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民団宮城県地方本部は第 65 回定期地方委員会開催を関係者

の安全・安心の為昨年と同様書面決議に変更しました。この

変更は宮城県の 5 月 5 日までの緊急事態宣言と蔓延防止等重

点措置により新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため三機

関長会議で決められた。4/22（木）迄書面決議書の返信を地

方委員の方から頂き、その結果、4 月 23 日午後 4 時三機関

長・副団長会議が開催され、書面決議による地方委員会提案

事項が承認されたことを確認した。地方委員数 54 名中、欠

員 2名、在籍 52名、書面決議 52名で（回答率 100％）2020 

 

 

2021 年 4 月 9 日駐仙台総領

事館の領事として赴任されま

した趙 允彗領事と李昌勲副

総領事が来団し三機関長と懇

談の場をもちました。コロナ

禍でホテルでの二週間の隔離

を終えてからの勤務に「隔離

中ホテルでは宮城の美味しい

お米の        を沢山頂き堪能し

ました」との食の話題から海外勤務でのエピソ－ドなど気さ

くにお話しいただきました。大阪総領事館にも勤務された経

験もあり日本語もとても流暢でいらっしゃる領事は「東北の

皆様とお会いできなくて残念ですが、今後とも仙台総領事館

勤務で尽力してまいりますのでどうぞ宜しくお願いします」

とご挨拶があり今後のご活躍の期待も込めながら和やかな時

間を共有しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度活動報告（賛成 45/委任

7）・決算報告（賛成 45/委

任 7）・2021 年度活動方針

案（賛成 39/反対 4/委任

9）・予算案（賛成 39/反対

3/委任 9/不明 1）がすべて

可決された。会議は第 65 回

定期地方委員会書面決議の内容確認と質問に対する回答の

準備・5月以降の会議などの話し合いが行われた。 

 

 

4 月 6 日（火）14 時から第

55 回定期中央大会生中継が

韓国会館 4 階で行われた。

民団宮城からは金 政郁団

長・田 炳樽監察委員長・成 

英吉仙南支部団長・呉 炳泰

顧問・姜 恵美子事務局長 5  

名が参観し関心をよせた。 

 

 

仙台市では、特別養護老人ホームにいる人から接種を始め

ます。2021 年 3 月 31 日水曜日に 65 歳以上の人に接種券を 

送りました。ワクチンを受けるには接種券が必要です。接

種券をなくさないでください。いつ接種できるかはお知ら

せします。 

 

民団宮城文化センター 

自主勉強応援コーナー開設 

  

第 65回定期地方委員会書面決議報告 

≪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 

駐仙台大韓民国総領事館 趙 允彗領事仙台赴任 

右から李昌勲副総領事・趙 允彗領事 

              主要経歴 
2000. 8.外交通常部 入部         2001. 2. 儀典 2 担当官室 

2005. 6. 駐トロント総領事館 副領事 

2011. 7. 駐オマン大使館 二等書記    2015. 2. 人事企画官室 事務官 

2016. 8. 駐大阪総領事館 領事      2019. 9. 旅券課 企画総括チーム長 

第 55回定期中央大会生中継傍聴 

2021年 4月 団長の動き 

4月 3日 ハングル学校リモート開校式 参席 

4月 6日 第 55回民団中央大会三機関長選挙映像放映参席 

4月 9日 駐仙台大韓民国総領事館 趙 允彗新任領事来団 

4月 23日 三機関長・副団長会議 参席 

4月 26日 宮城韓国商工会理事会 参席 

仙台市新型コロナウイルスワクチン接種案内 

民団宮城保険センターです。保険のことならお任せ下さい！ 

保険の切り替えの時期には是非ご相談・お見積りをお願い致します。 

お電話：022-223—6671 fax：022-222-4707 

4/23（金）三機関長・副団長会議 

mailto:mindan@themis.ocn.ne.jp


 

 

2021年 4月 3日 10時半、コロナ禍の中、宮城県緊急事態宣言

とまん延防止等重点措置が 5 日から開始される中、感染対策

として 10 時半からリモートで行われた開校式には 19 名のオ

リニ・関係者が参加、2020 年に続いてリモートでのハングル

学校がスタートした。金 政郁校長/団長より「これから一年間

韓国語・韓国文化を楽しんで勉強していただく事を期待して

います。高 承天院長先生や各先生も皆さんと一緒に勉強する

ことをとても楽しみにしています。みんな頑張ってね」と笑顔

での温かい言葉で挨拶した。高 承天仙台韓国教育院長は

「2020 年度のイベント以来久しぶりにお会いできてとてもう

れしいです。オリニの皆さん、今年も韓国語や韓国文化を学び

ながら幸せな時間を過ぎしてください。また 10・23（土）弁

論大会が開催される予定です。皆さんも是非挑戦して下さい」

と挨拶した。李 善姫文教副部長は先生の紹介やクラス発表を

しながら多くのオリニ達の参加をお願いした。姜事務局長よ

り謎解きゲームと○☓ゲ－ムが始まり参加したオリニ・父母

の方は笑顔で楽しみました。1年間の出発となる開校式ではオ

リニと父母がふれあう温かい時間と笑顔が絶えない開校式と

なった。 

 

 

期間：2021.8.13（金）～9.4（土）予定 

対象：在日同胞（満 20歳以上の成人）100人前後 

締め切り：2021.5.21（金）  参加費：無料 

お問い合わせ：在外同胞財団教育事業部 コ・ジュヨン代理 

メール：koreancamp@okf.or.kr ℡ +82-64—786-0264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5月中 仙南支部第 48回定期総会開催予定        

5/13 (木)宮城韓国商工会第 69回定期総会  韓国会館 6階 17：00 

5/15 (土)婦人会第 30回定期地方委員会   韓国会館 6階 11：00 

5/16 (日)仙北支部第 57回定期総会        支部会館 11：00 

5/22 (土)塩釜支部第 69回定期総会        支部会館 11：00 

5/22 (土)第 1回三機関長任員合同執行委員会 韓国会館 6階 13：00 

 

 
4/3 (土)ハングル学校みやぎ開校式＆授業     リモート 10：30 

4/6 (火)第 55回中央大会生中継傍聴       韓国会館 4階 4名 

4/17 (土)青年会第 43回臨時地方大会      リモート 18：00 

4/20 (火)東北地協事務局長会議         リモート 10：00 

4/23 (金)三機関長・副団長会議          韓国会館 4階 16：00 

4/26 (月)民団宮城文化センター韓国語講師会   リモート 18：00 

 

 

 

 

 
 

（公財）仙台観光国際協会（SenTIA）多文化共生情報誌

2021.Vol2 にハングル学校みやぎの情報と案内などが掲載

されました。（2021年 1月 14日リモートにて取材） 

 

 

婦人会役員会のご案内 

日 時：5/8 (土)10：30～  場 所：韓国会館 6階 

婦人会第 30 回定期地方委員会のご案内 

日 時：5/15 (土)11：00～  場 所：韓国会館 6階 

 

2021年婦人会全国大研修会のご案内 

日 時：6/29（火）～30日（水）    

1泊 2日 

場 所：秋保温泉 緑水亭  

℡ 022-397-3333 

※交通手段のない方はご相談

ください ℡ 022-263-6961 

 

 

 

アンニョンハシムニカ！ 

青年会の池智子です。青年会は

4/17 に一足先にリモートで臨時

地方大会を開催し、無事に終える

ことが出来ました。大会を終える

までに金副団長や局長と何度か

打ち合わせをするなど、色んな方々に支えて頂き本当に感

謝しています。昨年度はほとんど活動が出来なかったので

すが、今年度は民団と合同で行事を行ったりオリニ事業に

も積極的に参加していきたいと思っています。コロナの感

染状況もみながら臨機応変に対応していきます。今年度も

青年会を宜しくお願い致します✿ 

 

2021 オリニハングル学校宮城リモート開校式開催 

 

授業日程：2021.4.17（土）午後～2022.3月土曜日または 

日曜日（年間 25～30回予定） 

時間帯：①10時～②11時～③14時～④15時～⑤19時～ 

参加費：無料    ●お問い合わせ：022-263-6961 

対 象：韓国にﾙｰﾂのある小学 1年生～高校生までのオリニ 

その他：コロナ収束後、月 1回の親子交流会検討中 

電  話：022-263-6961  fax：022-222-4707 

オリニハングル学校宮城 SENDAI Lifestyle 雑誌掲載 

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

 

団費納入にご協力お願い致します 

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）   

口座番号 あすか信用組合仙台支店 普通 011318 ◎口座振替も可能 

口座名義 民団 宮城県地方本部（ﾐﾝﾀﾞﾝ ﾐﾔｷﾞﾐﾔｷﾞｹﾝﾁﾎｳﾎﾝﾌﾞ）  

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：22,000 円（税込み） 

 

アシアナ航空仙台～ソウル 5 月運休案内 
運休:5/1から 5/31  仙台～ソウル便（変更の可能性あり） 

5月の民団行事予定 

4月の民団行事報告  

青年会第 43 回臨時地方大会リモート開催 
青年会にご興味のある方随時募集中！miyagi.seinenkai@gmail.com 

(継続受付：韓国語を学びたい子供達は連絡をお願い致します) 

★ 婦人会たより★ （嚴 由美 婦人会長） 

オンライン韓国語集中研修参加者募集 

mailto:koreancamp@okf.or.kr
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKwjLxpZXcQ0AdQKU3uV7/SIG=121u2dt46/EXP=1469585483/**https:/t14.pimg.jp/006/304/254/1/6304254.jpg


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

○相談日時と場所 

日  時：毎週月曜日 13時-17時 

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 1人 1回 30分程度迄無料 

○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 

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 

 2021年 5月相談日★10(月)・17(月)・24 (月) 31 (月)  

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 

作成者：民団宮城文化センター韓国語リモート講座 

登録番号№3 及川 奈穂様（研究クラス） 

★ 民団宮城文化センター自主勉強コーナー ★  
コロナ禍の中、民団宮城文化センターで韓国語を勉強する皆様に対し御礼申し上げます。このコーナー以外の他は民団宮城ホーム

ページ受講生コーナーでご覧いただけますのでよろしくお願いします。（民団宮城ホームページ https://mindan.org/miyagi/ ） 



   

 
 

정형외과 입원을 통해 깨달은 일상의 소중함 

 
 

센다이한국교육원장 고 승 천 

재일동포 여러분! 안녕하십니까? 

지구 온난화의 영향으로 100 년 만에 벚꽃이 빨리 개화하고 불과 

1 주일 만에 화려한 벚꽃은 모두 지고, 센다이 조젠지 도리에는 

느티나무가 히로세도리에는 은행나무가 고목에서 연초록의 

어린잎을 싹 티우기 시작하는 자연의 신비로움을 느낄 수 있는 

계절입니다.1 월 중순 경에 스키장에서 뜻하지 않는 

‘전방십자인대 파열’이라는 진단을 받고 정형외과 병원에 

입원하여 2 주간의 생활하면서 깨달은 일상의 소중함에 대한 

이야기를 전해드리고자 합니다. 

첫째는 물의 소중함입니다. 병원에 수술하기 전날 입원하니 

침대 앞에 리본에 ‘절식0시’, ‘절음0시’표시를 보면서 마지막으로 

마시던 물의 소중함이란, 병원에서는 신진대사를 위해서 인지 

1.5 리터의 물을 마실 것을 권장하여 늘 물을 마시며 소중함에 

대하여 다시 깨닫게 되었습니다. 

둘째는 음식의 소중함입니다. ‘절식 21 시’ 수술 전날에 

입원하여 수술하는 오후까지 음식을 먹지 못하다가 지인이 

전해준 모찌 과자로 허기를 채웠지만 그 맛은 이 세상 어느 

음식보다도 맛있고 소중하게 여겨졌습니다. 입원해 있는 2 주간 

정해진 시간에 식사가 제공되었는데 일본 가정식 식단으로 

정성이 담긴 음식으로 건강에 도움을 받았습니다. 퇴원하여 한 

동안은 이동도 불편하다보니 음식을 해서 먹는 것도 매식을 

하는 것도 어려워 병원 식사가 그리웠던 때도 있었습니다. 

셋째 가장 기분 좋았던 시간은 샤워 시간 이었습니다. 수술 후 

첫째 날 밤은 잠을 한잠도 자지 못하고 비몽사몽간에 땀을 

흘리며 생활했는지 2 일째 아침에 간호사 도움으로 옷을 

갈아입고 젖은 수건으로 몸을 훔칠 때의 개운함이란, 수술 후 

4 일 째 이동은 불편했지만 혼자 샤워를 하고 나서의 기분은 

날아갈 것 같은 기분이었습니다. 평소에는 느끼지 못했던 일상의 

소중함을 다시 생각하게 하는 시간이었습니다.  

넷째 의료기관의 고마움을 새롭게 깨닫게 되었습니다. 20 개 

병상을 입원실로 갖추고 있는 작은 병원이었지만 2017 년 기준 

전국 18 위, 미야기현 1 위의 수술 건수를 자랑하는 베테랑 전문 

의료진과 정성으로 돌보는 간호사들, 재활치료를 담당하는 

분들의 덕택으로 재활치료를 잘 받아서 하반기에는 스포츠에도 

재도전 해 보고자 합니다. 2 주간의 입원으로 병원비가 많이 

나올까 걱정을 하였지만 ‘한도액적용 표준부담액감액인증서’를 

발급받아서 비교적 저렴한 비용으로 수술을 받을 수 있었습니다. 

다섯째 인연의 소중한 마음을 확인하는 기회가 되었습니다. 

4 박을 함께 지낸 병실의 환자 4 명이 라인으로 연결하고 

퇴원기념 파티를 열기로 하였습니다. 모두 같은 증상으로 고통을 

함께 나눈 전우애라고 할까? 코로나 19 때문에 병문안은 전면 

금지였지만 카톡이나 라인으로 전화로 안부를 걱정하시는 많은 

지인 분들의 염려 덕택에 무사히 퇴원할 수 있었습니다. 걱정해 

주신 모든 분들께 감사드립니다. 

이제 5 월은 골든위크로 시작하겠지요? 긴급사태와 만연방지 

조치 중이지만 가족들과 의미있는 연휴 보내시기 바랍니다. 

동포 여러분! 행복한 한 달 되시기 바랍니다. 

 

 

 
 

宮城韓商 2021年度第 1回理事会 

4 月 26 日午後 4 時から韓国会館 6 階大ホールにて 2021 年度第 1 回

理事会が開催され、延山剛会長含め 8名の理事が参席されました。

宮城韓商第 69 期定期総会が主な議題として 2020 年度決算書及び

2021年度の予算案が審議・承認されました。新型コロナの感染拡大

により例年通りの活動の実施は難しい状況ではありますが、感染防

止対策を取り定期総会や例年の事業を開催していくことを改めて

確認しました。 

 
 

整形外科入院を通じて悟った日常の大切さ 
 

 
 

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? 

地球温暖化の影響で 100年ぶりに早く開花した桜でしたがわずか 1

週間で華やかな姿は去り、仙台の定禅寺通にはケヤキ、広瀬通には

銀杏の木が古木から薄緑の若葉を芽吹き始める自然の神秘を感じ

る季節です。 

1 月中旬頃にスキー場での思わぬ出来事で、‘前方十字靭帯破裂’

と診断され整形外科病院に入院し、2 週間の生活から悟った日常の

大切さについてお伝えしたいと思います。 

一つ目は水の大切さです。 病院に手術する前日入院したらベッ

ドの前にあった‘絶食 0 時’、‘絶飲 0 時’のリボンの表示を見て

から最後に飲んだ水の大切さというのは、病院では新陳代謝のため

か1.5リットルの水を飲むことを勧められそれを飲みながら水の大

切さについて改めて気づかされました。 

二つ目は食べ物の大切さです。 手術の前日の‘絶食 21 時'から

手術日の午後まで食事ができなかったが(午後の手術は病院の夕食

無し)、知人からいただいたモチ菓子で空腹をしのげました。その

時の味はこの世のどの食べ物よりもおいしくて大切に思われまし

た。 入院している 2 週間、決められた時間に提供され日本の家庭

食で心のこもった食事は健康に役立ちました。 退院後しばらくは

移動も不自由で、毎回料理を作って食べることも難しく病院の食事

が恋しかったときもありました。 

三つ目、入院中の一番気持ち良かった時間はシャワーの時間でし

た。 手術したその晩は一寸も眠れず夢うつつに汗をかきましたが

翌日の朝には看護師の助けで着替え、ぬれたタオルで体を拭う時の

すっきり感というのは、手術後の四日目、移動は不便でしたが、ひ

とりでシャワーを浴びることが出来、その気分は飛べそうな気持で

した。 普段は感じられなかった日常の大切さを改めて思わせる時

間でした。 

 四つ目は、医療機関のありがたさを新たに悟ることができまし

た。 入院室に 20 個の病床を持った小さな病院でしたが 2017 年基

準で全国 18 位、宮城県 1 位の手術件数を誇るベテラン専門医療陣

と真心で世話をする看護師達、リハビリ治療を担当する方々のお陰

ですべてが順調だったと思います。これからのリハビリ治療もしっ

かり受けて下半期にはスポーツにも再挑戦したいと思います。 2週

間の入院で病院費が高くなるのではないかと心配しましたが、‘限

度額適用標準負担額減額認証書’の発行により比較的低廉な費用で

手術を受けることができました。 

五つ目、絆の大切さを確認する機会になりました。 最初の 4 泊

の病室の患者さん 4人とラインを交換し、退院記念パーティーを開

くことにしました。 みんな同じ症状で苦痛を分かち合った戦友愛

(仲間)というでしょうか。そしてコロナ 19 のため面会は全面禁止

でしたがカカオトークやライン、電話で安否など多くの知人の方々

の心配のおかげで無事に退院することができました。 心配してく

ださったすべての方々に感謝いたします。 

5 月はゴールデンウィークから始まるでしょう！ 緊急事態や蔓延

防止措置中ですが、ご家族と有意義な連休をお過ごしください。 

同胞の皆様! 5月も幸せな日常でありますように。 
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