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日時：3 月 23 日(土) 会場：韓国会館 6Ｆ大ホール 

定数 54 名(欠員 4 名) 出席 33 名にて成立  

・2018 年度活動報告・決算報告、2019 年度活動方針案・ 

予算案 以上の議案、全て承認 

【金 政郁団長挨拶】皆様のご協力により 1 年間の各行事が

成功に終わり、特に 70 周年の行事及び第 1 回日韓親善フェ

スティバルが大きな成果を上げ今年は第 2 回目を予定してお

ります。戸別訪問の件数も過去最高の 253 件訪問・文化ｾﾝﾀｰ

の収益も更新、人権白書セミナー3 回開催などこれからも民

団運営に関し皆様の更なるご協力を宜しくお願い致します。 
 

 

日時：3 月 23 日(土) 会場：韓国会館 6Ｆ大ホール 

定数：78 名(欠員 6 名)出席 41 名 下記で全て承認されました 

・第 63 回定期地方委員会決議事項報告 

・任員改選、総辞職、選挙管理委員会報告、選考委員会に 

より議長・監察委員長選出  

団長：金 政郁 議長：李京子 監察委員長：田 炳樽 

・事務局長認准：姜 恵美子 

・大会終了後、選挙管理委員会主催懇親会開催 

【来賓挨拶・祝辞】 

【李 根茁中央本部副団長】「宮城は過疎地域の

おいての中核としての役割・全国から注目を集

めております。また婦人会の活躍は参加団体に

留まらず一緒に歩む同伴者としての組織だと思

います」と挨拶。続いて呂 健二中央本部団長の   

祝辞を代読した。 
 

【朴 容民駐仙台大韓民国総領事館総領事】 

3 年間の活動に感謝の言葉を述べながら「これ

からも草の根交流を支援いたします」と挨拶。

また「新三機関長及び新しく選出される各任員

には多くのご期待を致します」と今後のご活躍

に期待を述べた。 

 

 
 

金 政郁 団長 

親愛なる民団宮城の団員、そして関係者

の皆様感謝を申し上げます。3 年間いろ

んな問題を解決してきました。まだまだ

解決しなければならない問題をきちんと

取り組んでいくためには経験が豊富な人

の力と団員の皆様のご支援が必要です。

民団宮城の為に団員皆様の応援をお願いします。団費の減

収・保険事業など私も団長として可能な限り頑張って参り

ますので、より一層の御理解と御支援をお願い申し上げ就

任の挨拶とさせて頂きます。 

李   京子 議長 

長い間婦人会の方とともに歩んできま

した。女性も民団で自分の力を発揮で

きる民団に婦人会と一緒に協力してあ

って進めたいと思います。規約も今か

ら勉強しながら規約にもとづいて頑張

ってまいります。民団宮城の為に 3 年

間全身全霊かけて頑張ります。宜しくお願い致します 

田  炳樽   監察委員長  

独立した機関として団長及び新議長と共

に尽力して参ります。自分の持ち味と経

験を生かして自分のスタンスでやってい

きます。1 年 1 年信頼を得る監察委員長に

なるため頑張りますので宜しくお願い致

します。 

 

 

3 月 23 日（土）第 43 回定期地方大会終了の後、5 時 30 分

からパレス平安にて選挙管理委員会主催の懇親会がありま

した。来賓含め約 40 名が参席し新三機関長の就任をお祝

いしました。 

第 63 回定期地方委員会 新三機関長就任挨拶 

第 43 回定期地方大会 

第 43回選挙管理委員会主催懇親会 

3年間の任期を終えた各任員には会場から拍手が送られた 

             呉 炳泰顧問による万歳三唱 

呉 炳泰顧問による乾杯 

鄭 圭泰選挙管理委員長からの挨拶 



 

 

3 月 1 日(金) 第 100 周年

3.1 節記念式典を韓国会館

6Ｆにて 11 時に開催した。

来賓、団員、関係者含め 100

名が参加。李 元烈仙台韓

国教育院長の己未独立宣

言文朗読、朴 容民駐仙台

大韓民国総領事館総領事

の文 在寅大統領の慶祝辞代読の後、金 政郁

団長は多くの方の参席に対し感謝の弁を述

べた後、中央団長記念辞を代読した。特にこ

の 100 年間の歴史を振り返り何が私たちに

とって大切であるか 3 つを話し「平和統一、

韓日友好、在日同胞の生活」を守ることを強

調した。申 孝燮文教副部長の決議文採択、

嚴 俊鎔東北大学留学生会長のスローガン

斉唱が終わり、田 炳樽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。式典終了後、金 鉉哲東北大

学高度教育教養・学生支援機構准

教授の「布施 辰治、人に対する信

頼と愛情」の特別講演会が行わ

れ、今後の明るい日韓関係を築く

ためには明確な問題意識をもっ

て行動した「布施 辰治」のような

人々の考え方と努力に注目して、

新しい解決策を探すことが大事

であると強調し会場からは大き

な拍手が送られた。終始穏やかな雰囲気の中、美味しい韓国

弁当と婦人会特製のお餅シルトッとプゴク（干しスケトウダ

ラスープ）、第 100 周年 3・1 節紅白餅が用意され 3・1 節関

連動画の DVD を鑑賞しつつ団員との交流を深めた。100 周

年の節目に 3.1 精神を受け継ぐ意義を改めて共有した貴重な

時間となった。 

  

 

 

  

 

 

 
 

東日本大震災で石巻市門

脇地区は甚大な被害を覆

った地域である。団員蔡

明善さんは震災でご遺族

を亡くし、お店も全壊。

2019 年 3 月 5 日（火）8

年ぶり震災前の同場所に

韓国料理オ－プンとの嬉

しいお知らせが民団に入

ってきた。お祝いに駆け

付けた柳 昌秀駐仙台大

韓民国総領事館副総領事

は「石巻地域皆様の復興

の力を感じます。応援し

ておりますので皆様で力

を合わせて更に発展しま

すことを心よりご期待申し上げます」と励ましのお言葉があった。

東松島市より朴 清浩議長は「本日は会社のメンバ－を連れてお祝

いにきました。地元なので「かおり」を今後も利用し応援してい

きたいと思います。地域の皆様もご協力をお願い申し上げます」

と挨拶。オープン前 3年間山形の梅ちゃんキムチで働き、「蔡 明

善さんの懸命な働きぶりが今日に繋がっているとのこと」で李 梅

子店主より感謝状伝達場面あった。リフォ－ムされた店内には地

元の方やご親族 30名程が集い、「かおり」オ－プンに笑顔があふ

れた。蔡明善さんは「地域皆様のお力と温かいお声かけを頂き後

押しされ本日の日を迎えました。今後も地域の皆様の為にも頑張

ります」とお礼を伝えた。 

営業時間：昼の部：11時～14 時 30分 夜の部：17時～22時 

住  所：石巻市門脇字浦屋敷 83-24 TEL 0225-93-0125 

定 休 日：月曜日 

 
 

 

 

 

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

を開設しています。団員

の皆様の悩みや相談をお

受けしております。 

○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   ※予約制 

○内容：法律：法律・戸籍整理・在留資格・結婚・離婚・ 

相続・不動産・建築関係 他 

生活：福祉（介護等）・日本語習得他・住居探し等 

○方法：面談・電話他 ○時間：1 人 1 回 30 分程度迄無料 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

～第 100 周年 3.1 節記念式典 100 名が集い祖国

と民団の歴史を振り返る～ 
   

中央団長記念辞代読 金 政郁団長 

大統領慶祝辞代読 

朴 容民総領事 

≪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っしゃって下さい） 
★ 株式会社タナカコーポレーション   作業員募集中  TEL022-706-4058 

★ 一般社団法人 COM‘Ｓ （障害者の為の就労支援事業所）  

 利用者募集中 TEL022-766-9373  
 

★ 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 

来賓：李 根茁中央本部副団長兼民団

宮城常任顧問・李 元烈仙台韓国教育

院長・沈 鍾浩あすか信組仙台支店長・

金 鉉哲東北大学高度教育教養・学生

支援機構准教授・朴アシアナ仙台支店

代理 

金 鉉哲東北大学高度教育教養・学生支援機構准教授の特別講演会 

石巻で 8年前の東日本大震災より韓国料理店 

「かおり」復興再オ－プン  

柳 昌秀副総領事 

己未独立宣言文朗読 

李 元烈 

仙台韓国教育院長 

決議文採択 

申孝燮文教副部長 
スローガン斉唱 

嚴 俊鎔東北大学留 

学生会長 

万歳三唱 

田 炳樽常任顧問 

まずはお電話下さい！ 

「みんだん生活相談センターみやぎ」 
 

          

アンニョンハセヨ！ 

御相談は予約制個 

室にてプライバシー 

厳守で対応致します。 

どうぞ安心してご 

相談下さい。 相談員 

金 東暎氏 

 

相談までの手順 

民団にて 

電話予約 
相談員との 

調整 相談日の決定 

4 月相談日★1(月)・9(火)・15(月)・22(月)  

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 

挨拶の朴 清浩議長 

蔡 明善さん親子 



 

 
3 月 16 日（土）2018 年オリニハング

ル学校特講最後の日に合わせ、親子懇

親会に 31 名の親子が集合し親子共々

成長を確認し合いながらお互い 1 年

間の労をねぎらった。申孝燮文教副部

長でもあり保護者代表は「一年間、子

供達に熱心に関わって下さった先生

方に心より感謝を申し上げます。来期

も皆さん継続してオリニハングル学

校を一緒に盛り上げて参りましょう」

と乾杯の挨拶があった。また李善姫教

師リ－ダ－は「韓国語の勉強だけでな

くこの時期の友情を育むことが一生

の財産になります。親子一緒に楽しく交流を今後もしてまいりまし

ょう」と挨拶。久しぶりの親子交流会ではお互いの近況報告をしな

がら「涙あり笑いあり」大盛り上がりの交流会となった。4/6（土）

ハングル学校開校式で再会を約束しながら、6/22の前半期終わりの

ハングル学校終了後にも親子懇親会を開催することを決定した。 

 

 
日頃は民団事業へのご理解、ご協力ありがとうございます。 

昨年から決算期が変わりました！今年は 2019年 1月～12月 

今期の団費ご納入をお願い申し上げます。 

◎集金ご希望の方はご連絡下さい(民団宮城 022-263-6961） 

◎あすか信用組合仙台支店口座より口座振替も可能 

<民団宮城> 仙台・石巻・気仙沼・牡鹿・東松島 

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 （ミンダンミヤギ） 

 
 

5日(金) 第 28期婦人会定期地方委員会 韓国会館 6階 11：00 

6 日(土)  ハングル学校宮城開校式   韓国会館 6階 14：00 

9 日(火)   第 47回仙南支部総会 とんかつ夕やけ 2階 13：15 

14 日(日)   春の韓日交流会            西公園 12：00 

11-12(木―金)  全国団長・事務局長会議     中央本部 

13日(土)    ハングル学校宮城    韓国会館 5・6階 14：00 

23日(火)  第 55回 仙北支部総会      仙北支部会館 11：00 

            韓日文化講座 第 2回料理教室     談話室  10：00 

26日(金) 第 67回塩釜支部総会        支部会館 12：00 

27 日(土)    ハングル学校宮城     韓国会館 5・6階 13：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2019年度「ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城」を韓国会館で開校します。 

日 時：2019年4月～2020年2月迄 

時間割：13：00-14：20 K-POPダンス教室 

14：30-15：25 各クラス勉強 

15：25-15：50 全体授業・おやつタイム 

    16：00-17：00 ｻｰｸﾙ活動【ﾃｺﾝﾄﾞｰ、プクチュム】 

    18：00-19：00 ｻｰｸﾙ活動【ﾌｯﾄｻﾙ】（場所：ワッセ仙台） 

場所：韓国会館 参加費用：無料 申込：別紙申請書 

対象：韓国にルーツがある（日本国籍含む幼児～高校生まで） 

1 回 2 回 3 回 4 回 5 回 6 回 7 回 

4/6 4/13 4/27 5/11 5/18 6/1 6/8 

8 回 9 回 10 回 11 回 12 回 13 回 14 回 

6/15 6/22 8/24 8/31 9/7 9/21 9/28 

15 回 16 回 17 回 18 回 19 回 20 回 

10/5 10/12 11/2 11/9 11/16 12/7 
 

開校式及び特別講演会のご案内 

2019年4月6日（土）14：00～ 場 所：韓国会館6階  

 

 

 

 

3月5日（火）定例会は16名が参席しお昼を食べながら3月に行われ

る各行事の案内など成支団長より多くの参加を呼び掛けた。 
 

第47回定期総会開催案内 

日時：2019年4月9日（火）13：15－14：00 

場所：とんかつ夕やけ2階 

 

3月26日(火)金成温泉延年閣に於

いて2018年度最後の例会が開かれ

ました。支部会館を離れいつもと

違った雰囲気でゆったりと、温か

い温泉とちょっと豪華な昼食。201

8年度も団結宜しく頑張りました。

2019年度も仙北持ち前の明るさが支部に溢れますように。 

第55回定期総会開催案内 

日時：2019年4月23日（火）11：00から 場所：支部会館 

 

 
3 月 17 日（日）16 名が参加した例

会はカラオケ教室もあり、裵麗子先

生より楽しい歌のレッスン、一円玉

タワー作りなどゲームなど楽しい 1

日を過ごしました。 

第67回定期総会開催案内 

日 時：2019年4月26日（金）12：00から 

場 所：支部会館（多くの方のご参席をお願いいたします） 

 

 

★ 3月支部活動報告 ★ 
 

仙南支部（成 英吉支団長） 

塩釜支部（李 昌根支団長） 

仙北支部 (李 礼子支部団長) 

事務局だより 

 

3月の民団行事報告 

1日(金)      第 100周年 3.1節記念式典  

2日(土)     ハングル学校宮城    

7-8(木-金)   三機関長任員選挙候補登録期間 

10-11(日-月) 婦人会親睦旅行 

12日(火)     第 6回臨時三機関長任員及び執行委員合同会議 

16日(土)     ハングル学校宮城    

23日(土)     第 63回定期地方委員会 第 43回定期地方大会      

4 月の民団行事予定 

 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 

2019 年度ハングル学校宮城のご案内 3 月のオリニハングル学校及びサークル活動 

k-pop授業（上）懇親会（下） 



 
 

 
韓日の交流の場である民団

宮城文化センタ－では韓国

語講座 29 講座が 3/4（月）

から開講し、韓国会館が更

ににぎわっている。今年は

K-POPクラス、KBSアナウン

サ－クラス、韓国語歌クラ

ス、金 鉉哲教授の研究クラスなど新設クラスも開講。基本クラス

や会話クラスも登録が順調にすすみ既に 250名の登録がある。開講

したクラスについては継続登録募集をしています。是非お問い合わ

せ下さい☏022-263-6961。民団宮城☜クリック 

 

 
韓国語講座開講に先駆け 3/1

（金）講師陣との出発式/意見交

換会が行われ 2019 年度の韓国語

講座の調整と意見交換が行われ

た。金 政郁団長は「講師陣皆様

の民団宮城文化センタ－発展のためにご尽力を賜り心より感謝を

申し上げます。2019 年度の講座も皆様のご意見を調整しながら更

に良い文化センタ－運営になりますように貴重なご意見を宜しく

お願いします」と挨拶。民団では年 3回講師陣との意見交換を行い、

環境を含め更に発展的な民団文化センタ－を目指している。 

 

  

2019年 3月 8日（金）17：00韓

国会館 4Fで 2018年度東北大学

韓国人留学生会総会（厳 俊鎔

会長）が開催され民団宮城金東

暎監察委員長がお祝いに駆け

付けた。留学生同士の交流事業

などの報告があった。金 東暎

監察委員長は「このように民団の会館を有効的に今後も活用し若い

世代の同胞交流事業が盛んになるよう民団でもバックアップして

いく」と約束した。2019年度会長は金 世勲くん（24才）が選出さ

れ若い会長に韓国青年会との交流を期待する。終了後懇親会をプヨ

で開催し、李 純午副団長、李 光馥財政委員長、池 智子青年会副

会長も合流し交流を図った。 

 

 

 

 

3月 5日（火）昨年

12 月に新しく建て

られた名取駅前のﾏ

ﾝｼｮﾝの４階に名取

市増田公民館があ

ります。下見した

時にあまりにもき

れいでｶﾞﾗｽ張りの調理室を見て「こんなにきれいなところでキムチ

教室をしていいの？」と聞いてしまいました。当日はとても熱心な

23名(男性 1名)の方とｷﾑﾁ、ﾁﾁﾞﾐを作りました。地元の野菜をたく

さん使って欲張って作り、お昼にはｷﾑﾁ、ﾁﾁﾞﾐ、ﾄｯﾎﾟｯｷを食べまし

た。初めて食べた方も多くとても喜んでいただきました。「また来

てください」のうれしい言葉を聞き笑顔でお別れしました。 
 

 
 

3月 15日（金）韓国か

ら仙南地域にお嫁に

来られた 9名の方が宮

城民団に集まりまし

た。まだ民団に所属し

ていない方がほとん

どでしたが民団、婦人 

 

 

3月 14日（木）午前 10：30河端 章好

宮城県副知事が来団し金 政郁団長と

対談した。河端副知事はここ数年民団

宮城新春の集い/韓国人成人式にもご

出席賜るなど民団とのご縁も深い。又

金団長は河端副知事が主催する宮城

県国際振興協会の理事もしているこ

ともあり終始和やかな対談となった。 

 

 

3月 9日（土）金 政郁団長は韓国青年会との意見交換会を 6時か

ら青葉区の飲食店で行い青年 5名と食事をしながら意見交換会を

行った。金団長は「人材が少ない中で仕事と家庭の両立をしなが

ら宮城の青年会を支えてくれている青年会に感謝している。今後

も民団は若い世代を応援しているので負担にならないように楽し

く青年会を盛り上げていきましょう」と励ましのエ－ルを送った。 

 

 
3 月 14 日（木）公益財団法人韓昌祐・哲文

化財団の 2018 年度助成証書授与式が東

京・新宿の韓国文化院で開かれ「日韓の高

校生による民族音楽交流の祭典」のﾃｰﾏで

韓国伝統音楽家 李 和眞さんが舞踊分野

で受賞した。同財団は文化・芸術・歴史・

社会・スポーツから国際交流まで日本と韓国に関わる多彩な研究

や活動を対象とし 2012年度より韓昌祐特別助成を創設した。 

 

 
よろぶん、あんにょんはしむにか🌞 

最近は暖かい日も多く、春を感じる

ようになりましたね！さて！青年

会では 3 月 2 日に金 亜貴中央副会

長の卒会と、留学生の送別会を兼ね

て食事会を行いました。金 亜貴さ

んは 2年前宮城会長を終えられて、中央副会長になったので 17年

もの間青年会で活躍されました。そんな尊敬できる大先輩と一緒

に活動できなくなるのは寂しいですが繋がりが途絶えるわけでは

ないので、この関係を大切にしていきたいですね;-) 

青年会メール miyagi.seinenkai@gmail.com 

 

 

 

 

福島会津方面目指し

て、3 月 10 日(日)より

一泊二日のバス旅行に

32 名で出かけました。

見事な磐梯山を背景

に、日本一の蕎麦打ち

名人の蕎麦と薫り高い

ふきのとうの天ぷら。

大内宿のお餅では、もうお腹がはちきれそう。東山温泉のお風呂

に浸かった後は、朝から会津の酒蔵での利き酒。そして極めつけ

は山元町のホッキ飯。愉快な仲間たちと美味しい物に囲まれれば、

皆の笑顔が満面に広がります。婦人会大出血サービスのイチゴの

お土産も付いて、参加者全員大満足の小旅行となりました。 

 

 
 

会という組織を知っていただく良い機会としてご要望に特別に開

催することになりました。少しよそよそしい感じで始まりました

が作業が進むにつれて笑顔が増えていきました。お餅が蒸せる間

にトッポッキ、ホットッ、キムチを食べました。久しぶりの母国

のおやつの味に皆ニコニコ顔です。食事が終わる頃、5 個のシル

トッが出来上がると大きな歓声が上がりました。ふるさとの味を

覚えてまた民団でお待ちしています。 

≪婦人会たより（孫 美子会長）≫  問合せ・申込 婦人会(民団事務局内 電話 022-263-6961)  

≪青年会たより（馬 敏宰青年会長）≫  

 

2019年度民団宮城文化センタ－ 
3 月 4 日から韓国語講座開講ｸﾗｽ 29 講座は継続登録可能 

韓国語講師陣との出発式/意見交換会 

名取公民館でキムチ教室       婦人会親睦旅行 in福島 

                    婦人会シルトッ料理教室 

東北大学韓国人留学生会総会 初めて韓国会館で行う 

金 政郁団長と韓国青年会との意見交換会 

韓国伝統音楽家の李 和眞さんが受賞 

河端 康成宮城県副知事が来団 

月曜日 K-POP クラス授業の様子 

一泊二日の楽しい時間となりました 

大きいサイズのシルトッ 5個ができました 

東北大学留学生と記念写真 

孫婦人会長と李常任顧問の説明 
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