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4 月 14 日(日)桜満開の西公園にて「2019 春の韓日交流会」

に団員・文化センター・関係者 100 名程が西公園に集いまし

た。金 政郁団長は多くのご参加とご来賓にお礼の言葉を述

べた後「平成最後の春の韓日交流会にようこそおいで下さい

ました。今日は最高の天気で桜は大満開です。限られた時間

の中で大いに楽しんで下さい」と挨拶。また「李 京子新議

長・田 炳樽新監察委員長と共に民団宮城の明るい将来のた

めに頑張って参ります」と約束しました。続いて朴 容民総

領事は「こんなに素晴らしい韓日交流会にお招きいただきあ

りがとうございます。このような交流会を主催下さいました

金団長はじめ役員皆様に心より感謝申し上げます。今後も韓

日交流を推進して参りましょう」と挨拶。ご夫妻でいらした

鎌田 城行仙台市議会議員は「春だ、桜だ、満開だというこ

とで今日は絶好の花見日和で皆様と時間を共有できることを

楽しみにしております。生活の中で心を一つに過ごしていく

ことが友好の一歩だと思っております」と挨拶。また、菊地 

浩宮城県日韓親善協会副会長は「日韓の草の根交流が一番大

事です。今後も韓日交流促進のためにここにいらっしゃる私

達が仲良くしていきましょう」と挨拶がありました。民団主

催ならではの韓国音楽が流れ、キムパブ弁当や海鮮スンドゥ

ブチゲ、キムチなどを囲みながら春の雰囲気を満喫しまし

た。初参加者の韓国語講座の受講生は「とっても楽しい時間

を韓国の皆様と過ごすことが出来て本当に幸せでした。来年

も必ず参加します」と終始笑顔で楽しんでおりました。韓国

の香りと雰囲気に通りがかりの韓日関係者もお声をかけられ

一緒に楽しい時間を過ごす出会いも沢山ありました。春の韓

日交流会にご賛助、ご協力下さいました婦人会・青年会・韓

国人留学生・関係者の皆様に紙面にてお礼申し上げます。 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
≪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 

≪2019年度春の韓日交流会開催≫ 

 

金 政郁 

団長 

朴 容民 

駐仙台大韓

民国総領事 

総領事 

鎌田 城行 

仙台市 

議会議員 

 

孫 美子 

婦人会長 

  春の陽気にも恵まれ参加された皆様は楽しい一日となりました 金 政郁団長の各テーブル回り 韓国の曲に歌とダンスもありました 

時間と場所：13 時-17 時 

民団宮城県地方本部 4F 

内容：法律・戸籍整理・在

留資格・結婚・離婚・相続 

不動産・建築関係・福祉

（介護等）・日本語習得

他・住居探し等 ※予約制 

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。今後もご

遠慮なくご相談下さい。 

留学生達との交流 文化ｾﾝﾀｰの生徒も参加 

 

李京子 

議長 

 

菊地 浩宮城

県日韓親善

協会副会長 

🌸「みんだん生活相談センタ－」🌸 

桜満開の交流会の中で 2 件の相談を受けました 

 

就職の相談：北海道の団員と宮

城の団員を繋ぐ役割をしました 

オリニも仲良くピース 

 

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 

 

5月相談日★7(火)・13(月)・20(月)・27(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 

孫の進学の 

相談 



 

 

2019 年 4月 6日（土）ハングル学校宮城の開

校式が行われオリニ・保護者と関係者 40 名

が韓国会館 6Ｆに集った。李 京子議長は「進

級おめでとうございます。沢山韓国語を勉強

し韓国の文化を覚えながらみんなで楽しく

過ごしてください。父母の方には行事が多い

ですけれど多くのご参加をお願いします」と

挨拶した。続いて駐仙台大韓民国総領事館金 姃和領事からは

「多くのオリニ達が韓国語やテコンドーなど韓国の文化に親

しんでいることに敬意を表し感謝申し上げます。ハングル学

校は幼児から高校生まで韓民族のアイデンティティーを養う

大切な場所です。総領事館としても次世代をリードしていく

オリニ達の教育に必要な支援をしていくつもりです」と祝辞

を述べた。続いて「在日民族教育とハングル学校」の題名での 

 

 

 

 

 

4 月 13 日（土）1 回目のﾊﾝｸﾞﾙ学

校宮城の授業が始まりました。

14：30分に始まり 16 時からはｻｰ

ｸﾙ活動（プクチュム・テコンドー）

がありました。特にプクチュム先

生の姜愛花さん（大学 1年生）に

よる初めての指導はオリニハン

グル学校出身者でありながら継

続して後輩のためにボランティ

アとしての指導を行う予定です。 

※親子見学随時受付ます。 

    電話：022-263-6961 FAX ：022-222-4707 

 

 

 
今年の夏は東北の各県の在日同胞の仲間と一緒に 2 泊 3 日で

楽しい思い出を作りませんか？ 

日  時：2019年７月 29日（月）～7月 31日（水） 

場  所：田沢湖自然キャンプ場  電話 0180-43-2990 

秋田県仙北市田沢湖田沢字春山 152 

参加対象：韓国にルーツをもつ在日同胞（小学生～高校生）  

参 加 費：無料  

※お申込は同封の申し込み用紙に記入し faxか郵送。 

電話：022-263-6961 fax：022-222-4707 

 

 

講演会があり東京韓国学校の李 勲雨教頭

先生（在日本ﾊﾝｸﾞﾙ学校前任総会長）より「言

語教育とは民族教育の求心点でありハング

ル学校は在日同胞社会と母国を繋ぐ代表的

次世代教育機関として民族の正体性・アイ

デンティティーを教えて自分のルーツに

対して誇りを持つように教育、そのために

は継承語の韓国語を教えて代々継続でき

る環境を作ることが大事です」と改めて伝えた。参加した保

護者からは「このような貴重な機会を設けてくださった民

団に感謝します」との言葉と韓国大学進学のノウハウなど

の質問などが沢山あった。ハングル学校の大切さを共有し

ながら、これからの１年間がオリニ達にとって貴重な時間

だということを改めて認識する時間となった。 

 

2019 年度ハングル学校宮城のご案内 

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：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） 

 
4 回 5 回 6 回 7 回 8 回 9 回 10回 

5/11 5/18 6/1 6/8 6/15 6/22 8/24 

11回 12回 13回 14回 15回 16回 17回 

8/31 9/7 9/21 9/28 10/5 10/12 11/2 

18回 19回 20回 

11/9 11/16 12/7 

 

 

4月 13日（土）ワッセ仙台で

行われたサッカー教室には

13 名のオリニが参加し 7 月

に行われる民団中央団長杯

に向けてスタートを切った。

軽く体をほぐしながら 2 班

に分かれて実践練習が行わ

れた。久しぶりの練習でもみ

んな楽しくボールを回した。      
サッカー通じオリニの絆を深めませんか？ 

対象：韓国にルーツがある(日本国籍含む)小・中学生男女 

監督：尹 源一  場所：ワッセ仙台(青葉区黒松）費用：無料 

    次回は 5 月 11 日（土）開催予定 

 

 

 

この行事は在日同胞次世代育成事業、韓日国際スポ－ツ交

流事業の一環として韓民族の和合と繁栄のために韓国人の

ルーツを身につけることを目的としています。 
 

日 程：2019年 8月 7日（水）～8月 10日（土）3泊 4日 

場 所：韓国花峰初等学校 

（京畿道南楊州市楱接邑金曲里 1078） 

※お申込は同封の申し込み用紙に記入し faxか郵送。 

電話：022-263-6961 fax：022-222-4707 

★次世代オリニ特集★ ≪2019年度ハングル学校宮城開校式≫ 

≪韓国語・ｻｰｸﾙ活動を一緒に・・仲間に入りませんか？≫ ≪2019 オリニサッカー教室参加者募集≫ 

オリニサッカー教室の様子 

李  勲雨東京韓

国学校教頭先生 

李 京子議長 

ハングル学校講演会での質疑応答 

オリニは映画鑑賞 

李 勲雨先生とハングル学

校先生との昼食 

東北地方協議会主催・秋田民団主管 

2019年度オリニ林間学校参加者募集のご案内 

2019年度韓国花峰初等学校 

訪問参加者募集のご案内 

2019 年度オリニハングル学校宮城に全員集合 

李 勲雨先生からサッカーボールを寄贈されました 

監督の指示を受けながら練習 

プクチュム(上)とテコンドー(下) 



 

 
 

 

 

去る４月５日（金）午前１１時

より第２８回定期地方委員会

を開催致しました。婦人会中央

本部朴 善岳会長が出席される

事となり例年より早い開催日

となりました。当日は暖かで天

気も良くお迎え日和となり婦

人会中央からは朴 善岳会長、

揚 東順副会長、金 秋子組織部

長の方々と呂 健二民団中央本

部団長も出席される事となり、

駐仙台大韓民国総領事朴 容民

御夫妻など多数のご来賓の

方々に来ていただき委員会開

会にご祝辞をいただき大変華

やかな始まりとなりました。委

員会の進行も決算報告も含め

順調に進み、提案事項も承認さ

れ今期より実施することとな

りました。ありがとうございま

す。終了後、懇親会にての手料

理も会員の皆様はもちろん中

央役員の方をはじめてとする

皆様に「美味しい」と大変喜ば

れ崔雪子監査の歌声と共に和

やかな時間となりました。 

婦人会中央の役員の方はこれ

から全国各地をまわられる予

定との事で今年は宮城が一番早い開催日とのお話でした。委員会準

備に前日・当日とお手伝いされた役員を含む皆様お疲れ様でした。

婦人会員の皆様今年も宜しくお願い致します。 

（記：徐 龍子 婦人会副会長） 

 

 

 
 

 

 

この度、4/20(土)に第 41 回宮城

定期地方大会が開催され、任期改

選により今年度から新青年会長

として就任しました黄 支保（フ

ァンチボ）と申します。就任から

間もなく不安もいっぱいな中で

すが、先輩方が大事に守られてき

たこの場所（青年会）を少しでも

守り継承していきたいと思って

います。まだまだ未熟なところも

ありますが、前を向いて頑張りた

いと思いますので、諸先輩方から

の温かいご支援・ご鞭撻のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

お知らせ：4/30(火)17：00～より、第１回故郷訪問に関する勉強

会ならびに懇親会を行います。開催日後でも随時受付ております

ので、上記連絡先までお気軽にご相談ください。お待ちしてます。 
 

 

 

4月 9日(火)民団宮城県仙南支部の第 47回目

の総会が開催しました。主な来賓として、駐

仙台大韓民国総領事館の朴 容民総領事、民団

宮城県地方本部の金 政郁団長、李 京子議長、

田 炳樽監察委員長など多くの来賓の方々を

迎え、決算報告書、活動報告、収支予算案の

報告を行い、また議題として、新代表監

査に木村 茂行氏が就任しました。すべ

て満場一致で可決されました。その後、

昼食をしながら楽しいひと時を過ごし

ました。支部団員の皆様、ありがとうご

ざいました。（記事：成 英吉支部団長） 
 

 

4 月 23 日（火）に行われた第 55

回定期総会には主な来賓として、

駐仙台大韓民国総領事館の朴 容

民総領事、民団宮城県地方本部の

金 政郁団長、李 京子議長、田 炳

樽監察委員長、李 元烈仙台韓国

教育院長など多くの方々を迎え、決算報告書、活動報告、収支予

算案の報告を行いすべて満場一致で可決されました。仙北支部総

会の帰り、民団宮城三機関長と徐婦人会副会長で徳永整形外科院

長ご夫妻へ挨拶に伺いました。日頃の民団に対するご支援の感謝

をお伝えしながら、50 年前の民団のお話からゴルフのお話まで多

岐な話題で和やかな対談となりました。 

 

 

4 月 14 日（日）支部会館で例会とｶﾗｵｹ教室がありました。おいし

い食事と楽しいｶﾗｵｹ教室は春の遠足のような雰囲気でした。 

4月三支部活動報告  

仙南支部 第 47回定期総会開催(成 英吉支部団長) 

仙北支部 第 55回定期総会開催(李 礼子支部団長) 

≪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)  

≪第 28回定期地方委員会開催≫ 

≪青年会たより（馬 敏宰青年会長）≫ 

miyagi.seinenkai@gmail.com 

多くの方が参加されました 

民団中央本部  

呂 健二団長 

来賓：（前列左から）朴 善岳婦人会中央本部会長、朴 容民駐仙台大韓民国総領

事、呂 健二民団中央本部団長、金 政郁団長、李 元烈仙台韓国教育院長、李 根

茁民団中央本部副団長、（後列から）揚 東順婦人会中央本部副会長、金 秋子婦

人会中央本部組織部長、李 京子議長、田 炳樽観察委員長 

孫  美子婦人会長

と金 政郁団長 

駐仙台大韓民国 

朴 容民総領事 

李 京子議長の乾杯の音頭 

孫 美子婦人会長の挨拶 

支部支援金伝達 

多くの方が参席しました 

塩釜支部 (李 昌根支部団長) 

婦人会中央本部 

朴 善岳会長 

≪第 41回宮城定期地方大会が開催≫ 

≪シルトッ教室と料理教室≫ 

懇親会は金 政郁団長も参加し青年

会と楽しく懇親を深めました 

三機関長も参席 

4 月 23 日（火）尹 景子講師による料理教室が

開催され 13 名の方が参加されました。大きな

牛肉の塊を使ったカルビチムはとろろ・銀杏・

なつめ・栗・干し椎茸などを使ってとても贅沢

なお料理になりました。初めて参加した方が 4

名いましたが楽しくて美味しいお料理に感激し

ていました。 

4 月 16日（火）李 元烈教育院長

の奥様(崔 銀姫氏)の紹介で御

父兄の方と仙南支部の方々が集

まってシルトッを作りました。

崔 銀姫さんもキムチスジェビ

を特別に作って下さりみんなで

美味しく頂きました。 

支部支援金伝達 ご来賓と仙北支部会館前で集合写真 



 
 

～一緒に山形にいきましょう！～ 

目 的：東北地方協議会の次世代を担う人材育成と交流 

（東北 6県・北海道） 

開催県の組織活性化/東北地方協議会の組織活性化 

内 容：日韓関係講演/日韓スポ－ツ文化講演/日韓交流講演/在日

同胞大統合講演/分任討議・リクリエ－ション/懇親会他  

日 時：2019年 6月 1日（土）～6 月 2日（日）※1泊 2日  

集 合：6月 1日（土）12：30～受付 13：00～開校式  

解 散：6月 2日（日）12:30現地解散 

集合場所：山形テルサ 

〒990-0828山形市双葉町 1丁目 2-3 1F TEL0236-46-6677 

参加費：無料（交通費/滞在費含む全体/50名・宮城/20名先着） 

対 象：20～59才韓国にル－ツのある男女 

宿泊場所：スーパーホテル山形西口天然温泉  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10日(金) 韓日文化講座 チャンゴ教室  韓国会館 6階 12：30

韓日文化講座 ｶﾗｵｹ教室   韓国会館 5階 16：00 

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

12-15 日 仙北支部母国訪問             韓国 

14 日(火) 韓日文化講座 舞踊教室      韓国会館 6階 14：00 

17日(金) 韓日文化講座 ｶﾗｵｹ教室    韓国会館 5階 16：00 

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

20-22日 敬老旅行          ﾀﾞｲﾜﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ宮城蔵王 

29日(水) 韓日文化講座 料理教室     5階談話室 10：00 

     東北地方協議会        山形テルサ 14：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4月 10日（水）民団中央本部執行委員会（中央執行委員） 

4月 11日（木）全国地方団長/中央傘下団体長会議、 

東北地方協議会団長/事務局長会議 

4月 12日（金）在日同胞社会地位向上セミナ－（全国事務局長） 

 

全国より上記の日程で東京の民

団中央本部に全国団長/事務局

長が会議に参加した。2019 年度

の団務示達や意見交換が活発に

かわされた。金 政郁東北地方協

議会長は「東北・北海道全体で次

世代育成と交流に力をいれてい

る。1人でも多く参加し過疎地域

の多い東北地方協議会を盛り上

げて参りましょう」との挨拶から東北地方協議会団長/事務局長会

議では東北地方協議会 5/31 に合わせ 6/1-2 東北地方協議会主催

次世代プロジェクトセミナ－IN 山形、7/29-31 東北地方協議会林

間学校 IN秋田を開催するにあたり詳細を確認し決議した。 

 

 

4月15日（月）民団宮城新三機関長は駐仙台大韓民国総領事館、仙

台市、宮城県、宮城県議会を訪問し新任の挨拶と意見交換の場と

なった。民団宮城の今後の韓日交流事業に多いに期待されている

と共に地域に住む一住民として更に貢献していくことを相互約束

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局だより 

 

4月の民団行事報告 

5日(金)  第 28期婦人会定期地方委員会  

6 日(土)  ハングル学校宮城開校式    

9 日(火)  第 47回仙南支部総会・14日(日)春の韓日交流会            

10-12(水-金) 全国団長・事務局長会議 

13日(土)  ハングル学校宮城     

23日(火)  第 55回 仙北支部総会・ 韓日文化講座 料理教室      

26日(金) 第 67回塩釜支部総会 27日(土)ハングル学校宮城           

5 月の民団行事予定 

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） 

≪2019東北地方協議会次世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾐﾅｰ案内≫ 中央本部/東北地方協議会主催の会議に参加 

 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 

全国地方団長/中央傘下団体長会議 

東北地方協議会団長/事務局長会議 在日同胞社会地位向上セミナ－ 

≪民団宮城新三機関長挨拶回り≫ 

朴容民駐仙台大韓民国総領事(右から 3番目) 

 

村井 嘉浩宮城県知事（左から４番目） 

郡 和子仙台市長（左から 2 番目） 

佐藤 光毅宮城県議会議長(右から 2 番目) 

※民団宮城事務局 2019年ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ日程のお知らせ 

４月２７日（土）～５月６日（月） 

※2019年度夏季服装簡素化（Cool Biz）実施 

５月１日（水）～１０月３１日（木） 


