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【韓国/現地生中継有り】大人気旅行先「韓国」の今をご紹

介。民団宮城団員及び文化センター受講生の皆様の参加をお待

ちしております。 電話：022-263-6961 

日  時：8/28(土)と 9/4(土)同 13時～  ※2回開催 

お申込み：400名(最大)    料金：無 料 

※民団宮城ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからｵﾝﾗｲﾝでお申込→ 韓国オン

ラインツアー（画面右上のボタン）のボタンをクリ

ックして申込内容を入力後、送信ボタンを押すか

URL をhttps://forms.gle/V9taMActwstMKo5F6と直接

入力し、申込内容を入力後、送信してください。 

※「ご視聴環境」：安定した通信環境でご視聴ください。 

※主な内容：【韓国ライブ】ソウルホットスポット案内！ 

益善洞(イクソンドン) /弘大前などその他もお楽しみです！ 

※韓国会館 6 階からご参加 50 名程度募集中です。ご自宅にネ

ット環境がない団員の方はご連絡お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇第 76周年光復節記念式典を下記の通り開催致します◇ 

〇日 時：8/15 (日)11時～13時 

〇場 所：パレス平安 ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙ 3階                

※締め切り：7/23(金)迄必着 

※駐車場は各自周辺でご利用下さい。                  

※電 話：民団宮城 022-263-6961 fax022-222-4707 

（コロナ禍により感染防止に配慮し宮城県日韓親善協会共催

ボ－リング大会は中止） 

 

 

2021 年度前半期戸別訪問（2021 年 7 月 27 日～7 月 30 日）が

コロナ禍の中スタートした。民団宮城三機関任員と執行部合

わせ 9 名と一緒にコロナの感染防止に尽力しながら団員世帯

を訪問し、団員の現況把握/名簿整理/安全安心を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

民団宮城文化センター 

自主勉強応援コーナー開設 

  

 

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！ 

 

第 76周年光復節記念式典及び韓国人成人式（延期分）開催 

 

 

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≫ 

2021年度前半期戸別訪問が 7 月開始  

団費のご入金ご希望の方は下記へお願いいたします。 

★口座番号：あすか信用組合仙台支店 普通口座 011318  

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

★口座振替も可能です 

民団宮城と HIS のコラボ企画「韓国へ online tour」 

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 

 

8月相談日★2(月)・9(月)・23(月)・30(月) 

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 

2020 年第 75 周年光復節記念式典 2020 年成人式の記念写真 

9/4(土)予定 益善洞(イクソンドン)の韓屋村とカフェ 

2021.7.15 相続相談 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

2021.7.27 宮城野区を戸別訪問（李京子議長・禹昌守副議長・姜恵美子事務局長） 

8/28(土)予定 弘大前のピカソ通りと弘大前駅より 10 分のハリー・ポッターカフェ 

mailto:mindan@themis.ocn.ne.jp
https://forms.gle/V9taMActwstMKo5F6と直接入力
https://forms.gle/V9taMActwstMKo5F6と直接入力


 

2021年 6月 30日（水）全国地方三機関長・

中央傘下団体長会議が大阪地方本部で開催

され中央本部を除き各地方本部・傘下団体

より 56 名と言う少ない参加者での開催と

なった。意見交換では三機関に対する質疑

の応酬に緊迫感が漂い、現民団中央本部と

地方の意見共有の時間となった。 
 

 

 

2021年 7月 9日（金）14時、東北地方協議会ではリモ－トに

て 6/30 民団中央全国三機関長/事務局長会議報告会を行い各

県の三機関長、事務局長 17名が参加した。金 政郁東北地方協

議会長よりコロナ禍で出席できなかった役員に対するフォロ

－が「リモ－ト」により重要部分が共有され、過疎地域ではあ

るがコロナ禍でも東北地協の意思疎通の場となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/17（土）13時、第 2回三機関任員合同執

行委員会が開催され 15 名の各役員が参席

した。（リモート参加 1名含む）金 政郁団

長は暑い中の出席に御礼を述べながら「コロナ感染が東京を

始め宮城でも急拡大の中、今後の行事に取り組んでいかない

といけません。団員の皆様の安全を確保し安心して参加して

頂けるようしっかり協議の方お願い致します」とお願いした。

会議は今月予定の戸別訪問に対し役員の参加のお願いなど 3

支部、婦人会、商工会から今後の予定の説明があった。次回の

第 3回執行委員会は 9/11(土)午後 1時開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10日（火）仙南支部例会           夕焼け 13：00 
15日（日）第 76周年光復節記念式典及び韓国人成人式（延期分）

開催            パレスへいあん 11：00 

28日（土）民団宮城と HISのコラボ企画「韓国へ online tour」 

リモート 13：00 

民団宮城事務局 お盆休み 8月 16日-17日 

 
 

5日（月）東北 6県事務局長リモート会議         10：30 

9日（金）東北地方協議会三機関長リモート会議      14：00 

13日（火）仙南支部例会           夕焼け 13：00 

15日（木）仙北支部例会           登米町 11：30 

17日（土）第 2回三機関長任員及び執行委員合同会議      

韓国会館６階 13：00 

27～30（火-金）戸別訪問              各世帯 

 
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 

 

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 

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

 

 

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

 

8月の民団行事予定 

 

8月の民団行事予定 

7月の民団行事報告  

 

7月の民団行事報告  

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ申請・更新は終了まで約一ケ月 手続きはお早めに！ 

・必要書類：現ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ(期限切れの場合：期限切れﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ) 

特別永住者証明書・在留カード外国人登録証明書のいずれか 

・期間：新規 約 1 か月 更新 約 2-3 週間  

・写真：領事館にて撮影  ・手数料 10 年：8,000 円（団員） 

 

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ申請・更新は終了まで約一ケ月 手続きはお早めに！ 

・必要書類：現ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ(期限切れの場合：期限切れﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ) 

特別永住者証明書・在留カード外国人登録証明書のいずれか 

・期間：新規 約 1 か月 更新 約 2-3 週間  

・写真：領事館にて撮影  ・手数料 10 年：8,000 円（団員） 

2021全国地方三機関長・中央傘下団体長会議開催 

質問する金 政郁団長（左）と田 炳樽監察委員長（右） 

大阪本部近隣の 

「あんじゅう」のお

店（成 英吉仙南支

部団長の親族経営

店）での懇親会（写

真：6/30民団宮城よ

り三機関長/宮城常

任顧問/店主夫婦） 

2021年 7月 団長の動き 

7/5  (月)第 2回宮城商工会理事会参席           16：00 

7/9  (金)東北地方協議会三機関長リモ－ト会議参席 14：00 

7/17 (土)第 2回三機関長・副団長会議参席        11：00 

7/17 (土)第 2回三機関任員合同執行委員会参席     13：00 

7/21 (水)第 55期第 3回中央執行委員会参席        14：00 

東北地方協議会三機関長リモ－ト会議開催 

団費納入のご協力のお願い 

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 宮城県地方本部（ﾐﾝﾀﾞﾝ ﾐﾔｷﾞｹﾝﾁﾎｳﾎﾝﾌﾞ） 

アシアナ航空仙台～ソウル 8 月運休案内 

運休:8/1から 8/31  仙台～ソウル便（変更の可能性あり） 

第 2回民団宮城三機関任員合同執行委員会開催 

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：22000円（税込み） 

 

金 政郁団長の各議題

の説明とリモート参

加の金監察委員 



 
 

 

 

7 月 15 日(木)11 時半より、登米町

にある鰻の老舗「東海亭」に於いて

7月例会が開かれました。土用の丑

の日には少し早いですが、梅雨明け

を前にスタミナをつけ、暑い夏と新

型コロナウィルスを乗り切ろうと

いう趣向です。昨年はコロナ対策の

為に中止となりましたが、今年は満

を持しての解禁となりました。店内

はゆったりとした空間。コロナ対策

も万全で参加者全員が安心して食

事を満喫することが出来ました。年

に一度のお楽しみですが、憎いコロナウィルスのお陰(？)で何気

なく行っていた行事の有難味に気づかされます。支部会館からほ

ぼ 1 時間、ちょっと遠い道のりにもかかわらず参加者全員大満

足。笑顔に溢れた初夏の一日となりました。 

 

 
7 月 13 日（火）13 時、7 月の仙南

支部例会に 20名の支部団員が集ま

る中、成英吉支部団長は「団員の皆

様と一緒に残り半年間コロナ感染

に充分に注意をしながらコロナに

負けず支部活動のご協力をお願い

します」と激励をされながら林熙

順新韓国総領事を次回の仙南例会

にお招きする予定や明成高校との

仙南地区との白菜交流についての

計画も語られました。 

食後のデザ－トに蒸し暑さを吹き

飛ばすような甘～い旬のスイカが

支部より提供されるなど笑顔が絶

えない例会となりました。 

次回例会は 8月 10日です。 

 
 

 

今月の塩釜支部では執行委員会を

食事会に兼ねて 7月 12日に行いま

した。主な内容は今年度の事業に

ついてです。かねてから塩釜支部

の大きな柱であった月例会を新型

コロナウイルスの様子を見ながら

になりますが、10月から再開する

方向になりました。それと、やはり

個別訪問を継続的に行なっていくとなりました。その二つの準備

に向けて行動していきます。皆さんよろしくお願いします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民団宮城文化センターは下記の通り後半期韓国語会話班クラ

スのリモート講座追加募集を行いますので多くの方のお申し

込みをお願い致します。 

※8名以上 10名で開講いたします。 

※登録期間：2021年 8月 2日（月）～8月 6日（金） 

※2021年 8月 26日～2022年 1月 20日(20回) 木曜日 
①14：00～ 教材：말하기 2 

（レベル：世宗 2を終えた方） 

（前期に学んだ基礎の内容を後期に応用を

しながら会話の練習） 講師：権 珉廷 

②19：00～ 教材：말하기 2（レベル：世宗

2を終えた方）講師：権 珉廷 
③19：00～ 教材：말하기 1（レベル：韓国

語を読める/世宗 1 を受講中または終了した

方）講師：李 美賢 

登録金：3万円（2講座以上申請の方は合計で 1万円割引） 

電話：022-263-6961 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内にて案内（表紙の QR ｺｰﾄﾞ） 

 
 

関 春乃受講生の声：昔から韓国文化が

大好きでしたが、大学生になり北欧留学

で韓国人の友人ができたことから、本格

的に学習開始。今年初めて民団の講座を

受講しました。ドラマを教材に日常会

話や慣用句を学んだり、先生や生徒の

方と韓国語で雑談したり、週 2 回の楽しみです！受講前は

TOPIK1 級（初級）をやっと所持できたレベルでしたが、先日

初めて受験した TOPIKⅡで 5級（高級）を取得できました。友

人とも韓国語で通話をするなど以前より仲良くなれました。

（月 14:00聴き取りクラス/木 19:00ドラマクラス受講） 

 
 

 

高校 2 年生の私の韓国語学習はハングルの

読み方という基本中の基本から始まりまし

た。高校生がひらがなを勉強しているような

ものなので不安もありましたが、先生の丁寧

な指導のおかげで、自分でも成長を実感して

います。これまで勉強してきて韓国語学習に

おいて大切なことは、明確な目標、そして知

りたい、学びたいという意欲を持つことだと

感じました。韓国にルーツを持つ人間とし

て、韓国語を使い、少しでも日韓交流の手助

けができるよう、これからも勉強を続けて

行きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

7 月三支部活動報告 

 仙北支部例会 (李 礼子支部団長) 

塩釜支部例会(李 純午支部団長) 

仙南支部例会 (成 英吉支部団長) 

使う予定の教材 

デザートの甘い旬のスイカ 

成支部団長の説明 

    塩釜支部役員会の皆様 

民団宮城文化センター後半期会話班追加募集ご案内 

ハングル学校宮城で勉強中の学生の声 

ﾊﾝｸﾞﾙ学校夏休み企画 秋保で BBQ中止の案内 

コロナ感染が拡大し飲食を伴う行事のため中止となりまし

たことをご案内いたします。ご理解の程よろしくお願い申

し上げます。 

金ソヨン先生（上）

安 美鈴学生（下） 

鰻に参加者全員大満足 

関 春乃受講生様 

祝 民団文化ｾﾝﾀｰでﾘﾓｰﾄ受講し TOPIKⅡ5級（高級）取得 合格 



 
 

 

 

 

6月 29日～6月 30日、第 276

回中央婦人会（劉 代永会長）

全国大研修会東北地協が秋保

緑水亭で開催され開会式には

林 熙順駐仙台大韓民国総領

事、李 昌勲副総領事、金 泰

勲民団中央副団長、講演の講

師陣、金 政郁民団宮城団長、

孫 哲鎬福島団長がお祝いに

駆け付けて下さいました。 

コロナ禍の中での研修に PCR

検査とワクチン接種の対応

で自己責任出席となった研

修会では宮城 48 名/北海道 3

名/山形 2 名の会員の参加となりました。劉 代永会長は①組

織秩序、信頼、和合の堅持②地方からの発信を吸収し組織運営

に反映の徹底を掲げ大研修会を遂行し組織の基礎固めに皆様

のお力を借りながら一緒に進んでまいりましょうと発信。講

演は①高麗文康高麗神社宮司より「高麗神社について」②金  
 

 
 

7月 3日（土）東京青年会が

来仙し勉強会を開催した。東

京からは 9名の青年が参加。

震災についての講演という

ことで当時の宮城民団団長

である李 根茁常任顧問と当

時の宮城青年会副会長であ

る金 亜貴が出席。金は在日

としての経歴を話すﾏｲｽﾄｰﾘｰ

に続いて 3.11 の体験談や青

年会として参加した炊き出

し活動について語った。李常

任顧問は団員の被災状況や

中央・他地方からの協力、宮

城民団として行った活動に

ついて語られた。避難所に行

った際に見聞きした状況や、

避難所で会った同胞から受

けた言葉を伝えられた。また

当時の韓国大統領李 明博氏

の多賀城市慰問についても語られた。中でも印象的だったの

は「誰のための活動なのか」という意識が 3.11を境に変化し

ていったというお話だった。団員のための民団であるが、支援

するときには団員にだけ目を向けずその人が関わるコミュニ

ティ全体を見なければいけないという内容だった。リアリテ

ィに溢れた講演に青年たちからは様々な質問が挙がった。10

年経ち忘れてしまったことも多いが、当時を思い出し気持ち

を引き締める機会としてとても有意義な時間となった。 

（記事：金 亜貴文教副部長） 

 

 
 

昭夫民団中央生活相談所長よ

り「韓国人に生まれてよかっ

た」③徐順子中央文教局長よ

り次世代育成にむけての業務

説明があり参加者は真剣にメ

モをとりながら研修に参加

しました。嚴 由美宮城婦人

会長は「会員皆様と

お会いでき、参加下

さった皆様が喜んで

下さり無事故で大き

な行事を終えられた

事に役員皆様と会員

の皆様のご協力とお

力添えのおかげで

す」と感謝の意を述

べられました。 
 

 
 

高 慈美会長（東京青年会長）の感想：とても貴重なお話が

聞けて、有意義な時間を過ごすことが出来ました。実際に体

験した人にしかわからないリアルなお話や、話ずらい内容

もあったかもしれないのに、こちらの質問にも真摯にお答

え下さり、本当にありがとうございました。また宮城の人た

ちの温かい人柄にも見習うべき事がたくさんありました！

皆さんアットホームに私たちを受け入れていただいてとて

も嬉しかったです。 

 
 

 

アンニョンハシムニカ       青年会の池 智子です。皆さん普

段韓国ドラマは観られますか？私はよく見ていて、今物凄

くオススメしたいのが「賢い医師

生活」です。生死に関わる瞬間、

喜びや悲しみ、人間のもつ様々な

感情が渦巻く病院内で 20 年来の

医大同期 5 人組の日常を描いた

ドラマです。1話ごとに小さいス

トーリーが盛り込まれており、じ

わじわと魅力に引き込まれると

思います。是非機会があれば観て

みてください       さて！話はガラ

ッと変わるのですが 9/18(土)～

9/20(祝月)の 2泊 3日で同胞セミ

ナーin大阪を企画しております。

青年会員限定のため、参加をご希

望の方は会員申請をしてからの

申込みとなります。皆さまのご参

加お待ちしております        

★ 婦人会たより★ （嚴 由美 婦人会長）    

「東日本大震災から 10年」のテーマで東京青年会が宮城で講演会開催 

李 根茁常任顧問(中央) 金 亜貴文教副部長

（右から 2 番目）高 慈美東京青年会長(右) 

祝辞の金 政郁団長 

受付での嚴 由美婦人会長(中央) 中央婦人会長表彰の孫 美子中央婦人会副会長（写真

左）と禹 文子氏（写真右） 

青年会たより青年会にご興味のある方随時募集中！miyagi.seinenkai@gmail.com 

参席したご来賓（後列から白 眞勲参議院議員/李 昌勲副総領事/李 京子宮城議長/金 昭夫民団中

央生活相談所長/ 徐 順子中央文教局長/金 泰勲中央副団長/林 熙順駐仙台大韓民国総領事/孫 哲

鎬福島団長） 

全国大研修会東北地協が開催 

高麗神社の高麗文

康宮司様 

金 昭夫民団中央生

活相談所長 

祝辞の白 眞勲参議院

議員 

祝辞の林 熙順総領事 

多くの婦人会の方が参加 

祝辞の金 泰勲民団 

中央副団長 

講演会の様子 

7/24 鄭昇栄中央青年会長が宮

城本部を訪問し実状把握など

意見交換をした。（池智子青年

会長と金富貴副団長が対応） 



   

 

2021.7.17（土）～25

日（日）10時～20時

までイオンモール

富谷店 2 階で韓国

フェアが開催され

た。参加した韓国企

業のブースの前には行列ができるお店もありました。コロナ

禍ではあるが仙台韓国総領事館・韓国観光公社のご協力・ご支

援で韓国旅行ガイド、食品案内、観光地図など無料配布もあっ

てフェアは成功裏に終えた。 
参加企業：1.アリランキムチ：おかず・キムチ 2.韓国食品：韓国お餅・薬食 

3.スターコスメ：韓国化粧品  4.ロベル：女性服  5.イーストポンド：雑貨他    

6.元気物産：韓国のり   7.三国企業：食料品・冷凍/冷蔵食品  

8.アイシス：生活用品・雑貨 

 
 

7 月 16 日(金)韓国 KF94 マスク 4000

枚が在日本大韓民国民団東京本部よ

り宮城本部に寄贈された。このマスク

は世界韓人女性協会と KBS 社会奉仕

団が㈱KF94 チョンジョンマスクから

東京本部に寄贈した品物である。コロ

ナ禍の中、韓国人の温かいメッセー

ジがマスクと一緒に届いた。届いた

マスクは各行事及び戸別訪問などに

使われる予定。 

 
 

 

 

 

 
 

2021 年度宮城韓商第２回理事会  
 

本年度第 2 回理事会を 7 月 5 日 16 時

より民団会館 6Ｆにて開催し、金 龍美

会長、延山 剛名誉会長ほか理事 12名

が参席しました。コロナ禍により昨年

はすべての行事がキャンセルになり

ましたが今年度は感染状況を見極め

ながら後半期の行事を実行していく

ことを決めました。後半期の事業で 16回となる宮城韓商韓日

ゴルフ大会は 9 月末での開催を決めました。ほか延期になっ

ていた宮城民団の成人式が光復節に合わせて行われること

で、宮城韓商として新成人にお祝い金を渡すことも決めまし

た。次回の理事会は 8月 30日です。 

 

8 月下旬より仙台サンモール一

番町で毎週土曜日にてバスキン

グを開催いたします。 

またアーケードで踊りたい人を

募集中ですので関心がある方及

び団体は下記の募集先までご連

絡お願い致します。 

募集先：駐仙台韓国総領事館 

sendai@mofa.go.kr 

（年齢、性別、経歴、人数問わず） 

バスキングとは：路上ライブ・ス

トリートダンスなど道で演奏、

パフォーマンスをすること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 206 号 

2021 年 7 月末 
宮城韓国商工会議所たより 

駐仙台大韓民国総領事主催の行事のご案内 

 

民団宮城タワー式立駐修繕実施のご案内（運転停止） 

日頃は当立体駐車場をご利用いただき誠にありがとうござ

います。下記の日程で「タワー式立駐修繕」を実施いたしま

す。工事中は駐車装置の運転を下記の期間中停止させてい

ただきます。ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたし

ますが立体駐車場の円滑な運転、安全性の確保、機能維持の     

ため、ご理解とご協力をお願い申し上げ 

ます。 

工事日時：8月 2日（月）9：00～8 月 6日 

（金）18：00 

作業期間中には車両の出入りができませ 

ん、お車のご利用予定が有る方は、工事開

始時間前までに車両移動をお願いします。 

日本ｺﾝﾍﾞｱ株式会社電話：03-6775-4810 

東京民団本部よりマスク 4000 枚寄贈 

 民団保険センターからのご案内：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）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。お電話 022-223-6671 

 
今年の夏はゴルファー保険をお勧め致します 

・安心してプレーを楽しみたいゴルファーのための保険です 

例）他のプレーヤーにケガをさせてしまった 

   → ゴルフ賠償責任補償（基本補償） 

  ★プレー中にケガをしてしまった → ゴルファー傷害補償 

  ★クラブが折れてしまった    → ゴルフ用品補償 

  ★やった！ホールインワン       →  ホールインワン・ 

アルバトロス費用保障 

 

新型コロナウイルスワクチン接種について 

韓国フェア開催（イオンモール富谷店内） 

 

宮城韓商第 2 回理事会 

参加企業のブース（雑貨コーナーと韓国化粧品コーナー） 

mailto:sendai@mofa.go.kr
https://www.sendaicci.or.jp/news/2020/02/post-195.html


   

 
 

동경올림픽 태극전사들의  

선전을 기원합니다. 
 

센다이한국교육원장 고 승 천 
재일동포 여러분! 안녕하십니까? 

드디어 2020 년 코로나 19 의 영향으로 연기된 제 32 회 동경 하계 올림픽이 

2021 년 7 월 23 일(금) 개막하여 8 월 8 일(일)까지 17 일간의 대장정을 앞두고 

있습니다. 이번 호에서는 우리나라 대한민국의 올림픽 출전사를 살펴보고 

태극전사들을 함께 응원하였으면 합니다. 대한민국! 

 

제1회 1896 

아테네(그리스) 

제2회 1900년 

파리(프랑스) 

제3회 1904년 

세인트루이스(미국) 
제4회 1908년 런던(영국) 

제5회 1912년 

스톡홀름(스웨덴) 

제6회 제1차 세계대전으로 

취소 

제7회 1920년 

안트베르펜(벨기에) 

제8회 1924년 

파리(스랑스) 

제9회 1928년 

암스테르담(네덜란드) 

제10회 1932년 

로스엔젤레스(미국) 

제11회 1936년 

베를린(독일) 

제12회 제2차 

세계대전으로취소 

제13회 제2차 

세계대전으로 취소 

제14회 1948년 

런던(영국) 

32위/59개국(동2,합2) 

제15회 1952년 헬싱키(핀란드) 

37위/69국(동2,합2) 

제16회 1956년 멜버른(호주) 

29위/72개국(은1,동1,합2) 

제17회 1960년 

로마(이탈리아) 

제18회 1964년 

도쿄(일본) 

27위/93개국(은2동1,합3) 

제19회 1968년 멕시코시티(멕시코) 

36위/112개국(은1,동1,합2) 

제20회 1972년 

뮌헨(독일) 

33위/121개국(은1,합1) 

제21회 1976년 몬트리올(캐나다) 

19위/92개국(금1,은1,동4,합6) 

제22회 1980년 

모스크바(소련), 불참 

제23회 1984년 로스엔젤레스(미국) 

10위/140개국(금6,은6,동7,합19) 

제24회 1988년 서울(대한민국) 

4위/159개국(금12,은10,동11,합33개) 

제25회 1992 바르셀로나(스페인) 

7위/169개국(금12,은5,동12,합29) 

제26회 1996년 애틀랜타(미국) 

10위/197개국(금7,은15,동5,합27) 

제27회 2000년 시드니(호주) 

12위/199개국(금8,은10,동10,합28) 

제28회 2004년 아테네(그리스) 

9위/201개국(금9,은12,동9,합32) 

제29회 2008년 베이징(중국) 

7위/204개국(금13,은11,동8,합32) 

제30회 2012년 런던(영국) 

5위/204개국(금13,은9,동8,합30) 

제31회 2016년 리우데자네이루(브라질) 

8위/206개국(금9,은3,동9,합21) 

제32회 2020년 도쿄(일본) 

2021.7.23.-8.8, 33개 정식종목 339개 

세부종목 (금7개이상 10위 목표) 

올림픽은 국제올림픽위원회(IOC, International Olympic Committee)가 주관하는 

세계최대의 스포츠 축제로 4 년에 한 번씩 열리며 최초의 올림픽은 1896 년 

부터 그리스 아테네에서 개최되었으며 현재까지 총 28 번 개최된 하계 

올림픽에 우리나라는 제 14 회 런던 올림픽을 시작으로 총 17 회 참가하였으며 

최초의 메달리스트는 제11회 1936년 베를린 올림픽 마라톤에서 손기정선수가 

금메달, 남승룡 선수가 동메달을 수상하였으나 아쉽게도 일제강점기여서 

IOC 에는 일본 국적으로 표시되어 있습니다. 

대한민국 국적 최초의 메달은 올림픽에 처음으로 참가한 제 14회 1948년 런던 

올림픽 역도 미들급에서 김성집 선수가 동메달을 수상하였습니다. 대한민국 

국적 최초의 금메달은 제 21 회 1976 년 캐나다 몬트리올 올림픽 레슬링 

부문에서 양정모 선수가 금메달을 수상하였습니다. 1988 년 서울에서 개최된 

제24회 올림픽에서 4위/159개국(금12,은10,동11,합계33개)의 최고의 성적을 

거두었으며, 이번 제 32 회 동경올림픽에서는 금 7 개 이상 10 위를 목표로 

국가대표 선수들이 당금질을 하고 있다고 합니다. 금메달 예상종목은 양궁, 

사격, 태권도, 유도, 골프 등입니다.동북 6 현에서는 미야기현 

미야기스타디움에서 축구（여자）7/21,24,27,30、축구(남자)7/28,31 개최 

예정이고, 후쿠시마현 후쿠시마아즈마구장에서 소프트볼 7/21,22, 야구 7/28 

개최 예정이라고 하니 재일동포 여러분들의 많은 관심과 적극적인 응원을 

부탁드립니다. 2002 년 월드컵 때 전국을 붉은 악마의 물결로 뒤 덮었던 응원 

열기처럼 다함께 대!한!민!국!동포 여러분! 행복한 한 달 되시기 바랍니다. 

 

 
日本東北地域内における韓国に対する理解と日韓友好親善の拡大、国際交流活動

に寄与すると共に地域社会の在日韓国人と東北各県民の韓国文化及び韓国語学習

の雰囲気を高揚する為に下記の通り第12回日本東北地域韓国語弁論大会を開催し

ます。 
 

1. 主 催 :  駐仙台大韓民国総領事館、 仙台韓国教育院 

2. 後 援 : 大韓民国教育部、 在日本大韓民国民団宮城県地方本部 

3. 日 時 : 2021 年 10月 23 日(土), 13:30 ～ 17:00 

4. 場 所 : 〒980-0014 宮城県 仙台市 青葉区 本町 1-5-34 韓国会館 6F 

5. 主 題 : 

1)韓国語学習でより豊かになった私の人生 

2)韓国語学習を通して生まれた韓日友好の心 

3)韓日親善のためのアイディア 

4)私が習った韓国語・韓国文化の紹介 

6. 形式：雄弁及び弁論 (15 名程度) 

7. 時間及び分量 : 5 分以内のスピーチ(200 字 原稿用紙 4～5 枚程度) 
 

8. 参加資格 : 国籍、年齢を問わず韓国語ができる者(韓国語を母語としない) 

 
 

東京オリンピックでの太極戦士たちの 

善戦を祈ります！ 
 
 

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? 

いよいよ 2020年コロナ 19の影響により延期されました第 32回東京夏季オリンピ

ックが 2021 年 7 月 23 日（金）開幕し、8 月 8 日（日）までの 17 日間の大長征を

控えております。 今号ではわが国、大韓民国の五輪出場史を調べ、太極戦士(韓国

選手)らを一緒に応援したいと思います」。 大韓民国！ 

 

第1回 1896年 アテネ 

(ギリシャ) 
第2回 1900年 パリ(フランス) 

第3回 1904年 

セイントルイス(米国) 

第4回 1908年  

ロンドン(イギリス) 

第5回 1912年  

ストックホルム(スウェーデン) 

第6回   

第1次世界大戦のため

中止 

第7回 1920年  

アントウェルペン(ベルギー) 

第8回 1924年  

パリ(フランスン) 

第9回 1928年 アムステルダム

(オランダ) 

第10回1932年 

ロスアンゼルス(米国) 

第11回1936年 

ベルリン(ドイツ) 

第12回  

第2次世界大戦のため

中止 

第13回   

第2次世界大戦のため

中止 

第14回 1948年 ロンドン 

(イギリス) 

32位/59か国(銅2,計2) 

第15回 1952年 ヘルシンキ 

(ピラミッド) 

37位/69か国(銅2,計2) 

第제16回 1956年 メルボルン 

(オーストラリア) 

29位/72か国(銀1,銅1,計2) 

第17回 1960年 ローマ 

(イタリア) 

第18回 1964年 東京(日本) 

27位/93か国(銀2、銅1,計3) 

第19回1968年メキシコシティ 

(メキシコ) 

36位/112か国(銀1,銅1,計2) 

第20回1972年ミュンヘン 

(ドイツ) 

33位/121か国(銀1,計1) 

第21回1976年モントリオール(カナダ) 

19位/92か国(金1,銀1,銅4,計6) 

第22回1980年モスクワ(ソ連),  

不参加 

제23回1984年ロスアンゼルス(米国) 

10位/140か国(金6,銀6,銅7,計19) 

第24回1988年ソウル(大韓民国) 

4位/159か国(金12,銀10,銅11,計33) 

第25回1992年バルセロナ(スペイン) 

7位/169か国(金12,銀5,銅12,計29) 

第26回1996年 アトランタ(米国) 

10位/197か国(金7,銀15,銅5,計27) 

第27回2000年 シドニー(オーストラリア) 

12位/199か国(金8,銀10,銅10,計28) 

第28回2004年アテネ(ギリシャ) 

9位/201か国(金9,銀12,銅9,計32) 

第29回2008年北京(中国) 

7位/204か国(金13,銀11,銅8,計32) 

第30回2012年ロンドン(イギリス) 

5位/204か国(金13,銀9,銅8,計30) 

第31回 2016年リオデジャネイロ 

(ブラジル) 

8位/206か国(金9,銀3,銅9,計21) 

第32回2020年東京(日本) 

2021.7.23.-8.8, 33개 正式種目 339個 詳細種目 

(目標：金7個以上 10位 ) 

国際オリンピック委員会(IOC, International Olympic  Committee)が主管する

世界最大のスポーツ祭りであるオリンピックは、4 年毎に開かれる。最初のオリ

ンピックは 1896 年からギリシャのアテネで開催され、現在まで計 28 回開催され

た夏季オリンピックに韓国は第 14 回ロンドンオリンピックを手始めに計 17 回参

加した。最初のメダリストは第 11回 1936 年ベルリンオリンピックマラソンで孫

基禎選手が金メダル、南スンリョン選手が銅メダルを受賞したが残念ながら日本

の占有期だったため、IOC には日本国籍に記されています。大韓民国国籍での初

のメダルはオリンピックに初めて参加した第 14回 1948 年ロンドンオリンピック

重量上げミドル級でキム·ソンジプ選手が受賞した銅メダルです。大韓民国国籍

初の金メダルは第 21回 1976年カナダモントリオールオリンピックのレスリング

部門でヤン·ジョンモ選手が受賞した金メダルです。 1988年、ソウルで開催さ

れた第 24 回オリンピックでは 4 位/159 ヶ国(金 12、銀 10、銅 11、合計 33 個)の

最高の成績を収めていて、今回の第 32 回東京オリンピックでは金 7 個以上、10

位を目標に国家代表選手達が全力を尽くしているそうです。 金メダル獲得の予

想種目はアーチェリー、射撃、テコンドー、柔道、ゴルフなどです。東北 6 県で

は宮城スタジアムでの女子サッカーの試合が 7 月の 21 日、24 日、27 日、30 日、

男子サッカーの試合は 7 月 28日、7 月 31 日に開催予定です。そして福島県福島

東球場ではソフトボール試合が 7 月 21 日、7 月 22 日、野球は 7 月 28 日に開催予

定のようですので在日同胞の皆様、より多くのご関心と積極的な応援をお願い申

し上げます。 2002 年 W 杯の時、全国をレッドデビルズの波で覆った応援の熱気

を今もう一度、ご一緒に、大！韓！民！国！(テ！・ハン！・ミン！・クッ！) 

それでは、同胞の皆様! 今月も幸せな時間をお過ごしください。 

 

 

    ※ 但し、満 6 歳以降、韓国正規学校で一年以上在学した在外韓国国民は除く 

    ※ 過去、「本大会」を含む類する「韓国語弁論大会」で最優秀賞に選ばれた者は

除く 

9. 問合せ先   : 仙台韓国教育院(Tel 022-223-672１、 担当：パク) 

10. 受付締切り : 2021.09.10.(金)必着  

11. 提出書類   : 

1) 参加申込書(教育院ホームページに搭載) 

2) 写真(上半身とスナップ写真 1枚) 

3) 原稿ファイル (韓国語と日本語 両方、MS-Word のものを推獎) 

4) 提出先 : sendai.edu.korea@gmail.com        

※書類の入手が困難な場合は大会事務所(教育院：022-223-6721)までご連絡ください。 

12. 表 彰 ： 賞状及び副賞 - 大賞、 金賞、 銀賞、 銅賞  

13. その他 

  1）賞の内容は、変更になる場合があります。 

2）出場希望の方が多い場合は予選(原稿審査)を行います。 

3）出場者の個人情報は保護されます。 

4)新型コロナウイルス拡大防止のため入場人数 

          ～ 仙台韓国教育院たより 88 ～      2021 年 7 月 

第 12 回 日本東北地域韓国語弁論大会 概要 


