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2/13 福島沖地震と 3/20 宮城県沖地震で被害を受けた皆様にお見舞い申し上げます。
もし被害を受けた場合は民団宮城事務局までお知らせお願い致します。Tel 022-263-6961

「2011 年東日本大震災を記憶して」写真展開催
2021 年 3 月 11 日 「2011
年東日本大震災を記憶し
て」写真展が東日本大震災
復興 10 年を迎え駐仙台韓国
総領事館と在日本大韓民国
民団宮城県地方本部共催と
して総領事館内ホールで開
催された。開催の挨拶にて
朴容民総領事は参加された
方々に深く感謝の言葉を述
説明する金団長夫妻（左）と朴容民総領事（右）
べた後「14 人の同胞の命を
失った犠牲者の方とここ 10 年間世を去った震災被害者のために
謹んで哀悼の意を表したいと思います。震災の時には両国民同
士の心が繋がった時でもありました」と 10 年前を振り返った。
続いて金政郁団長は「本日で 10 年という節目の日を迎え改めて
亡くなられた方々のご冥福と多くの被災者の方達へのお見舞
い、さらには決して私たちは震災を風化させないため、これか
らも後世に語り繋いでいくことを胸に刻むため今日この場を準
備させて頂きました」と行事の意味を説明した。14：46 分には
黙祷の時間が設けられ参加した方々は粛々と亡くなられた方々
にご冥福をお祈りした。20 代日本人大学生からは「一昨年前団
長李根茁様より震災当時のお話を聞かせてもらいましたが本日
改めて現場の様子を改めてイメージすることが出来ました」、
70 代の男性は「民団の皆様が団結して支援をしていたことに感
動しました」、60 代の韓国人の女性は「毎年この時期になると
あの時の生活の厳しさと人命被害の記憶が思い出します。ここ
に住む韓国人の為にこれからも努力をしてもらいたいです」、
70 代同胞の男性は「韓国の大統領を含め多くの韓国の方が関心
をもって日本に来て義援金及び物資を渡されたことを改めて知
りました。また婦人会の炊き出しの活動の様子がよくわかりま

金団長より説明を受ける来賓の方々

3・11 で亡くなった犠牲者に対し黙祷

した」、50 代の同胞の女
性は「記録として価値が
あると思います。日本と
韓国にこのような活動を
広く伝えてほしい、災害
はまたいつ起こるかわか
らないから」、60 代の韓
日関係者は「風化させな
い決意を感じた」、60 代
同胞の女性は「韓国民団
約 70 名の方々が写真展に来場
婦人会として 10 年前の
炊き出しのことを鮮明に思い出しました。皆さん、一生懸命
生きようと頑張っていらっしゃる姿に胸が痛くなりました。
寒い中、暖かい食事を喜んで頂き、少しでも役に立てて良か
ったと思いました」、60 代の女性は「被災地に入り炊き出し
をしているのを見て、すごい！！自分達も大変な時なのに、
他者を助ける愛情いっぱいのまなざし、力強い行動、印象的
でした」、60 代の女性は「私自身はそれほど被災もしなかっ
たですが今の安否のわからない方がいらっしゃることには胸
を痛めております」、60 代の韓日関係者の女性は「10 年前
は大変韓国・同胞の方々にご支援頂きありがとうございまし
た。これからも頑張って生きます」、50 代の同胞の女性は
「10 年前は小さい二人の子供を民団に預けて仕事に出かけた
ことがあります。団員の皆様が一丸となり、住民の為、活動
を来ていらっしゃる姿がとても印象的でした」、50 代の女性
は「ここが避難所になった様子を初めてみて驚きました。大
変だったんですね」など当時を振り返ってアンケート調査に
協力して頂きました。ありがとうございました。写真展は一
日のみで開催され 9：45～16：30 まで約 70 名の同胞・韓日
関係者が来場した。

金仁河前福島団長(左)と朴総領事(前右)

アンケート調査にご協力

≪在日同胞・新定住者・韓国人留学生の皆様の為の求人・求職の御案内≫
求職の皆様！
仕事を探している同胞の皆さ
ん！経験、年齢、男女、勤務日
数など心配しなくて大丈夫です。
遠慮なく民団に相談下さい。皆さ
んの為に民団は頑張ります。
相談にお金はかかりません！

求人の皆様！
社員・パート・アルバイトなど求人をして
いる会社の皆様！仕事を求めている韓
国系の人が多数います。色々なタイプ
（能力、勤務時間など）の人材を職場の
状況に合わせ、採用を是非検討をお願
い致します。費用は一切かかりません！

求人情報のご案内（民団新聞を見たとお伝え下さい）
★ 介護老人保健施設ジュイールクラブ
職種：介護職員 TEL：0229-22-1001 FAX 0229-22-5151
★ 社会福祉法人友徳会特別養護老人ﾎｰﾑ万葉の里
職種：介護職員 TEL：022-347-2255 FAX 022-347-2257

特集

仙北支部（李 禮子支部団長）

東日本大震災から 10 年の
歳月が流れました。当時、
最大震度 7 が隣の栗原市
ということ、そしてかなり
老朽化していたこともあ
り、仙北支部会館の被害は
甚大で、柱も曲がり手直し
だけでは到底無理な状態
でした。そもそも 2011 年
の仙北支部は、前支団長
2012.2.26 仙北支部会館が全壊。愛知民団のご支
が体調の悪いことを理由
援他により新会館の落成式
に引退し、主に年配の婦
人だけが残っている状況でありました。支団長は渋々ながらも頑
張って姜花子さんが引き受け、そんな支団長を思いみんなが集ま
る。明るい未来は望めなかったけれど、炭をおこして焼肉をした
りそれなりに楽しんでいました。一方では、会館の名義の問題が
解決されず大きな重荷となっており、一年間支部の出費を抑えて
裁判費用を捻出しようとしていた矢先の地震でした。どうしたら
良いのだろうとみんなで真剣に悩みました。とうてい自分たちだ
けの力だけでは再建は無理です。年配の婦人ばかりの支部にそん
な力はありません。第一みんなが多かれ少なかれ被災しているの
です。けれども会館が無くなれば月に一度のみんなの楽しみも無
くなります。そんな中で、民団中央と民団愛知県から支援金を頂

東日本大震災より 10 年の記憶
くことができたのは、天の助
けとしか言いようがありませ
ん。お願いして支部のみなさ
んからも寄付を募り、日本一
安 い 大工 さ んの 力 添え も え
て、支部再建にこぎつけるこ
とができました。欲を出さず、
2011.3.11 東日本大震災時の支部会館の被害
小さくて良いから会館を再建
することだけ考えました。市
役所に何度も足を運 びまし
た。受けられる支援はないの
か、普通のおばさんには全て
が難問でありました。支部が
倉庫として届けられていたの
にはビックリ、一世のみなさ
んのご苦労は理解しながら
2018.10.21 韓日文化交流「大昼食会」開催
も、冷や汗を何度もかきまし
た。小さくても良いと再建したものの、今はもう少し大きく建
てておけば良かった。なんて考える時もあります。10 年はあ
っという間ではありましたが、10 年過ぎると支部の状況も変
わってきています。10 年前もけっして若くはなかったけれど、
新しい会館にみんなの喜ぶ笑顔、そして元気でハツラツとし
た姿が本当に懐かしく思い出されます。(記：嚴由美事務部長）

駐仙台韓国総領事と宮城団長の特別対談

無料相談「みんだん生活相談ｾﾝﾀｰ/ みやぎ」秘密厳守

2021.2.16（火）14 時
より総領事館にて
朴総領事と金団長
との対談が行われ
た。東日本大震災 10
年目を迎え【「今」の
為の今であり、これからの為の「今」である】とのテーマで行わ
れた特別対談は約 2 時間に渡り東日本大震災を風化させないよ
うに改めて務める努力が必要と意見一致をした。この特別対談は
10 年前の韓日両国の絆の記憶を改めて思い出す場となった。

民団宮城県地方本部は同胞生活に密着した切実な問題（税務・
法律・相続・戸籍整理等）の解決に対応するため生活相談ｾﾝﾀｰ
を開設しております。団員の皆様の悩みや相談をお受けしてお
ります。
○相談日時と場所
日 時：毎週月曜日 13 時-17 時
場 所：韓国民団宮城県地方本部 4F 生活相談センター
○相談方法：面談・電話他※予約制 1 人 1 回 30 分程度迄無料
○相談内容
法律：法律・戸籍整理・在留資格・結婚・離婚・相続・他
生活：福祉（介護等）・日本語習得 他・住居探し等

宮城県緊急事態宣言が発令されたことを受け下記の通
り延期と中止のお知らせをご案内致します。

2021 年 4 月相談日★5(月)・12(月)・19 (月) 26 (月)
お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961

下 記
事務局だより TEL022-263-6961 FAX022-222-4707
延期：第 65 回定期地方委員会 3/27（土）→ 4/17（土）10:30
場所：韓国会館 6 階
4 月の民団行事予定
中止：東日本大震災復興 10 周年記念【空から見る東北の復興の
4/3 (土)ハングル学校みやぎ開校式&授業開催リモート開催 10：30
歩み】3 月 28 日日曜日→ 中止

民団宮城から団員の皆様に地震の備えをお願い致します

4/17 (土)第 65 回定期地方委員会
4/20 (火)仙南支部第 48 回定期総会
4/28 (水)塩釜支部第 69 回定期総会

韓国会館 6 階 10：30
夕焼け 12：00
支部会館 11：00

団員の皆様！震災の備えは大丈夫でしょうか？
3 月の民団行事報告
2021 年 2 月 13 日に発生した福島沖を原因とした地震で多くの方
が被害を受けました。今後も大きな地震が発生する可能性が高い 3/1 (月)第 102 周年 3.1 節記念式典
パレス平安 65 名
3/9
(火)仙南支部例会
夕焼け 21 名
といわれております。このようなことを踏まえ各家庭で地震に備
3/11 (木) 2011 東日本大震災を記憶して 写真展 総領事館内 70 名
えた準備が必要されると思います。
民団保険センターからのご案内：当センタ－は保険複合代理店（損
害保険/火災保険/自動車保険/傷害保険）で常に保険会社と相談で
きる体制になっております。保険の切り替えの時期には是非当団に
相談・お見積りをお願いいたします。お電話 022-223-6671

3/12 (金)第 55 回中央大会生中継傍聴
3/13 (土)第 7 回三機関合同執行委員会
3/28 (日)仙北支部例会

韓国会館 6 階 6 名
韓国会館 6 階 17 名
支部会館 11：00

京都国際高等学院野球部寄付金報告
ハングル学校宮城リモート開校式＆授業開始
授業日程：2021.4.3（土）午後～2022.3 月土曜日または日曜日
（年間 25～30 回予定）
時間帯：①10 時～②11 時～③14 時～④15 時～⑤19 時～
参加費：無料
●お問い合わせ：022-263-6961
対 象：韓国にルーツのある小学 1 年生～高校生までのオリニ
その他：コロナ収束後、月 1 回の親子交流会検討中

民団宮城本部は京都国際高等学院野球部を応援するため募金活
動を致しました。集まった募金は 3/23 中央本部文教局に送金致
しました。皆様のご協力誠にありがとうございました。
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第 102 周年 3.1 節記念式典開催

★ 3 月支部活動報告

★

3 月 1 日(月) 第 102 周年 3.1 節
仙南支部（成 英吉支部団長）
記念式典をコロナ感染対策のた
3 月 9 日（火）13 時から行われ
め、消毒・検温・ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽを
た例会は 21 名が参加、民団本部
取りながら、パレス平安 3Ｆにて
より韓 成洙副団長と姜恵美子
11 時に開催した。特に事前に申
事務局長が参席。成支部団長よ
し込みを受け付け参席できない
り支部総会、本部の地方委員会、
団員のために初めて ZOOM を使
金 政郁団長の中央団長記念辞を代読
京都国際学院野球部に対する寄
って生中継も行われた。金 政郁
附金案内が行われ快く賛同され
団長はコロナ禍の中、来賓、団
た。また、裵 麗子講師より健康
員、関係者含め 65 名が参加した
各種ご案内をする成支部団長
に関するレクチャーがあり終始
ことに対し感謝の弁を述べた
笑顔での例会となった。総会は
20
日（火）12 時。
後、東日本大震災 10 年目を迎え
駐仙台大韓民国総領事館との共
塩釜支部（李 純午支部団長）
高 承天仙台韓国教育
朴 容民駐仙台大韓民国
催で 3・11 写真展を開催するこ
院長の己未独立宣言
総領事館総領事の文 在
塩釜支部では 3 月 8 日月曜日
文朗読
寅大統領の慶祝辞代読
とを説明した。高 承天仙台韓国
13 時から役員会を開催しまし
教育院長の己未独立宣言文朗
た。会議内容は支部の花見開催
読、朴 容民駐仙台大韓民国総領
と支部の総会の件でした。花見
事館総領事の文 在寅大統領の
は 4 月 10 日に開催と決定しま
慶祝辞代読の後、金 政郁団長が
したが、この間のコロナウイル
中央団長記念辞を代読した。韓
スの状況を見て中止にせざる
成洙副団長の決議文採択、尹 注
を得ない判断になりました。支
韓 成洙副団長の決議文
尹 注鍈東北大学留学
鍈東北大学留学生会長のスロー
役員会を開催
採択
生会長のｽﾛｰｶﾞﾝ斉唱
部の総会は、4 月 28 日水曜日
ガン斉唱が終わり、鄭 圭泰民団
宮城常任顧問の力強い万歳三唱にて式典は閉会した。参加された団 11 時から支部会館において開催します。多数の参加を心からお
員に対しお帰りの際にはお弁当を手渡した。3.1 精神を受け継ぐ意 待ちしてます。
義を改めて共有した貴重な時間となった。

★

鄭 圭泰民団宮城常任顧問による参加された団員の力強い万歳三唱

2021 年 3 月 団長の動き
3.1 「第 102 周年 3・1 節記念式典」参席
3.11「2011 東日本大震災を記憶して」写真展 参席
3.12 第 55 回定期中央大会三機関長選挙映像放映 参席
3.13 三機関長・副団長会議 参席
3.13 第 7 回三機関合同執行委員会 参席
3.29 公益社団法人宮城県国際経済振興協会 第 4 回ﾘﾓｰﾄ理事会参席

2021 在外同胞国内教育課程の募集案内
出願方法：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで願書ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
相
談：韓国の公州大学 http：//www.hansaram.or.kr
℡：82-41-850-6031 fax82-41-850-6039
募集時期：※韓国理解課程（無料 6 週リモート）
*夏（遠隔）申し込み 5.10-6.11 （教育期間 7.5-8.13）
*秋（遠隔）申し込み 7.1-8.13
（教育期間 9.3-10.22）
*冬（遠隔）申し込み 9.13-10.15 （教育期間 11.8-12.17）
※大学修学準備過程（有料招請教育）
*お申し込み 21.6.1-7.16（教育期間 21.9.7-22.1.27）

2021 年度朝鮮奨学会奨学生募集
1.奨学金金額
*高校生
月額 10,000 円
*学部生 (短大 包含)
月額 25,000 円
*大学院生（修士課程･専門職課程）月額 40,000 円
*大学院生（博士課程）
月額 70,000 円
2.応募詳細：http://www.korean-s-f.or.jp
インターネットの専用フォームで受け付ける
3.募集期間 ：2021 年 4/12 (月)10:00～5/10 (月)23:59 締切
※証明書類提出期限：2021 年 5 /14 (金)(消印有効)
4.お問い合わせ 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-8-1
新宿ビル９階 電話 03（3343）5757 fax 03（3344）3947

婦人会たより★

（嚴 由美 婦人会長）

3 月 19 日（金）10：30、3/18
〜4/11 まで宮城県に緊急事
態宣言が出された制限がか
かる中で婦人会 30 期第 8 回
役員会に 18 名の役員が出席
しました。感染防止対策を徹
底しながらも嚴会長は「コロ
ナのご機嫌を伺いながらで
30 期第 8 回婦人会役員会開催
きる範囲の活動をしていき
たいので皆様のご協力をお願いします」と冒頭に挨拶。4/17 土
曜日 14:00 からの第 30 回婦人会地方委員会に向けた役割分担
などを共有し意見交換の場となりました。また、3/25 の第 35
回婦人会定期地方委員会には嚴 由美会長、孫 美子中央副会
長が宮城より一緒に出席しました。

≪青年会たより（池

智子青年会会長）≫

青年会にご興味のある方随時募集中！miyagi.seinenkai@gmail.com

アンニョンハシムニカ。会長の
池 智子です。
現在青年会は実働会員が 6 名し
かおらず、私が 10 月に会長に
就任してから 5 か月の間、コロ
ナの影響もありますが、ほとん
ど活動をしていませんでした。
正直私はこのまま青年会を存
池 智子青年会長と金 富貴副団長
続するよりも休会したほうが
良いのではないかと悩み、金副団長と局長に話し合いの場を設け
て頂きました。話し合いをする前は「イベントをしても人が集ま
らない。そもそもイベントって何をすればよいのだろう。人が来
たいと思えるイベントって何だろう」等悶々として来期のことを
考えると憂鬱だったのが、具体的なアドバイスや色々なアイデア
を出して頂いたことによって、段々と楽しみに変わっていきまし
た。休会という選択をするのではなく、あと 1 年後悔のないよう
私自身楽しみながら会を運営していきたいと思います。宜しくお
願い致します✿
【今後のお知らせ】
●4/17（土）18：00～ 第 43 回宮城青年会臨時地方大会
●場所：宮城韓国会館 5 階

～
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다시 생각해 보는 행복론,
절대 행복할 수 없는 두 부류

仙台韓国教育院長 高 承 天
在日本同胞の皆様！
雨水(2/18)も啓蟄(3/5)も過ぎ、今は春めいて大地と山野に新芽が
生え、春の花が咲く季節がやってきました。日本東北地方の 3 月は、
去る 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の痛ましい記憶が残っていて
胸が苦しい季節です。 2 月 13 日（土）の 6 強の地震で大地震の恐
怖と 10 年前のトラウマを思い出す方が多いようです。
私も今回の地震を経験してからは非常用のレントン、救難品、非常
食などを事前に備えておかなければならない気がしました。
もちろん同胞の皆様も準備されているでしょう？
駐仙台大韓民国総領事館では、3 月 11 日(09:30-16:30)に在日本大
韓民国民団宮城県地方本部と共同で東日本大震災 10 周年記念写真
展を開催します。震災当時、被害克服のための韓国からの支援や同
胞の活動の様子を収めた写真を展示するとともに追悼スペースも
設けているので皆様方々のご関心とご参加をお願いいたします。
2020 年 73 号-75 号（2020 年 4 月末-6 月末号）にわたり 3 回「幸福
論」について掲載しましたが、今年、新年を迎えてキム·ヒョンソク
(延世大学哲学科)名誉教授の「100 年生きていて分かった、絶対に
幸せになれない二つの部類」という記事を参考に「考え直す幸福論」
というタイトルをつけました。2021 年に 102 歳を迎えるキム·ヒョ
ンソク教授との対談を載せた幸せについてのお話をまとめてお伝
えしたいと思います。
絶対に幸せになれない二つの部類があるのですが、一つ目は精神的
な価値を知らない人だといいます。 物質的価値や権力、名誉を追
う人が多いですが正直にそこでは幸せを見つけることは難しいで
す。 それには「満足」がないからです。お金や権力、名誉欲などは
基本的に所有欲です。それは持てば持つほどもっと欲しくなりま
す。幸せになるために必ず必要な条件が一つありますが、それは「満
足」です。精神的な価値の分かる人は満足を知っています。
二つ目は利己主義者です。彼らは絶対に幸せになれません。
エゴイストは自分のためだけに生きています。そのため人格を持つ
事ができません。人格とは何でしょうか。それは人間関係から出る
善良な価値です。エゴイストはそれを取り揃えるのが難しいです。
人格の大きさが結局自分の器の大きさです。その器に幸せを盛るの
です。自分が先ず大きな器になってこそ、大きな幸せを盛り込める
と強調していました。精神的価値で満足を知り、利他的な人生を生
きてこそ幸せも訪れるのです。同胞の皆様の幸せを祈願致します。
もうじき東北でも 4 月になると桜も咲き春の花が満開するでしょ
う。同胞の皆様！幸せな 1 ヵ月をお過ごしください。

宮城韓国商工会議所たより
宮城韓商 2020 年度第 4 回理事会
2020 年度第 4 回理事会が 3 月 15 日午後 4 時から韓国会館 6 階
大ホールにて開催され、延山剛会長含め 12 名の理事が参席さ
れました。主な議題として 2021 年度 1 年間の主な事業の日程
などが審議されました。2020 年は新型コロナの感染拡大によ
り宮城韓商のすべての行事が中止となりましたが 2021 年度は
感染防止対策を取り、状況を確認しながら定期総会や例年の
事業を開催していくことを決めました。その他の報告では韓
商連の会長職の国籍条項緩和に関する説明やアンケートへの
ご協力をお願いしました。

2021 年 3 月

考え直す幸福論、絶対に幸せになれない二つの部類

센다이한국교육원장 고 승 천
재일동포 여러분!
우수(2.18.)도 경칩(3.5)도 지나서 이제는 봄기운이 완연하고
대지와 산야에 새싹이 돋아나고 봄꽃들이 피어나는 계절이
돌아왔습니다. 일본 동북지방의 3 월은 지난 2011 년 3 월
11 일의 동일본 대지진의 아픈 기억이 남아 있어서 가슴이 시린
계절입니다. 지난 2 월 13 일(토) 6 강의 지진으로 대지진의
공포와 10 년 전 트라우마를 떠올리는 분들이 많은 것 같습니다.
저도 이번 지진을 경험하고 나니 비상용 렌턴, 비상용 구난
물품, 비상식량 등을 미리 구비해야겠다는 생각이 듭니다. 동포
여러분들도 물론 준비되어 있으시겠지요?
주센다이대한민국총영사관에서는
미야기
민단과
함께
동일본대지진 10 주년기념 사진전을 3.11(09:30-16:30)에
개최하여 지진 당시의 피해 극복을 위한 한국의 지원과
동포들의 활동 모습을 담은 사진을 전시하고 추모 공간도
마련한다고 하니 많은 분들의 관심과 참여를 부탁드립니다.
2020 년 73 호-75 호(2020.4 월말-6 월말호)에 걸쳐서 행복론에
대하여 3 회에 걸쳐 연재한 적이 있는데 신년을 맞이하여
김형석(연세대 철학과) 명예교수의 “100 년 살다보니 알겠다,
절대 행복할 수 없는 두 부류”라는 기사를 보고 다시 생각해
보는 행복론이란 제목을 정하게 되었습니다.
2021 년에 102 세를 맞이하는 김형석 교수님과의 대담을 담은
행복에 대한 이야기를 간추려 전해 드릴까합니다.
절대 행복할 수 없는 두 부류가 있는데 첫 번째는 정신적
가치를 모르는 사람이라고 합니다. 물질적 가치 돈이나 권력
명예를 좇는 사람들이 많은데 솔직히 거기에서는 행복을 찾기가
어렵습니다. 거기에는 ‘만족’이 없기 때문입니다. 돈과 권력,
명예욕 등은 기본적으로 소유욕입니다. 그건 가지면 가질수록 더
목이 마릅니다. 행복하려면 꼭 필요한 조건이 하나 있는데 그건
바로 ‘만족’입니다. 정신적 가치가 있는 사람은 만족을 압니다.
두 번째는 이기주의자입니다. 그들은 절대로 행복할 수가
없습니다.
이기주의자는 자신만을 위해 삽니다. 그래서 인격을 못
가집니다. 인격이 뭔가요. 그건 인간관계에서 나오는 선한
가치입니다. 이기주의자는 그걸 갖추기가 어렵습니다. 그런데
인격의 크기가 결국 자기 그릇의 크기입니다. 그 그릇에 행복을
담는 것입니다. 자기가 먼저 큰 그릇이 되어야 큰 행복을 담을
수 있다고 강조했습니다.
정신적 가치로 만족을 알고 이타적인 삶을 살아갈 때 비로소
행복도 찾아오게 됩니다. 동포 여러분들의 행복을 기원해
봅니다.
이제 동북지역도 4 월이면 벚꽃도 피어나고 봄꽃들이
만발하겠지요?
동포 여러분! 행복한 한 달 되시기 바랍니다.
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