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選挙管理委員会からのご報告
2021 年 9 月 16 日（木）16：30 より選挙管理委員会を開催し団長
候補として李 純午氏が立候補により、規約選挙管理規定第 8 条
に基づき書類及び所信表明を預かり、十ニ分に確認し団長候補と
して受理しました。議長・監察委員長の候補者登録がありません
でしたので 10 月 2 日第 44 回臨時大会にて規約選挙管理規定第 2
条に基づき選考委員会にて選任することで決議しました。
2021 月 9 月 16 日
選挙管理委員会委員長 鄭 圭泰・委員 呉 炳泰・委員 権 富子

9 月支部活動報告

仙北支部例会

(李 礼子支部団長)

9 月 22 日(水)仙北支部会館に於い
て例会が開かれました。8 月は緊
急事態宣言の為に中止となり、2
ヶ月ぶりの例会です。仙台韓国教
育院高 承天院長にお出で頂き、教
育院の活動や韓流の事まで、スラ
イドを使って楽しく講義をしてくださいました。新型コロナウィ
ルスの為に例会も何かと制約されてきましたが院長先生の熱意の
こもったお話に会館が大いに盛り上がり笑い声や歌声が広がりま
した。院長先生ありがとうございました。

明成高校と民団の白菜を通じての韓日交流

民団宮城
ホームページ
QR コード

民団宮城文化センター
自主勉強応援コーナー開設

10 月の民団宮城事業ご案内
◆2021 秋のガーデンランチパーティー
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）中庭でﾗﾝﾁﾊﾟｰﾃｨｰ with ジャズ音楽会
（雨天の場合はﾎﾃﾙ内開催）親子でのご参加お願い致します。

◆敬老旅行予定（2021 敬老旅行 in 秋保リゾート）
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）
（ｺﾛﾅ感染状況による中止の場合あり）

ランチパーティーイメージ ⇒

無料相談 まずはお電話下さい！秘密厳守
「みんだん生活相談センター / みやぎ」
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
毎週月曜日 13 時-17 時 ※予約制 1 人 1 回 30 分程度迄無料
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・他
生活：福祉（介護等）・日本語習得 他・住居探し等
2021 年 10 月相談日★4(月)・11(月)・18 (月) 25 (月)
お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961

事務局だより

TEL022-263-6961

FAX022-222-4707

10 月の民団行事予定
9/14

民団宮城本部・婦人会が参加し白菜 600 株苗植え

1 日（金）三機関長打ち合わせ
韓国会館 4 階 16：00
事務局だより TEL022-263-6961 FAX022-222-4707
8 月の民団行事予定
2 日（土）第 44 回臨時地方大会
韓国会館 6 階 14：00
20 日（水）塩釜支部臨時総会
支部会館
24 日（日）2021 秋のガーデンランチパーティー 秋保ｸﾚｾﾝﾄﾎﾃﾙ 11：30
24-26 日（日-火）2021 敬老旅行 in 秋保リゾート 秋保ｸﾚｾﾝﾄﾎﾃﾙ 11：30

9 月の民団行事報告
9/14

明成高校 3 名、仙南支部 8 名が参加し三種類の白菜の苗植え

2021 在外同胞 韓国内 教育課程 冬季 募集案内
1.募集課程：韓国理解課程(冬)：11/8 (月)～12/17 (金)
※オンライン実施 (12 歳以上の在外同胞)
2.申請期間：2021 年 9 月 15 日（水）～ 10 月 13 日(水)
3.中央提出期限：10/14(木)文教局bunkyo@mindan.org

4 日（土）民団宮城と7HIS
のコラボ 第 2 回「韓国ソウルの旅」開催
月の民団行事報告
10 日（金）東北地協事務局長会議
15-16（水-木）宮城県地方本部選挙立候補登録期間
21 日（火）韓国語講師会会議・会計監査
22 日（水）議長団会議・仙北支部例会

団費納入のご協力のお願い
口座番号
口座名義

あすか信用組合仙台支店 普通 011318
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）

≪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！
求人情報のご案内（民団新聞を見たとお伝え下さい）
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 ★ 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
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 ★ 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
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！

第 20 期民主平統諮問委員委嘱状伝授式
2021 年 9 月 27 日（月）15 時より駐仙台大韓民国総領事館で行われ
た第 20 期民主平統諮問委員委嘱状伝授式では在日本大韓民国民団
宮城県地方本部の李 京子議長、嚴
由美婦人会会長、金 富貴副団長、池
智子青年会長はじめ選任された方々
が委嘱状伝授式に参加された。
写真左から：孫 哲鎬福島団長、權 純縣氏、
李 京子議長、嚴 由美婦人会長、林 熙順駐
仙台韓国総領事様

駐仙台大韓民国総領事館たより
1.SNS 写真コンテスト開催
応募期間：2021.8.23-10.17
応募方法： QR ｺｰﾄﾞ読み込み後
手順にご確認お願い致します。

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

アンニョンハシムニカ☀キンモクセイのふん
わりとした甘い香りが漂い、秋の訪れを感じる
日が多くなってきましたね。皆様いかがお過ご
しでしょうか？私は去年なかなか秋の味覚を
堪能できなかったので、今年は絶対に堪能す
池 智子青年会長
るぞ！と意気込んでおります(笑)
さて話は変わりますが、今年も青年会ではハングルカレン
ダーの販売を行います。昨年同様にタンザック綴じ、卓上カレ
ンダをそれぞれ初級中級にて販売致します。価格は 1 部￥1，
500 となっております。ご注文は下記メールアドレスへ問い合
わせ願います(^O^)
【青年会アドレス】miyagi.seinenkai@gmail.com

後半期新規クラス韓国語講座がスタート（追加募集中）

民団宮城文化ｾﾝﾀｰでは 8/26（木）14 時マルハギ 2 応用編と 19
時のマルハギ 2 クラスが新しくスタートした。ﾏﾙﾊｷﾞｸﾗｽは 20
●上映時間：18：30～20：40（開場 18：00）
回授業となっており前半期 20 回が終わり後半期の募集をして
●定
員：各会 60 名 申込み：右の QR ｺｰﾄﾞから
開講となった。権 珉廷先生と李 美賢先生のｸﾗｽはまだ募集中
●会
場：せんだいメディアテーク 7 階 ｽﾀｼﾞｵｼｱﾀｰ
●入場無料▼10/14(木)上映：ミナリ
ですのでご興味の方は是非ご連絡お願い致します。
▼10/15(金)上映：82 年生まれ、ｷﾑ・ｼﾞﾖﾝ
追加募集：①ﾏﾙﾊｷﾞ 2 応用編 （レベル：世宗 2 を終えた方。講
師：権珉廷 木 14 時～）②ﾏﾙﾊｷﾞ 2 編（レベル：韓国語を読め
3.ガンバレ TOPIKer 応援プロジェクト
る/世宗 1 を受講中または終了した方、講師：李 美賢 木 19 時
試験の後は仙台で韓国を楽しもう！第 78 回韓国語能力試験（TOPIK） ～）電話：022-296-6961 (民団宮城文化センターまで)
の受験票をもって参加店舗に行くとお得がいっぱい（同伴者 1 名ま
で）。期 間：2021.10.17-10.31 問い合わせ：駐仙台韓国総領事館
後半期韓国語講師による講師会開催

2.秋の映画会のご案内

参加店舗：韓国語スクール DonaBona/韓国ｺｽﾒ専門店ｽﾀｰﾎﾞｯｸｽ仙台店、
Yesmart 仙台店、高麗、MUBA、ｿｳﾙｵﾓﾆ、BUTA-KAN、ﾏｯｺﾘﾊﾞｰ李さんのｷﾑﾁ、
ﾊﾙﾊﾞﾝ国分町店、扶餘（電力ﾋﾞﾙ店・仙台東口店、長町店、ﾛﾌﾄ地下 1 階店）

在日同胞のインタビュー調査協力
東北大学李 仁子准教授による在日
同胞を対象に聞き取り調査が 3 回に
渡り行われた。在日同胞の現状と今
までのことなどを当時を振り返りな
がら答えてくださいました。次は鄭
末恢様とのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ内容です。「民団
と婦人会のおかげで 90 歳まで長生
8.27 鄭 末恢様（中央）とのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
きできました」と青葉区に一人息子
家族とお住まいの鄭 末恢様。
「今は
コロナで中止になっている民団の
敬老旅行 11 回は皆勤賞で参加しま
した。全国でも敬老旅行を毎年やっ
ている民団ないでしょう。宮城婦人
会のパワ－はすごいでしょう」と自
9.2 李 根茁常任顧問とのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
慢げに語ってくれました。また「今
は民団事業にはコロナ禍で出れな
いけれど毎月届く民団新聞を隅か
ら隅まで見ています」と話した。一
世の鄭 末恢様は、今は亡き旦那様
とのご結婚は 19 歳。日本へ渡った
のが 25 歳の時で大阪から夜行列車
に 7 時間揺れながら仙台へ。一番町
9.6 写真：前列右より権 富子顧問・裵
「南風」という遊技業の支配人をさ
操心韓寿会長 後列右より：李 仁子
准教授・崔 雪子様・李 京子議長・嚴
れていた旦那様との間に 38 歳の時
由美婦人会長
に一人息子を出産。機械編み物をし
ていたが住宅が八木山地域でのご縁にチマチョゴリを仕立てるお
仕事もしながら子供も立派に育てあげた。現在は優しい息子夫婦と
高校 2 年生の孫娘と一緒にくらしている。食事の準備や洗濯家事一
般も現役でこなしながら「人生色々ありましたが今が一番幸せで
す」と言い切る姿としっかりとした記憶と語り部のご様子に惚れ惚
れしながら、家族を守り抜く一人の女性としての人生を生き抜く強
さを感じました。どうかお体に気を付けてコロナに負けず長生きし
てください。 (日時 8/27（金）ご自宅ロビ－にて、聞き手：民団宮
城 李 京子議長/東北大学 李 仁子准教授）

2021.9.21（火）14 時よ
り韓国語講師による会
議が行われた。各講師
の授業に対する現在の
状況・ｵﾝﾗｲﾝﾂｱｰの意見
交換をした結果、来年
参加した
度の受講生募集に当た
韓国語講師
って現在のリモート授
業と対面授業を同時に募集することで意見が一致した。

宮城韓国商工会議所たより
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★せんだい後継者みらい塾【全 3 日間】★
事業承継に向けた行動計画ならびに事業承継計画書の作成を行
うことで経営者だけでなく後継者も共に学ぶことができます。
■講 師：米田正美税理士事務所 所長 税理士・中小企業診断
士 米田 正美 氏
■内 容：10 月 21 日(木) 民法・商法・税法・経営から見た事
業承継について/10 月 28 日(木) 事業承継の事例研
究と対策/11 月 4 日(木) 事業承継計画の作成につい
て
■日 時：10 月 21 日(木) 、10 月 28 日(木)、11 月 4 日(木)の
全 3 日間 各日 セミナー14：00～16：00
■場 所：ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ仙台西口
■対 象：仙台市内の事業承継を検討している中小企業者・
個人事業主の方
■定 員：10 社 20 名 ※受講をキャンセルされる場合は、
必ず締切日までにご連絡ください。
■参加費：無料
■申込締切：2021 年 10 月 14 日（木）
■問い合わせ先：ＴＥＬ 022－265－8127

2021 年 コロナ禍が終息したら韓国に行きたくなるオンラインツアー開催【8/28(土)と 9/4(土)】
たらぜひ紹介して
2021 年 コロナ禍が
頂いたお店など行
終息したら韓国に
ってみたいです。
行きたくなるオン
ありがとうござい
ラインツアーが 8 月
ました」、「日本人
28 日（土）弘大（ア
と韓国人 在日コ
ートと若者文化の
リアンが交流でき
街、グルメスポット
るような 情報交
もショッピングス
換できるような場
ポットもいっぱい
2021.8.28（土）益善洞（約 80 名が参加）
2021.8.28（土）弘大（約 70 名参加）
になればどんなこ
のエリア）と 9 月 4
日（土）益善洞（韓国の過去と現在が とでも歓迎です！！いつもありがとうございます！！」等々
融合する場所）で 13 時より 2 回開催 今回の企画に対する満足する声が多かった。
し現地スタップが色んなお店を紹介
しながら案内した。次は 8 月 31 日河
北新報夕刊記事掲載の内容です。「在
日本大韓民国民団民団宮城県地方本
部は 28 日、オンラインツアー【韓国ソ
ウルの旅】を開催した。旅行大手エイ
チ・ア イ・エスと企画。 約 70 人が
参加し、ビデオ会議アプリを使って若
者文化が使って若者文化が楽しめる弘
大地区を約 1 時間巡った。現地ガイド
がカメラを手に、アーティストが描い
た壁画や洋服店などを案内した。参加
者はチャット機能を使い、リアルタイ
ムで「インスタ映えしそう」などと感想
を書き込んだ。仙台市青葉区の韓国会館から参加した岩本富貴
副団長は「コロナ禍の中でも、韓国と日本のつながりを大切に
したい」と話した（8 月 31 日河北新報夕刊記事より）。参加され
た方からの感想は「コロナ禍で今すぐに行けない状況ですが、こ
のようにリモートという形で今の韓国が見れて楽しかったです。
子供たちと一緒に見ていたのですがみんな、食い入るように見て
いました。コロナがおさまったら、絶対行こうねと話していまし
た」、
「コロナで行けないのに旅行気分になれたので。なかなか見
れない場所を見せて頂き楽しかったです」、
「二日間、皆さんと一
緒にソウルの旅を満喫することが出来ました。コロナが落ち着い

アンケート調査結果
年齢層

性別

広告募集中！詳細はご連絡下さい

リモートツアーについて

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

～

仙台韓国教育院たより 90

～
秋夕の思い出

추석의 추억

仙台韓国教育院長 高 承 天

센다이한국교육원장 고 승 천
재일동포 여러분! 안녕하십니까?
코로나 19 관련하여 긴급사태에 이어 센다이시의 경우는 9.139.30 까지 만연방지 조치가 연장되어 여러 가지 활동에 제약을 많이
받고 있는 가운데 동포여러분 개인 건강관리에 각별히 유의하시기
바랍니다.
이번 호에서는 추석에 대하여 살펴보고자 합니다. 2021 년도 추석은
9 월 21 일(화)이어서 전일과 후일을 포함하면 9.18(토) 9.22(수)까지가 추석연휴가 되고 큰 기업체에서는 23,24 일도 휴일로
정하여 9 일의 긴 연휴가 되기도 합니다. 센다이한국교육원장으로
부임하여 두 번째로 맞이하는 추석인데 일본에서는 추석과 관련하여
특별한 행사도 없이 지나가는 듯 하여 아쉬움이 커서 이번호에
추석에 대하여 자세히 살펴보고자 합니다.
추석이란? – 추석은 한해 농사를 끝내고 오곡을 수확하여 고향을
찾아가 조상님께 차례를 지내고 성묘를 하며 다양한 음식과
전통놀이를 즐긴 민족 최대의 명절이며 올해는 9 월 21 일(음력 8 월
15 일)입니다.
추석의 다른 이름 – 한가위, 가배, 가배일, 가위, 중추, 중추절
등입니다.
추석의 유래 – 고대사회의 풍농제에서 유래했으며 신라와
고려시대에도
추석명절을
쇠었고
조선시대에는
국가적으로
선대왕들께 추석제를 지낸 기록이 있습니다.
추석의 음식 – 햅쌀밥, 송편, 햇과일, 토란국, 삼색나물 등
추석의 놀이 – 씨름, 강강술래, 농악놀이, 거북놀이, 줄다리기,
소싸움 등
추석 하면 가장 먼저 떠오르는 것이 추석 귀성열차 예매로 예전에는
서울역에 추석 열차 승차권을 구매하기 위해 긴 줄을 늘어서고
새벽부터 기다리는 진풍경을 연출하였지만 요즘은 인터넷 예매로
그런 모습은 볼 수가 없지만 평소 주말 같으면 서울-부산(4 시간),
서울-목포(5 시간)정도의 시간이 걸리지만 추석, 설 명절의 경우는
고향을 찾는 많은 사람들의 영향으로 두 세배의 시간이 걸리고
고속도로 휴게소 마다 만차여서 주차, 휴게소 이용 등에 큰 어려움을
겪지만 고향을 찾아가고 가족들과 만난다는 기쁨으로 힘든 여정을
참아가며, 라디오에서 전해주는 추석 특별 생방송을 청취하며
고향으로 향하게 됩니다.
작년에는 미야기한글학교 학생들을 위해서 김순희 선생님과 함께
추석과 한글날에 대한 동영상을 촬영하기도 하였는데, 추석날은
근무일이어서 출근하였는데 남동생으로부터 카톡 사진 한 장이
도착하여 열어보니 차례상 사진이었습니다. 메시지를 받고 한동안은
일손이 잡히지 않고 만감이 교차하는 느낌이었습니다. 지난 30 여년간
제사와 차례를 제가 주관해서 지내오다 처음으로 동생이 진행하는
순간 이었답니다.
내년에는 코로나 19 가 잠잠해지면 미야기 민단 토요 한글학교
학생들과, 무궁화 학교 학생들, 미야기 민단 부인회 분들과 함께
송편이나 잡채 등을 함께 만들어 보고 민속놀이 등도 체험해 보는
행사를 계획하여 추진해 볼까 합니다. 차세대 청소년들에게 우리의
전통문화와 추석의 아름다운 풍습과 놀이를 경험할 수 있는 소중한
시간을 만들어 보고 싶습니다.
동포 여러분 행복한 한 달 보내시기 바랍니다.

広告募集中！詳細はご連絡下さい
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在日同胞の皆様、アンニョンハシムニカ！
仙台市ではコロナ 19 関連で緊急事態宣言に続き 9 月 13 日～9 月 30 日まで
「蔓延防止」延長など様々な活動の制約を受けている中、同胞の皆様、いか
がお過ごしでしょうか。くれぐれも健康管理には十分お気をつけながらお
過ごしください。今号では、秋夕についてお話したいと思います。2021 年
度のチュソク(秋夕)は 9 月 21 日(火)で、
前後の日を入れれば 9 月 18 日(土)
～9 月 22 日(水)までがチュソク連休になります。大手企業では 23 日や 24
日も休日とし、9 日間の長い連休になることもあります。仙台韓国教育院長
に赴任してから 2 回目を迎えるチュソクですが、日本では秋夕に関する特
別な行事もなくこのまま過ぎるのがとても寂しかったので今回の主題と致
しました。秋夕って？-秋夕は一年の農業を終え五穀を収穫し、故郷を訪れ
ご先祖様にチャレ(祭事)をした後、お墓参りをしながら収穫された様々な
新物を食し、伝統遊びを楽しむ韓国の民族最大の名節(祝日)であります。今
年は 9 月 21 日(陰暦 8 月 15 日)です。
「チュソク」の他に「ハンガウィ・カベ・カベイル(嘉俳日)・カウィ・中
秋・中秋節」とも言います。
秋夕の由来は古代社会の豊農際から由来し、新羅と高麗時代にも行事が
行われ、朝鮮時代には国家的に先代の王に秋夕祭を行った記録があります。
チュソク料理–新米のご飯、ソンピョン、旬の果物、里芋スープ、三色ナ
ムルなど
秋夕遊び – ｼﾙﾑ、ｶﾝｶﾞﾝｽﾙﾚ、農楽ノリ、亀ノリ、綱引き、闘牛など
秋夕と言えば一番先に思い浮かぶのが秋夕帰省列車の前売りで、以前はソ
ウル駅で秋夕列車乗車券を買うために長い列ができ、夜明けから待つ珍し
い風景が見られました。しかがこのごろはインターネット前売りで、そのよ
うな光景は見られないですが普段週末ならソウル-釜山(4 時間),ソウル-木
浦(5 時間)位の時間がかかるところ秋夕,お正月の連休の場合は故郷を訪れ
る多くの人々の影響で 2、3 倍の時間がかかります。そして高速道路も各サ
ービスエリアが車でいっぱいになり駐車やサービスエリアの利用で大変苦
労してでも故郷を訪ねて家族と会うという喜びでつらい旅程を我慢しなが
らラジオで伝えてくれる秋夕特別生放送を聞きながら故郷に向かいます。
去年には宮城ハングル学校の学生のためにキム·スンヒ先生と一緒に秋夕
とハングルの日に関する動画を撮影したりしました。その時の秋夕も勤務
日だったので出勤しましたが弟からカカオトークの写真が一枚届きまし
た。開いてみたら祭祀の写真でした。そのメッセージをもらってからしばら
くは仕事が手に付かず万感こもごも到りました。これまでの 30 年間、祭祀
とチャレ(茶禮)を私が主管して行ってきていて、初めて弟が行う瞬間でし
た。来年にはコロナ 19 が落ち着いたら宮城民団土曜ハングル学校の学生た
ちと、ムグンファ学校の学生、宮城民団婦人会の方々と集い、一緒にソンピ
ョン(松餅)やチャプチェなどを作ってみたり、民俗ノリなどをも体験して
みるイベントを計画し推進しようと思います。次世代の青少年に韓国の伝
統文化と秋夕の美しい風習や遊びを体験できる貴重な時間を設けてみたい
です。それでは同胞の皆様、豊かな秋を楽しむ幸せな 10 月をお過ごしくだ
さい。

飲食店チラシ・名刺も募集中！
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