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새해 복 많이 받으십시요。 

日ごろより団員の皆様、韓日関係者の皆様、

当団にご理解とご協力を賜り心より感謝を申

し上げます。平成から令和に年号がかわり新

しい年を迎えるにあたり、皆様におかれまし

てはご健康で幸多き一年でありますことを心

よりお祈り申し上げます。近年、韓日関係が悪化している状

況ではありますが、こういう時だからこそ韓日関係改善に取

り組んでまいりたいと思います。令和 2 年も今まで以上に韓

日友好促進に力を注いでまいりますのでよろしくお願い申し

上げます。。1/18（土）11：00～パレス平安 2020 年新春韓

日交流会及び韓国人成人式でお会いしましょう。                     

2020年 1月 元旦  団長 金 政郁 
 

 
 

セヘボックマニパドゥセヨ‼  

新年、明けましておめでとうございます。 

平素は宮城韓国商工会議所に対し、ご理解とご

支援ありがとうございました。役員を代表致し

まして感謝申し上げます。今期にて会長職 2 期

3 年目を終えることになりました。宮城韓商の諸事業を皆様

のご協力のもと成功裏に終える事ができました。深く感謝申

し上げます。宮城韓商は今年度も会員の皆様との情報交換並

びに交流を深めるための活動を地道に、ひとつずつ、目の前

のできることから取り組んで参りたいと存じます。新しい年

が更に良い年になるよう祈念致しまして、私の新年の挨拶と

させていただきます。 

 

団員の皆様、新年（庚子年）明けましておめ

でとうございます。 

昨年は、韓日文化交流会をしながら支部団員

間の親睦を図ることができました。今年は高

齢化する団員皆様のご健康と韓日文化交流会

の促進を図りますと共に、日本で開催される  

オリンピックを応援しましょう。 

   
 

明けましておめでとうございます。今年も仙

北支部一致団結、笑顔で頑張って参ります。

本年も団員の皆様の御健康と御多幸をお祈り 

申し上げ新年のご挨拶と致します。  

本年も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※座席は指定席のため 1/10 まで参加費を事前に事務局までご納

入お願い致します。※事務局 022-263-6961 fax022-222-4707  

※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） 

（団員の中・高校生 1000円） 

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 

※宮城事務局は 12/28（土）～1/5（日）迄お休みです。 

 

 

 

あけましておめでとうございます。 

新しい『令和』という年号に変わって早くも

２年目になります。今年も皆様にとって良い

年でありますようにお祈りいたします。 

さて今年は３年に一度の大会の年です。 

２期 6 年間の任期をまもなく終えます。役員もすべて改選

されますので四月の大会の日はたくさんの出席をお願いし

ます。会員の皆様のいつも暖かいご協力本当にありがとう

ございました。 

これからも宮城婦人会をよろしくお願いします。みんなで

楽しい婦人会にして行きましょう。 

 
 

新年、明けましておめでとうございます。 

昨年は支部団員の皆様のお力添えにより活気

ある一年となりました。今年は利府でオリン

ピックサッカー競技も行われる予定になって

おります。団員の皆様の一致団結で 

今年も塩釜支部を盛り上げてまいりたいと思

います。本年も宜しくお願い致します。 

 
 

明けましておめでとうございます。昨年より就任させて

頂いた青年会長としての任期も残すところ 1 年となりま

した。スタート当初は不安だらけの中で始まりました

が、多くの諸先輩方からの温かいエールやご協力のお陰

で 1 年無事に過ごすことが出来ました。最後の 1 年、

刻々と過ぎる時間を大事にしながら頑張って参ります。 

 

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 

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！ 

≪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≫ 

≪2020年新年のご挨拶≫ 2020年韓日交流新春の集い韓国人成人式のご案内 

              民団宮城県地方本部傘下団体長新年辞 

        玄 剛商工会長  孫 美子婦人会長 

黄 支保青年会長 

成 英吉仙南支部団長 李 昌根塩釜支部団長  

李 礼子仙北支部団長 



 
 

民団宮城戸別訪問（2019 年 11 月 25 日～11 月 29 日）に中央

より李 清組織局長、金 英一組織局主任、趙 基哲組織局主任、

司公 明埈生活局主任、李 優志文教局員が 3 泊 4 日応援に駆

け付けた。民団宮城三機関任員、執行部 10名と一緒に民団宮

城新聞発送世帯本部管轄 270世帯、塩釜支部 41世帯、仙北支

部 24 世帯、仙南支部 24 世帯を全て訪問し、団員の現況把握

につとめた。日本全国震災が多い時世に民団と団員との連携

は必須。東日本大震災から 8 年が過ぎ復興した新住宅にお邪

魔するなど、復興状況も改めて把握した。 

 

 

 

 
 

12 月 4 日（水）民団中央本部人権

擁護委員会/在日韓国人法曹フォ－

ラム共催の人権セミナ－に約 300

人の地域や各県の韓日関係者が集

まった。1923 年の関東大震災時に

大虐殺と現代のヘイトスピ－チを検証するセミナ－では渡辺 

延志（ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ）加藤 直樹（ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作家）矢野 恭子（「ほ

うせんか」理事）深沢 潮（小説家）による 4人の発表があっ

た。終了後、会場全体で黙祷を捧げたあと、李 根茁人権擁護

委員長は「セミナ－を通じてヘイトスピ－チ/ヘイトクライム

がジェノサイド（集団虐殺）に警鐘をならす場とします。今後

も継続的にセミナ－を続けて参りますので皆様のご協力をお

願いします」と挨拶があった。 

 

 

 

 

12月 2日（月）みんだん生活相談セ

ンタ－「2019全体会議」が東京浜松

町オリオンル－ムで開催され約 50

名の関係者及び事務局長が全国よ

り集まった。金昭夫所長は「困って

いる団員を助けるために皆様の知

恵とご理解ご協力を賜りますよう

今後ともよろしくお願いします。民

団生活相談センタ－は団員の拠り

所です」と訴えた。一年間の中央の

報告事業や各県センタ－の現状や

課題も共有する時間となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年民団宮城戸別訪問実施！宮城民団世帯把握に努める。中央より 5 名来仙。 

民団中央本部人権擁護委員会/在日韓国人法曹 

フォ－ラム共催の人権セミナ－ 

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(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 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 

 1月相談日★6(月)・14(火)・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－「2019全体会議」

開催 

人権セミナーで紹介された本の中ので 3 冊をご紹介致します。民団宮

城事務局に置いてあり、貸し出しもできます。 

多くの団員の方々が温かく迎えてくれました。 

戸別訪問の前の全体会議 

左前列：孔美貞総務副部長・金政郁団長・李京子議長・李清

鍵中央組織局長・田炳樽監察委員長・姜恵美子事務局長 左

後列：金英一中央組織局主任・金富貴副団長・李優志中央文

教局員・孫龍雨事務副局長・司空明埈中央生活局副主任・趙

基哲中央組織局副主任 

台風 19 号の被害を受けた団員宅を訪問し中央からのお見舞金伝達 

石巻 黄美花様 仙台 杉山様 仙台 梁相珍様 仙台 李光馥様 



 
 

2019年 12月 7日（土）11：

00～2019 在日同胞冬季事業

オリニクリスマス会及びハ

ングル学校修了式にオリニ

/関係者含め 100名が参加し

た。民団宮城の団長でもあ

り、ハングル学校の金 政郁

校長は「一年間オリニ事業

に対しご協力を頂きました

保護者の皆様関係者には心

より感謝を申し上げます。

今日は婦人会より美味しい

料理、青年会が楽しいゲ－

ムを企画しておりますので

最後まで楽しんで下さい。」

と挨拶。一年間のオリニハ

ングル学校を映像で振り返

り、韓国文化の発表Ｋ-ＰＯ

Ｐ/韓国太鼓プク/テコンド

－と続きオリニ達の成長に

大きな拍手と声援が送られ

た。ハングル学校に 10回以

上出席した子供達に終了証書と各クラスより最多出席者４名には

記念品とハングル学校参加者全員に金団長よりプレゼントが贈ら

れた。韓国でマジックの勉強を重ねたチャンテワン君によるマジ

ックショーや孫美子婦人会長による手作り料理、黄支保青年会長

による楽しいゲ－ムで多いに盛り上がり、親子共々笑顔が絶えな

い楽しい時間を共有した。また「シジャク」（東北大学学生による

日韓サ－クル）の大学生メンバ－6名も応援にかけつけ青年会と合

流した。場所を養老の瀧に移動し、懇親会/忘年会には 35名の親 

 

 

 

2019 年 11 月 30 日（土）民団宮城

が窓口になり韓国会館で初めて

「シジャク」（東北大学学生による

日韓サ－クル）による韓国伝統文

化際を韓国会館 6Ｆで開催し 50 名

の地域の大学生が集合した。2013

年に発足したシジャクは 6 代目の

会長が日本人の渡辺ゆうしくん。

仙台韓国教育院が運営する弁論

大会にも出場するなど韓国語も

堪能。参加者は韓国の伝統衣装

を身に着け、韓国伝統遊び、韓

国伝統菓子などを味わいながら韓国文化を存分に満喫しな

がら韓国に対する理解を深める時間となった。宮城青年会

（黄支保会長）他も現場に合流し交流を図った。 

 

 
 

「認知症予防のため韓国語を学ぼうと思い民

団宮城文化センタ－でお世話になり 3 年にな

ります。いずれの先生も教え方がとても上手

です。発音・文法も含め週に 5 時間くらい勉

強しています。 

語学の習得は「読む、聞く、書く、話す」を継

続することだと解っていてもテキストや宿題

が理解できず、登校拒否をしたくなることも

あります。クラス全体の雰囲気も良く一緒に学んでいる方と

の交流も楽しく今後も勉強を続けたいと思っています。韓国

語を通じて韓国の文化を知ることが出来、世界がほんの少し

ひろがりました」と今年 80才とは思えない前向きな渉さん。

笑顔がとっても素敵でした。 

 

子が集合し、オ
リニ 20名は男
女仲良く懇親
し、父兄 15名
はお酒を交わ
し今後も楽し
く一緒に子育
てをしながらハ
ングル学校発展
のために協力し
ていく約束をし
た。年に 3回
の親子懇親会

は相互の情報共有やの意見交換、親子交流の場となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
12月 3日（火）仙台市民会館(トークネットホール仙

台) で駐仙台大韓民国総領事館主催「仙台白菜で作

るキムチフェスティバル」が行われた。約 150 名の

仙台市民と韓国関係者が集まりました。光州キムチ

アカデミーの金 貞淑院長により作り方などを丁寧

に学びました。民団宮城からは金 政郁団長・田 炳

樽監察委員長・韓 成洙副団長・孫 美子婦人会長な

ど参加、また韓国教育院李 元烈院長夫妻など各方面から多くの方

が参加した。民団婦人会、宮城文化ｾﾝﾀｰ韓国語講座受講生らも参加

し、終了後はｷﾑﾁ試食会と韓国食が用意されました。 

 

 
 

日韓文化交流企画公演 『福を呼ぶ』 
日 時：2020 年 1 月 9 日（木） 

18：30 開場 19：00 開演 

場 所：東京都 中野区 なかの ZERO 大ホール  

料金：全席 7,000 円 http://bunkageijutsu.net/fukuoyobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挨拶の 

朴総領事 

駐仙台韓国総領事館主催 

≪第 7 回仙台白菜で作る Kimchi Festival 開催≫  

【在日同胞オリニ行事 ～2019 年度ハングル学校宮城修了式＆オリニクリスマス会】  
 

 

「シジャク（SIJAK）」（東北大学学生による日韓 

サ－クル）による韓国伝統文化際 
 

 

2020 年オリニハングル学校予定 

1/25 14：30 韓国語        15：30 親子懇親会 

2/1   14：30 韓国語(お正月行事) 

2/15  スキー教室           3/7   14：30 韓国語 

3/14 14：30 韓国語        15：30 親子懇親会 

4/4  14：00 ﾊﾝｸﾞﾙ学校入校式 

婦人会のおいしい手料理とピザー・ケーキなどを頂きました 

韓国文化の発表/韓国太鼓プク/Ｋ-ＰＯＰ/テコンド－ 

青年会によるクリスマスプレゼント 

懇親会/忘年会には 35名の親子が集合 

2019民団宮城文化センター だより 

※民団宮城文化センター主催 2020韓日交流/登録説明会開催 
日 時：2020 年 2 月 10 日（月） 

11：00-12：00（10：30～受付）説明会など 

12：00-13：00 韓国食 試食 13：00-17：00 特別登録受付 

場 所：韓国会館 6 階大ホール  参加費：無料（先着 200 名） 

※入門韓国語講座無料体験案内 
日 時：2020 年 2 月 10 日（月） 場 所：4 階 会議室 

1 回目 14 時-15 時    2 回目 18 時-19 時 

※一般登録受付：2 月 12 日（水）～2 月 21 日（金） 

時 間：9：00-17：30 (平日のみ) 

2019 民団宮城文化センタ－受講生の声(5)☆彡 

高橋渉様Ｎo.154 

韓国文化情報広場☆彡  

マジックショー 

修了証書を手にもって全員笑顔での集合写真 

金団長・韓副団長・李ハングル学校先生による修了証

書・皆勤賞の手渡し 

多くのオリニの家族が参席 

http://bunkageijutsu.net/fukuoyobu


                                                                                                                                    
 

 

12 月 1日(日)～2日、会員 55 名、

金光植領事や李烈元院長ご夫妻、

民団宮城団長など来賓 5名、総勢

60 名が秋保温泉ホテルクレセン

トに結集、2019年度「大忘年会」

が開催されました。恒例になった

支部対抗出し物合戦は、各支部が 

にわか芸能部の実力を披露、今年は仙

北支部が栄えある 5,000 円を手にしま

した。足腰の痛い大先輩の皆様、何とか

気合を入れて頑張る中堅、チョット遠

慮がちな貴重な若い会員、それぞれが

互いに気持ちを寄せ合い、いたわり合

って支え合う、婦人会ならではの姿が

そこにありました。師走を迎えた初日

の夜は笑顔満載、優しさが溢れていま

した。 

11 月 26 日仙台総領事館の官邸にご招

待をいただきました。8 名で伺い金祗

姫総領事夫人の心温まる手作りの美味

しいお料理をごちそうになり皆感激し

て帰って来ました。カムサハムニダ❤ 

 

 
 

あんにょんはせよ〜青年会の池有美で

す！12 月７日（土）にｵﾘﾆｸﾘｽﾏｽ会・青

年会ｸﾘｽﾏｽ会が行われました！まずﾘﾆｸ

ﾘｽﾏｽ会会では、文化発表会から始まり

今年一年民団で行われた行事などを

VTRで振り返りました。ｲﾍﾞﾝﾄ毎に皆さ

んが本当に楽しんで参加している姿が

とても印象的でした。次に K-POP ﾀﾞﾝｽやﾌﾟｸﾁｭﾝの演奏発表がありま

した。迫力があり、動きに無駄が無く息の揃った姿には圧巻されま

した。本当に綺麗でとても素敵な演奏でした。そして可愛いｵﾘﾆ達に

よるﾃｺﾝﾄﾞｰ発表。みんなで一生懸命に取り組む姿に一人一人の成長

が見られて元気を貰えました！お食事は、婦人会の皆さんが腕を振

るって作って下さいました。ﾌﾟﾙｺｷﾞ、ｷﾑﾁ、ｶﾚｰ等々沢山の料理が並

び、料理を見ているだけでもﾜｸﾜｸしてしまうほどでした！ついつい

食べ過ぎてしまうほど美味しかったです。朝から準備をして頂いた

婦人会の皆さま、本当にありがとうございました！最後にｵﾘﾆ達へ

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ&ﾐﾆｹﾞｰﾑをしました！みんなで協力して助け合ったりしな

がら、一人一人楽しんで取り組んでいる姿が良いなと感じました。

夕方からは青年会のﾒﾝﾊﾞｰだけでｸﾘｽﾏｽ会を行いました。短い時間で

したが、色んな話で盛り上がったり、ｹﾞｰﾑやﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ交換をしながら

楽しいひとときを過ごせました！また来年のｸﾘｽﾏｽ会もみんなで楽

しめるようがんばります！ ≪お知らせ≫ 1/18(土)宮城民団新

年会&成人式が行われます！青年会では、新年会後に夕方から新成

人を交えた新年会を開催しますので、皆さま是非ご参加下さい！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 月 28 日シルトッのお料理教室が

ありました。13名で大きなお餅を５

個作りました。ほっかほかの熱い湯

気の立つお餅と記念撮影です。１つ

ご機嫌の悪いものがあってヒヤヒ

ヤしましたがなんとか無事すべて

完成しました。バンザイ🙆 
 

12 月 6 日(金)文化センター料理教室で

は、21 名が婦人会の李京子常任顧問に

「キムチ」を教えて頂きました。塩、砂

糖、出汁全てきちんと計り、初心者でも

上手に簡単に出来るよう、細かく指導を

して下さいました。「忘れないように、な

るべくすぐに作ってね」と 70 年分の秘

伝を惜しげもなく伝授した李京子常任顧問は、生徒の皆さんに優

しく何度も声がけしていました。 

 
 

昨年のキムチ教室に続き 12

月 19 日名取市増田公民館で

『異文化を学ぼう』をテーマ

の行事に韓国の料理を紹介

しました。『ピビンパとわか

めスープ』を作りましたがナムルを１種類ずつ別々に作ることに

驚かれていました。身近な野菜を使うことでとても喜ばれました。

偶然公民館にいらした県会議員の太田稔郎先生が一緒に食事に参

加されました。ありがとうございます。         

 

 

 

 
 

12 月 10 日（火）13 時

夕やけにて 18 名が参

加した例会は成英吉支

部団長より来年の本部

新年会【 1 月 18 日

（土）】・仙南支部新年

会【1月 14日（火）】の案内などが説明された。また、戸別訪問の

お米・カレンダー・選挙案内などを参加された団員に手渡された。 

 
 

12月 8日第 2日曜日、支部例会と

頼母子が会館に於いて開かれまし

た。肉、刺身、キムチと、テーブル

一杯に並べられたご馳走に、「今日

は忘年会だね」と笑顔が広がりま

した。新年最初の例会は 1月 12日

(日)です。寒さを上手に乗り切り、又元気にお会いしましょう。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月三支部活動報告  

仙南支部 (成 英吉支部団長)例会 

塩釜支部 (李 昌根支部団長) 

≪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)  

≪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 

料理教室開催 

李京子議長のキムチ教室 

孫美子婦人会長のシルトッ教室 挨拶の孫美子婦人会長 

2019婦人会忘年会開催 

金政郁団長 金光植領事 

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

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 

 

 

名取市増田公民館講座「異国の文化を学ぼう」講師として参加 

2020 年 1 月予定 

1/23 木曜日 11 時～李元烈仙台教育院長送別会、13 時～役員会 

mailto:miyagi.seinenkai@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 年度宮城韓商第 4 回理事会が

『萬彩』にて 12 月 5 日午後 5 時よ

り開催しました。延山剛会長、金政

郁常任顧問、朴清浩名誉会長ほか理

事合わせ 13 名が出席した中「2 期 3

年目の仕事を役員の皆様のご協力

により全ての事業を納める事が出

来ました。役員の皆さんには心から

感謝申し上げます」との延山会長の

挨拶後、議案に入りました。2019 年

度後半期事業の第 18 次世界韓商大

会・山形民団芋煮会参加・韓日親善

ゴルフ大会の報告があり、2020 年度

の事業確認があり確定申告相談会の

開催については相談者の減少や消

費税など税制の変化の問題などが

あり、審議の結果、20 年度より開催

を中止することを決めました。ほか

定期総会・韓日親善ゴルフコンペ、

山形芋煮参加の開催が承認されまし

た。理事会終了後は同会場にて忘年

会が開催され、来賓として駐仙台韓

国総領事館 金光植領事、宮城婦人

会孫美子会長、裴操心韓寿会会長、 

 

 

 
 

 

 
6 日(月)  仙台市新年会三機関長参席     江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 13：00 

7 日(火)  新年挨拶回り            県庁・市庁など 09：00 

9 日(木) 仙北支部例会             支部会館 11：00 

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 

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

仙南支部新年会     アクティブリゾーツ宮城蔵王 18：00 

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) 韓日交流新春の集い・韓国人成人式  パレス平安 11：00 

24 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 

25 日(土)  ハングル学校宮城        韓国会館 5・6 階 14：30 

ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城親子新年会            韓国会館 5 階 15：30 

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

 
 

 

 

 

 
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 

故人 車春子（新井春子）様 12月8日 永眠 (享年95歳 朴家 石巻市） 

故人 厳龍一（木村龍一）様 12月 9 日 永眠 (享年 68歳 厳家 仙台市） 

 

 

 
 

 

青山洋一あすか信組仙台支店長、宮城韓商役員合わせ 21 名が参席しま

した。延山会長は「関係者皆さんのご支援・ご協力により、一年間の事

業を無事に終える事が出来ました」と挨拶、朴清浩名誉会長の韓商連副

会長就任の祝賀の花束贈呈があり、金光植領事は「総領事館は今後も

様々な形で同胞社会の安全と発展のための支援活動をしていきます」と

挨拶。金和彦常任理事の乾杯の音頭にて忘年会が開会、忘年会は終始穏

やかな雰囲気の中閉会しました。 

◇2019年度宮城韓商◇ 

『商工会会費』の納入にご協力お願い致します 
宮城韓商会員皆様から納入いただく貴重な年会費は計画事業実行の活

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

とご協力をお願いいたします。 

 

 

 
 

 

 
※お問い合せ：宮城韓商事務局 TEL 022-712-2963 

宮城韓国商工会議所たより 

第 188号 

2019年 12月末 

第 21代国会議員在外選挙のご案内 

在外選挙人とは：住民登録がなされていない 

満 19歳以上の大韓民国の国民で、海外で投票 

する意志のある者 

国外不在者とは：住民登録されている満 19歳 

以上の大韓民国の国民で、海外で投票する意 

志のある者 

申請方法：ｵﾝﾗｲﾝ申告・申請 ova.nec.go.kr 

前回の選挙で在外

選挙人として登録

した場合は、新たに

在外選挙人登録の

申請をしなくても

在外投票ができま

す。 

ただし、過去 2 回

（2016 年の国会議

員選挙と 2017 年の

大統領選挙）以上連

続で在外投票しな

かった場合は、在外

選挙人永久名簿か

ら登録が抺消され

ます。 

挨拶を述べる延山会長 

金政郁団長の祝辞 

朴清浩名誉会長の韓商連副会長就任の

祝賀の花束贈呈 

『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  

★宮城韓国商工会議所は会員及び役員の皆様のご支援ご協力により本年度もす

べての事業活動を 盛況に終えることができました。 

紙面を借り御礼申し上げます。ありがとうございました。★ 

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

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） 

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。 

1 月の民団行事予定 

12月の民団行事報告 

6 日(金)  韓日文化講座料理教室  韓日文化講座カラオケ教室        

7 日(土) ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城修了式・ｸﾘｽﾏｽ会 10 日(火) 仙南支部例会  

14 日(土) ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城移動教室 

                            
訃      報 


