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日 時：2019年 10月 19日（土） 

受 付：9時 30分 開始：10時～ 

場 所：秋保森林スポーツ体育館 

住 所：仙台市太白区秋保町湯元字青木 33-1  

準備物：動き易い靴・服装 

会 費：1000円（高校生以上）申請と同時にお支払い 

※詳細は 9月新聞同封予定の申込書をご覧ください。 

※お問い合わせ：民団宮城事務局 022-263-6961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：10月 13日（日）9：00～17：00  ★見学可能★ 

会  場：常盤木学園高等学校  参加選手：約 200人 

◆多くの方のご参席とご協賛をお願い申し上げます◆ 

銀行：七十七銀行八本松支店   普通 5233879  

名義：仙台市ﾃｺﾝﾄﾞｰ協会 理事長 相原儀雅(ｱｲﾊﾗﾖｼﾏｻ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
民団宮城県地方本部と宮城県日韓親善

協会共催の第 2 回日韓親善フェスティ

バルを、昨年に続き地域の皆様に対し

韓国の食や歴史・文化を広く知っても

らうために開催することとなりまし

た。多くの方のご参加とご協賛をお願

い申し上げます。 

日時：9/28（土）～29（日） 

午前 11 時～午後 4 時まで 

場所：サンモール一番町商店街 

(韓国民団・婦人会・仙台韓国総領事館 

ブースが出店予定です。） 

是非遊びにいらしてください。 

2019年度「第 2回日韓親善フェスティバル」ご協賛のお願い 
法 人：お願い協賛金額 1 口：10,000 円也 （何口でも大歓迎）  

個 人：お願い協賛金額 1 口：1,000 円也  （何口でも大歓迎） 

振込先：七十七銀行本店 普通預金 NO. 0128481 

宮城県日韓親善協会 代表 今野 薫 
 

 
 

多文化共生、国際交流や国際協力等の活

動をしている団体が仙台国際センターに

集合します。様々な国の文化や習慣、雰

囲気を味わえる年に一度のお祭りです。 

◆日時：9/23(月・祝）10:00～16:00  

◆会場：仙台国際ｾﾝﾀｰ展示棟（仙台市 

青葉区青葉山） 

◆民団・婦人会ブースが出店予定です。 

◆是非遊びにいらしてください 

 
 
 

 

○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！ 

 

東北初上映民団宮城主催映画 

「かけはし」無料上映会のご案内 
 

東北初上映のﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画「かけはし」は韓

国人留学生として留学していたスヒョンさん

をテーマに制作された 2 部構成による作品で

す。ぜひ韓日の架け橋となるこの機会に多く

の方のご参席をお願い申し上げます。 

日 時：9/14（土）10：30～12：05（95分）   

場 所：韓国会館 6階  

申 込：先着順 

お問い合わせ：電話 022-263-6961 Fax 022-222-4707 

民団宮城参加 せんだい地球フェスタ 2019 

2019年度第 2回日韓親善フェスティバル開催 

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」 
 

 
 

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 
9月相談日★2(月)・9(月)・17(火) 24(火) 31(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 

 

【2019運動会・10月マダン開催のご案内】 

【駐仙台大韓民国総領事杯】  

第 14回杜の都仙台ｵｰﾌﾟﾝﾃｺﾝﾄﾞ選手権大会開催 

8 月相談を受ける金 政郁団長 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 2019 第 1 回東北地協オリニ林間学校 in 秋田田沢湖（宮城・青森・岩手・秋田・山形・福島オリニ） 

 
2019林間学校日程（参加者総勢約 70名・オリニ 35名：民団宮城オリニ 

20名・民団宮城引率 4 名/青森 5名/秋田 5名/岩手 1名

/山形 3名/福島 1名/関係者 35名） 
7月 29 日 開校式・カヌ体験・野外炊飯 

7月 30 日 トレッキング・ラフティング（ゴムボート川下り） 

バーベキュー・花火大会＆キャンプファイヤー 

7月 31 日 韓国工芸教室・閉校式   

 

★ 2019年度民団宮城のオリニ・次世代特集①★ 

第一回東北地協オリニ林間学校東北 6 県のオリニとの集合写真 



 

 

 

 
東北地方協議会主催秋田民団主管の第 1回林間学校ＩＮ田沢湖を秋

田県田沢湖キャンプ場で開催された。東北全体で次世代育成を真剣

に考える中で東北という地域を生かしながら自然体験が満喫でき

る秋田民団が手を挙げた。オリニ 35名（青森５名秋田５名岩手１名

山形３名福島１名宮城 20 名）と民団事務局長他民団関係者含め 35

名約 70名が集った。 

開校式で金 政郁東北地方協議会長は「東北全体で次世代

育成事業を進める第１回目記念の林間学校にご参加とご

賛助や励ましを賜りありがとうございます。入念な準備

を下さった秋田民団に感謝をします。2 泊 3 日けがをし

ないように東北のお友達を沢山作っておもいっきり楽し

んで下さい」と挨拶。 

金 光植駐仙台大韓民国総領事館領事は「東北 6 県から

の韓国にル－ツのあるオリニの皆さんが集まりました。 

韓国と日本の架け橋となるように韓国の文化を学びそ

して自然に恵まれた田沢湖で沢山の素晴らしい思い出

を作って下さい」と祝辞があった。 

初日はカヌ－体験、野外炊飯（カレ-作り）二日目トレッキング/ラ

フティングゴムボ－ト川下り、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、花火大会、三日目は韓国

工芸教室（李 元烈仙台韓国教育院長によるタル作り）を体験し 3日

間、秋田の雄大な自然の中で東北の友情を紡ぐﾌﾟﾘｸﾞﾗﾑとなった。 
 

最後の閉校式で夫婦と孫で 3 日間参加した車 壽鎔山形

常任顧問は「東北の小学１年生から中/高/大学生まで縦

と横の関係を厚くできた素晴らしい林間学校に参加で

きて本当に良かった」と絶賛していた。 

趙 重憲青森団長は「東北の友情を繋ぐ初めての林間学

校であったが継続できることを期待する。来年はどこの

県でできるかわからないがオリニの次世代育成のため

に東北で力を合わせていきましょう。無事故で帰途に就

くまでが林間学校です。お気をつけてお戻りください」

と励ましがあった。 

初めて参加した青森民団の李 貴雄君（高１年）は「なかなか他県の

方と交流する機会が無かったのでいい経験ができたと思います。韓

国人の同級生たちとふれあったことは他のどこでも得られないす

ばらしいものだと実感することができました」と話した。 

山形民団の延川 裕真君（小 5年）は「仲間と協力する楽しさと自然

の中で活動する楽しさを学びました」と感想があった。民団で育っ

た中/高/大学生も多く参加し低学年オリニの面倒をみる縦の繋が

りが今回の行事を支えてくれた。東北のオリニの絆を固め真剣にそ

の環境づくりを東北全体で今後も考えるきっかけとなった第一回

目の東北地方協議会主催オリニ林間学校は大成功裡に終えた。 
 

呉 俊煥事務局長は「東北 6 県が集まる林間学校は初め

てというのに、秋田がその主管という大役を務めさせて

いただきました。本当に無事に終わることができてホッ

としております。準備の段階から各地方の事務局長から

の貴重なアドバイスとご協力大変ありがとうございま

した。そのアドバイスや協力無くして、このようなイベントが成功

することはなかったでしょう。重ねてお礼申し上げます。今回は秋

田民団のメンバーも初めての体験で、いろいろご不便をおかけした

点もあったと思います。が、生活部長の李 亘、文教部長の呉 一浩、

副局長の崔 仁、そして私の 4名は、お迎えする各県の子供たちに大

きな笑顔持ち帰ってもらいたいがゆえに、自分達の本業をなげうっ

てでも、このオリニ林間学校の準備や 2泊 3日中に八面六臂の活躍

をしたと自負しております。ですので、多少の抜けや漏れはお許し

くだされば幸いです。今後への課題や方向性を探っていくには、今

回の 6県合同のオリニ林間学校はちょうどよいたたき台になったの

ではないでしょうか。今後に繋がっていくといいですね」と感想を

延べ次回に繋がる第一歩となった。 
 

下記ご賛助を賜りました。紙面を通じて心より感謝を申し上げます。           
趙 重憲青森団長（フルーツ盛り合わせ） 
李 根茁中央副団長様（金一封） 呉 尚俊秋田民団団長様（アイスクリ－ム） 

金 政郁宮城団長様（お菓子セット）  張 恩敬宮城生活副部長様（金一封） 

李 純午様（アイスクリ－ム/ジュ－ス）李 昌根支部団長様（お菓子） 

 
 

 

日 時：9月 14日(土)・21日(土) 時 間：午後 6時～7時 

韓国にルーツがあるオリニであれば、国籍は不問。参加可能年齢

は、幼児、小学生、中学生。初心者歓迎。参加費無料です。 

お知り合いで、対象オリニがいる場合は、是非ともお誘い合わせ

の上ご参加ください。 

 
 

  

 

７月 28日に三重県桑名市で開催された、第 13回民団中央団長杯

ｵﾘﾆﾌｯﾄｻﾙ全国大会に、宮城のオリニ 4人が出場しました。全国か

ら小学生の部 15チームと、今年は中学生の部 2チームも参加し、

あわせて 17 チーム約 200 人が熱戦を繰り広げました。ホランイ

宮城の本大会出場は、2013 年大会からの 7 年連続 7 回目の出場

となります。今回は少ない人数での試合でしたが他チームからの

助っ人 2名が参加し、一致団結で大会に臨んだ結果は 1勝 1敗 1

引き分けと大健闘。暑さに負けず全力で一生懸命走り戦い抜いた

4人の選手達は達成感とまた来年も挑んでいくことを誓ってくれ

ました。選手の皆さん! お疲れ様でした。一緒に引率として参加

した李 江鉉さん、ありがとうございました。（記：孫 龍雨） 

 

2019 年７月 28 日の子供フットサル全国大会に参加

し、すべてのチームの若い選手たちに、まず拍手を送

りたい。蒸し暑い天気の中でも皆がたくましく活発に

動き回り毎試合でベストを尽くしていた。特に、我々

のホランイチーム、若い選手たちは、交代もできない

不足している人数にもかかわらず準備された試合を

全て戦い切った。 

成績は 1勝 1分け 1敗で終えた。遊び心いっぱいの小学生の顔を

しながらも、いざ試合のホイッスルが鳴ったら誰よりも真剣にボ

ールを蹴って走る子供たちの純粋な熱情を見ながら、自分自身を

ふり返るようになった。数ヶ月前、メンサの会員間の定期会議中

に「人間の生活の中で最も重要なことは、何だろうか」という問

に意見を集めた結果、「究極の最も重要なことは、自分が現在、今

この瞬間に考えていることやしていることである」ということを

聞いた。現在ということの時間のポイントは、自分が息づいてい

るその瞬間、瞬間であり、このようなすべての瞬間が最も重要で

ある、私たちは現在を忠実に生きていかなければならないのでは

ないかと思う。このような観点から見れば、子供たちがどれだけ

自分に忠実に生きているのか驚かざるを得ない。 

子供たちの純粋な姿を見ると、過去にとらわれない、未知の未来

を真剣に心配することもない。ひたすら自分が今興味のあること

に集中して完全にその瞬間を楽しむ。 

このような姿がまさに、人生において最も重要なものをしっかり

と知って生きていく純粋な態度ではないかと思う。人間はすでに

正しい生活の姿勢を持って生まれるが、だんだん大人が作った教

育と社会システムにより子供の頃のその純粋な熱情を失ってし

まっているのではないだろうか...？ 

ボールだけ投げてあげれば誰とするかどうか、その場所がどこか

に関係なく、楽しく一丸となってボールを蹴る若い選手たち、私

たちのホランイチームの純粋な熱情を応援する。 

호랑이! 호랑이! 파이팅!! 

2019 年第 1 回東北地協オリニ林間学校 in 秋田 

田沢湖（東北の子供達が秋田に集合しました） 

 

★ 2019年度民団宮城のオリニ・次世代特集②★ 

第 13 回民団中央団長杯オリニフットサル 

全国大会「ホランイ宮城」出場 

 

李 江鉉氏 

李 新君の

(小 2)父 

9 月のオリニサッカー教室(ホランイ)のご案内 

趙 重憲 

青森団長 

車 壽鎔 

山形常任顧問 

呉俊煥 

事務局長 

金 政郁 東北 

地方協議会長 

金 光植駐仙

台大韓民国総

領事館領事 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 ≪2019 民団宮城ハングル学校オリニ花峰初等学校訪問≫ 

 

 

★ 2019年度民団宮城のオリニ・次世代特集③★ 

2019 花峰初等学校訪問日程（参加者：オリニ 12 名・引率 4 名） 
8 月 7 日  歓迎式・業務協約調印式・歓迎公演・ホームステイ 

8 月 8 日  NEW スポーツ・料理・伝統工芸体験、ロッテワールド、ホームステイ 

8 月 9 日  歓送会・宮城県ソウル事務所訪問 

8 月 10 日 帰国 

 

学生国際交流協約書調印 式(写真左)金 鍾求校長/金 政郁団長/李 元烈教育院長(写真右) 

 

インチョン国際空港到着での集合写真 

宮城県韓国ソウル事務所訪問（写真左 高橋所長） 



 

 

 

 
 

2015 年に始まった花峰初等学校との交流にこれま

でハングル学校の教師として関わってきましたが、

引率者として花峰初等学校を訪問に参加したのは今

回が初めてでした。 

花峰の先生たちは、今回の訪問学生たちが元気よく

ホームステイの子たちとすぐ仲良くなった事、また

韓国語が出来る子が多い事に驚かされていました。 

今回参加した子どもの多くは幼稚園の時からハングル学校に通っ

ています。こういう流れで韓国語のアウットプットが出来、これま

での勉強が何かと実を結んでいるようで教師としてはやり甲斐を

感じました。花峰初等学校の皆様は、在外同胞である私たちを本当

に暖かく迎え入れて頂き、沢山の思い出とお土産をプレゼントして

くれました。参加した子どもたちには、この交流の記憶が自分たち

のルーツを誇りに思う機会となり、将来をより豊かなものにしてく

れるでしょう。 

この事業を持続させてくださった民団と花峰の関係者の方々に改

めて感謝の言葉を申し上げたいです。ありがとうございます。 

 

 
4年前から 2回目の花峰訪問でした。 

参加した半分のオリニが 4年生以下ということで、

コントロールが難しい場面もありましたが、とにか

く元気いっぱいでいつもみんなが笑っているのが

印象的でした。 

所々で子供達が韓国語を使っているところも見る

ことができ、仙台では見ることのない姿に子供達の吸収力を実感し

ました。たくさんのプログラムと細かいスケジュールで花峰での１

日はあっという間に過ぎました。 

夏休み中にも関わらず受け入れて頂いた花峰初等学校の先生方、関

係者の皆さんに感謝します。 

一度きりの出会いとならないよう、交流を持ち続けていきたいと思

います。こういった事業がこれからも続いていくように願っていま

す。素敵な機会をありがとうございました。 

 
 

今回、わたしは初めてのホームステイでした。花峰

小学校では、日本ではない教育も多く、そのような

環境で学べている子どもたちが少し羨ましくも感

じました。ホームステイ先では、小学 1年生の二人

と小学生に戻った気分で過ごすことができました。

また、日常生活での食事や文化など、母国研修では

味わえない体験もすることができて、本当に貴重な

経験だったと思います。今、韓日関係が良いと言える状況ではあり

ませんが、だからこそこの交流は継続していくべきだと感じまし

た。本当にありがとうございました。 

 
 

今回は、２度目の訪問だったのですが、改めて花峰小

学校は進んでいるなと思いました。そして、前回ホー

ムステイに来てくれた子とも再会してとても感動し

ました。ホームステイ先では、言葉は通じなかったけ

ど、心は通じたのでとても楽しく過ごし別れるのが

とても悲しかったです。またこのような行事が行わ

れて、参加した人たちが日韓の架け橋になることを臨みます。本当

にありがとうございました。 

 
 

今回、私は 3 度目のホームステイをしました。韓国

語がまだ未熟のせいで会話が続かないこともあった

けれど、一緒にホームステイした子やホームステイ

先の人がカバーしてくれたのでありがたかったで

す。また、ホームステイ先の人は優しく、いろんな所

に連れて行ってもらい、とても楽しかったです。も

らった物も多く、本当にありがとうとしか言えません。 

 

 

 
ホームステイ先の子とも仲良くなれて良かったです。次回もホー

ムステイの時は受験生になるのでできるか分かりませんが、その

時には韓国語をマスターしておきたいです。本当にありがとうご

ざいました。 

 

 

今回で花峰初等学校に訪問したのは 2 回目でし

た。韓国語を勉強していても、実際に話すとなる

と、会話が進まないことがたくさんありました。 

このことを通して普段から韓国語を使うことに

しました。ホームステイ先では、行ったことがな

いところに、たくさん連れて行ってくれました。

とても良い経験になりました。また来年も行きたいです。 
 

 

 

ホームステイは初めてでした。韓国で色んな体験

と一人で買い物も^o^ホームステイ先のお友達が

少し日本語ができて、韓国語日本語で会話したそ

うでとても楽しかったようです。 

また行きたいと言われました。本当にありがとう

ございました。m(_ _)m 
 

 

 

ホームステイの子は日本語を勉強していたので

すごく話しやすかったです。 

私は韓国語を勉強していてもあまり会話はでき

ないのでもっと韓国語を勉強したいと思いまし

た。ホームステイでは韓国の笛をもらって、アリ

ランも教えてもらったのでとても嬉しかったで

す。1日目の夜にカードゲームをしました。 

新しくゲームが分かって楽しかったです。ホームステイが終わっ

た時、また来年も韓国に行きたいと思いました。 
 

 

 

今回初めてホームステイしました。 

最初は寂しくて泣いてしまったけど、次の日から

は楽しく過ごせました。ホストファミリーがとて

も優しくて嬉しかったです。 

韓国語は少しだけ話せました。これからも韓国語

を頑張りたいです。また次回も行きたいです。あ

りがとうございました。 

 

 
 

今回ホームステイは、初めてでした。 

韓国語を話すのが心配でした。でもホームステ

イ先の人はすごくカバーしてくれました。2日目

は、花峰小学校でいろいろな体験をしました。ハ

ムスターロボットで、サッカーをしたのがとて

も楽しかったです。会話があまりできませんで

した。次回のためにも韓国語を勉強したいと思

います。本当にありがとうございました！ 

 

 
 

初めてのホームステイでしたが、とても楽しく

過ごせたようで、引率された方々、関係者の

方々、本当にありがとうございました。 

ホームステイ先の女の子が、同じ小学一年生で

したので、意気投合し、また逢う約束をしてき

たようです。また、たくさんのプレゼントや、韓

服姿での写真もいただき、ホームステイ先の親御さんの気遣いに

感謝致します。今後も、このような交流を通じ、親交を深めてい

ければと願います。貴重な体験ができました。ありがとうござい

ました。（記：三浦 ジョアンナ母より） 

≪2019 民団宮城ﾊﾝｸﾞﾙ学校オリニ花峰初等学校訪問に参加して≫ 

 

 

★ 2019年度民団宮城のオリニ・次世代特集④★ 

所感 金 亜貴文教副部長より（引率） 

所感 李 善姫 文教副部長より（引率） 

佐藤 愛花（大学 1年） 

 佐藤 翼（高校 1年） 

 朴 睿彬（中学 2年） 

矢島 美優（小学 6年） 

丹野 えりさん（小学 4年） 

李 千晴（小学 4年） 

 三好 ユノ（小学 3 年） 

 

 矢島 優斗（小学 3 年） 

 三浦 ジョアンナ（小学 1年） 



 

 

 
サマースクール 2019に参加して  

              中学 2年 及川賢大 

私は、2019のサマースクールに参加して貴重な体

験を数多くすることが出来た。その中で、特に有

意義であると感じ、私の中で強く印象に残ってい

る出来事は 3つある。 

一つ目は、班別討論、講義の時間である。私はそ

こまで 2 つの祖国について考えたことはあまり無

く、ふわっとして、定まっていない意見しか抱いていなかった。

しかし、この班別討論の時間に、他の人の私が考えたこともない

ような新しい考え方や、私に少し似たような考えに触れて、ある

程度自分の意見を確立出来たと感じる。また、私は班のリーダー

を務めたため、それぞれ違う意見をどう扱うか、人を束ねるとは

どうするのが最適解なのか、などについても考えさせてくれる刺

激的な時間だった。 

二つ目は、国立中央博物館を見学したことである。韓国の人々が

昔に作り上げた美しい物品を見学し、昔から続いてきている韓国

の歴史をひしひしと感じることが出来た。中でも｢半跏思惟像｣

は、見ていると不思議な魅力を感じ、とても深く印象に残ってい

る。三つ目は、何より仲間との時間である。私は中学に進学して

から、私の唯一の理解者とも言えるある人物と離れてしまい、私

は自分自身のの｢ハーフ｣という一面を少し孤独なものと感じ、自

分の孤独感に対してあまり向き合えずにいた。しかし、サマース

クールで自分と同じような立場にいる人や、同じ悩みを抱えてい

る人などと交流し、孤独感に対する自分の中でのアンサーを導く

ことが出来た。 

韓国にいる 4 日の間ではトラブルやぶつかり合いも当然あった

がそれを上回る、仲間といる楽しさ、一人ではないという安心感

があった。私は、サマースクールで様々な体験をして、精神的に

大きく成長出来たと感じている。 

孤独を感じる要因であった自分の｢ハーフ｣という生い立ちは、こ

の体験を経ていつの間にかふたつの視点を持てるという｢誇り｣

になっていた。また、サマースクールを企画運営して下さった民

団の方々に、孤独のへの答えをくれた仲間に、参加させてくれた

親に、心から感謝したい。 

 

 

2019年 9月ハングル学校宮城は下記の通り開催致します。 

 

12 回 13 回 14 回 15 回 16 回 17 回 18 回 19 回 20 回 

9/14 9/21 9/28 10/5 10/12 11/2 11/9 11/16 12/7 

8 月 24 日（土）後半期オリニハングル学校がはじまりました！

新しいお友達も 3 名が加わり 22 名の子供達がＫ-ＰＯＰ、韓国

語、韓国文化（プクチュム/デッコンド－）を韓国会館で楽しい

時間を久しぶりに共にしました。 

終了後、韓国食文化である「ジャジャン麺」を保護者の皆様が率

先して作ってもらい韓国食文化を堪能しました。ジャジャン麺懇

親会を通して後半期を乗り切る原動力となり、笑顔が絶えない有

意義な時間を親子で過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サマースクール 2019に参加して 

高校 2年 閔 志尚                     

中学 1 年の時、初めてサマースクールに参加してから

もう 4年が経ちました。4年前はなかなか友達も上手く

作れなかったし、まわりに流されて自分の考えを持つ

ことがあまりできませんでした。しかし今回のサマー

スクールで色々なことが変わりました。まず、友達がた

くさんできたことです。最初部屋割りや班を見た時に

知ってる人が全くいなかったので不安でした。でもみんな個性豊か

な人が多くてとても親しみやすかったです。今回知り合った友達は

今後将来に渡って関わっていくと思いますので大切にしていきたい

です。韓国に対する考えもより深くなりました。生まれ育ちが日本

である私は、最近の韓日対立などを見て、あまり良い印象を持って

いませんでした。しかしながらこのようなことがあるからこそこれ

から将来を背負っていく私たちがどう関係を作っていくのか、考え

るきっかけになり、班別討論の時もしっかり自分の考えを持って話

すことができました。このサマースクールでまた一歩成長できたと

しみじみ感じています。貴重な経験をさせてくれた親や運営の方々

にも大変感謝いたします。できることならまた来年も行きたいです。

ありがとうございました。 

 

 

 
 

 

2019年 7月 26日（金）

19：00～20:00韓国人地域

大学有識者と民団宮城幹部

の第 1回意見交換会を民団

宮城 4Ｆ会議室で 10名が集

った。未来ある地域の大学

生たちに韓国語、韓国文化

の国際理解のために尽力されている有識者に対し感謝と民団宮城が

後援することで有識者の横の連携強化や地域の大学生、青年会、10

代 20代韓日の学生が大事な時期に韓日の理解を深め更なるの草の

根の輪を広げていくプログラムを構築していくことを目的とした意

見交換となった。日韓食の文化/就職などの若者世代の関心事項な

どについても多数の意見が出る中で金政郁団長は「有識者の先生方

と一緒に民団理解者を増やし、若い世代を取り込むシステム作りを

していきたい」と意欲をしめした。まずは民団が主催する 9/14

（土）10：30韓国会館於いて「東北初上映」の新大久保での韓国

人留学生と日本人とのドキュメンタリ－映画上映会に多くの学生を

募ることで約束した。 

学校関係者：유 정수教授    東北大学国際文化研究科 

김 현철准教授 東北大学言語文化教育センタ－ 

오 정배准教授（尚絅学院大学現代社会科 

이 경숙准教授（宮城女子学院大学日本文学科） 

최 민규博士研究院（東北大学 教育研究科） 

参 加 者 ： 金 政郁団長/李 京子議長/田 炳樽監察委員長/ 

姜 恵美子事務局長/李 元烈仙台韓国教育院長 

≪2019 民団宮城次世代サマースクール中学生 3 名・高校生 4 名参加≫ 

 

 

★ 2019年度民団宮城のオリニ・次世代特集⑤★ 

≪後半期オリニハングル学校宮城始まる≫ 「次世代を繋ぐ！」韓国人地域大学有識者と 

民団宮城幹部との第 1 回意見交換会 

7 月 25 日次世代サマースクール中学生出発 

 

7 月 31 日次世代サマースクール高校生出発 

 



 

 
 

8 月 15 日(木)午前 11 時「第 74

周年光復節記念式典」を開催

し、100 名 が出席。朴容民総領

事による南官杓特命全権大使

慶祝辞代読、金 政郁団長によ

る中央団長慶祝辞代読が行わ

れた。尹 碩賢組織副部長によ

る決議文朗読、黄 支保青年会

長がスローガン斉唱、李 根茁

中央本部副団長による万歳三

唱で閉会。改めて光復節の意味

を確認する場となった。特別講

演として東北大学教育学研究

科文化人類学専門李 仁子准

教授による特別講演「異郷に

建てる墓-在日一世と子孫た

ちをつなぐもの」の演題で講

演が行われた。在日 1世の方々

の苦労を説明しながら韓国人

にとって墓は重要な役割を果

たし、異国である日本で立派

に生きた証である。先祖の墓

は子孫・家族愛・自分のルー

ツ・アイデンティティを繋ぐ

文化であり、堂々と在日の立

場でその文化の継承をして欲

しいとメッセージがあった。

光復節として先祖を振り返る

貴重な時間となった。 

 

 

 

 
8 月 23 日（金）に第

2 回カラオケ懇親会

が青葉区国分町の

[サンヒ]のお店で行

われました。14 名の

会員さんがおいしい差し入れを食べながら楽しい 3 時間を過ごしました。

サンヒのママ李尚姫さんは私達の為に美味しいお汁も用意して下さいま

した。次回はまだ未定です。 
 

9 月の予定 9月 5 日  11 時 4 階 役員会  9月 10 日 敬老会準備 

9 月 11 日 12 時 敬老会      9 月 23 日 地球フェスタ－参加 

9 月 28-29 第 2 回日韓親善フェスティバル参加 

10 月 10 日 15 時 婦人会 70周年記念式典 東京品川ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

 

 
 

8 月 26 日（月）10 時から開催

された金 正裕（青葉カルチャ

－センタ－講師）先生による

民団宮城文化センタ－料理教

室に 12 名が集いました。薬膳

ご飯（약식）シッケ（식혜）と

手間のかかる作り方とこつを

丁寧に教えてくださいまし

た。参加者は「家で作ってみます！」とシッケ（식혜）を初めて食する参

加者も多く、韓国食文化を堪能する有意義な料理教室でした。 

 

 

第 13 回宮城県日韓

親善協会・民団宮城

共催ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会が

一番町のﾎﾞｳﾙｻﾝｼｬｲﾝ

仙台店で開催した

60 名の団員、ご家

族、韓日関係者、韓

国語講座受講生も

加わり一緒にｹﾞｰﾑを楽しみました。宮城県日韓親善協会鈴木 繫雄副会

長と菊池 浩副会長からは「多くの方々が集まり、日韓親善友好の場と

なり日韓の更なる発展に繋がってほしい」と強調された。宮城県日韓親

善協会鈴木 繫雄副会長と菊池 浩副会長、仙台商工会議所高橋貴美江次

長、東北大学留学生・東北大学生、韓国語講座の受講生が参加。特に夏

休み民団オリニ事業最後の楽しみとして子供達にとってボウリング大

会は欠かせません。オリニ事業の積み重ねによりオリニ参加者が仲良く

なり輪の広がりを見せている。世代を超え韓日交流の楽しい時間を共有

する大会となった。大盛況の中、入賞者を含めすべての方に記念品が渡

された。ご賛助いただいた皆様ありがとうござました。 

 

 
 

ヨロブン アンニョンハシムニカ！会長

の黄支保です。残暑も厳しい中ですがい

かがお過ごしでしょうか？青年会では、

8・15 光復節記念式典・民団宮城ボーリ

ング大会に参加後、青年会 OB と現役青年

による親睦会を開催しました。光復節記

念式典ではスローガン唱和を務め、同胞

社会がより良くなる様、参加した皆さんと一丸となって唱和を行いまし

た。式典出席者の中には、最近団員登録したばかりの青年や新たな青年

との出逢いもあり、青年会としても実りあるひと時を過ごすことができ

ました。民団宮城ボーリング大会では、久々の顔ぶれが集まる中、オリ

ニ上がりの中高生同士が変わらず絆を深めており、その様子がとても印

象的でした。私達青年会としても、築き上げてきたせっかくの縁を絶や

さず、継続できる環境づくりが必要だと再認識させられました。その後、

青年会 OB との親睦会が開催され、式典で出会った新青年も新たに加わ

る中、久々に集まる現役青年や OB の先輩方との活気ある触れ合いコミ

ュニティに心弾ませ、沢山の参加者が集う光景に、久々の感動と喜びを

感じることができました。先輩方からの有難いアドバイスや強烈な喝も

頂いたので、これからのエネルギーに変換できればと思っています！      
 

≪今後のお知らせ≫ 

●9/20～23 :全国故郷訪問 ●9/28～29 :日韓親善ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

●10/5～6 ：宮城青年会主催 中高生事業開催決定！ 

青年会にご興味のある方随時募集中！ 
 

 
 

2015 年～4 年目の継続受講。民団の魅力は「韓国語講座以

外にも韓日の文化交流事業があるところです」「韓日を理

解するためには相互の歴史を学ぶこと」と謙虚に語りなが

らも最近では詩人金起林に魅了され朗読・構成劇「海と蝶

~金起林と仙台」を作・構成された吉野さん。ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄで

は劇団でも活躍されて慶尚南道「馬山国際演劇祭」に 3 回

も劇団員の一人として出場されるなど韓国にご縁も深い。

「このような時期だからこそ地道に韓日の架け橋的な活

動している方に目をむけてもらいたい」と語られていました。 

 

 

●TWICE(トゥワイス) WORLD TOUR 2019 TWICELIGHTS IN JAPAN 

2019/11/16(土)・2019/11/17(日)全席指定￥10,000 ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟｰｱﾘﾅ 

お問い合わせ：ジー・アイ・ピー TEL：0570-01-9999 

●EXO 5度目のﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ、日本公演が開催  

12/20・21・22日 宮城・ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟｰｱﾘﾅ 全席指定 ¥11,000（税込） 

≪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（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 

≪第 74 周年光復節記念式典≫ 
 

第 13回宮城県日韓親善協会・民団宮城共催ボウリング大会開催 

 

登録 NO．142  

吉野 常夫様 

三機関長・副団長・観察委員 

尹 碩賢組織副部長決議文朗読李（写真左）李根

茁中央本部副団長による万歳三唱（写真右） 

李 仁子准教授による「異郷に建てる墓-在日一世と子孫たちをつなぐもの」 

民団宮城文化センター だより 

2019民団宮城文化センタ－受講生の声(1)☆彡 料理教室 講師：金 正裕様(青葉ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ料理教室講師) 

韓国文化情報広場☆彡 

来賓：朴 容民駐仙台大韓民国総領事・李 昌勲駐

仙台大韓民国副総領事・李 根茁民団中央本部副

団長・鄭 圭泰民団中央本部顧問裵洋一あすか信

組仙台支店長・ｱｼｱﾅ航空仙台支店朴 成俊主任 

黄 支保青年会長ｽﾛｰｶﾞﾝ斉唱(写真左) 

写真左：金団長及び来賓・団員 写真右：司会の高橋貴美江様 

【第 2回カラオケ懇親会開催】 

mailto:miyagi.seinenkai@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 日(金) 2019 年度後半期全国地方団長会議       中央本部会館 

第 54 期第 11 回中央執行委員会        中央本部会館 

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

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

11 日(水)  敬老祝賀会                 韓国会館 6 階 12：00 

13 日(金) 韓日文化講座 チャンゴ教室      韓国会館 5 階 12：30 

カラオケ教室     韓国会館 5 階 16：00

第 2 日韓フェスティバル出店会議   韓国会館 4 階 15：00 

14 日(土)  無料映画上映会「かけはし」     韓国会館 6 階 10：30 

ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城            韓国会館 5・6 階 13：00 

20 日(金) 第 3回三機関長及び執行委員合同会議 
韓国会館 4 階 13：00 

後半期研修会               韓国会館 6 階 15：00 

21 日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城（秋夕行事）      韓国会館 5・6 階 13：00 

22 日(日)  第 39 回安重根義士と千葉十七居士の追悼法要 大林寺 

23 日(月) 仙台地球フェスタ 2019     仙台国際ｾﾝﾀｰ展示棟 10：00 

24 日(火) 韓日文化講座 料理教室         韓国会館 5 階 10：00 

28-29 日  第 2 回日韓親善フェスティバル     ｻﾝﾓｰﾙ一番町 11：00 

ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城               韓国会館 5・6 階 13：00 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8 月 3 日（土）19 名が参加した会議は後半期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。会議先立ち 11 時から団長・副団長

会議、12 時からは三機関長・副団長会議が行われた。特に 15 時からは

前半期幹部研修会として中央本部の李 清鍵組織局長が来団し、組織運

営の基本と戸別訪問の重要性をレクチャーした。終了後は質問コーナー

を設け李 善姫文教副部長の「子供達の将来希望として公務員とかがあ

りますが外国籍でもなれますか？」の質問に対し「全国の自治団体には

80 年代後半から民団は働きかけてます。自由主義（リベラル）を持って

る自治体の長がいれば（川崎・神戸など）受け入れてます。民団はこれ

からも子供達の将来のために努力してまいります」と答えた。孫 美子

婦人会長は戸別訪問の時、「家族はすでに帰化し日本人です」と答えら

れたらどう答えればいいですか？との質問には「2005 年から帰化者も

団員になるようになり、2012 年からは支部の三機関長も日本籍が可能

です。大事なのは戸別訪問は 1 回きりではなく何回も顔を見て話し、信

頼感を作ることが大事です」と力説した。 

 
 

8 月 3 日（土）17 時から行われた柳昌秀駐仙

台大韓民国総領事館副総領事歓送会には岩

手の申 百澈団長・李清鍵民団中央本部組織

局長及び多くの民団関係者が集まり東北の

民団発展のために尽力なさった柳副総領事

に感謝の気持ち伝えながらこれからのご活

躍を期待する場となり、温かい雰囲気に包まれた歓送会となった。柳副

総領事は挨拶にて「韓日関係が良くない時期に離れるのは気が重いで

す。しかし、また

よくなることを確

信し、遠くに離れ

ても心だけは皆さ

んを応援致しま

す」と約束した。 

 

 
8 月 20 日(火)18：00～2019 年度今年で 11 回目

となる韓日経済人交流会が駐仙台大韓民国総領

事館ﾎ-ﾙで開催され韓日関係者 50 名が集った。

東日本大震災後 2 年間を除いては 2007 年から

毎年開催され、駐仙台総領事館(朴容民総領事)

と仙台経済同友会(代表幹事 大山健太郎様 代表幹事 一力雅彦様）が

交互に主管となり今年は総領事が主管となった。金 政郁宮城団長は「現

在政治的な韓日関係の悪化により様々な影響が出ているご時世である

が継続的な草の根交流を継続していくことが大事である」と強調した。

地域の経済人と民団福島/岩手/山形団長/宮城団長/宮城韓国商工会長

他役員も参加し情報共有をしながら韓日交流にふさわしい場となった。 

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。ぜひ慶弔花のご注

文は民団宮城までよろしくお願い

いたします。 

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） 

◎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 

 

9 月の民団行事予定 

8月の民団行事報告 

2 日(金)  韓日文化講座 ｶﾗｵｹ教室      

3 日(土) 第 2 回三機関長任員及び執行委員合同会議  

前半期研修会                

4 日(日) 韓国大学野球代表チーム歓迎式      

6 日(火) 仙南支部例会   7-10 日  韓国花峰初等学校訪問                        

15 日(木)  第 74 周年光復節記念式典及び講演会  

第 13 回宮城県日韓親善協会・民団共催ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 

24 日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城             

26 日(月) 韓日文化講座 料理教室 29 日(木) 仙北支部例会               

30 日(金) 韓日文化講座 ｶﾗｵｹ教室 31 日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城              

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

第 2回三機関長任員及び合同執行委員会開催 

9/20 (金) 13：00第 3回三機関長任員及び合同執行委員会 
（団長・副団長会議 11 時～12 時）（三機関長・副団長会議 12 時～13 時） 

（第 3 回 三機関長任員及び合同執行委員会 13 時～15 時） 

（後半期幹部研修会 15 時～16 時 30 分、終了後、李 昌勲副総領事歓迎会） 

 

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。 

仙台総領事館主催 韓日経済人交流会開催 

柳 昌秀駐仙台大韓民国総領事館副総領事歓送会開催 

第 2 回三機関長任員及び合同執行委員会(写真左) 李 清鍵組織局長(写真右) 

 



 

 

8月 4日（日）韓国会館 6階で 40人の韓国大学野球代表チーム迎え

歓迎会が行われた。8

月 2 日（金）に来仙

し、宮城県内のチー

ム（東北福祉大学、仙

台大学）との交流試

合を行い 8 月 8 日帰

国した選手団。金デ

イル連盟会長、李ド

ンソク監督、土井と

おる衆議院議員、柳

昌秀駐仙台大韓民国

総領事館副総領事、

鄭圭泰民団中央本部

顧問、河本和弘様、山

路東北福祉大学野球

部総監督、森本仙台

大学野球部監督、民団関係者含め合計 80 名が歓迎式に参加しまし

た。成支部団長は「このような若い人達の交流に賛美を送るととも

に婦人会の心を込めた料理を楽しんでください」と挨拶。金 政郁団

長は「ｽﾎﾟｰﾂ競技を通して韓日の友好交流はとても重要です。 

 
 

 

8 月 29 日(木)支部会館にて例

会が開かれました。裵麗子先

生より楽しい歌を教えて頂

き、昼食は夏の名残の素麺に

舌鼓。秋のスケジュールの調

整も終わりました。いつもの

変わらぬ笑顔が揃えば、夏の

疲れも癒されるようなホットする一日でした。 

 

 

 
 
 

第 18次世界韓商大会 

世界韓商大会は会員皆様のビジネス領域をさらに広げて頂く

よい機会になると思います。会員の皆さんは勿論非会員の方

の参加も歓迎致します。多くの方々の参加をお願い致しま

す！ 

期 間：2019 年 10 月 22日（火）～24 日（木） 

 場 所：全南麗水コンベンションセンター  

 参加者：韓国内外 約 3,500 名 

 主 催：在外同胞経済団体 

 主 菅：在外同胞財団、慶尚南道、昌原市、毎日経済新聞 

   

◆主要プログラム◆ 

＊業種別ビジネスセミナー 

   ＊1 対 1 ビジネスミーティング 

   ＊ビジネスネットワーキングセミナー 

   ＊メンタリングセッション 

   ＊企業展示会    ＊企業ＩＲ 

お問合わせ：宮城韓商事務局 022-712-2963 
 

 
◆第 18次世界韓商大会（IN麗水）：10月 22日～24日  

◆宮城韓商韓日親善ゴルフコンペ：10月 9日 

◆詳細に関しては決まり次第会員の皆様にご案内申し上げ 

ます。 

 

 

 

皆様の活躍を期待します」と歓

迎辞をした。柳昌秀駐仙台大韓

民国総領事館副総領事は「気温

が高い中でご健康とよい試合を

お願いします」と挨拶。土井と

おる衆議院議員は「日韓関係は

むずかしいですが明るい将来に

向けてｽﾎﾟｰﾂ交流ができるのはここにいる若い皆様の力だと思いま

す」と歓迎した。金デイル連盟会長はすべての方に感謝しながら「こ

れからも韓国大学連盟はｽﾎﾟｰﾂを通し両国のｽﾎﾟｰﾂ・文化交流が継続

的に発展するよう努力します」と約束した。田炳樽監察委員長によ

る乾杯の後、婦人会の美味しい料理をﾋﾞｭｯﾌｪｽﾀｲﾙで堪能し韓成洙副

団長の中締めで閉会となった。 

8月6日（火）例会では15名の団員が集い

月の行事報告や行事予定などの確認を

しながらお互いの情報交流をしました。

韓日の政治的な事はさておき地域での

韓日草の根交流は活発に行っておりま

す！どうか今後とも支部に対しご理解

ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

 
 

 

お盆休みで皆さま いろい

ろ忙しくて お休みが多く

ってその分 新歌も何回も 

練習して沢山 歌って 帰り

ました。               新しい 新

歌  来月まで 覚えて 来る

ように頑張って 来ます             とおかえりなりました〜      来

月も 楽しみです！             

 

 

 

 

『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貴重な会費は、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 

★仙台商工会議所たより★ 
◆9月 12日（木）13：30～16：30 

 これで安心！「企業が注意すべき民法大改正のポイント」 

 ・対象；経営者、一般社員 参加費；無料 

  定員 40名 

◆9月 18日 

 手書き POPセミナー 

 ・対象；サービス業 参加費；無料 定員 30名 

■お問合せ：仙台商工会議所 経営支援チーム 022-265-8127 

8月三支部活動報告  

韓国大学野球代表チーム歓迎会・仙南支部定例会 

仙北支部  (李 礼子支部団長) 塩釜支部 (李 昌根支部団長) 

宮城韓国商工会議所たより 

第 184号 

2019年 8月末 
『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 184号 

2019年 8月末 

韓国大学野球代表チームとの集合写真 

Syo 

sa 

成 英吉支部団長の挨拶 

Syo 

sa 

婦人会からはおいしい料理を提供された

ｓ 

sa 
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