
2.20 文化講座 李尚珍氏「私の人生を変えた人・韓国人がみた浅川巧」

しんじゅく多文化共生プラザ㉙

3.23 ～6.19 企画展示『焼肉・キムチ大好き！―在日の食文化と日本』

㉚

3.26 連続講座「在日の今を語る」 第1回 「川崎トラジの会」ハルモニ

たち「差別の醜さ、戦争の悲惨さ」㉙ ＊東日本大震災のため延期

4.16 連続講座 第2回 鄭栄桓氏『在日朝鮮人と朝鮮「解放」』㉙㉚

5.16 ～28 ソウル建国大学ディアスポラ研究所招請 高麗博物館10周年

記念特別企画展「植民地の傷跡と流浪する文化財」㉚

5.21 連続講座 第3回 孫裕久牧師「和解」㉛

5.24 ～27 韓国やきものの旅㉚

7. 9 講演とインタビュー「許浚の実像・東医宝鑑のグローバル化と韓国

堤

川の東医宝鑑執筆400年記念のバイオ・エキスポ報告」 講演者：中

澤俊子氏、吉田和裕氏㉚

7.23 「新宿フォークジャンボリー」に参加 ハングル講座のメンバー中心㉛

7.31 新宿3団体による共催事業として「新宿ウォーキング・マップ」を

作

成㉛

8. 3 ～⒑．2 企画展示「絵はがきで知る朝鮮―1945年まで―」

8.28 長野篠ノ井教会講演会・パネル展示会 土岐祐子氏「鳥居・しめ縄

はどこから来たか」 前日には大室古墳群を見学㉛

9.16 在日100年研究会「三河島フィールドワーク」を実施㉛

9.17 連続講座「在日の今を語る」 第1回 「トラジの会（川崎）のハル

モニ「ハルモニたちは語る―差別の醜さ、戦争の悲惨さ」

※当初3月26日の開催予定でしたが、東日本大震災の影響で延期

9.27 ～31 第2回韓国やきものの旅

10. 5 ～2012.4.1 企画展示「10年のあゆみ―展示パネル紹介―」㉛

11.26 第10回定期総会開催

12. 3 ～4 10周年記念バザール開催 高麗博物館展示室

２０１２ 1.15 10周年記念イベント 第一部 記念講演と伝統音楽 宋富子氏「愛

する時奇跡は創られる」、「ソリマル」（韓国忠清北道教師国学楽

会）伝統音楽 四谷区民ホール㉜

2.18 10周年記念イベント 第二部 記念講演と伝統舞踊 姜尚中氏「朝

鮮半島と日本の和解に向けて」、金順子氏「伝統舞踊『太平舞他』」



牛込箪笥区民ホール㉜

2.29 ～4．1 企画展「『韓国併合』100年と在日韓国・朝鮮人（前編）

―

1945年まで―」

4. 4 ～8．26 企画展示「『韓国併合』100年と在日韓国・朝鮮人（後編

―

在日と戦後社会―」㉝

5.12 連続講座『在日の今を語る』 第1回 尹鐘哲氏（東北朝鮮初中級

学校長）「大地が揺れても笑って歩もう」㉝

6.23 連続講座 第2回 李明花氏（在日二世・歌手）「歌うことは生き

る

こと」㉞

7.14 連続講座 第3回 川崎ふれあい館ウリハッキョウのみなさん「識

字学級で学んで」㉟

8. 4 「憲法フォークジャンボリー」に参加。「労音アートコート」

8.27 篠ノ井教会パネル展示と講演会 李素玲氏「失われた文化遺産」㉞

8.29 企画展示『植民地支配を考える』－「巨大な監獄―植民地朝鮮に生

き

る？」㉞

２０１２ 9. 2 加賀谷浩子氏 宮城県栗原市の大林寺を訪問し、安重根義士と千葉

十七ご夫妻の第32回追悼会に参加㉞

10.12 「パルシステム東京」（生協）から、「画院展」への助成金30万円

を受領

10.21 新宿区主催「大新宿祭り ふれあいフェスタ2012」に参加㉞

11.24 第11回定期総会

12. 5 ～9 12月7日の開館記念日を中心に、高麗博物館を紹介するパネル

展示、ミニバザール、ワークショップ（チマチョゴリ試着、ハングル

教室、折紙、ぬり絵など）

２０１３ 1. 5 ～4．28 企画展示『「朝鮮通信使随行画院展」―画員たちはどん

な絵を描き遺したか』㉞

1.20 文化講座 第1回 善元幸夫氏『未来へつむぐ日韓交流の今！』

しんじゅく多文化共生プラザ㉞

2. 3 文化講座 第2回 岡田京子氏『ハムケ共に歌いたい！』

しんじゅく多文化共生プラザ㉞

3. 9 企画展関連講演会 石附啓子氏「朝鮮時代中・後期絵画と日本の受



容」㊱

4.13 特別講演会 朴燦鎬氏「歌でたどる朝鮮・韓国・日本の近現代史」

㊱

5. 1 ～5．26 企画展示「学びあうハルモニたちの作品展―おもいはふ

か

く」 共催川崎市ふれあい館㉟

5.18 連続講座 第1回 川崎市ふれあい館・ウリハッキョの在日一世

「ハルモニたちの足跡をたずねて」㊱

7.20 連続講座 第2回 姜伸子氏「異郷に生きる―歌の記憶、旅のゆく

え」㊲

7.31 ～⒑．27 企画展示「60～70年代の在日朝鮮人の実像―カメラマン

金裕の写真集『同胞』から」㊲

8. 4 「憲法フォークジャンボリー」に参加 東京労音アートコート㊱

8.25 長野県・篠ノ井教会での展示と講演 山田貞夫氏「朝鮮通信使随行

画

員」㊱

9.21 連続講座 第3回 朴英二氏『短編映画「まとう」―チマ・チョゴ

リを切り裂かれて』㊲

10.30 ～2014．1．26 企画展示「絵本で知ろう！おとなりの国―韓国・

朝鮮の絵本から―」㊳

11.11 11～14 韓国旅行「朝鮮通信使 交流・海の旅」釜山と対馬㊳

11.23 企画展関連講演会 おおたけきよみ氏「韓国絵本の魅力」㊳

11.30 第⒓回定期総会㊳

２０１４ 1.29 ～3．30 企画展示「詩と絵でつづる女性抗日独立運動家」展㊴

3. 8 企画展関連講演会 李潤玉氏「女性抗日独立運動家を語る」㊴

4. 2 ～6．1 布施辰治展㊳㊴

6. 4 ～8．31 企画展示「ともに生きるグローバル化の中の民族教育」㊴

7.19 民族教育をめぐるシンポジュームと交流会 東京朝鮮第九初級学校

（阿佐ヶ谷）サランの会保護者㊵

8. 2 憲法フォークジャンボリー参加 東京労音アートコート㊵

8. 9 ドキュメンタリー映画「茨城朝鮮学校」上映会㊵

8.23 、24 大久保図書館絵本イベントに参加㊵

8.24 長野・篠ノ井教会での講演会 山田貞夫氏「韓国・朝鮮ののやきも

のの魅力」㊵

9. 3 ～11．30 企画展示「朝鮮女性史」㊵



9. 9 ～⒓ 高麗博物館と富士国際旅行社主催「韓国のやきものの歴史を

訪ねる旅」

9.13 企画展関連講演会 樋口雄一氏「戦争中、朝鮮の女性たちはどのよ

うに動員されたか」㊵

10. 4 映画「李芸」上映と講演の会 金住則行氏「李芸・最初の通信使」

東京労音アートコート㊵

11. 5 ～6 長野でキムチづくり、7名参加㊶

11. 8 川越祭り参加、画員展のパネル展示㊶

11.22 第13回定期総会㊶

12. 3 ～2015．2．1 企画展示「焼肉・キムチ大好き！」㊶

12.12 食文化DVD「海を渡った唐辛子文化」鑑賞会㊶

２０１５ 1.17 韓国料理を食べる会開催㊶

2. 4 ～4．26 企画展示「朝鮮絵画 ユーモアーと個性にあふれた隣人

の

絵心」㊶

2. 7 多文化防災フェスタ参加 大久保公園㊶

3. 7 バザー開催

4.29 ～8．9 企画展示「韓流―女性たちが拓く新たな交流」㊷

5.15 在日の老後保障応援のキムチ販売

5.28 チマ・チョゴリ管理委員、日本女子大で「小さな移動博物館

6. 6 臨時総会開催 認定NPO法人の資格変更のため

6.20 企画展関連講演会 山下英愛氏「韓国ドラマに見るジェンダー」㊷

7.14 川崎ふれあい館見学

8. 1 「憲法フォークジャンボリー2015」に参加 東京労音アートコート

8. 6 韓国人被爆者追悼式に参列 韓国・狭川㊸

8.12 ～11．29 企画展示「400年前の朝鮮侵略」㊹

8.30 長野・篠ノ井教会での講演会 加賀谷浩子氏「韓国絵本について」㊸

9. 4 特別講演会 辛淑玉氏「日韓条約締結50年とヘイトスピーチ」

信濃町教会㊸

9.13 安重根の法要に参列 宮城県・大林寺㊸

9.26 「秋夕の料理をレストラン高麗で」食べる 講師：樋口雄一氏㊸

9.26 27 大久保図書館「コリアスクエアーガーデン」参加㊸

10. 5 ～8 韓国旅行「教育事情と文化事情見学と交流の旅」 ソウル建

国大学で開催された「民族教育展示会」開会式に参加㊸㊹

10.10 企画展関連講演会 李素玲氏「秀吉の朝鮮侵略と二人の女性陶工」㊸



11.14 新宿文化センター主催「国際都市・新宿 踊りの祭典」参加㊹

11.17 ～18 長野県大日向でのキムチ作り㊹

11.28 第14回定期総会㊹ 会員の入館料が有料に（12月1日から）

12. 2 ～2016．3．27 企画展示「日韓条約50周年」㊺

12. 5 監督の金聖雄さんを呼んでの「花はんめ」上映会㊹

12.24 「認定NPO法人」の認定書を受領㊹

２０１６ 1.23 企画展関連講演会 李洋秀氏「日韓会談で何が話し合われたのか」

1.30 、31 開館15周年記念バザーの開催㊹

2.20 企画展関連講演会 龍田光司氏「常磐炭鉱強制動員の未払い賃金と

は？」

２０１６ 3.30 ～6．26 企画展「絵本で知ろう！おとなりの国」㊹㊺

6.29 ～10．30 企画展示「被爆71年 韓国・朝鮮人と日本」㊺

7. 8 ～10 朝鮮女性史研究会フィールドワーク・北海道㊻

7.30 高麗博物館開館15周年記念コンサート バイオリン演奏丁讃宇氏

四谷区民センター㊺㊻

8. 6 企画展関連講演会 石川逸子氏「在韓被爆者の手記をまとめて」㊺

8.27 企画展関連講演会 小野寺隆幸氏「被ばく71年、私たちに問われて

いること」㊺

8.28 長野・篠ノ井教会での講演会 樋口雄一、永津悦子両氏「朝鮮女性

史」 翌29日は松代大本営跡や慰安所跡を見学㊺

9.24 連続講座「在日の今を語る」 愼民子氏「私と関東大震災」㊻

11. 2 ～2017.1．29 企画展示「侵略にあらがう 不屈の女性たちー詩と

画でつづる独立運動の女性たち（２）－」㊻

11.17 長野・大日向でキムチ作り㊻

11.26 第15回定期総会 総会後会員の交流会㊻

12. 3 ,4 15周年記念バザー㊻


