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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。 

12 月中頃詳しいご案内をお

送りいたします。 

日 時：2022年 1月 23日 

（日）11：00～ 

受 付：10：30～ 

場  所 ：パレスへいあん 

（仙台市青葉区本町 1-2-2 

、電話 265-5111） 

※成人対象者：韓国ルーツのある方（日本国籍含む） 

2001年 4月 2日～2002年 4月 1日生まれ 

※民団事務局は 12/29（水）～1/4（火）までお休みです。 

 

2021 年度後半期戸別訪問を実施する予定です。コロナ禍ではあ

りますので玄関先での対応を宜しくお願いします。またご要望が

あれば団費も同時に集金させていただきます。事前に事務局まで

ご連絡を宜しくお願いします。 
 

◎団費集金ご希望の方はご連絡下さい (電話 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） 

 

 

紙面を通じ故人に対し心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

〇故人   岩本 順子 様 

2021年 9月 8日 永眠 (享年 73歳 仙台市） 
 

(訃報のお知らせをご希望の場合は事務局にご連絡お願い致します) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 11 月 6 日（土）14

時より第 1 回三機関任員

合同執行委員会が 27 名参

加で開催された。李純午

団長の「新しい執行委員

の方々と共に新しい体制

で今後同胞のために頑張

って楽しく参ります」と

挨拶で始まり各自自己紹

介から各部の計画報告が

あった。 

※第 2回三機関長合同執行  

委員会 2022年 1月 8日

（土）午後 2時から韓国会  

館 6階で開始予定 

※2022新年会・韓国人成人  

式開始 2022年 1月 23  

日（日）午前 11時から 

開始予定（パレスへいあ  

ん） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民団宮城文化センター 

自主勉強応援コーナー開設 

  

2022年韓日交流新春の集い及び 

韓国人成人式のご案内 

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 

第 1回三機関任員合同執行委員会開催 

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」 
 

 

 

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 

≪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≫ 

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 

 

 

アシアナ航空仙台～ソウル 12月運休案内 
運休:12/1から 12/31  仙台～ソウル便（変更の可能性あり） 

2021年 12月相談日★6(月)・13(月)・20 (月) 27 (月)  

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 

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 

 
民団にて 

電話予約 
相談員との 

調整 
相談日の決定 

訃      報 

写真：2020 年度戸別訪問 

2021年度後半期戸別訪問が 12月開始 

写真：2020 年 1 月 18 日新年会 

写真：2021 年 8 月 15 日韓国人成人式 
 

第 1 回三機関任員合同執行委員会の様子 

新執行部役員の方々 

mailto:mindan@themis.ocn.ne.jp


  

 

11/27（土）民団宮城文化セン

ター主催の韓国リモートツア

ー、韓国語説明会、無料韓国

語講座に対面で関係者含め

80 名、リモートで 20 名 100

名程の皆様にご参加頂きまし

た。韓国弘大【望遠市場】ツ

アーに「韓国に行きたい    」

モードが高まる I 時間となり

ました。李純午団長は「民団は韓日の架け橋として地域の皆様に喜

んで頂けるよう企画して参ります。コロナがあけたら、一緒に韓国

に行きましょう。」と挨拶がありました。多くの地域の皆様と一緒に

2022年度韓国語講座がスタートできますことを願っております。 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

～無料韓国ﾘﾓｰﾄﾂｱｰと入門講座無料体験～ 

2022年度韓国語対面・リモート講座ご案内 

韓国ﾘﾓｰﾄﾂｱｰと説明会・入門講座無料体験に参加された方々 韓国リモートツアーの望遠市場とリモートで参加した方々 

民団宮城文化センタ－受講生の声(29)☆彡 作成者：及川 奈穂様 

入門講座無料体験（権 珉廷講師） 



 

 

 

11 月 9 日（火）、11 月度の定例会を開

催しました。出席者は 24名（来賓：李

仁子教授、助手）。李仁子教授の支部団

員に対してインタビューがありまし

た。コロナ禍で活動ができず、定例会開

催が精一杯です。12 月の韓日文化交流

会は 12 月 16～18 日に開催する予定で

す。次回定例会は 12月 7日（火）13時

です。 

 

 

 

2021年 11月 27（土）民団仙北支部（李禮

子支部団長）主催の秋の韓流を楽しむ集

い（韓国映画ミナリ上映会）が大崎市三本

木のふれあいホールで開催され関係者含

め 130 名の韓日交流の場となりました。

主催者挨拶では「韓国映画と韓国食文化

を通して相互理解ができる一日となって

下さればとの思いで企画をしました。どうぞごゆっくりお楽しみく

ださい」との厳由美事務部長からの挨拶がありました。林熙順駐仙

台大韓民国総領事、伊藤康志大崎市長より祝辞を賜り、韓日の草の

根交流の重要性を強調されました。映画上映後は韓国食のお弁当と

大崎市のパンフレットのお土産があり、帰宅後も韓日交流の余韻が

残る企画に地域の皆様も大変喜んでくださいました。会場を移動し

仙北支部会館にて林総領事を囲み支部団員と韓国食のお弁当で交

流を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

アンニョンハシムニカ！先月 10 月 20 日塩釜支部

臨時総会で支団長の役を拝命しました金柾史と申

します。支部からの挨拶として、執行部の李花葉副

支団長と崔学淑事務部長、監査団の劉永今代表監

査と洪姫貞監査と一緒に、先代から脈々と引き継

がれる想いを胸に、次世代の発展を見据えた楽し

い活動で、団員の皆様にあらためて喜んでもらい必要とされるス

テキな支部に貢献していきますので、ご支援ご協力の程どうぞ宜

しくお願い致します。 

 

 

 
さて、その夜には 2021年

仙北支部忘年会が鳴子温

泉鳴子観光ホテルで開催

され関係者含め 26名が出

席しました。李禮子支部

団長は「仙北支部団員の

皆様と関係者の皆様のご

協力に一年間の感謝の思

いをお伝えします。どう

ぞ皆様で交流下さること

を願っております」と挨

拶。李昌勲駐仙台韓国総

領事館副総領事は「第 20

代韓国大統領選挙の登録

期間が 1/8 迄です。同胞

の皆様にご周知お願い申

し上げます。」と強調され

ました。来賓や支部団員

との有意義な楽しい時間

に仙北支部忘年会で一年

の締めくくる貴重な一日

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙北支部 映画祭・忘年会開催 (李礼子支部団長) 

秋の韓流を楽しむ集い 映画祭開催 忘年会開催 

塩釜支部（金柾史支部団長） 仙南支部例会 (成英吉支部団長) 

11 月三支部活動報告 

例会の様子 

金柾史支部団長 

 

婦人会の

韓国おやつに

行列が出来ま

した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

今年 11 月から民団業務に新しく加わった李江鉉（ｲｶ

ﾝﾋｮﾝ）と申します。4年前に来日し、まだまだ至らな

い所がございますがこれから民団の在日同胞家族と

共にする時間を楽しみにしています。今後とも宜しく

お願いします。 

 

 

この度、12月末日を持ちまして退職することとなりま

した。在職中は色々とお世話になり厚く御礼申し上げ

ます。皆様から学んだこと、民団宮城での貴重な経験

を生かしてこれからも頑張っていきたいと思います。

団員・関係者の皆様！今までありがとうございまし

た。 

 

 

 
1～3 日と 8～10 日 戸別訪問            宮城県各地 

4 日（土）冬季オリニ行事          奥松島キボッチャ 

6 日（月）東北地方協議会研修会        韓国会館 6 階 13：00 

28 日（火）終務式              韓国会館 4 階 17：30 

 

 
2 日（火）東北地協事務局長会議/三機関長会議 

5 日（金）東北地協事務局長会議 

6 日（土）団長・副団長会議/三機関長会議 

6 日（土）第 1 回三機関長任員及び執行委員合同会議  

9 日（火）仙南支部例会           25 日（木）白菜収穫          

27 日（土）無料韓国オンラインツアー/無料入門体験講座/ 

2022 年度民団宮城文化センター募集開始 

28 日（日）仙北支部忘年会/映画上映会     

 

 

2021 年生活相談センター

全体会議【金昭夫センター

所長】が 11月 18日開催さ

れ延べ 61 名が参加し宮城

より李純午団長、金東瑛副

団長、姜事務局長が出席し

ました。日本社会における

在日の現状として黄智英

行政書士より講演後、各県のセンター報告後、意見交換会し情報の

再確認とセンター発展のための貴重なご意見が多数出ました。 

 

 

 

アンニョンハシムニカ！青年会では 11 月

６日、７日の 2 泊 3 日で全国イベントの

KoreanYouthAcademy に４名で参加してき

ました。初めて全国イベントに参加してく

れた方も最初は緊張していたようですが、

徐々に他地方と関わることで楽しく過ご

していました。2 年振りの対面イベントで

したが、このように様々な人と繋がり自分

の輪を広げれる場はとても貴重で、たくさ

んの方にこれからも参加していただきた

いと強く思いました✿ 

【お知らせ】ハングルカレンダー絶賛発売

中です(^^)/種類：卓上、タンザック綴じ 初級・中級 各￥1,500 

 
 

 
今回の役員会は 25名の役員が集まり

年末の婦人会事業のためにアイデア

と英知を結集した多くの意見交換の

場となりました。高承天仙台韓国教

育院長の韓国歌とリズムのインスト

ラクションで和やかな会議前のひと

ときとなりました。会長は【コロナが

落ち着き始め、役員の皆様にお手伝

い頂きながら事業を進めていきたい

いと思います。ご理解とご協力をお願いしま

す。】との要請で役員の役割分担が決まり、婦

人会活性化の為に皆で尽力することとなりま

した。終了後、会長、執行部が準備した手作り

ビビンバで昼食を共にしました。 

今後の予定：11/30〜12/2キムジャン  

12/5日曜日婦人会忘年会 

 

 
11/13土曜日国分町【焼肉山水苑】で

婦人会員の交流事業 FUN ランチに会

員約 50名が参加しました。駐仙台韓

国総領事館林熈順総領事にご出席頂

き一緒に交流の輪にいらして下さ

り、民団宮城団長李純午団長は差し

入れを持って激励に駆けつけ下さい

ました。嚴由美宮城婦人会長は【コロ

ナも落ち着きお店のご配慮のおかげ

で貸し切りで一同に会することがで

きました。笑顔で美味しい焼肉を食

べて今の時期を乗り越えてもらいた

いです。本日の婦人会の交流を通し

て皆で励ましていきましょう。】と挨

拶がありました。去年は地区別に分

けたランチ会で会えない会員も、一

同に会したことで始終賑やかな交流

会となりました。12/5 の婦人会忘年

会での再会を約束しましした。 

 
 

2021年 11月 21日東地区（東京、神

奈川、千葉、山梨、栃木、茨城、埼

玉、西東京、群馬、静岡、長野、新

潟、北海道、東北 6 県）第 277 回韓

日関係と在日韓国女性の役割セミナ

－婦人会全国大研修会（柳大代会

長）に 150名が参加し宮城（嚴由美

会長）より 15名が参加しました。高

承天仙台韓国教育院長、林洙彔埼玉教育院長、木下公勝脱北者に

よる講演と懇親会、請戸小学校、東日本大震災原子力伝承館を観

光しました。김안나（キムアンナ）韓国大使館総領事、장용선（チ

ャンヨンソン）特命全権大使令夫人、白眞勲参議院議員、李根茁

中央副団長、金昌植中央監察委員長、李寿源東京本部会長、宮城

より三機関長（李純午団長/李京子議長/韓成洙監察委員長）が来

賓として出席し激励された。来年の三月にある大統領選挙積極参

与とヘイトスピーチへの関心を高めることを確認しました。 

★ 婦人会だより★ （嚴由美 婦人会長） 

2021.11/5 11 時 役員会開催 

青年会だより 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 

11/13 funランチ会開催 

11/21、22 中央婦人会研修会参加 

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

 

 

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 

 

8月の民団行事予定 

民団宮城事務局に新職員が勤務 

生活相談センター全体会議開催 

李根茁中央本部副団長と民団宮城

に寄贈された本 

李純午団長（左）と嚴由美婦人会長(右)・婦人会の方々 150名が参加された大研修会 

参加した婦人会の方々 

林熈順総領事（左） 

李純午団長の挨拶 

宮城からは池智子青年会長及び 3名の青年部が参加 

李江鉉氏 

金昭夫センター所長の挨拶 

高承天仙台韓国教育院長の挨拶 

民団宮城事務局退社のご挨拶 

孫龍雨氏 



  
 

 

 

 

■講 師：ダイナミックビジネスブレイン㈱  

代表取締役 田中 宏司 氏 

■内 容：・小規模事業者持続化補助金 

（低感染リスク型ビジネス枠）の概要 

        ・補助計画作成のポイント など 

■日 時：２０２１年１２月６日（月）１３：３０～１５：００ 

■場 所：仙台商工会議所 ７階中会議室 

■対 象：仙台市内の小規模事業者 
■定 員：２０名（先着順、定員になり次第締切） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

■参加費：無料 

■申込締切：２０２１年１２月２日（木）まで 

  ※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。  

問い合わせ先：仙台商工会議所 経営支援グループ  

ＴＥＬ：022-265-8127  

 

 

 

 

2021.12.5（日）13：00～16：00 

仙台場市民サポートセンター（オンライン同時開催） 

締め切り：12/2（木） 

参加ご希望の方は QR ｺｰﾄﾞからお申込みください 

お問い合わせ：駐仙台韓国総領事館 022—221-2752 
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小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）の 申請に向けた経営計画作成セミナー 

駐仙台韓国領事館だより 

 
ようこそ！韓国絵本の世界へ、その続き 金起林記念碑建立 3周年記念集会 

第 20 代大統領在外選挙に選挙人登録をした皆様、投票にいきましょう！！ 



   
 

 

 

긍정의 힘! · ‘이 또한 지나가리라!’ 

 

센다이한국교육원장 고 승 천 
 

재일동포 여러분! 안녕하십니까? 

지난 11월 7일(일) 입동도 지나고 고국에서는 김장을 

담그고 겨울을 준비하는 시기인데 겨울 타이어 교체 등 

겨울 추위에 대한 대비를 잘 하시고 환절기 건강관리에도 

항상 유의하시기 바랍니다. 

이번 호에서는 긍정의 힘과 솔로몬 왕의 ‘이 또한 

지나가리라’라는 주제로 말씀드리고자 합니다. 

긍정의 힘과 관련하여 심리적 요소가 신체적 건강에 

영향을 끼친다는 증거는 오랫동안 제시되어 왔는데 미국 

심장학회가 발행하는 'Circulation' 誌에 게재된 연구에 

따르면 심장혈관 질환이나 암에 걸리지 않은 건강한 

50∼79세 사이의 9만 7,253명을 대상으로 8년 이상 추적 

연구를 실시하였는데 실험 결과, 긍정적인 사람들의 

심장마비 발병률은 16% 낮았으며 심장병 발병률은 9% 

낮았고 심장병으로 인한 사망률과 다른 질병으로 인한 

사망률도 각각 30%와 14%씩 낮은 것으로 나타났다고 

합니다. 하지만 냉소적이고 적개적인 사람들은 암 발병률이 

23% 더 높았고 사망률 또한 16% 더 높았습니다. 긍정적인 

사람들은 더 높은 수입과 교육수준, 생활 습관을 가지고 있는 

반면 당뇨병, 고혈압, 우울증과 같은 질병에 걸릴 확률은 더 

낮은 것으로 나타났다고 합니다. 긍정적인 마음가짐은 신체의 

건강뿐만 아니라 사회적, 경제적 성공에까지 영향을 끼치는 

마스터키와 같습니다. 긍정적인 마음으로 세상을 바라보면 우리의 

삶도 풍성함으로 가득 찰 것입니다.‘이 또한 지나가리라’는 

글귀는 솔로몬왕의 지혜와 관련된 이야기인데 어느 날 다윗 

왕은 궁중 세공인에게 이런 명령을 내렸습니다.“나를 위한 

아름다운 반지를 하나 만들도록 해라. 반지에는 내가 큰 

승리를 거두어 기쁨을 억제하지 못할 때, 그것을 차분하게 

다스릴 수 있는 글귀가 새겨져야 한다. 또한 내가 큰 

절망에 빠졌을 때는 용기를 줄 수 있는 내용이어야 

한다.”어느 상황 속에서도 스스로의 마음을 다스릴 수 

있는 글귀가 새겨진 반지 하나를 만들 것을 명령한 

것입니다. 여러 날 고민한 끝에 지혜로운 솔로몬 왕자를 

찾아가서 부탁을 하게 됩니다.“이 글귀를 반지에 

넣으시오. ‘이것 또한 지나가리라’ (Soon it shall also come to pass) 

是亦過矣[시역과의]승리에 도취한 순간에도 이 글을 보게 

되면 왕께서는 자만심을 가라앉히실 수 있을 것입니다. 

또한 절망 중에도 이 글을 본다면 왕께서는 큰 용기를 

얻게 될 것입니다.”  

재일동포 여러분! 코로나 19 로 전 세계가 다양한 어려움에 

직면해 있지만 긍정의 힘으로 정신을 재무장하고 

솔로몬의 지혜와 같이 ‘이 또한 지나가리라’ 라는 

생각으로 힘들고 어려움 속에서도 스스로 마음을 다스릴 

수 있는 큰 용기를 얻으시길 바랍니다 

재일동포 여러분! 행복한 한 달 보내시기 바랍니다. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

肯定の力・これもまた過ぎ去る 
 

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！ 

立冬(11月7日(日))も過ぎ、故国の韓国ではキムジャンを漬け

など冬の準備する時期ですが、皆様はいかがでしょうか。冬の

タイヤ交換など冬の寒さ対策や季節の変わり目の健康管理に

はどうかお気をつけてください。 

今号は肯定の力とソロモン王の「これもまた過ぎ去る」という

テーマでお話ししたいと思います。 

肯定的な力と関連して、心理的要素が身体的健康に影響を及

ぼすという証拠は長い間示されてきましたが、アメリカ心臓学

会発行の‘Circulation'誌に掲載された研究によると、心臓血

管疾患や癌にかかっていない健康な50～79歳の間の97,253人

を対象に8年以上追跡研究を行いました。実験の結果、肯定的な

人の心臓麻痺発病率は16%低く、心臓病発病率も9%低く、心臓病

による死亡率や他の疾患による死亡率もそれぞれ30％、14％低

かったそうです。 

 しかし、冷笑的で敵対的な人々の間では、がんの発病率が23%

高く、死亡率も16%高かったのです。 肯定的な人は高い収入と

教育水準、生活習慣を持っているが糖尿病、高血圧、うつ病の

ような疾病にかかる確率はより低いことが分かったのです。 

ポジティブな心構えは、身体の健康だけでなく社会的、経済的

成功にまで影響を及ぼすマスターキーと言えるでしょう。  

ポジティブな気持ちで世界を眺めてみると、私たちの生活も豊

かさに満ちるでしょう。「これもまた過ぎ去る」という言葉は、

次のようなソロモン王の知恵に関したお話です。 

ある日、ダビデ王は宮廷細工人にこのような命令を下しまし

た。 

“私のために美しい指輪を一つ作りなさい。指輪には、私が大

きな勝利を収めその喜びを抑えきれない時、それを落ち着いて

コントロールできる文章を彫り付けなければならない。また、

私が絶望に陥った時には勇気を与えることができる内容でな

ければならない。” 

どんな状況の中でも自ら心をコントロールすることができる

文章が刻まれた指輪を一つ作るよう命じたのです。細工人は何

日も悩んだ末、賢いソロモン王子を訪ねてお願いすることにな

りました。するとソロモン王子は“この文章を指輪に入れなさ

い。‘これもまた過ぎ去る’（Soon it shall also come to pass）

(是亦過矣)勝利に酔った瞬間にもこの文章を読んで王はうぬぼ

れを鎮めることができるでしょう。また、絶望の中でもこの語

句を読んだら王は勇気を得ることになるでしょう。”と。 

在日同胞の皆様! コロナウイルスの影響により全世界が様々

な困難に直面しておりますが肯定的な力で再武装し(奮い立

ち)、ソロモンの知恵のように‘これもまた過ぎ去る’と思い大

変で困難な状況でも心のコントロールが出来る大きな勇気が

与えられることを祈ります。 

それでは皆様、次回まで幸せにお過ごしください。 
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仙台韓国教育院便り 

韓国や韓国文化をより親しんでもらいたく仙台市小学校を対象とした韓国文化体験教室を行いました。聖ドミニコ学園小学校・太白小学校・Horizon

学園小学校にて行われた本行事では k-pop ダンスや韓国の伝承遊び(ユンノリ、チェギチャギ、トゥホ・コンギノリ)を楽しむ学生たちの姿が見ら

れました。 


