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韓国にルーツのある成人者に対するお祝いと励ましの場であ

ると共に韓日交流の場として親睦を深め、また美味しい料理

を囲みながら一緒に新年の訪れをお祝いしましょう！是非ご

家族お揃いでお越しください。 
 

日 時 ：2020年 1月 18日（土）11：00（受付 10：30～） 

場  所 ：パレス平安（青葉区本町 1-2-2、電話 265-5111） 

会 費 ：団員 3000円 一般：5000円（小学生まで無料） 

     中・高校生 1000円 

 

 
みんな集まれ～！親子でご参加ください～！ 

2019在日同胞オリニ冬季交流会 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※成人対象者：韓国ルーツのある方（日本国籍含む） 

1999年 4月 2日～2000年 4月 1日生まれ 

※韓服をお持ちの方は是非お召しくださるよう   

よろしくお願い致します。 

※民団事務局は 12/28（土）～1/5（日）まで  

お休みです。 

※準備の都合上、12/16（月）までご返信下さい。 

事務局 022-263-6961 fax022-222-4707 
 

 

 

※投票期間：2020.4.1～4.6  毎  日：08：00～17：00 

※投票場所：在外選挙管理委員会が指定した場所 

※投票対象者：国外不在者申告か在外選挙人登録した者 

※必要書類：国外不在者→身分証明書 

※在外選挙人：身分証明書と国籍確認書類原本 

※在外選挙人の登録申請期間：2020.2.15まで 

※国外不在者の申告期間：2020.2.15 
 

 

 
 

私たちは日本に永く定住する地域住民として韓日友好の架け橋

の立場から、本大会の成功に寄与するため、在日韓国人支援の

会を設置し、寄付金の募金活動を展開するようになりました。

何卒、本趣旨に賛同され、ご支援ご協助のほど、よろしくお願

いいたします。 

活動期間：2019.10.1～2020年 3月 31日まで 

募 金 箱：民団宮城事務局４階に設置 

 

 
 

○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・建築関係 他 

生活：福祉（介護等）・日本語習得 他・住居探し等 

 

 

 

 

 

 

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 

≪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！ 

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。 

민단 미야기현 지방본부는 동포생활에 밀착한 절실한 

문제(세무 ・ 법률 ・ 상속 ・ 호적정리 등)의 해결에 대응하기 

위해서 동포 여러분을 위한 생활상담 센터를 개설하고 있습니다. 

단원 여러분의 고민이나 상담을 접수하고 있습니다 

○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 

○相談方法 面談・電話他   ※予約制 

○相談時間：1人 1回 30分程度迄無料 

12月相談日★2(月)・9(月)・16(月)  23(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 

みんだん生活相談センタ－相談員    

行政書士       金 東暎氏 

宅地建物取引士    金 孝博氏    一級建築士  禹 昌守氏 

日本語講師      朴 一美氏    ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ   張 恩敬氏 

 

2020年韓日交流新春の集い及び韓国人成人式のご案内 

12月ﾊﾝｸﾞﾙ学校修了式・ｸﾘｽﾏｽ会ご案内 第 21代国会議員在外選挙のご案内 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会   

在日韓国人支援の会 「募金のお願い」 

写真：2018年 12月クリスマス会記念写真 

※参加の方/お手伝

いの方は準備の関係

上、11 月末迄民団

（022-263-6961）に

ご連絡下さいね 

主催：民団宮城/主

管：青年会  会長 

黄支保 

★日時：2019年 12月７日（土）11：00～14:00 

★場所：韓国会館 6Ｆ大ホ－ル 

★内容:ハングル学校韓国文化発表/修了証書授与 

ゲ－ム/プレゼント/美味しい料理準備 

みんなが仲良くなる企画盛りだくさん他 

★対象：韓国にル－ツのある同胞オリニ（日本籍含む）幼児～中学

生迄/高校生以上～大学生は手伝ってね♡  



 
 

10/26 第 4回 2019日韓友好サッカ－交流会 IN名取に花峰初

等学校が来仙する予定であったが韓日関係の悪化により保護

者/ＰＴＡの反対によりキャンセルとなっていた。それを受け

て 10月 31日金 政郁団長、李 元烈院長、姜 恵美子事務局長

が韓国花峰初等学校を表敬訪問した。新김 종각 교장선생님

は「今後も継続して民団宮城との国際交流事業に取り組んで

いきたい。実績のある事業内容は子供たちに大きな国際感覚

の影響を与えている」と金花峰新校長も理解を示し民団宮城

との今後も継続事業を予定している。日本に住んでいる韓国

にル－ツのある子どもたちの交流と何より民団宮城に対し学 

 

10 月 26 日(土)名取市体育館にて名取市ｻｯｶｰ協

会/民団宮城共催第 4回日韓友好ｻｯｶｰ交流会ＩＮ

名取を開催した。名取の増田西/ゆりが丘/美田

園 3 ﾁｰﾑ、韓国側の民団宮城ﾎﾗﾝｲ/東京韓国学校/

東京ﾑｸﾞﾝﾌｧ 3 ﾁｰﾑ、70名の韓日の子供たちと関係

者含め 100名が参加した。朴 容民駐仙台大韓民

国総領事、李 昌勲副総領事、山田 司朗名取市

長、我妻 諭名取副市長、佐々木 敏克名取市体育

協会会長が来賓として出席された。主催の太田 

稔朗名取市ｻｯｶｰ協会会長は「8年前の東日本大震

災時名取市が甚大の被害をうけ、ｻｯｶｰをしてい

る子どもたち家族にも被害をおよぼした。韓国

から多くの支援を賜りこのように復興の意味を

込めて民団と共催で 4 回のｻｯｶｰ日韓交流会を開

催してきました。今後も継続しスポ－ツを通し

ての日韓交流会を継続し、子供たちの中からプ

ロ選手が出ることを期待します」、金 政郁団長

は「韓国の花峰初等学校ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑが韓日の政治の

影響で今回は残念ながら来県がキャンセルにな

りました。子どもたちや草の根交流にまで影響

が出ておりますが、今後も子どもたちの未来の

ためにｻｯｶｰを通じて韓日交流を継続して参りま

す。ケガをしないように交流会を楽しんで下さ

い」とﾒｯｾｰｼﾞを送りました。前日の台風 20号の

影響で名取市十三塚のｸﾞﾗｳﾝﾄﾞは全滅となり体育館でのﾌｯﾄｻﾙ

形式。優勝は見事民団宮城ﾎﾗﾝｲﾁｰﾑが初優勝となった。地元ベ

ガルタ仙台の選手とのｻｯｶｰ教室やベガッタくん、ルタ－ナち

ゃんも一緒に子供たちを盛り上げた。終了後、スタミナ太郎に

移動し関係者/子供たちの食を通じての韓日交流会となった。

民団宮城ﾎﾗﾝｲﾁｰﾑは尹 源一監督（民団宮城副団長）が月１回練 

 

 

校が理解をするた

めにはトップ通し

の信頼関係と 4 年

という子供達の交

流実績が友情の実

を結んでいる。 

韓国京畿道南梁州

市にある花峰初等

学校と民団宮城ハングル学校は仙台韓国教育院と 4 年前よ

り学生国際交流協約書を結び韓国の学生と在日同胞韓民族

の和合と繁栄を作りあげ未来に繋ぐ次世代グロ－バルリ－

ダ－養成を目的としてホームステイや相互のオリニ達の国

際交流を築き上げてきた。花峰初等学校では多文化授業を

取り入れており、民団宮城との交流事業をきっかけに日本

語授業を導入している。周辺の初等学校長より他県民団を

紹介してほしいと声がかかっているほどこのオリニ国際交

流事業が韓国の教育機関で注目されモデルケ－スとなって

いる。 

 

 

 

習を行い、ｻｯｶｰを通じ子供たちの中でも世代交代が進んで

いる中での優勝に今後も練習に熱がはいりそうだ。 

民団宮城と韓国花峰初等学校のオリニ国際交流事業が韓国教育機関で注目されている 

韓国花峰初等学校訪問及び懇談会 

김 종각 교장선생님（左から 2 番目） 

【2019年第 4回日韓友好ｻｯｶｰ交流会 in名取開催】民団宮城ホランイチーム優勝しました！ 

参加選手全員とベガルタ仙台の選手・マスコットとの記念撮影 

 青チーム 

朴 容民駐仙台 

大韓民国総領事 

金 政郁団長 

太田 稔朗名取市 

ｻｯｶｰ協会会長 

成英吉仙南支部団

長・朴止副支団長 

優勝トロフィーを持って記念写真 選手宣誓 

ホランイの得点のシーン ベガルタ仙台コーチと記念撮影 

2 位東京韓国学校チーム 3 位名取ゆりが丘チーム 

名取の増田西チーム 

ベガルタ仙台コーチのサッカー指導 

東京ムグンファチ－ム 

大会終了後みんなでお食事 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 日(金)  韓日文化講座料理教室     韓国会館 5 階 談話室 10：00 

      韓日文化講座カラオケ教室        韓国会館 5 階 16：00 

7 日(土) ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城修了式・ｸﾘｽﾏｽ会   韓国会館 5・6 階 11：00 

10 日(火) 仙南支部例会                             夕やけ 13：00 

12月 27日(金) 民団宮城事務局 午後 5時～ 終務式 

2020年 1月 6日(月)から午前 9 時～ 始務・10 時 始務式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11月 13日（水）李 元烈仙台

韓国教育院長はじめ民団宮

城文化センタ－講師 12 名が

集合し意見交換会を行った。

李 京子民団宮城議長は「日

頃より熱心に民団宮城文化

センタ－の韓国語講座に携わって下さり、当センタ－の発展に協力 

 

 

 

 

 

 

 

11月 13日（水）2020東北地方協

議会次世代プロジェクトセミナ

－ＩＮ福島実行委員会が宮城韓

国会館に実行委員 11 名が集合し

た。宮城韓 成洙副団長は「遠方

よりご足労下さりありがとうご

ざいます。東北から発信する次世代プロジェクトセミナ－が更に

充実した内容になりますよう委員の皆様の貴重なご意見を期待

申し上げます」と金 政郁東北地方協議会長代理で挨拶。2020年

5月 23日（土）24日（日）に福島で開催決定。22日（金）には

東北地方協議会を同会場で開催予定。今後の次世代事業は東北地

方協議会単位でベクトルに繋げていく事業を推進していくこと

で参加実行委員全員が意思統一を図った。終了後会場を変えて懇

親会に移り、李 根茁民団中央本部副団長が激励に駆け付けた。 

 

 

11 月 19 日（火）16 時に行わ

れた第 4 回三機関任員及び執

行委員会合同会議には 17 人

が参加し 10 月度報告及び

2020 年度民団宮城重要案件

及び各行事についての意見

交換が行われた。会議に先立

ち 14時半から三機関長・副団

長会議、15時半からは三機関

長・副団長・支部団

長会議が行われ

た。終了後は懇親

会（忘年会）が行わ

れた。 

 

 

 

くださっている講師皆様に心より感謝を申し上げます。今後とも

文化センタ－発展のためにも貴重なご意見をお願い申し上げま

す」と挨拶があった。受講生からのアンケ－トをもとに総括をし

ながら受講生のニ－ズを把握すると共に、2020 年民団宮城文化

センタ－について更に発展させるため講師陣の意思統一と民団

と講師陣が一体となって民団宮城文化センタ-の目的や意義を確

認し合い有意義な意見交換会となりました。 

 

 

慶弔花の注文は民団宮城まで 
民団は信頼と実績のある花屋と提

携し、迅速かつ安心してお申し込

みが可能です。 

受付時間：平日 9：00～17：30 

（土・日・祝日は受付不可） 

2 段花価額：20000 円（税込み） 

団費納入のご協力のお願い 

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。 

◎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（ﾐﾝﾀﾞﾝﾐﾔｷﾞ） 

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

 

12 月の民団行事予定 

11月の民団行事報告 

1 日(金)  韓日文化講座 カラオケ教室     

2 日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城        5 日(火) 仙南支部例会                            

8 日(金)  韓日文化講座 チャンゴ教室 9 日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城                 

12 日(火)  韓日文化講座 舞踊教室             

13 日(水)  韓国語講師会議・東北地協実行委員会                  

15 日(金)  韓日文化講座 カラオケ教室 ・ チャンゴ教室         

16 日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城・サッカー教室   仙南支部韓日交流会                    

17-18    仙北支部忘年会              

19 日(火) 第 4 回三機関長及び執行委員合同会議 

24 日（日）戸別訪問出発式          25-29   集中戸別訪問期間 

26 日(火) 韓日文化講座 舞踊教室  28 日(木)韓日文化講座 料理教室      

 

 広告募集中！詳細はご連絡下さい  民団宮城 TEL022-263-6961 

民団保険センターです。 

保険のことならお任せ下さい 
日頃、当団にご理解とご支援を賜

り心より感謝を申しあげます。 

団員の皆様におかれましては、民

団の貴重な収入となっている民

団宮城保険センタ－の保険加入

に是非ご協力をお願い申し上げ

ます。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/生命保険）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。団員皆様の

保険事業に対するご理解を賜り

ながら民団宮城の安定した財政

確保のためにも、一世帯に一件以

上の当センタ－保険のご加入を

何卒宜しくお願い申し上げます。 

民団宮城新聞広告募集中！ 

本紙は団員・関係機関・全国

の民団他へ発送しています 

原稿：カラー1 枠 5,000 円/月  

(縦 7cm×横 5.5cm)掲載順不

同 

期間：6 ヶ月・12 ヶ月 

(掲載料：一括請求)  

毎月末 1000 部発行 

問合せ：民団・韓商 事務局 

e-mail 

mindan@themis.ocn.ne.jp 

TEL022-263-6961 FAX022-

222-4707 

 

 

 

第 4 回三機関長任員及び合同執行委員会開催 

次世代プロジェクトセミナー実行委員会議開催 

宮城：韓成洙副団長 

実行委員長：孫哲鎬（福島）銭相文（福島） 委員：朱帝圭（山形）李圭亮（北海道）李スルギ（北

海道）金大悟（青森）李栄作（岩手）呉俊煥（秋田）呉一浩（秋田）金富貴（宮城）姜恵美子（宮城） 

2019年度第 3回韓国語講師陣との意見交換会 

執行委員会での金団長挨拶 

三機関長・副団長・支部団長会議 

懇親会では李根茁常任顧問の乾杯 田炳樽監察委員長の中締め 



  
 

 

11 月 8 日役員会の後、１年に

一度、日頃たくさんたくさん民

団と婦人会の為に仕事をして

下さる役員さんを慰労するた

め[三水苑]にて昼食会が行わ

れました。駐車場代や長時間に

なるいろいろな行事の準備な

どほとんど各自自腹で頑張っています。役員さんには感謝の言葉は

いくら言っても足りず頭が下がります。本当にありがとうございま

す。感謝しています。（記：婦人会長 孫 美子） 
12 月の予定  

12 月 1日～2 日  婦人会大忘年会秋保温度ホテルクレセント 15 時～受付、18 時～宴会 

9月 1日に植えた白菜の苗は 10月 1日の雑草とりを経て 11月 9日、

立派な白菜に育ち収穫しました。ほとんどは仙台総領事館のｷﾑﾁﾌｪｱ

のために保管されましたが 113個を婦人会のｷｳｼﾞｬﾝにいただきまし

た。       さあ、今年も美味しいｷﾑﾁ作りますよ！ 

 

 

さわやかな秋晴れの 10 月 27、28

日、紅葉の美しい蔵王山麓も「バ

ーデン家壮鳳」にて今年度の総会

並びに懇親会が開かれました。宮

城県在住の高齢者の会である韓壽

会いは在日 1 世、2 世混在で親睦

を図っております。今回は、宮城民団の婦人会長である孫美子さん

も加入くださり、うれしいことです。一年ぶりに再会した方もおり、

各自無事、健康を確認しあい、つもる話に花を咲かしました。宴会

では「アリラン」と日本の童謡「ふるさと」を全員で合唱、各自の

ノド自慢も披露し、踊りで盛り上がりました。民団宮城の金政郁団

長は 1泊参加で、民団中央本部の李根茁副団長も顔を見せて下さい

ました。ありがとうございました。（記事：呉 炳泰顧問） 

 

 

 

アンニョンハセヨ？？青年会の姜愛花で

す！！民団新聞 9 月号にて掲載させて頂いた

「ルーツを知る旅 故郷訪問 2019」の記事に

引き続き、今回は第 2 回目として書かせてい

ただきます。宮城青年会では 4 名が参加しま

した。初日は全国から青年会員がソウルに集

まり、2日目と 3日目はそれぞれの故郷である

地方（慶尚北道、慶尚南道、全羅南道、全羅北

道、忠清南道、済州道）に分かれてグループ別

研修を行いました。最終日には、各グループの

代表者がマイストーリー（生い立ち、自分が感じていることなど）

を照らし合わせながら自由な発表で行われました。私は済州道の代

表発表者だったのですが、この発表を通して、私が自分のルーツに

ついてどのような考えを持っているのか、曖昧だったものがはっき

りと浮かび上がってきました。今回の参加を通して、同世代の友達

との参加では聞くことのできないお話やアドバイスも聞くことが

できました。このような経験は青年会の故郷訪問に参加しなければ

できなかった貴重な体験だと感じています。今回出会えた方々とま

た全国行事で会えることが待ち遠しいです。 

 

 

 
11月 5日（火）支部例会には 17名の団員が集まった。成 英吉支

部団長からは 11月行事及び来年 1月の新年会の案内が行われた。

本部からは孫副局長が参加し 10 月マダン参加のお礼と保険の案

内などが説明された。来月は 12月 10日（火）です。 
 

11/16(土)仙南支

部韓日交流会が団

員尹景子氏のご自

宅の庭で開催され

2 才の団員から 89

才までの団員 30

名と関係者、家族

が一集まり、焼き

肉や韓国料理を前に秋の紅葉を楽しんだ。仙南支部は国際結婚が

多く、日本人の旦那様も率先して手伝っている。支部団長は「団

員の皆様一年間お疲れ様でした。また来年も楽しく仲良く団結し

て参りましょう」と呼び掛け、自らも焼き係りになりおもてなし

に参加者は多いに楽しんだ。 

 
 

11 月 17 日(日)今年最後の例会は恒

例の大掃除。それぞれが、ほうきや

雑巾などを手に大奮闘しました。水

洗いされた玄関、床もトイレも✨ピ

カピカになりました。皆さんご苦労

様でした。大掃除の後は楽しい忘年

会の会場、「鳴子ホテル」に全員で移

動。領事館より李昌勲

副総領事、民団より田

炳樽監察委員長、李元

烈教育院院長、孫美子

婦人会長など、多数の

ご来賓にご出席頂き

華やかに開催されま

した。婦人の多い仙北

支部は、12月が多忙に

なるため毎年一足早

く年末を迎えます。食べて飲んで歌って笑って、ホットな忘年会

となりました。2019 年も団員の皆さんの協力で明るく活動が出

来ました。心より感謝申し上げます。来年もご協力よろしくお願

い致します。 

 

 

11月 19日（日）支部例会、併せて頼母子会が開かれました。テ

ーブルを囲み、婦人会の劉永今さんの手作り昼食に舌鼓。毎回準

備される料理は絶品です。最近の近況を話ながらの美味しい食

事、穏やかな時間が流れました。次の例会・頼母子は 12 月 8 日

(日)です。皆さん健康に留意して、又笑顔でお会いましょう。 

（記事：厳 由美） 
 

2019 年 11 月 17 日（日）

毎年 11月第 3日曜日に開

催されてるキムチ教室

（共催：利府町国際交流

協会・塩釜支部、協賛：塩

釜支部）は今年で第 8回目

を迎えた。キムチ教室に

は 32名の方が参加し許明

姫先生（国際交流協会副会

長）の説明を受けながら韓

国食文化交流のひと時と

なりました。終了後は作り

立てのキムチとチヂミな

ど韓国食をみんなで囲ん

で美味しく頂きました。 

≪青年会たより（黄 支保青年会長）≫  
青年会にご興味のある方随時募集中！miyagi.seinenkai@gmail.com 

韓壽会だより（会長 裵 操心） 

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

今年もたくさん美味しいキムチが出来ました！美味しいぞ！ 

11月三支部活動報告  

仙南支部 （成 英吉支部団長）  

仙北支部 (李 礼子支部団長) 

塩釜支部 (李 昌根支部団長) 

mailto:miyagi.seinenkai@gmail.com


 

 

民団宮城は仙台空港発着アシ

アナ航空「毎日運航存続支援」

応援ツア－仙台韓国教育院長

と行くミステリ－ツア-を企

画し韓国語受講生と一緒に金 

政郁団長、李 元烈院長と団員

10 名で 10/29～10/31 迄 2 泊

3日（3泊 4日）韓国ツア－に

行ってまいりました。李 元烈院長のソウルの穴場や美味しいお食

事処を推薦頂きミステリ－ツア－と称して秋晴れのもと♪ソウル

オルレ♪のように一日 2万歩近くソウルの街並みを歩くツア－とな

りました。地下鉄の乗り方から始まり、明洞→光化門広場 → 

피막골 → 曹溪寺 → 仁寺洞(쌈지길) → 익선동 → 梨泰院を

満喫しました。ハロ－ウィンの時期と重なり韓国の活気ある雰囲気

を楽しみました。初参加の庄司 貞子さんは「美味しい店と韓国らし

い情緒あふれる景色や個性的な建物などを見るだけでワクワクが

止まらない旅行でした」、安部 千晶さんは「あっという間の短い旅

行でしたが 2日目のミステリ－ツア－は皆さんといろいろ周ること

ができてとても楽しく美味しく過ごせました」、大浦 佳子さんは

「何度も足を運んでいるソウルでも院長先生のお話や紹介下さっ

たお店などで新たな発見があり今後も楽しめそうです」と沢山の 

 

 

 

 

高校生の頃から K-POP が好きで、韓国ドラマ

もよく見ていました。韓国語を読めたり、話

せるようになりたいなと思っていたところ、

民団の韓国語教室の記事をきっかけに通い始

めました。最初に教わったミンギュ先生の分

かりやすく、楽しい授業のおかげでますます

韓国語の魅力にはまり、継続 4年目となりました。今年受講してい

る会話クラスは少人数なので、じっくり学べるのが魅力です。学ん

だことを試したくなり丁度、先週韓国へ一人旅に行ってきました。

ドキドキでしたが、地名が読めたり、簡単な会話ができたことで充

実した旅行になりました。中でも泊まったゲストハウスのご夫婦に

発音が上手だねと褒めて頂けたのが嬉しかったです。また、民団で

は 1年を通して開催される様々な楽しいイベントもあり、いつも美

味しい婦人会のお料理を楽しみに積極的に参加させて頂いており

ます。これからも民団で楽しく学んでいきたいです。 

 

 

 

 

 

 

去る 10月 22日-24日まで韓国

全南の麗水で第１8 次世界韓商

大会が開かれました。52 か国約

4000 人の韓商関係者と国内の

ビジネスマンらが参加しました。

（在日同胞韓商参加者は約 60

人）宮城韓商からは朴清浩名誉

会長を始め役員 6名が参加。本

大会の取引実績が歴代最大記

録となった今回の大会は、在外

同胞財団によると 245 企業が参

加し、「企業展示会」と「1 対 1 ビ

ジネスミーティング」など合わせ

て1万2652件の商談が行われ、

これにより 2 億 1411 万ドルの実

績を上げました。 大会２日目に

は在日韓国商工会議所の執行部位会議や理事会が開かれ,宮城韓商

から朴名誉会長が参加しました 会議後には韓商連主催で韓商連参加

者の懇親会が開催され日本から参加した皆さんは楽しい懇親の時間を

過ごしました。大会は韓佑成在外同胞財団理事長の「韓商と共に、大韓 

 

 

 

感想を頂きました。金 政郁団長は「今後もアシアナ航空を積極

的に利用して運航存続のお役に立てるように更なる皆様のご理

解とご協力を宜しくお願い申しあげます。院長の案内で安心して

ソウルの街並みを楽しむことができた」と感想を述べた。今後も

継続して仙台空港発着アシアナ航空「毎日運航存続支援」応援ツ

ア－のご案内があります。積極的にこの機会にツア－に参加しま

せんか？ 

 

 

 

金 宇浩テﾕ―バリサイタル 

日時：2019年 12月 23日（月） 

18：30開場 19：00開演 

場所：ヤマハ銀座コンサートサロン 

入場料：当日 2500円 前売り 2000円 

ご予約・お問い合わせ先： 

（株）ヤマハミュージックジャパンアトリエ

東京電話 03-3574-0619 

 

 
 

民団新聞 2019年 10月号 2ページの写真どころ（左

上）ですが、お名前を間違って掲載致しました。お

詫び申し上げます。正しくは鈴木 繁雄日韓親善協

会副会長様です。改めてお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

民国の新たな未来 100 年のビジョンを拡散させたという点で大きな自

負心を感じた」と挨拶で閉会しました。（次回大会は、2020 年 10 月に

第１9次大会が釜山で 10月 28日から 30日の開催の予定） 

 

『年会費』納入にご協力お願い致します 
 

当会議所の運営は会員皆様の「年会費」により大きく支えられて

おります。皆様から納入いただく会費は、当会議所事業計画実行

に伴う活動財源として役立てられております。年会費納入につい

て皆様のご理解とご支援をいただきますよう宜しくお願い申し

あげます。 

 

 

 

 

 

 
＜お問い合せ先＞ 

事務局 TEL: 022-712-2963 FAX：022-222-4707 

宮城韓国商工会議所たより 

『宮城韓商年会費』お振込み口座  
【年 会 費】 会員様 １０,０００円 
【金融機関】 あすか信用組合 仙台支店 
【口座番号】 普通預金 ０００７９４７ 
【口座名義】 宮城韓国商工会議所  

 

第 187号 

2019年 11月末 

開幕式の様子 

 

アシアナ航空「毎日運航存続支援」応援ツア－仙台韓国教育院長と行くミステリ－ツア-開催 
 

全員笑顔で集合写真（仙台空港） 

ソウル地下鉄体験 

明洞聖堂前で 익선동でアイショッピング 元粗麻浦焼肉店での食事 

仏教の中心地曹溪寺 

2019民団宮城文化センター だより 

佐々木香璃様 No.236 

韓国文化情報広場☆彡 2019民団宮城文化センタ－受講生の声(4)☆彡 

民団新聞 10月号訂正のご案内 

第 18 次世界韓商大会開催 
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