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団員の皆様アンニョンハシンムニカ。 

さて去る 2021 年 8 月 21 日開催されました第

3 回三機関長合同執行委員会で、今回私の引

き起こした不祥事の責任を取って団長職を辞

任したいと言う私からの申し出を決議して頂

きました。 

2 期 5 年半の在任期間中、団員の皆様はじめ役員の皆様、

関係機関の皆様、そして事務局のご支援とご協力で多くの

事業を無事に進める事が出来、また昨年からはコロナによ

る予想もしない状況下においても前に進み続けて来られま

したのは、皆様のお陰だと心より厚く感謝申し上げます。

重ねてこの様な中、任期途中での不祥事による辞任を心よ

り深くお詫び申し上げます。 

今回の事を踏まえ今後の人生を信頼の回復、信頼の再構築

の為に厳しく生きて行く事を決意しております。 

最後に多くの皆様に御迷惑をお掛けしておりますが、これ

からの民団宮城の新たな体制での運営への御理解と御協

力、そして最近仙台市、宮城県でコロナに感染される方が

急増されていますので、団員の皆様には可能な限り感染対

策を取って頂き健康には十分にご注意なされて下さい。 

5 年半本当に有難うございました、そして、この度の不祥

事誠に申し訳ございませんでした。 

 

 

2021 年 8 月 21 日付で民団規約 28 条により 50 日間団長代

行として任務することとなりました尹 源一（副団長）で

す。今後は 10/2（土）14：00～ 第 44 回臨時地方大会初

旬までの期間しっかり団長代理を遂行してまいりますので

ご指導ご鞭撻の程どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 
 

 

2021 年 8 月 21 日

(土)15 時から行われた

会議には 18 名の委員

が参加。金政郁団長よ

り一身上の都合により

辞任の申し出があり了

承された。第 44 回臨

時地方大会が行われる

までは尹 源一副団長

が団長代行として一任された。 

 
 

 

 

 

 

    
宮城県地方本部三機関長立候補登録について 

2021 年 8 月 23 日に選挙管理規定第 6 条により選挙管理委員会

を設置しました。第 44 回臨時地方大会にあたり、下記の通り

宮城県地方本部の三機関長に立候補される方は本団規約・選

挙管理規定第 4 条及び第 8 条に基づき下記の要領で宮城県地

方本部選挙管理委員会へ立候補登録を行って下さい。 

             記 

1.登録期間：2021年 9月 15日(水)～16日(木) 9時～17時迄 

2.登録所：宮城県地方本部選挙管理委員会（仙台市青葉区本

町 1-5-34韓国会館 4F Tel：022-263-6961 ） 

3.提出書類（各所定様式書式は選挙管理員会で配布） 

①立候補届け（所定様式）1部 ②団員登録済証      1部 

③組織経歴書（所定様式）1部 ④中央組織学院修了証 1部 

⑤誓約書（所定様式）    1部  ⑥写真（旅券サイズ）2枚 

4.登録金：30万円 

5.所信表明 1部とデータが入力された USB 

6.提出方法：本人又は委任状を持参した代理人のみ提出 

可能（郵送不可） 

2021年 8月 23日 

在日本大韓民国民団宮城県地方本部 

選挙管理員会    委員長  鄭 圭泰 

委  員  呉 炳泰    

委  員  権 富子 

 

 

団長代行尹源一氏の要請により、本団規約第 36条により 

第 44回臨時地方大会を招集致します。 

日 時：2021年 10月 2日（土）14：00～ 

場 所：韓国会館 6階（仙台市青葉区本町 1-5-34） 

議 題：任員改選 

2021年 8月 23日 

在日本大韓民国民団宮城県地方本部 

議 長 李 京子 

   民団宮城 tel 022-263-6961 fax 022-222-4707 

 

 

2021 年 8 月 23 日(月)16

時から行われた会議には

10 名が参席。10/2（土）

14 時開催予定の第 44 回

臨時地方大会に向けて意

見交換し選挙管理委員会

が立ち上がった。 

 

民団宮城文化センター 

自主勉強応援コーナー開設 

  

 

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 

≪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≫ 

公 告 

第 44回臨時地方大会案内 

退任のご挨拶 

第 3回 緊急三機関長任員及び執行委員合同会議 

最後の執行委員会で挨拶する金政郁団長 

団長代行のご挨拶 

顧問・三機関長・副団長会議開催 

顧問・三機関長・副団長会議の様子 

mailto:mindan@themis.ocn.ne.jp


 
 

 

 

 

 

第 2部の韓国人成人式では池 智子青年会長の司会で始まり尹 源一副団長

の成人式中央団長メッセ－ジ代読、林 熙順総領事による祝辞があった。半

年遅れの成人式には 20 名の対象のうち 11 名が参加、そのうちの 9 名が民

団のオリニ事業にかかわってきた子供たちが成長し同窓会のような雰囲

気に民団の大切さを実感した。参席した 120 名のうち、40 名程がオリニ/

留学生/中高生/大学生が集い、歴史の節目と成人者へのお祝いに集った。

若い世代へのバトンタッチとして今年初めて司会や運営を青年会や留学

生/そしてスロ－ガンなども成人者 2 人に任せるなど宮城の式典の雰囲気

は初々しさで満ちていた。コロナで延期した今年は特別に成人者のために

写真を提出してもらい 20 歳のバネルを作り思い出に残る記念パネルの前

で写真撮影なども行われた。お祝い品贈呈式では駐仙台韓国総領事館/仙

台韓国教育/民団/商工会/婦人会/青年会/あすか信組/眞露㈱賛助が各新

成人に渡された。閉会辞は田 炳樽監察委員長による締めの挨拶があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 76周年光復節記念式典及び韓国人成人式（延期分）開催【8/15(日)ﾊﾟﾚｽへいあん 11時】 

新成人の金 永雄君と文 恩美君によるｽﾛｰｶﾞﾝ斉唱 
韓 成洙 

副団長 
鄭 丞淵東北大

学留学生会長 

林 熙順 

総領事 
韓 在賢東北

大学留学生 呉 炳泰顧問による万歳三唱 

 

 第 2 部 韓国人成人式（延期分）開催 

2021 年韓国人成人式での新成人との記念撮影 

答 辞（要約） 
コロナ禍で私達の生活や価値観は一変しました。  

予定していた韓国留学も中止となり学生生活もリモ－ト授業、

会うこともできないコミュニティの中を模索しました。今の自

分たちにできることを最大限に悩み、みつけたことがレジリエ

ンス「しなやかな強さ」とネガティブケイパビリィティ「見えな

い状況に向き合っていくための能力」です。この時期を皆様で

乗り越えていこうではありませんか？ 

私は「民団」に幼少期からかかわり、韓国を身近に感じ、自然と国際感覚を身に

着けました。「民団」に来れば励ましてくれる役員や保護者の皆様がいらっしゃ

います。優しいお兄さんお姉さん、そして可愛い年下の後輩たち、そして一番は

両親に対し心よりに感謝します。韓国にル－ツを持つことに誇りをもち国際社

会の中で地域社会に貢献できる人材になっていくことをこの場をお借りして 20

歳の誓いとしたいと思います。本日は誠にありがとうございました。 

 

답 사（요약） 

코로나로 인해 저희들의 생활이나 가치관은 일변했습니다.  

예정 되었던 한국 유학도 중지가 되고 학생 생활도 리모트 수업, 만날 수도 

없는 커뮤니티안을 모색했습니다. 지금의 자신들에게 할 수 있는 일을 

최대한으로 고민해 찾아낸 것이 레지리엔스 “유연한 힘”과 

네가티브케이파비리이티“보이지 않는 상황에 대해 마주보기 위한 

능력”입니다.이 시기를 여러분과 같이 헤쳐나가야 되지 않겠습니까?  

저는 “민단”에 유소년기부터 함께하여 한국을 가깝게 느끼고 자연스럽게 

국제 감각을 몸에 익히게 되었습니다.“민단”에 오면 격려해 주는 

임원들분과 보호자 여러분들이 계십니다. 상냥한 형과 언니 그리고 귀여운 

연하의 후배들 그리고 제일 중요한 부모님에 대해 진심으로 감사를 

드립니다. 

한국에 루트를 가진것에 자랑을 가지고 국제사회 안에서 지역사회에 

공헌할 수 있는 인재가 되는 것을 이 자리를 빌려 20살의 맹세로 하고 

싶습니다. 오늘은 진심으로  감사드립니다. 

姜 愛花様 

田 炳樽 

監察委員長 
尹 源一 

副団長 

金 那英氏によるﾊﾞｲｵ

ﾘﾝのお祝い演奏(3曲) 

林 熙順総領事より 

成人者へ記念品伝達 

この度は成人式を開催出来たこと本当に感謝してい

ます。皆様の支援などがあり実現したと式を通して感

じました。あまり交流がない在日の成人の方とも少な

い時間でしたが話すことができました。 

民団を通していろいろなことを学ばせていただいた

のでこれかも民団、青年会として関わって行きたいと

思います。 牧 裕聖様 

今回の成人式に自分を参加させていただきありがとう

ございました。来年から神奈川の方で仕事をする事に

不安であった夏休みでしたが、今回の成人式でいろん

な方々に励ましてもらい、もっと前向きにいける気持

ちになりました。これからは社会人としての責任と意

識を大切にし、グローバル社会に溶け込めるよう邁進

していきたいと思います！ 

久しぶりに民団の行事に参加させていただき、同胞の

皆さんと直接顔を合わせて挨拶することができたので

とても有意義な時間を過ごすことができました。コロ

ナ禍で大変ななか、成人した私たちのために成人式を

企画し開催していただいた民団の団長さんをはじめと

する役員の方々や、ご来賓の皆様の祝福とお祝いの

品々を賜り感謝の気持ちでいっぱいになりました。今

後は成人した団員の一人として民団に貢献していけた

らと思います。ありがとうございました。  

田村 明様 

このコロナ禍の中、私達成人者のためにお祝いの場を

設けていただき、ありがとうございました。今回の式

を終え私達は今後社会を引っ張っていく立場にある

のだということを改めて実感しました。 

これまで私達を育て、支えてくださった家族、友人、

多くの人々への感謝を忘れずに日々成長していきた

いと思います。 宋 茉空様 

金 永雄様 

20 歳という節目の年を迎える事ができ、今まで自分を

支えてくれたすべての人への感謝の気持ちや自分のこ

れまでの過去を振り返りとても感慨深くなる式になり

ました。このような場を設けて下さった関係者の方々、

並びにコロナ下での感染が不安な中足を運んで祝って

頂いた方々には感謝の気持ちでいっぱいです。 

本当にありがとうございました。 

 

池 誠大様 

第 1 部 第 76 周年光復節記念式典 

コロナで成人式が延期になりましたが、8 月 15 日に開

催できて良かったです。式も良いものになり 1 つ思い

出ができました。 

幼い頃から民団へ通い、韓国について勉強しました。

そのおかげで韓国が好きになりました。 

今まで沢山支えてくださった皆様ありがとうござい

ました。 
藤田 茉里様 



 

 

 

敬老旅行予定 

日時：2021.10.24（日）～26日 

（火）2泊 3日 

場所：秋保ホテルクレセント 

対象：70歳以上 50名先着順 

10月マダン予定 

日時：2021.10.24（日） 

場所：秋保ホテルクレセント 

ﾌﾚﾝﾁｺｰｽ・温泉入浴可能）中庭でラン

チパーティーwith ジャズ音楽会（雨

天の場合はホテル内開催） 

 

 

日  時：9/4(土)同 13時～お申込み：400名(最大)料金：無料 

※民団宮城ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからｵﾝﾗｲﾝでお申込→ 韓国オンライ

ンツアー（画面右上のボタン）のボタンをクリックして

申込内容を入力後、送信ボタンを押すか URL を

https://forms.gle/V9taMActwstMKo5F6 と直接入力し、

申込内容を入力後、送信してください。 

 
 

 

 

4 日（土）民団宮城と HIS のコラボ企画オンラインツアー 

第 2 回「韓国ソウルの旅」リモートと韓国会館 6 階で同時開催 13：00 

7 日（火）仙南支部例会                       夕焼け 13：00 

22 日（水）仙北支部例会                        支部会館 11：00 

 
 

2 日（月）林 熙順総領事民団宮城表敬訪問   6 日(火)東北地協事務局長ﾘﾓｰﾄ会議                  

6 日（金）申 鐵淏領事帰国の挨拶/三機関長会議                         

10 日（火）仙南支部例会/緊急三機関長・副団長会議                

15 日 (日）第 76 周年光復節記念式典及び韓国人成人式（延期分）開催               

19 日（木）三機関長・副団長会議                 

21 日（土）第 3 回緊急三機関長任員及び執行委員合同会議   

23 日（月）顧問・三機関長会議開催                

28 日（土）民団宮城と HIS のコラボ企画ｵﾝﾗｲﾝﾂｱ 第 1 回「韓国ソウルの旅」 

 

 
 

 
 

 

8/10（火）出席者 21名（総領事館

2 名含む）で駐仙台韓国総領事館林 

熙順総領事様が参席され仙南支部の

状況と団員と楽しく会話を行い、支

部の団結力の良さも見て貰いまし

た。また今月からは新しく 2 名が加

入しました。支部のコロナワクチン

接種率は約 80％全員が接種して、ひ

と安心出きる体制を整える予定で

す。次回例会：2021.9.7（火）13時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021 年 8 月 2 日（月）11 時 30

分、林 熙順総領事が初めて民団

宮城を李 昌勲副総領事と初訪問

した。民団宮城からは三機関長、

厳 由美婦人会長が対応に当たっ

た。お昼を兼ねて近くの飲食店で

意見交換が行われるなど在外同

胞のために尽力くださることを  

期待する時間となった。 
 

 
2021年 8月 6日（金）15時 30分、

仙台韓国総領事館の申 鐵淏領事

が民団宮城本部を訪問した。三機

関長は約3年に渡る功績を称え激

励した。コロナ禍の中、在外同胞

のために尽力した申領事と温か

いお別れの時間を共にした。 

後任は申 承鉉領事となった。 

 

 

 

 

 
アンニョンハシムニカ！青年会の池智子です。 

8月 15日に開催した光復節＆成人式では 11名の新

成人が参加して下さったのですが、オリニの頃から

見ていた子がもう 20 才なのか思うとなんだか感慨

深いものがありました。例年であれば懇親会を行っ

ていたのですがコロナ禍の為、コロナが落ち着いた

ときにリベンジできればと思っております✿ 
 

【お知らせ】9/18～20 同胞セミナーin 大阪は緊急

事態宣言が発令されたため 11 月に延期となりまし

た。予定を開けていた方には申し訳ないのですが、   

ご理解の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

事務局だより TEL022-263-6961 FAX022-222-4707 

 

 

事務局だより TEL022-263-6961 FAX022-222-4707 

 

9月の民団行事予定 

 

8月の民団行事予定 

8月の民団行事報告  

 

7月の民団行事報告  

団費納入のご協力のお願い 

口座番号 あすか信用組合仙台支店 普通 011318 

口座名義 民団 宮城県地方本部（ﾐﾝﾀﾞﾝ ﾐﾔｷﾞｹﾝﾁﾎｳﾎﾝﾌﾞ） 

8 月支部活動報告  仙南支部例会(成 英吉支部団長) 

 

青年会たより（池 智子青年会長） 
青年会にご興味のある方随時募集中！miyagi.seinenkai@gmail.com 

挨拶する林 熙順総領事 

李 仁子東北大学准教授と永田 貴聖宮城学院女子大学准教授が来団 

2021 年 8 月 10 日（火）14 時「在

日同胞のために民団宮城と力を

合わせ情報共有をしながら相好

協力することを約束した場とな

った」写真右中央：李 仁子東北

大学准教授、写真右下：永田 貴

聖宮城学院女子大学准教授 

広告募集中！詳細はご連絡下さい 民団事務局設置用 飲食店チラシ・名刺も募集中！ 民団宮城 TEL022-263-6961 

駐仙台韓国総領事館主催のオンライン講演会開催 10 月の敬老旅行とマダンのご案内 
（ｺﾛﾅ感染状況による中止の場合あり） 

 

2019年 5/20-22 敬老会 

2020 年「with ｺﾛﾅ GOTO ランチ会」 

民団宮城と HIS のコラボ企画「韓国へ online tour」 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

8/15 成人式 

司会担当 

池智子青年会長 

駐仙台大韓民国総領事館林 熙順総領事民団宮城初訪問 

写真：右から 2番目 林 熙順総領事 

駐仙台大韓民国総領事館 申 鐵淏領事帰国路へ 

写真：申 鐵淏領事（左） 

興味深い内容ですので積極的にご参加お願い致します 



   
 

民団宮城県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致

しました。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 13：00-17：00 (月曜日祝祭日の場合は翌営業日) 

場所：韓国民団宮城県地方本部 4F生活相談センター 

○相談内容 

法律：法律・戸籍整理・在留資格・結婚・離婚・相続 不動産他 

生活：福祉（介護等）・日本語習得他・住居探し等 

○相談方法 面談・電話他 電話 022-263-6961 

○相談時間：1人 1回 30分程度迄無料 ※予約制 

 

 

 

 

 
 

습관 그리고 그릿(GRIT) 
 

센다이한국교육원장 고 승 천 
 

재일동포 여러분! 안녕하십니까? 

태풍과 집중호우의 영향으로 곳곳에서 피해가 발생하고 있는데 

재일동포여러분 안전한곳에서 슬기롭게 이겨 나가시길 빕니다. 이번호에서는 

습관에 대하여 살펴보고 학생들에게 중요한 그릿에 대하여 알아보고자 합니다. 

우리 속담에 ‘세 살 버릇 여든까지 간다’는 말처럼 올바른 습관은 인생을 

살아가는데 있어서 매우 중요한 요소 중의 하나입니다. 우선 습관을 사전에서 

살펴보면 ‘오랫동안 되풀이하여 몸에 익은 채로 굳어진 개인적 행동’이라고 

나옵니다. 미국 노스캐롤라이나에 있는 듀크 대학교에서 발표한 논문에 따르면 

보통 사람들의 행동 중 40%는 의식적 행동이 아닌 습관에 따른 버릇이라는 

논문 결과가 있습니다. 그만큼 많은 사람들은 의지가 아닌 습관의 영향을 

받으면서 생활하고 있다고 할 수 있습니다. 습관은 작은 행동의 반복입니다. 

좋은 버릇이든 나쁜 버릇이든 계속해서 같은 일을 하면 습관이 되고 몸에 

익히는 것인데 나중에는 아무 생각 없이도 저절로 몸이 반응하는 경우가 

많습니다. 습관을 몸에 익히는 가장 중요한 과정은 반복입니다. 또한 습관을 

몸에 익히는 가장 핵심적인 과정은 문턱을 낮추는 일입니다. 어떤 일이든 몸에 

잘 익지 않은 일이 있다면 목표를 가볍게 정하고 매일 반복하는 걸 목표로 

하면 쉽게 몸에 익히게 됩니다. 또한 긍정적인 사고를 가진 사람들은 자신이 

가진 긍정적인 사고를 따라 모든 일을 좋은 방향으로 생각하고 판단하고 

결정합니다. 결국 생각이 바른 사람들이 바른 결과를 가져오게 되고 자신과 

사회에 긍정적인 영향을 미치며 살아가게 됩니다. 그렇기 때문에 바른 생각을 

갖는 일이 중요하고 그 사고를 형성하는 습관이 중요합니다. 재일동포분들의 

자녀 학생들께 꼭 길러 주었으면 하는 것이 그릿(GRIT)입니다. 그릿(GRIT)은 

성공에 결정적인 역할을 미치는 투지 또는 용기를 뜻하는데 ▲성장(Growth) 

▲회복력(Resilience) ▲내재적 동기(Intrinsic Motivation) ▲끈기(Tenacity)의 

영자의 첫 글자를 따서 만든 말입니다. 연세대학교 김주환 교수는 

그릿(GRIT)이라는 책에서 공부를 시키는 것이 아니라 학생 스스로 할 수 

있도록 돕는 것이 부모의 역할이고 스스로 목표를 세우고 노력하는 마음의 

근력을 키워주는 것이 중요하다고 이야기합니다. 공부에 대한 긍정적인 정서가 

중요하며 공부를 재미있게 느끼도록 만들어 주고 노력할 수 있는 힘을 길러 

주어야 한다고 합니다. 제일 쉽고 간단한 생활 습관으로 아침에 일어나 나 

자신에게 믿음의 선포를 해 볼 것을 권합니다. “나에게는 좋은 일이 

일어난다!”라고 3 번 외치고 하루를 시작해 보시기 바랍니다. 습관은 작은 

행동을 반복하는 것입니다. 계속해서 같은 행동을 반복하면 반드시 습관이 

형성되고 엄청난 위력을 발휘하게 됩니다.  

동포 여러분 행복한 한 달 보내시기 바랍니다. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
本セミナーは新たに事業を起こしたいと考えている方や、開業して

間もない方を対象に、創業するにあたっての"心構え"から開業に 

必要な基礎知識の習得、具体的なビジネスプラン作成など、一連の 

流れを実践的なカリキュラムで学べる６日間のセミナーです。 

■日時：2021年 9月 28日（火）10月 5日（火）、12日（火）、 

19日（火）、26日（火）、11月 2日（火） 計 6日間 

■場 所：スタンダード会議室 仙台一番町ホール店「５階ホール」 

■定 員：30名         ■参加費：無料 

■申込締切：2021年９月 21日（火） 

■問い合わせ先：022-265-8127 ＦＡＸ：022-214-8788 

 

 
 

習慣、そしてグリット(GRIT) 
 

 

仙台韓国教育院長 高 承 天 
 

在日同胞の皆様、アンニョンハシムニカ！ 

いたるところで台風と集中豪雨の影響による被害が発生していますが在日同胞の

皆様、安全な場所で賢明に対処できることをお祈りします。 

今号は習慣について調べながら学生たちに重要なグリットについて話してみたい

と思います。韓国に「三つ子の魂百まで行く」ということわざがありますが正しい

習慣は人生を生きていく上で最も重要な要素の一つです。 

まず、習慣を辞書で調べると、「長い間繰り返されるうちに体に適応・固定化され

た個人的な行動」と記しています。アメリカのノースカロライナにあるデューク大

学で発表した論文によると、一般の人々の行動の 40%は「意識的な行動」ではなく、

「習慣」による癖だという論文結果が出ています。それだけに多くの人が意志では

なく習慣の影響を受けながら暮らしているといえます。 

習慣は小さな行動の繰り返しです。良い癖であれ悪い癖であれ、継続して同じこと

を繰り返すと習慣になり身につき、後には何も考えず自然に体が反応する場合が

多いです。習慣を身につける最も重要な過程は繰り返しです。また、習慣を身につ

ける一番重要な過程は目標のハードルを下げることです。どんな事でも不慣れな

ことがあれば目標を低く定め、毎日繰り返すことを目標にすれば簡単に身につき

ます。また前向きな考え方を持つ人たちは自分の前向きな考え方で全てのことを

良い方向に考え、判断し決定します。 

結局、考えが正しい人が正しい結果をもたらし、自分や社会に肯定的な影響を与え

ながら生きていくようになります。そのため正しい考えを持つことが大事でその

思考を形成する習慣は重要なのです。 

在日同胞の学生の皆さんに是非培っていただきたいのがグリット(GRIT)です。 

グリット(GRIT)は成功に決定的な役割を及ぼす闘志または勇気のことで、▲成長

(Growth）▲回復力(Resilience）▲内在的動機(Intrinsic Motivation）▲根気

(Tenacity）の頭文字から作った言葉です。 

延世大学のキム·ジュファン教授は、「グリット(GRIT)」という本で勉強をさせるの

ではなく、学生自らができるように助けるのが親の役割、自ら目標を立て努力する

心の力を育てるのが重要だと話しています。勉強に対する肯定的な情緒が重要で

勉強が面白く感じるようにしてやり、努力することのできる力を育ててあげなけ

ればならないのです。 

最も易しくて簡単な生活習慣として朝起きて自分への声掛け、信頼の宣布をする

ことをお勧めします。「私には良いことが起きる！」と 3 回叫んでから一日を始め

てみてください。習慣は小さな行動を繰り返すことです。持続的に繰り返された同

じ行動によって習慣が形成され、それが大きな威力を発揮するようになるのです。 

同胞の皆さん、今月も幸せにお過ごしください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ～ 仙台韓国教育院たより 89 ～      2021 年 8 月 

宮城韓国商工会議所たより 
第 207 号 

2021 年 8 月末 

広告募集中！詳細はご連絡下さい 民団事務局設置用 飲食店チラシ・名刺も募集中！ 民団宮城 TEL022-263-6961 

無料相談「みんだん生活相談ｾﾝﾀｰ / みやぎ」秘密厳守 
 

 

9月相談日★6(月)・13(月)・21(火)・27(月) 

アシアナ航空仙台～ソウル 9・10月運休案内 

運休:9/1から 10/31 仙台～ソウル便（変更の可能性あり） 


