、東京オリンピックおよび
創団  周年記念に続く、大阪万博の本国家族招請事業において、全ての業務を誠実に遂
行してきた。長期間にわたる朝総連の妨害工作にもかかわらず、保安と輸送面で事故もな
く、多くの本国の家族・親知を参観させたことにより本団組織が健全であることを内外に
示すことができた。



ソウルで故金龍煥同志銅像除幕式

◉ ˣˢ൏ّө፱ျȟՎҚ

民団創立以来の組織功労者である故金龍煥団長が暴漢の凶刃によって殉職して２周忌を
迎える  年  月２日午前  時、故金龍煥団長銅像除幕式が、ソウル市中区奨忠洞の自
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由センター（国土統一院）前で行
われた。丁一権国務総理、金永善
国土統一院長官、
朴基錫援護所長、
梁鐸植ソウル特別市長、金山政英
駐韓日本大使、李禧元民団中央本
部団長、李春植民団愛知県本部団
長、故金龍煥団長の遺族、在日同
胞ら , 人が参列した。
除幕式はソウル市警察音楽隊の
奏楽で始まり、経過報告がなされ
たあと、丁一権国務総理、梁鐸植
ソウル市長、李春植民団愛知県本

▲ 故金龍煥同志銅像除幕式（年月２日、
ソウル奨忠洞）

部団長、それに故金龍煥団長夫人ら４人の手によって除幕がなされ除幕式は終わった。式
後、南山にあるタワーホテルで民団主催によるパーティーが開かれ、また夕方にはコリア
ハウスで崔圭夏外務部長官主催のレセプションが行われた。
銅像建立の経過は、２月３日、民団中央本部団長から国務総理に銅像建立の建議書と献
金が提出され、国務総理の命をうけ援護所では２月  日に「銅像建立建設委員会」を発
足させ、銅像の建立地、銅像の形および規模などを協議、韓国弘益大学美術学部のチェ・
キウォン教授が制作に当たり、５月９日に起工式が行われた。
銅像の規模は敷石 . m、台座 . m、銅像 . m、全体の高さ . m、重量 . t で、総
工費  万円をかけて造られた。なお銅像の壁面には次のような碑文が刻まれている。
「ここに立つ金龍煥志士は、在日本大韓民国居留民団の鑑みである。慶北義城出身で
居留民団創団以来  余年間、反共隊の先頭に立ち、在日同胞の団結と組織の強化に
奮闘努力した功労者である。民団愛知県本部団長として、同会館で会議中、怪漢の襲
撃をうけて殉職したのが  年  月  日であった。惜しくも  才の一生で尊い命を
捧げたが、全在日同胞は誠金をつのり、政府要路の物心両面にわたる積極的な支援を
うけてこの銅像を建立したのである。
」



第  回世界卓球選手権大会後援事業

◉ يঢ়ᅺȟྒརȾख़

後に “ピンポン外交” として日本と中国（中共）の国交回復の遠因の役割を果たしたと
いわれる「第  回世界卓球選手権大会」が、 年３月  日から４月７日まで、韓国、
北韓、中国を含め世界  カ国が参加するという史上最大の規模で愛知県体育館において
開かれた。
北韓選手の登場は先の札幌冬季オリンピックの出場についで２回目で、その背景には永
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住権闘争運動の失敗を挽回し、あ
わよくば国際世論を有利に導き政
治宣伝の場にしようとしていたの
である。
民団中央本部では早速対策を協
議して、地元の民団愛知を中心に
「第  回世界卓球選手権大会在日
韓国人後援会」
（会長・権会俊民
団愛知県本部副団長）を結成した。
内外の耳目を集中させた本大会
▲ 名古屋市中区の久屋大通公園で挙行された

大韓民国卓球選手団歓迎会（年３月）

において、全国の在日同胞からあ
たたかい同胞愛の支援を受けつ

つ、物心両面にわたる後援事業を積極的に展開した。また、国内外の声援に応え、韓国選
手団は善戦力闘し、女子は団体３位、男子は団体８位の好成績をあげた。
第  回世界卓球選手権大会後援事業は、北韓と中共の参加により惹起された政治的な
動向と、これを最大限に利用した日本当局の政治的対処にも動揺することなく、同事業を
大過なく完遂することができた。特に、民団愛知を中心に国威を正しく宣揚することがで
き、民族愛を土台とした同胞の誠意を示す機会をもつに至ったことは内外より高く評価さ
れた。



自立財政確立に挙団的な取組み

民団愛知が全国の組織の模範であると称される理由の一つに、割当金制度の確立が挙げ
られる。割当金制度というのは、団員の団費を基礎として支部から地方本部へ、地方本部
から中央本部へという体系を確立しつつ、組織の財源を民団が自主管理・運営していくと
ころにある。自立安定財政の確保により、団組織の強化と質的向上を期することができる
ことは自明の理である。
割当金制度実施については、創団以来さまざまな試行錯誤をくり返してきたが、挙団的
な取組みが始まったのは李春植執行部時代からであった。 年５月  日、民団愛知第
 回地方委員会において、民団の自主財政確立のために「割当金調整活動」に全力を傾
けることが決議された。
地方委員会の決定を受けて、支団長会議が継続して開催され、各級任員がまずなにより
も割当金制度のもつ意義を認識することから始まり、自主財政確立が組織力量を充分に発
揮するうえで必須要件であることを再確認するに至った。
割当金調整は各支部の団費調整と不可分の関係にある。このため自立財政確立の意義を
広く正しく団員に周知させる作業が重要である。このような見地から、次段階の方針とし
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て支部を巡回し個別的な協議を重ねつつ、各支部では９月から戸別訪問が強力に展開され
るに至った。
しかし、各支部とも各々事情を抱えているため、各支部の割当比率についての調整には
相当な時間がかかったばかりでなく、実際に団費調整を全体的に完了することは至難の業
であった。
◉ ҾछᦂҤ࣊ɁژᄷȸȢɝɥɎɏީ̘ɋ

こうして正式に「割当金調整活動」を提唱して１年後には、自立・自助・自治の気運が
高まり、
われわれの組織はわれわれの手で構築しなければならないという原則が樹立され、
割当金制度を定着させるための基盤づくりをほぼ完了するに至った。今日の民団愛知の割
当金制度は、当時の本部及び支部の各級任員の血のにじむような努力によって築かれてき
たのである。
特に、李春植団長、盧恭愚議長、崔鍾五監察委員長を始め本部三機関任員、丁海龍事務
局長ほか各実務者、そして金在永東中支部団長、李承権知多支部団長ほか管下支部役員ら
が一体となって推進してきた結果、他地方に誇りうる自主財政の土台がここにできあがっ
たのである。



札幌冬季オリンピック後援・招請事業

 年２月３日から、世界  カ国が参加するなか北海道・札幌において冬季オリンピ
ック大会が開催された。本大会に参加した大韓民国選手団を後援するための事業は、中央
組織の混乱により順調とはいえなかったが、県下各級組織の協力により遜色ない応援団を
現地に派遣した。
札幌冬季オリンピックを契機に、本国の家族・親知を招請し、オリンピック大会を参観
させることにより、韓日両国間の理解を増進させ、北韓・朝総連の政治的陰謀粉砕に寄与
した。参観団滞日中の保安についても万全を期し、１月  日から２月  日までに愛知管
内の  名が来日し、事故もなく全員無事帰国した。



民団東京本部直轄の影響

 年３月  日の第  回民団中央委員会の席上、金在権駐日公使が「民団内部に反国
家的不純分子がいる」という発言に端を発した不穏録音問題「裵東湖事件」が起きた。裵
東湖は「民団自主守護委員会」なる敵性団体を組織し、日本のマスコミを利用して、本国
政府ならびに民団を誹謗する行為に出た。さらにこの事件に民団東京本部も加担したこと
から、事件は一気にエスカレートし、民団組織に空前の混乱をもたらした。７月３日民団
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東京本部直轄処分、８・２流血事件等々、ますます泥沼化してゆく状況に、他地方の民団
組織も多くの影響を受けるにいたった。
民団中北地協は４月  日に開かれた第  回中北地方協議会で次のような声明書をだし
て混乱の収拾を求めた。
ۦం
ǽጸᎥɁيፀɥТаȮɛ
中北地方協議会は  年４月  日に召集した第  回中北地方協議会の決議にもと
づき、最近物議をかもしている中央組織事態に関連して次の通り声明する。
自由と民主主義を標榜する祖国大韓民国の尊厳を守り、在日同胞の権益擁護を期す
る本団は、在日韓国人の総結集体であり唯一の指導団体として品位と負荷された厳粛
な使命にのっとり、第  回中央委員会以後の一連の事態に関して一大反省をするべ
きである。
特にこの過程で起こった東本側一部関係者の暴力・暴行事件は、いかなる理由と経
緯があろうとも断固拒否されるべきである。当事者は民族的良識に立脚し冷静に反省
するよう強く求め、今後再びこのような不祥事が発生しないよう厳重に警告するもの
である。
創団以来、今日まで様々な紆余曲折を経て在留同胞の絶対多数を包容するようにな
った本団の組織姿勢は異邦においての民族的結合と団結が何よりも優先されねばなら
ないし、いかなる主義主張のためとはいえ、争いにより組織的団合に分裂をもたらし
てはいけない。
特に団組織に決定的な分裂を引き起こすならば、いかなる理論的主張も、組織的大
儀の前に決して妥当性を持ちえないと信じ、急変する内外情勢に照らし、本団は第一
にあらゆる混乱と紛争をやめ、全団員の期待と意志に合う態勢を新しく作りあげるこ
とに力を注がねばならない。
宣言、綱領、規約に明示された規範に対する基本的な信頼が、組織に生きている限
り、一連の組織的是非は、中央委員会で論議されるべきで、全国中央委員は与えられ
た権限を駆使し、負わされた組織的義務を遂行するため勇気を発揮するよう訴えるも
のである。
中北地方協議会管内の各地方本部及び中央委員は、全国組織の良識を結集し、すべ
ての組織的混乱を収拾するためにいかなる努力も惜しまないことを明らかにし声明す
る。
 年４月  日

٣ஓట۾ᬤّࠊႡ˹يԈ٥Ԧឰ͢ǽ

このように第  回民団中央大会（ 年３月  日開催）以後、いわゆる録音問題およ
び民団東京本部直轄事態などにより惹起された本団の組織的混乱は、中央組織あるいは東
京地方だけに限られたものではなく、内外に与えた影響を考えてみると、組織的損失は莫
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大なものといわざるをえなかった。中央組織の混乱事態は民団愛知組織にも少なからず影
響を与えたが、当地方はいかなる組織的是非も団組織の維持と発展を阻害する結果を招い
ては決して妥当性をもつことができないという姿勢で諸般事態に冷静に対処してきた。



第５回愛知県韓国人大運動会

録音問題事件、民団東京本部直轄といった中央レベルの組織的混乱により生じた団内の
沈滞感を払拭し、民団愛知の健全さを内外にアピールするために、 年５月  日、第
５回愛知県韓国人大運動会が岡崎総合運動場で開催された。スポーツ交流を通じ、県下団
員の相互親睦を図ることはもちろん、混迷する情勢に積極的に対処することのできる組織
体系を確立するうえで、本大会は大成功を収めた。
青く澄みわたった大空に太極旗がたなびき、その国旗が誘うかのごとく愛知県内各地よ
り , 名を超える同胞が雲集し
た。午前  時、丁海龍民団愛知
県本部事務局長総指揮の下、管下
 支部の入場行進のファンファ
ーレが高らかに鳴り響いた。
第５回愛知県韓国人大運動会の
プラカードを先頭に、総指揮者、
太極旗、民団旗に続き、愛知県各
支部による入場行進で大会の火ぶ
たをきった。民団愛知の入場行進
は、他地方の追随を許さないほど
整然かつ調和のとれたすばらしい
ものであった。

▲ 民団愛知の第５回運動会は、現在の大運動

会のモデルとなる空前の民族体典であった
（年５月日、岡崎総合運動場）

◉ ᴯ˰ࢳȟ˿̷у

開会宣言に続き、セントポールにむかって国旗掲揚、国民儀礼が行われた後、李春植大
会会長の挨拶と来賓の祝辞、そして力強い選手宣誓により直ちに競技に入った。この大会
の最大の呼び物は、約１千名の青年が参加する民族ショー “チャジョンノレ”（戦車ノリ）
であった。わが国に古くから伝わる雄大な行事を、日本生まれの２世青年たちが見事に披
露した。
このように本大会は美と力と技を競う空前の民族体典となった。特に、今後の在日同胞
社会を背負っていく青年たちの団に対する参与意識がより高まり、世代間のずれを調節す
るよい契機となった。

151

ቼᴮኲ

يঢ়ᅺᅇట  ࢳɁඬɒ

７・４南北共同声明を支持歓迎（ 年７月４日）



民団が空前の混乱状態に瀕している中で、祖国では大きな南北対話のムードが高まって
いた。
 年代に入り、韓国政府は経済発展をバネに自主国防を掲げ、韓半島の平和を定着
させるために、北韓との交渉を粘り強く続けていた。 年の光復節に朴正熙大統領は
北韓に対し「平和的善意の体制競争を提議することにより、韓半島の平和定着を達成しよ
う」という８・ 宣言を発表した。
 年には大韓赤十字社が北韓に対して南北韓の離散家族探しのための南北赤十字会
談を提案し、これを北韓が受け入れ、南北赤十字会談が人道上の問題として大きな進展を
みせ初めて南北対話の道が開かれるようになった。
◉ ՔȟᇔّɁፋˢՁҬȾն

 年７月４日午前  時、ソウルと平壌で南北平和統一に関する７項目の共同声明が
同時に発表され、①自主統一②平和統一③民族大団結の３大原則と基本精神を明らかにし
た。
３大原則に基づき南北韓当局は統一問題を協議する南北調節委員会の設置に合意した。
双方が合意した祖国統一原則とは、次の通りである。
１．統一は、外勢に依存したり外勢の干渉を受けることなく、自主的に解決しなければな
らない。
２．統一は、たがいに相手側に反対する武力行使によらず、平和的方法で実現しなければ
ならない。
３．思想と理念、制度の相違を超越して、まず同一民族として民族的大団結を図らなけれ
ばならない。
そしてこの声明発表に先だって、李厚洛中央情報部長が５月２日から５日まで平壌を訪
問、ナンバー２といわれる実力者
金英柱労働党組織指導部長と、ま
た５月  日から６月１日まで北
韓の朴成哲第２副首相がソウルを
訪問、李厚洛部長とそれぞれ極秘
裡に相互訪問したことも明らかに
された。
歴史的な「７・４南北共同声明」
が発表されると、民団は全面的に
これを支持して、「われわれ在日
▲ ７・４南北共同声名及び南北赤十字会談支持激励大会

（年９月日、名古屋市公会堂）
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しつつ、次の事項を全国組織に示達した。
１．各級組織は７・４南北共同声明と南北赤十字会議支持・歓迎大会を開催する。
２．朝総連のいかなる提議にも、中央本部の基本原則が成案化されるまで拒否する。
３．朝総連と結託し、
動乱を継続する離脱分子と旧韓青・韓学同に対する団束を強化する。
民団愛知県本部では、７・４南北共同声明の内容と意義、それ以後の諸般情勢の分析と
本団組織が堅持すべき姿勢などについての学習会を、地方単位の教養講座と支部単位の講
習会を通じて随時開催した。



韓青・韓学同の傘下団体取り消し

 年７月７日、東京・日傷会館で第  回民団中央委員会が開催され、韓民自統に対
する敵性団体規定を解除するとともに、
韓青・韓学同に対する傘下団体認定を取り消した。
これに伴い、中央に青年指導局を置き、地方本部に青年指導部を設置することを決めた。
こうした事態の中で愛知県の韓青・韓学同も渦中にまきこまれることになるが、李春植
執行部では中央委員会が確固とした青年・学生に対する指導育成策が樹立されるまで、ま
ず多年間培養してきた青年・学生の凝集力を持続させつつ、韓青・韓学同の自主的な組織
改編を促し、善良な大多数の青年・学生を本団内に再び包容し、組織が傘下団体として復
帰できるよう力を注いだ。
愛知韓青はこの間、第４回綜合文化祭を通じ韓国人青年としての素養を身につけ、民族
意識を確固たるものとし、第５回大運動会において次期民団を担うべく新しい時代の開拓
者となる意欲と姿勢を内外に示した。
次期権会俊執行部においても、民団組織の中で青年育成は重要な課題の一つとして掲げ
た。韓青・韓学同が傘下団体を取り消されたため、愛知では前執行部に引き続き花郎会（仮
称）という組織を対象に善導し、これを土台にして対話を積み重ねる一方、現実に立脚し
た組織整備を期しつつ困難な状況を打開するため模索を続けた。しかし、民団組織に正式
な傘下団体としての青年組織がない状況下で、青年育成問題を抜本的に取り扱うことは困
難をきわめた。こうして韓青・韓学同のリーダーたちは次々と組織を離脱していくととも
に、在日民族文化の継承者を自負してきた民団における愛知韓青の火はついに消えていっ
た。
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