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コロナ感染が拡大し隔離生活を余儀なくされている宮城在日同胞

に支援物資(韓国食品等々)を発送します。 

民団事務局にご連絡下さい【守秘義務徹底】 

対象：宮城県在住 在日同胞全て 

民団宮城事務局 TEL022-263-6961 

☛本人又は家族より事務局に報告 

☛①名前②住所③TEL④同居人数 

⑤保健所からの報告確認（いつ迄の隔離など） 

☛その日のうちに宅急便で発送 

支援期間：2月 8日～3月末迄 

 

 

 

小学生～高校生の同胞対象としている無料韓国語講座、 

어린이 한글교실が 4月からリモートで始まります。 

お問い合わせは民団宮城に、 

電話番号は022－263－6961 

仲間になりませんか！（詳しくは 3ページに） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜非正規軍とは＞1948 年 8 月 15 日～1953 年 7 月 27 日までの間、国軍

組織法による国軍でない身分で米軍の組織又は部隊に所属し戦争の活動

を行った人をいいます。 

詳しくは民団宮城事務局 TEL022-263-6961に相談してください。 
 

 

 

外国籍元 BC級戦犯者と遺族に対する立法措置を求める請願 
☛民団宮城事務局にお待ちしております。 

 

 

 

運休期間中職員は常駐しておりませんので 

お問い合わせはメール sungjun@flyasiana.com また緊急の場合は 

080-5568-8923（朴）までご連絡お願い致します。 

 

民団宮城文化センター 

自主勉強応援コーナー開設 

  

6.25非正規軍功労者補償申請制度のご案内 
 

社員・パート・アルバイト 

署名のご協力をお願い致します。 2022 年コロナ感染隔離生活者救済被災者支援 

3月相談日★7(月)・14(月)・21（月)・28（月) 

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 

民団にて 

電話予約 
相談員との 

調整 
相談日の決定 

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」 
 専門家が対応します・無料 30 分相談 後援：在外同胞財団 

 

 

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 

★韓日交流新春の集い→延期  

2022 年 3 月 5 日（土） 

☛〇3 月 26 日（土）11:00 江陽グランドホテル 
 

★第 103 周年 3.1 節記念式→ZOOM配信（一般団員）  

2022 年 3 月 5 日（土） 

☛〇3 月 1 日（火）11:00 韓国会館 6 階、役員・関係者 
 

★第 3回三機関合同執行委員会  

2022 年 3 月 12 日（土） 

☛〇4 月 16 日（土）14:00 韓国会館 6 階 

 

延期のお知らせ 

お詫びと訂正 
1月末号の２ページ写真の表記に誤りがありました。訂正しお詫び申し上げます。 

（誤）県議会議長―＞（正）市議会議長 

   宮城韓国商工会議所だより  
   第 213 号 2022 年 2月末 

民団宮城冬季次世代交流事業（オリニ優先    ） 

【          手ぶら】ｽｷ-＆ｽﾉ-ﾎﾞ-ﾄﾞ教室＆日帰り     
日時：2022 年 2 月 26 日（土） 

☛〇3 月 20 日（日）に延期 

3 月 4 日（金）迄再度申請下さい。 

COVID-19抗原、抗体検査キット 

抗原、抗体検査キットを事務局でお譲り申し上げます。 

問合せ民団宮城 022-263-6961 

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！ 

アシアナ航空 仙台～ソウル 2-3月運休案内 
運休:2/1 から 3/26  仙台～ソウル便（変更の可能性あり） 

≪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≫ 

2022 年度어린이 한글교실の新規募集 
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会員皆様、お元気でいらっしゃいますか？ 

去年中はコロナ感染を案じつつも、反面たくさんの皆様に婦人会行事

にご参加をいただき、会にとりましてはこの上のない大きな喜びを感

じる一年でございました。 

このような状況下でありながらも、皆様の明るい笑顔にはげまされ充

実した年でありましたこと、役員一同心より感謝し深くお礼を申し上

げます。 

新型コロナウイルスは毎年形を変え私達に問題をつきつけて参りま

す。歩みを止めずにいかにコロナと共存できるか去年同様私達の前に

はだかる問題ではありますが、状況を判断しながら、一致団結強い意

志を持ち乗り切って参りたいと思っております。 

今年も変わらぬご協力を宜しくお願いいたします。 

去年よりも強い寒波におおわれ身が縮む毎日です。足元にくれぐれも

ご注意をいただきどうぞ自愛くださいませ。 

また皆様とお会いできますことを楽しみにしております。  

宮城婦人会会長 厳由美 

2月役員会中止 2月 25日（金）10：30  

3月役員会予定 3月 11日（金）10：30 
※コロナの状況により変更の場合もあります 

 

 

 
 

みなさんアンニョンハシムニカ。新型コロナ感染者数が過去最多を記

録する日が続いてますが、塩釜支部でも新年会をはじめ支部活動を一

旦自粛せざるを得ない状況となっております。団員のみなさんにおか

れましてしばらくはコロナ感染防止として、マスク着用と手指消毒は

もちろんのこと、毎日の検温や３密の回避、３回目のワクチン接種も

検討しながら、できるかぎりの対策をとって衛生管理と健康維持をお

願いいたします。まだまだ寒さも続きますが、どうかご自愛の上お過

ごし下さい。 

 

 
仙南支部定例会予定です。 

3月 8日（火）11：00夕焼け、よろしくお願いいたします。 
 

 

 

今年に入っての新型コロナウィルス感染拡大に伴い、2月 10日の例

会を中止にいたしました。今年は県北地方は雪が多く毎日厳しい寒

さです。やっと日射しも少し明るさをおびてきたとホッとしており

ましただけに、残念なことでした。 

年度末をひかえ、難しい判断とはなりますが、宮城県のコロナ感染

状況を見ながら今後の予定を決めてまいります。 

よろしくお願いいたします。 

 
 

 
1 日（火）3.1 節記念式 （ZOOM 配信）    韓国会館６階 11：00 

12 日 (土) 第 3 回三機関長任員及び執行委員合同会議 

韓国会館 6 階 14：00 

19 日もしくは 26 日（土）韓日交流新年の集い  

コロナ感染状況をみながら 3 月に判断する予定 

20 日もしくは 27 日（日）冬季次世代親子交流会スキー教室    

コロナ感染状況をみながら 3 月に判断する予定 

 
 

2/23~28 第 20 代大統領在外選挙  駐仙台韓国総領事館 

 
 
1/26 民団宮城表敬訪問に東北

韓人会（金梅永会長）の役員メ

ンバ－が来談し、李純午団長

と李京子議長が対応し、民団

と韓人会が共に同胞社会発展

のために力を合わせていくこ

とを共有しました。 

 

東北韓人会（金梅永 会長） 

「私は今年新しく東北韓人会会長になりま

した金梅永と申します。私が居住している

のは山形県鶴岡市です。現在韓国食文化を

普及のためキムチ事業とレストランを運

用しています日本に居住し 31年になります。これからしなくては

ならないことが多いですが現在は日本内の市場はよくありませ

ん。日本だけではなく全世界が困難な時期であります。この正念場

に立ち向かわなくてはなりません。雨が降った後には太陽が輝く

未来をみることができます。皆様、私たちは民団や韓人会は同じ民

族です。ご先祖様のご苦労を忘れることなく繋がってている大韓

民国が先進国であると自信をもって伝えられるよう、自ら任され

た任務を忠実に希望ある明日になるよう尽力してまいります。 

皆さまの多くのご声援をお願いしながら各ご家庭に幸運がきます

ように未熟ながら私の挨拶にかえさせていただきます。」 

第 4代会長金梅永氏で(2022年 1月 18日就任) 

新規事業を積極的に推進することを公約.  

宮城県オルレギル積極参加で東北地域観光誘致事業.  

宮城民団および東北地域民団と共同事業を積極的に参加.  

東北地域疎外階層支援事業.  

その他現在まで進行された事業を継続的に推進. 

 

<東北韓人会団体理念> 

日本東北地域居住韓国人と地域社会住民との円滑な関係のために

尽力、韓日両国の多方面に渡って平和的な交流を積極的に推進す

ることによって、地域社会貢献と一緒に韓国人社会の連帯構築に

最善を尽くす。  

<活動> 

1.東北地域韓国人社会連帯構築.  

2.東北地域社会発展および文化交流事業支援. 

3.韓国文化伝承および民間外交事業支援. 

＜東北韓人会の歴史＞ 

2009年 9月 26日 

「仙台韓国人国際交流会」発足.初代会長を韓成洙（民団宮城 現

監察委員長）仙台に居住している新規定住者韓国人 13人を主軸に

当時焦点事業で子供ハングル教室「チングドゥル」重点支援事業で

活動開始.  

仙台市で経済活動している韓国人を対象に経済セミナーを開催し

て韓国経済人育成を主導.  

2014年度「東北韓人会」で名称変更. 

草創期重点支援事業に進行された子供ハングル教室「チングドゥ

ル」を宮城民団ハングル学校と統合して支援事業を方向転向.  

韓成洙会長以後 2 代会長柳完錫氏 3 代会長李明照氏になり次のよ

うな内容で活動.  

アイハラ テコンドー大会広告費支援事業. 

社会的脆弱階層生活必需品支援事業. 

地域社会韓国人敬老者支援事業. 

韓国経済人事業体共同事業.  

축하드립니다！ 祝！ 

在外同胞新聞が主催する「第 18回足で走る領事賞」 

に李昌勲駐仙台韓国総領事館副総領事が 

受賞者に選ばれました。 

⚫ 東北 6 県民団と韓人会の活動活性化役割 

⚫ 東北韓人会土台作り、在外同胞財団から予算確保、支援 

⚫ 小商工人災害支援金制度利用方法、専門家招待鑑談会開催 

⚫ 地元の韓国料理店の広報、YOUTUBE で簡単なレシピ紹介 

⚫ オリニ韓国語教室オンライン運営予算確保、支援 等々 

 

東北韓人会を御紹介致します。 

金梅永 会長 

婦人会だより（厳 由美 婦人会長） 

★ 2 月支部活動報告 ★ 

塩釜支部（金 柾史支部団長） 

塩釜支部団長 

仙南支部 （成 英吉支部団長）

仙北支部 （李 禮子支部団長） 

事務局だより TEL 022-263-6961 / FAX 022-222-4707 

 3月の民団行事予定 

 

2月の民団行事報告 

２ 

8月の民団行事予定 

李昌勲 

副総領事 



  

 

 
 

2022年 2月 22日（火）17：00より 2022年ハングル学校運営につい

て申孝變副団長を中心に講師会、民団文教部、事務局会議がズーム

で開催した。 

李純午団長（ハングル学校校長）

は「民団は講師/保護者.オリニ/

民団が一体となり子供たちの成長

を応援し楽しい環境を作っていく

役目があります。未来を担う子供

たちのために皆様で智恵を絞り盛

り上げてくださるようお願い申し

上げます」と挨拶があった。 

2年間の ZOOM韓国語講座での子供たちの成長ぶりの共有、講師、文

教部、事務局などの共有事項など 2022年ハングル学校にむけての意

見交換が活発になされた。 

 

子供たちの目線で ZOOM授業に研究を重ねている講師陣の質の高さと

子供たちの集中力とやる気を存分に引き出せるハングル学校宮城に

2022年度多くの子供たちがハングル学校に登録し仲間になってくれ

ること期待している。募集登録は 3/15まで同封の申請用紙にご記入

頂きＦＡＸ及び E-mail申請が必要。 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

★1948年民団宮城創団 

草創期の青年や青年会が同胞子弟の子供たちのために林間学校など

次世代育成事業に携わる。 

★民団宮城 1997年～2014年土曜学校 

仙台韓国教育院の支援を受けて韓国にルーツを持つ子供たちが韓国

会館に集まり週に一回韓国語/韓国文化を学ぶ 

★2015年～現在ハングル学校みやぎ設立 （民団/チングドゥル） 

韓国語授業のほか韓国の伝統文化 テッコンド－ K-POP教室フッ

トサル 韓国の小学校との交流プログラム 次世代親子交流会  

2020年～コロナ禍でも子供たちが韓国語を安心安全に学べるよう

に各家庭で IT環境を積極的に整えながら ZOOM遠隔韓国語講座の定

着を図る。 

 実績 
① 各自宅で子供たちの安定した授業態度と成長ぶりが顕著に表れる 
② 講師陣における ZOOM 遠隔プログラムでの質の向上 
③ TOPIK（韓国語能力試験）合格/韓国有名大学合格/韓国語弁論大

会上位入賞 
④ ハングル学校卒業生同士の交流、新次世代との交流、青年会世代

へのバトンとして繋がっている 
⑤ 親子プログラムにより家族ぐるみで同胞オリニの成長を応援する

環境 

 

        2022 ハングル学校みやぎ  

＜2022 ハングル学校みやぎ＞  
問合せ：民団宮城 022-263-6961 

 

1. 日時：2022 年 4 月中旬～3 月迄  

基本 25 回 土、日どちらかの週 1 回 40 分 

※時間相談 

2. 学校：遠隔リモ－ト韓国語  

3. 対象：幼児～大学生 参加費：無料  

4. クラス 入門クラス～TOPIK/バイリンガルクラス 

※１～3 名の少人数制 

※申請期限：クラス調整の為 3 月 15 日迄 FAX 及び 

E-mail にて申請をお願いします 

FAX 022-222-4707・mindan@themis.ocn.ne.jp 

 

＜2022 ハングル学校対面開講式＞ 

日時：4 月 9 日（土）10：00～12：00 

場所：韓国会館 6F 大ホール 

内容：開講式/リクリエ－ション/親子懇談会/ 

間食/集合記念撮影 

1970 年代臨海学校 

1997 年土曜学校 

 

2008 年オリニ林間学校開校式 

 

2018 年オリニハングル学校開校式 

 
2009 年オリニクリスマス 

 

民団宮城ハングル学校の歴史 

 

mailto:mindan@themis.ocn.ne.jp


 
 

 

 

東京韓国学校 李勲雨教頭 寄稿 
 

こんにちは。  

いつのまにか立春が過ぎて新春を待つ

季節になりましたね。 同胞皆さんの生

活が温かい心に満たされ更に潤います

ことを心よりお祈り申し上げます。 合

わせて、李純午宮城団長様の就任を心

よりお祝い申し上げて健勝をお祈りし

ます。    

日本で生まれ育った在日同胞皆さんが韓国語と文字を習うのは決

して容易なことではないと考えられます。 言語学者は‘多数の使

用者が歴史的、社会的現象と有機的に結合して長期間使う時生命

力を得ることになる言語’を‘継承語’で定義しています。 3、4

世同胞皆さんには韓国語が母国語でない‘継承語’で感じられ使

用されと考えられます。 しかし民族教育次元で韓国語と文字は大

切で重要です。 それは韓国語と文字を通じて同じ民族という同質

感と所属感を感じられるためです。  

各国の移民歴史を調べれば、現地語を重要視して‘継承語’とし

ての民族言語がその生命力がなくなることがよくあります。 その

例としてアメリカ移民社会で英語を重要視する環境の中に民族言

語を疎かにして英語を母国語のように使った民族が自分たちの母

国語がなくなる場合が多くあります。 しかし反対にイスラエル民

族や華僑のように千年以上の流れ者生活の中でも民族言語を忘れ

ないで立派に継承して今の映画を享受している場合もあります。 

民族固有言語を継承して発展させることはその民族にそれだけで

なく人類文化遺産の保全次元でも大変重要です。  

日本で生まれ育った皆さんは日本語が母国語のように感じられる

かも知れませんが‘継承語’としての韓国語と文字を大切にして

その生命力をなくさないようにしなければならない義務と責任が

あります。 韓国語と文字を熱心に学んで身につけなければ、もし

かして皆さんの世代で韓国語と文字が消えることになる残念なこ

とが起きるかも知れないことです。 皆さん自分たちが韓国語と文

字をより一層惜しんで大切に習って後世に繋いでくれる役割をし

なければなりません。    

我が国は最近 750万人を越える在外同胞となり、 そして移民の歴

史が 100年を渡しています。 その中でアイデンティティの混乱で

苦しむ韓民族後世が多いという話も耳にします。 国家ごとに状況

が少しずつ違いますが民族教育といえば概して韓国語と歴史中心

の教育を通じて民族のアイデンティティを維持することに注力す

る共通点を有しています。 しかし在日同胞を対象にする民族教育

は他の国と違った点があります。 それは在日同胞 3、4世は、彼

らそれなりのアイデンティティを確立しているという事実です。 

すなわち、日本で生まれ育って完全な韓国人でもなくて、日本人

でもない彼らだけのアイデンティティを有しているということで

す。 これを理解して認めることこそそのどんなことよりも優先さ

れるべきで在日同胞の民族教育はその理解の中から出発しなけれ

ばなければならないと考えます。 

在日同胞 3、4世の多くは本人が韓国人というものに対して自負心

を持つのが容易でないこともあって、かえって日本社会に同化さ

れる場合もあります。 これらに韓国人としてのアイデンティティ

だけを強要するならばこれらはまた他の混乱に更に苦しむかもせ

れません。 在日同胞は日本人でなく、それでも完ぺきに韓国人と

してのアイデンティティを有していると見るにも大変な部分が現

実的にたくさんあります。 これらはこれらそれなりのアイデンテ

ィティを別に持っているのです。 民族教育関係者たちはこれをよ

く理解して認めるべきでここに合う民族教育の方法を探してこれ

らに提供しなければならないのです。 

最近では大韓民国の国力が大きくなり韓流が世界を魅了している

おかげで韓国人というものに自負心を感じる若い世代在日同胞が  

多くなったといいます。 真に幸いだと考えられて今後の民族教育

方向はこれらが自ら韓国人としての自負心を持てるようにより一

層フォロ－しなければなりません。 

在日同胞の多くは日本でも韓国でも待遇されない人生であったと

いう話をたびたび耳にします。 

誰の善し悪しを恨む前に心より胸が痛いことです。 在日同胞は

韓国の事情が厳しい時代に自らの全てを母国に注ぎました。と

ころが我が国の歴史教科書ではそのような内容を探すのが容易

でなく、その事実を知っている今の既成世代もまた、そんなに

多くありません。 おそらく両国間の歴史的な事実や関係の中で

そうなったことでもあるだろうが記録にないと事実が消えるの

ではありません。 自らも大変で難しかったのに国を先に心配し

て誠心をつくして支援した在日同胞を見逃してはいけません。 

そして在日同胞が日本という国で余裕があるように生きながら

施すように国を助けたことでなく自らも多くの困難の中で国を

先に取りまとめたという事実が色々な記録に残っています。 世

代が続いて状況と考えが変わったかも知れないが国に対する基

本考えは今でも変わらなかったでしょう。 ただし、在日同胞が

日本という国で韓国人として生きていくということが容易なこ

とでなかったでしょう。 したがって困難を克服して生きていく

人生の中で彼らは独自の自らのアイデンティティを別に作った

と見ます。 在日同胞の民族教育を論じる時はこの点を先に理解

することが優先されなければなりません。 

在日同胞 3、4世に韓国語と文字を中心に韓国の歴史だけを強要

して韓民族のアイデンティティだけを強調してはいけません。 

これらには韓国と日本という国の間で形成された彼らそれなり

の独自のアイデンティティが別々にあります。 これを認めて包

容することが先で、その土台の上で民族教育の方向を設定して

支援しなければならないのです。 彼らだけのアイデンティティ

を持った在日同胞 3、4世を橋渡し役や周辺人として見ずに、国

家主義や民族主義枠組みを抜け出した自由な対象に見る視線が

必要です。 重要なのはこれらが韓国に対する自負心と自負心を

自ら持てるように細心な配慮と努力をより一層傾けなければな

らないという点です。 永い歳月をたどりながら形成された在日

同胞の独自のアイデンティティをそのまま認めないで韓国画だ

けを固執する接近はまた他の葛藤を起こす素地があるのです。 

在日同胞子供の民族教育中心にハングル学校があります。 宮城

民団でもハングル学校を運営していると伺ってます。 最近本国

政府でも在外同胞財団、世宗（セジョン）学堂財団、在外同胞

教育支援センター等を通して在外国民教育に大いなる関心と支

援を惜しんでいません。 世界 2,000個余りハングル学校が開設

されて運営されてハングル学校(土曜学校)が在外国民民族教育

の中心的な役割をしているといっても過言ではないです。 現在

はそのおかげで 750万在外同胞皆が韓国語を流ちょうに駆使す

ることができるようになったといいます。 ただし、残念なこと

に日本と CIS地域の一部同胞は韓国語がうまくできないという

統計が出てきています。 さらに遅くなる前にハングル学校を通

じて韓国語が下手な在日同胞子供が韓国の文字と韓国語を習え

るように既成世代は心より関心を持って支援しなければならな

いと見ます。    

現在の韓国・日本関係が難しいがこのような時であるほど民間

次元の交流と接触はより一層頻繁に成り立たなければなりませ

ん。 例えば宮城民団/名取サッカ－協会と共催している韓日子

供サッカー交流会は良い例だと考えます。 これらが成人になっ

た時は両国の政治、経済、文化に対して深い理解の中で両国を

連結する人的ネットワークになることができるためです。 日本

と韓国の間に相互友好的な人々が今よりさらに多くなるならば

今のように難しい仕事関係はより相互理解が深まり円滑にすす

みます。 宮城民団で推進しているハングル学校と韓国・日本子

供サッカー交流会が持続的につながることを期待してもう一度

李純午宮城団長様の今後の民団における大事な役割を心より応

援します。 

ありがとうございます。   

寄稿 ① 

「私たちの文と言葉を熱心に学んで身につけましょう」 
 

東京韓国学校 教頭 李勲雨 



   

 
皆さん、こんにちは。民団メンバーの金那英（キム・ナヨン）です。

今回民団宮城の民団新聞に寄稿することになり、改めて私の自己

紹介をさせていただきます。 

私は韓国のチョナン（天安）出身でアメリカで留学中に日本人の今

の夫と出会い結婚しました。第一児を出産後仙台に移り住み、子供

には私の母国である韓国の文化も学んで欲しいと思い民団のイベ

ントに家族で参加するようになりました。 

コロナ感染者が世界中で広がる中、民団で毎週土曜日に行われて

いたテコンドーと韓国語のクラスも中止となり、民団を通した文

化交流やメンバーとの交流が少なくなってしまったことは非常に

残念なことでした。しか

し、昨年 12 月に松島で行

われたイベントで久々に

皆さんにお会いできとて

も嬉しく思いました。そし

てまた、このような未曾有

の事態であっても地道に

活動を続ける民団には心

から感謝しています。今

回、私事ではありますが、

コロナ発生後に起きた私の家族の出来事についてご紹介させてい

ただきます。 2019 年の冬のクリスマス前。私は妊娠 9 月を迎え、

出産のために母国である韓国に夫と長男と帰国しました。しかし、

出産前後から新型コロナウイルスが発生したというニュースが話

題になり始め、私が入院していた施設は直ぐに面会制限を設けま

した。 

当初、私は夫と長男が日本に戻った 1 ヶ月後に次男と共に日本に

行く予定でしたが、日本の入国管理局は渡航制限を設け、家族であ

る私も日本に戻れない状況になってしまいました。 

そして、それから 1 年以上にも及ぶ別居生活が始まりました。私

にとって長男と離れて暮らすことは初めての経験で、私にとって

も長男にとっても大きな不安と寂しさを伴い、また同時に、夫にと

っても一人で慣れない子育をしなければならないという難しい状

況でした。今でこそ、”コロナ禍の中で私たちのこれまでの常識が

変わる”とか”人生を見つめ直す時”と言われますが、私たちは発

生直後から強制的に生活と価値観が変えられたようでした。 

それまで夫は仕事が忙しく帰ってくるのが夜の 9 時頃で、土日出

勤も多く、疲れ切って帰ってきたあと、４歳の長男をお風呂に入れ

ることが唯一の家族のためにできることでした。 

長男は生まれてからしばらく韓国に滞在していた為、夫と離れて

過ごしていた時期が長く、それに加えて、当時の夫は仕事で抱える

ストレスが多く、家に帰ってもイライラしていて、幼稚園に入った

ばかりの長男はあまり夫に懐いていないように思えました。 

私は、家庭を犠牲にしてまで仕事をしなければならない、まさに日

本の代表的な社会問題に直面しているようでした。 

家族の為と頑張る本来の夫と、結果的に家族を犠牲にしてしまっ

ている変えようのない現実が交錯していました。しかし、この約半

年間、私がいない中、夫は毎日幼稚園の送り迎えとお弁当作りを

し、これまでの長男との溝を少しずつ埋めることができたのでは

ないかと思っています。 

その後、私たちは、長男の精神的負担を考慮し、なんとか長男を韓

国へ行かせる方法を考えました。もし夫が韓国へ行く場合は渡航

後と帰国後の 2 回に渡り 2 週間の隔離生活を送る必要があり、仕

事のある夫が韓国へ行くことは現実的に不可能でした。 

そこで、子供が一人で飛行機に乗れる５歳の誕生日に長男のみを

韓国に行かせることにしました。 

韓国へ出発する前日、夫は挨拶を兼ねて幼稚園へ長男を迎えに行

きました。その際、数人の先生方が夫と長男のところに駆け寄り見

送りに来てくれたそうです。 

そして、一人の先生が夫に「お父さんも頑張りましたね。毎日お弁

当も作って。」と他の先生と一緒に拍手してくれたそうです。長男

との試行錯誤の毎日だった夫は、自分がまさか褒められるとは思

っておらず、思いがけない先生の言葉がとても印象的で嬉しかっ

たようです。 

その後、約９ヶ月間私は二人の息子と韓国で

過ごすことになりました。夫のいない中、2人

の息子を同時に見ることは大変でしたが、私

の両親、兄家族、親戚の協力のおかげでなん

とか乗り越えることができました。そして、

子供たちにとって韓国にいる私の家族たちと

接することはとても意味のあることだったと

思います。 

私と 2 人の息子は、感染者の数が減り渡航制

限が一時的に緩和された 2021 年の４月によ

うやく日本へ戻ることができました。 

１年以上に及ぶコロナ禍による別居生活は、

生きていく上で本来何を優先しなければならなかったのかを考え

させられた貴重な時間だったと思っています。今、私は夫と 2 人

の息子と生活し、夫とともに協力して子育てをしている実感があ

ります。私の耳には頻繁に「パパ！！」とか「アパー！！」という

声が聞こえてきます。それが私たちが獲得した今の生活です。 

今も尚、韓国へ行くのは難しい状況で、私はこれまでこんなに長期

間韓国の実家に戻らなかったことはありませんでした。一刻も早

く、子供を韓国の家族に連れて行ける

日が来ることを祈るばかりです。 

以上、このコロナ禍で起きた私の家族

の出来事でした。皆さんの中にもこの

コロナ禍によってさまざまな問題に直

面し苦労されている方もいらっしゃる

と思いますが、一人で悩まず、このよう

な時だからこそ、お互い協力しながら

乗り越えていきましょう。そして、また

民団のイベントでお会いできることを

心から楽しみにしています。 
 

 

寄稿 ②   「コロナと家族」 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

제주 올레, 미야기 올레 
 

센다이한국교육원장 고 승 천 
 

재일동포 여러분! 안녕하십니까?  

제 24 회 베이징 동계 올림픽(2022.2.4.-2.20.)의 열기가 뜨거운 

시기에 코로나 19 오미크론의 확산으로 제 6 파의 파고를 어렵게 

겪어 가고 있는 요즈음 오미크론 대응 국민행동수칙을 

살펴보면, 

① 예방접종 3 차 접종 적극 참여,  

② 3 밀 환경에서 보건용 마스크 착용,  

③ 환기-일 3 회 10 분 이상 실시,  

④ 대면 접촉 줄이기-사적모임 최소화, 다중이용시설 

이용시간 짧게, 대화 시 마스크 착용 등입니다. 

미국발 마스크 벗기 돌입 이라는 뉴스도 있고 4 월이 되면 

코로나 19 가 풍토병으로 전환되어 ‘팬데믹’에서 ‘엔데믹’으로 

코로나 바이러스와 함께 살아가는 시대를 예고하고 있습니다. 

재일동포 여러분! 개인 건강관리에 각별히 유의하시기 

바랍니다. 

이번 호에서는 제주 올레와 미야기 올레에 대하여 자세히 

알아보고자 합니다. 지난 주말(2.6 일)에 센다이 미즈노모리 

공원 캠핑장에서 봄의 전령인 풍년화가 노랗게 피어 있는 것을 

보았는데 따뜻한 봄을 맞아 코로나 19를 피해 야외에서 미야기 

올레길 트래킹을 추천해 드립니다. 

 

제주도 올레는 2007년 9월 사단법인 ‘제주올레’가 만든 트래킹 

코스로 제주도 전체를 26 코스 425km 로 만들어져 있다. 

제주 올레길은 서명숙(전 오마이뉴스 편집국장)이사장이 

스페인의 산티아고 순례길을 돌아보고 고향인 제주도에 많은 

사람이 찾아오는 트레일을 만들기 위해 설립한 비영리 법인인 

제주올레에서 만들었고, 제주올레(JEJU OLLE)의 이름은 김진애 

건축가의 아이디어라고 한다. 양평군의 ‘물소리길’, 일본 ‘큐슈 

올레길’, ‘몽골 올레길’, ‘미야기 올레길’도 열었다. 

올레는 제주어로 집으로 통하는 골목길을 뜻한다 올레는 

고어로 ‘오래’이며 이는 ‘문’을 뜻하는 정겨운 제주어의 

이름이라고 한다.  

제주올레(https://www.jejuolle.org/trail/kor/default.asp)홈페이

지에는 다양한 정보를 얻을 수가 있는데 26 개 코스에 대한 

소개, 여행준비, 완주자를 위한 명예의 전당 등 여행에 필요한 

정보를 쉽게 찾아볼 수 있다. 

미야기 올레는 

‘세월이 만들어낸 

장엄한 풍경과 

역사를 품은 치유와 

상생의 길’을 모토로 

2018 년 10 월에 

태평양의 웅장한 

바다가 매력적인 

게센누마 가라쿠와 

코스(10km, 4-5 시간 

소요)와 일본 3 대 

절경 마쓰시마를 바라보는 오쿠마쓰시마 코스(10km, 4-

5 시간)가 개장되었고, 2019 년 9 월에는 마음이 편안해지는 

온천이 매력적인 오사키 나루코 온천코스(10km,4 시간 소요), 

2020 년 3 월에는 마을 산의 자연과 지역의 역사, 문화를 접할 

수 있는 토메 코스(11km, 4-5 시간)를 만나 볼 수 있다.  

미야기 올레(https://www.miyagiolle.jp/ko/) 홈페이지에는 

코스 소개와 미야기 올레 길 에티켓 등이 자세히 소개되어 

있다. 

 

코로나 19 가 잦아들어 제주 올레, 미야기 올레를 트래킹 하는 

날을 꿈꿔 봅니다.  

재일동포 여러분! 행복한 한 달 보내시기 바랍니다! 

 

 

済州 オルレ, 宮城 オルレ 
 

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?  

第 24回 北京冬季オリンピック(2022.2.4.-2.20.)の熱気で熱い時期

にコロナ 19オミクロンの拡散による第 6波の波が押し寄せている厳

しい状況のこの頃です。オミクロン対応国民行動規則を見てみると、 

① 予防接種 3次接種への積極参加、 

② 2.3 密の環境で保健用マスク着用、 

③ 換気-1日 3 回 10分以上実施、 

④ 対面接触を減らす-私的な集まりの最小化、大衆利用施設の利用

時間を短く、会話時のマスク着用などを挙げています。 

アメリカ発「マスク外しに突入」というニュースもあり、4月になる

とコロナ 19が風土病に分類され、「パンデミック」から「エンデミッ

ク」へとコロナウイルスと共に生きる時代を予告しています。  

在日同胞の皆さん！ 個人の健康管理には格別にご注意をはらいま

しょう。 

今号では済州オルレと宮城オルレについて詳しく調べてみようと思

います。先週末(2 月 6日)に仙台水の森公園キャンプ場にて春を知ら

せる伝令の豊年花が黄色く咲いているのを見かけました。これから

迎える暖かい春にはコロナを避けた野外での宮城オルレトレッキン

グをお勧めします。 

済州オルレは 2007 年 9月 社団法人‘済州オルレ’が作ったトレッ

キングコースで、済州島全体を 26コース、425km になっています。 

済州オルレキルはソ・ミョンスㇰ(前オマイニュース編集局長)理事

長がスペインのサンティアゴにあるサンティアゴ巡礼路を見回って

から故郷である済州島に多くの人々が訪ねてくるトレイルを作るた

めに設立した非営利法人の済州オルレを作り上げたのです。済州オ

ルレ(JEJU OLLE)の名前は建築家 金ジンエさんのアイデアだとい

う。韓国ヤンピョン郡‘ㇺㇽソリキル’, 日本 ‘九州オルレキ

ル’, ‘モンゴル オルレキル’, ‘みやぎ オルレキル’も作られ

ました。 

オルレは済州語で家に通じる小道を意味します。オルレは古語で

‘オレ’で、これは ‘門’を意味する情が溢れる済州島の言葉だそ

うです。  

済州オルレ(https://www.jejuolle.org/trail/kor/default.asp)ホ

ームページから様々な情報を得ることが出来、26 のコースに関する

紹介、旅行準備、完走者のための名誉の殿堂など旅に必要な情報を簡

単に検索できます。 

宮城オルレは‘長い歳月が生み出し

た荘厳な風景や歴史を抱く癒しと共

に生きる道’をモットに 2018 年 10

月太平洋の壮大な雄大な海が魅力的

な気仙沼唐桑コース(10km, 所要時

間 4-5時間)と日本３大絶景松島を望

む奥松島コース(10km, 4-5時間)が, 

2019年 9月には心休める温泉が魅力

的な大崎市鳴子温泉コース(10km,4

時間所要), 2020年 3月には村の山

の自然と地域の歴史、文化を楽しめる登米コース(11km, 4-5時間)が

体験できます。  

宮城オルレ(https://www.miyagiolle.jp/ko/)ホームページにはコ

ースの紹介や宮城オルレキルエチケットなどが詳しく掲載されてい

ます。 

コロナ 19 が収束され、済州オルレ,宮城オルレをトレッキングが出

来る日を夢見ています。それでは、在日同胞の皆様！次回まで幸せな

時間をお過ごしください。 
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