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新執行部体制になり 2019 年

民団宮城幹部の中央主催の

研修に継続的に参加/民団宮

城でも研修を開催し 11 月か

ら始まる戸別訪問活動に向

け幹部研修に力を入れ意思

統一を図ってきた。民団中

央本部主催 237期在日同胞 

ﾘｰﾀﾞｰ育成ｽｸｰﾙ 5/18-19（2

名）、民団中央本部主催地

域指導者ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 8 名、前

半期民団宮城幹部研修会

8/3 は李 清鍵組織局長「組

織運営の基本と戸別訪問の

重要性」23 名参加/後半期

幹部研修会 9/20 徐 元喆中

央本部事務総

長「民団の歴

史と理念」21

名参加し民団

宮城幹部の質

を高めると同

時に、民団の歴史を学ぶ時間を共有した。徐事務総

長は「民団の歴史を振り返る中で一世の在日同胞の

先輩方の壮絶な戦いがあってこそ今の民団組織があ

ります。この組織に誇りをもち今後の民団組織を繋

いでいくのはここにいらっしゃる皆様です。共に同

胞のために地域の方のために韓日親善友好促進にも

一緒に力を注いていきましょう」と締めくくった。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/6（金）2019 年度後半

期全国地方団長・中央傘

下団体長会議は大阪韓国

会館で開催。後半期団務

報告/示達/韓日関係/意

見交換に続き大阪総領事

館主催懇親会に参加者ほ

とんどが出席した。会議に合わせ東北地方協議会事務局長会議

及び東北地方協議会団長事務局長懇親会を大阪近隣で開催し懇

親会には李 根茁中央本部副団長/民団宮城常任顧問も出席し

た。東北地方協議会とししては 6 月次世代プロジェクトセミナ

－ＩＮ山形、7 月林間学校 in 秋田を大成功に終えた慰労と来年

に向けた意思疎通の時間を共有した。 

 

 

 
 

日 時：2019年 10月 19日（土） 

受 付：10時 00分 開始：10時 30分～ 

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 

※詳細は同封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 

 
 

 

○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！ 

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 

10月相談日★7(月)・15(火)・21(月) 24(火) 28(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】 

2019民団宮城幹部の研修強化 

 

8.3後半期幹部研修会 23 名参加 

 

徐 元喆 

事務総長 

 

5/18-19 237期在日同胞ﾘｰﾀﾞｰ育成ｽｸｰﾙ参加 

7.6-7 地域指導者ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 8 名参加 

9.20 後半期幹部研修会 21 名参加 

 

李 清鍵 

組織局長 

2019 年度後半期全国団長・中央傘下団体長会議開催 

2019 年度後半期全国団長・中央傘下団体長会議 

東北地方協議会事務局長会議 東北地方協議会団長・事務局長懇親会 



 
 

 
2019年 9月 14日（土）無料映画上映

会「かけはし」が韓国会館で上映され

た。18 年前 2001 年 1 月 26 日新大久

保駅で日本人を助けようとしてなく

なった韓国人留学生李秀賢さんが遺

したドキュメンタリ－二部構成作品

「かけはし」を東北上映初として民

団宮城上映会を韓国会館 6Ｆ大ホ－

ルで開催し地域の方、民団関係者含め 90 名が来場し

た。金政郁民団宮城団長は「韓日関係は悪化している

がこのような時期だからこそ私達民団は草の根の韓日

交流を積極的にすすめています。地域の皆様のご理解

とご協力に心より感謝を申しあげます」と挨拶。鈴木 

茂雄宮城県日韓親善協会副会長は「宮城県日韓親善協

会も長い歴史があります。相互扶助

の気持ちを忘れず韓日交流を積極的

に進め理解し合い皆様で仲良くして

いきましょう」と挨拶された。映画

の内容で事実をうけとめ涙をぬぐい

ながらも未来のあるドキュメンタリ

－に来場者は皆感動された。 

 

 
2019 年 9 月 22 日（日）10:30～大林

寺（斎藤泰彦住職）主催、第 39 回安

重根義士・千葉十七居士の追悼法要/

日韓親善交流会に駐仙台大韓民国総

領事朴 容民総領事、李昌勲副総領事、

金 光植領事、民団（下記の通り）日

韓関係者を含め 130名が参列した。交

流会で金 政郁団長の挨拶では「韓日

関係は 1965 年に国交回復して以来例

がないほど最悪の状況ではございま

す。民団、そしてここにいらっしゃる皆様と共にメディアなどに振り

回されることなく果敢に日韓親善友好のために尽力してまいりまし

ょう」と訴えた。韓国舞踊や韓国歌が披露され韓国文化を親しみなが

ら韓国歴史を振り返り、韓日友好を市民レベルで誓う時間となった。 

 

 

 
9 月 24 日（火）10 時から

李 由美韓 hanＳＡＲＡＮ

代表プランナ－による料

理教室に 13 名が参加し

た。チ－ズタッカルビ、簡

単スンドウブ、6種類のナ

ムル、豆腐キムチの詳細なレシピに感

動しつつも仕上がりはお店に招待さ

れたかのようなセンスあるメニュ－

に参加者は満足していた。70席を完備されている「韓サラン」に忘年

会などで是非ご利用されて下さい。Tel 022-713-3830 国分町ソシア

ルビル 4Ｆ「韓 hanSARAN」（年中無休） 

 

  
「今は韓国伝統衣装創作折り紙にはまっています」と可

愛い折り紙の作品を手にキラキラした瞳で事務局にいら

っしゃいました。ドラマなど見てこの衣装を作ってみた

いと思ったら折り紙に集中するそうです。2011 年～民団

に登録してから 8年目となる野口さん。「韓国には旅行や

ファンミ－ティングなども含めこの 10 年で 25 回行き、

日本は島国、韓国は他国からの影響が多い地形や歴史/文

化に興味を持ち、基本は観光地ではない韓国の歴史や文化に繋がる場

所に行くのが私流の旅行です」と語る。【韓国の通な場所】を是非野

口さんに聞いてみて下さい～。「クラスの皆で足を引っ張りながら支

えながら韓国語講座に通うのが楽しみです。「韓国語/韓国文化で繋が

っている友人が回りに沢山いて第三の人生本当に楽しいです！」と笑

顔で語り、颯爽と韓国語授業に行かれました。 

 

 

 
孫 美子婦人会長より

トッポギ、韓国商会よ

り薬食がふるまわれ食

の文化も堪能しながら

韓日交流の更なる発展

を皆で確認しあった。 

 

感想：女性 70 代：現在の日韓関係についてみた時タイムリ－な上映

だったと感じました。民間だけでも人と人との関わりを持つべきだと

思います。 

女性 60 代：民団こそが日韓のかけはしだと改めてつくづく感じまし

た。これからもできるだけ民団が主催する行事に参加します。女性 40

代：民団がしているこのようなイベントがたくさんあるといいと思

う。地域の方をまきこんで若い人達にも来てもらいたい知ってもらい

たい。そして厳しい目もあるかとおもいますが一緒に頑張っていきま

しょう。男性 70 代：理解しあうことの大切さが良く理解できたドキ

ュメンタリ－でした。若者たちのようにはいきませんが日韓の歴史の

真実を周囲の人に伝え次世代の人たちにも伝える努力をしていきた

いと思います。女性 30 代：悲しい映画だと思っていたのですが未来

をみすえたとてもまっすぐで力強い希望が沢山つまっていました。

「かけはし」のような人に私もなりたいと思いました。 

 

 
9 月 23 日(月)仙台国際センター展

示棟にて今年で 28 回目の「せんだ

い地球フェスタ 2019」(主催：仙台

地球フェスタ実行委員会)が開催さ

れた。特に「せんだい育ち」と同時

開催で仙台にゆかりがあるアーテ

ィストやパフォーマーによる文化

公演などもあり多くの方が来場し

た。今年で 13 回目参加の民団は地

球フェスタを通して韓国文化・食を

地域住民にｱﾋﾟｰﾙし、民団宮城文化

センターの紹介・第 2回日韓親善フ

ェスティバルの案内もかねて、民団

宮城は名前を韓国語での名刺作り

（しおり）体験、婦人会は韓国食を

提供した。特に民団宮城ブースはス

タンプラリーの経由地として多く

の親と子供達が訪れ、韓国文化・韓

国語講座などの紹介を聞きながら

韓国文化の体験をした。参加者より

「今は大変な時期だけど一緒に頑

張っていきましょう」と地域の方よ

り励まされる場面も多かった。 

 
 

iKON FAN MEETING 2019（BIGBANGの系譜を継ぐ次世代モンスター

グループ ）2019/11/30 仙台サンプラザホール 

一般発売 2019/9/28(土) 10:00より発売 
《電話でのお問い合わせ》ローソンチケットインフォメーション 

お問い合わせ番号 0570-000-777 

②「第 39回安重根義士と千葉十七居士の追悼会 ③「2019せんだい地球フェスタ」民団宮城参加 

 

① 東北初上映 民団宮城無料映画上映会「かけはし」  

2019 民団宮城文化センタ－受講生の声(2)☆彡 

料理教室講師：李由美様(韓国料理店韓 hanSARAN代表ﾌﾟﾗﾝﾅｰ)

－) 

④民団宮城文化センター だより 

登録 No1  

野口みち様 

約 90名の方々が集まりました 

金 政郁団長の挨拶 

鈴木 茂雄 

宮城県日韓親

善協会副会

長 

婦人会のトッポギ・韓国商会の薬食 

～民団宮城は日韓親善友好促進に積極的に尽力してます～ 

韓国文化情報広場☆彡 

参加者：【在日本大韓民国民団宮城県地方

本部】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 

【在日本大韓民国民団民団仙北支部】 

姜 花子前支部団長 李 禮子支部団長 金 

学任団員 国本 松子団員 

参加された方からはみんな喜んでいただきました 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 年 9 月 11 日（水）民団宮城主催、婦人会宮城主管の敬老祝賀

会が開催され駐仙台大韓民国総領事館金 光植領事、あすか信用組

合仙台支店裵 洋一支店長が出席され 40 名の 70 才以上の団員が集

い、民団役員、婦人会役員関係者含め 70名が出席しました。金 政

郁宮城団長は「お元気な皆様とお会いできて本当に嬉しいです。ま

すますお元気に来年もお会いできますよう健康でいらして下さい。

本当におめでとうございます」、孫 美子婦人会長は「家にこもらず

人と会うことでお元気になります。民団と婦人会の行事には積極的

に参加していつまでもお元気でいらして下さい」と励まされまし

た。金 光植領事は「民団と婦人会がこのように奉仕的な事業を積極

的にされていることに心より感謝してます。今後も在日同胞のため

にご尽力くださいますようお願いします。敬老の皆様におかれまし

ては更にお元気でいらして下さい」と祝辞を述べられた。20種類以

上の婦人会の手作り韓国料理のおもてなしに舌つづみをうちなが

ら大満足の食事に、日本コロムビアレコード裵 麗子歌手による演

出とカラオケ大会に大盛りあがりでした。 

 

 

 

 
9月 1日（日）10時より

秋晴れの日に仙台市荒

井の仙台農業園芸セン

ターにて白菜の苗植え

が行われました。田 炳

樽監察委員長、李 京子

議長、婦人会より孫 美子会長、姜 正江副会長、崔 雪子監査の 5人

で参加しました。明成高校の学生さんと共に 12 月 3 日に行われる

総領事主催のキムチフェスティバルの為に心を込めて良い白菜が

出来ることを願いながら楽しく植え付けました。 

 
 

国際センターにて毎年

開催される「せんだい地

球フェスタ 2019」に 9月

23日、今年も出店しまし

た。今年で 28 回目とな

る地球フェスタですが

去年から「せんだい育

ち」という仙台ゆかりのアーティスト、パ

フォーマーによる文化エンターテインメン

トの祭典と 2 つの看板を揚げるイベントに

なっていました。今年のテーマは「世界が

もっと好きになる一日、地球レベルで遊ぼう！」でした。前日の雨

模様の天気もあり当日の人出も気になりましたが国際色豊かな出

店で参加された方々は楽しく、美味しく会場をまわって観ていかれ

てたと思います。私達婦人会も「チヂミ、ホットッ」を販売し異文

化交流の一つになったと思います。前日・当日と朝早くから手伝っ

ていただいた役員の皆様お疲れ様でした。（副会長 徐 龍子） 
婦人会予定 10/3  13:00 役員会 ４階 

10/10 15：00 受付 婦人会 70 周年記念式典 東京品川ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

           16：00 開始  ｱﾈｯｸｽﾀﾜｰ宴会場 ﾌﾟﾘﾝｽﾎｰﾙ 

12/1-2 婦人会大忘年会 秋保温泉ﾎﾃﾙ「ｸﾚｾﾝﾄ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

下記の皆様におかれましては紙面を通じご賛助に対し心より御礼を申し上げます 

仙台韓国教育院 院長李 元烈様 あすか信用組合仙台支店支店長 裵 洋一 様 

在日本大韓民国民団塩釜支部団長 李 昌根 様 

在日本大韓民国民団仙南支部団長 成 英吉 様 

在日本大韓民国民団仙北支部団長 李 禮子 様 

 

 

 
アンニョンハシム

ニカ！ 

会長の黄支保です。

青年会では 10/20～

10/23に全国事業と

して故郷訪問が行

われ、宮城では 4名

が参加しました。 

これは全国事業と

しては始めての試

みとなり、自分たちのルーツ（故郷）を巡り各地方の文化や伝統、

歴史などを学び体験する事をメインとして開催されました。同胞

の中でも同じ故郷のメンバーと一緒に過ごせる時間は、これまで

に感じたことのないほど感慨深く、さらに絆を深められたことは

私にとってのプライスレスな宝物になりました！まだまだ沢山

の話題やお知らせしたいことがあるので、故郷訪問の記事につい

ては 2回に分けて記事に載せたいと思います！ 

それでは、他参加したメンバーからの感想をご紹介します♪ 

（金祐聖）今回初めて参加してみて自分の故郷を知ることができ

ました。また、青年会の先輩方と交流する機会が沢山あったので

とてもいい経験になりました。自分の故郷を知ったことで今まで

とは違った角度から韓国について考えることができました。 

在日同胞の方々からのこれまでのマイヒストリーも聞けて皆さ

ん様々な悩みがあること、同じ悩みや違った悩みがあることを知

ったので、在日について自分も考えようと思いました。またこの

ような青年会の方々と集まれる機会があれば参加したいと思い

ます。 

（金熙粋）父方の故郷を訪れた事は一度もなかったのでとても新

鮮でした。沢山の人達と色んな文化に触れられ 4 日間充実した

日々を送ることができました！ 

≪今後のお知らせ≫ 

●10/5～6：宮城青年会主催 東北 6県合同中高生事業 in七ヶ浜 

 

≪2019敬老祝賀会≫これからもお元気で一層の健康を祈り致します！！ 
 

全員笑顔で集合写真です 

≪婦人会たより（孫 美子会長）≫    
お問合せ・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 

カラオケで会場は総立ちダンス♪♪ 

李京子議長による乾杯の音頭でスタート 

2019せんだい地球フェスタ参加 

白菜の苗植えに宮城民団より 5名参加 

mailto:miyagi.seinenkai@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城 郊外学習         東北大学 13：00 

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

10 日(木)  韓日文化講座 ﾒﾄﾞｩｯﾌﾟ教室      韓国会館 5 階 10：00 

10 日(木) 韓日文化講座 韓紙教室          韓国会館 5 階 14：00 

11 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 

12 日(土)  仙北支部例会                         仙北支部例会 10：00 

12日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城                     韓国会館 5・6 階 13：00 

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

19日(土)  在日同胞交流事業大運動会     秋保森林スポーツ公園 10:00 

      10月マダン          秋保森林スポーツ公園 12:00 

23 日(水)  韓日文化講座 料理教室     韓国会館 5 階談話室 10：00 

26 日(土) 第 4 回日韓友好サッカー交流会 in 名取    名取市 09：00 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
投票期間：2020.4.1～4.6  

毎日 08：00～17：00 

投票場所：在外選挙管理委員会が指定  

した場所 

投票対象者：国外不在者申告か在外選 

挙人登録した者 

必要書類：国外不在者：身分証明書 

在外選挙人：身分証明書と 

国籍確認書類原本 

 

 

 

 

来年開催される東京 2020オリンピック・パラリ

ンピック大会の成功は平昌の時と同じように私

達在日韓国人の願いでもあります。私たちは日

本に永く定住する地域住民として、また韓日友好の架け橋の立場

から、本大会の成功に寄与するため、在日韓国人支援の会を設置

し、寄付金の募金活動を展開するようになりました。何卒、本趣

旨に賛同され、ご支援ご協助のほど、よろしくお願いいたします。 

活動期間：2019.10.1～2020年 3月 31日まで 

募 金 箱：民団宮城事務局４階に設置 

 
 

 

9 月 20 日（金）17

時から行われた李 

昌勲駐仙台大韓民

国総領事館副総領

事歓迎会には申 

百徹岩手団、朱 帝

圭山形団長、金 仁

河福島団長、呉 俊煥秋田事務局長、銭 相文福島事務局長、禹 文

吉福島議長、李 元烈教育院長など多くの民団関係者が集まった。

李 昌勲副総領事は「東北の民団団員のためにこれから皆様と一

緒に頑張って参ります。どうぞよろしくお願いいたします」と挨

拶した。温かい雰囲気に包まれた歓迎会となった。 

 
 

2019年 9月 20日（金）駐仙台大韓民国総領事館で行われた第 19

期民主平統諮問委員委嘱状伝授式では在日本大韓民国民団宮城

県地方本部金 政郁団長

をはじめ選任された方々

が委嘱状伝授式に参加さ

れた。 

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 

 

10 月の民団行事予定 

9月の民団行事報告 

6 日(金) 2019 年度後半期全国地方団長会議       

第 54 期第 11 回中央執行委員会        

10 日(火) 仙南支部例会  韓日文化講座 舞踊教室         

11 日(水)  敬老祝賀会                  

13 日(金) 韓日文化講座 チャンゴ教室 カラオケ教室      

第 2 日韓フェスティバル出店会議   

14 日(土)  無料映画上映会「かけはし」 ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城             

20 日(金) 第 3 回三機関長及び執行委員合同会議  後半期研修会               

21 日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城（秋夕行事）       

22 日(日)  第 39 回安重根義士と千葉十七居士の追悼法要  

23 日(月) 仙台地球フェスタ 2019      

24 日(火) 韓日文化講座 料理教室   

28 日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城 

28-29 日  第 2 回日韓親善フェスティバル                

 

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

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。 

李 昌勲駐仙台大韓民国総領事館副総領事歓迎会開催 

第 19 期民主平統諮問委員委嘱状伝授式 

写真左から：呉 俊煥秋田副団長、

申 百徹岩手団長、金 仁河福島団

長、朴 容民駐仙台大韓民国総領

事、金 政郁宮城団長、朱 帝圭山形

団長、孫 美子宮城婦人会長 

李 昌勲 

副総領事 歓迎辞の金 政郁団長 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 

在日韓国人支援の会 「募金のお願い」 

第 21 代国会議員在外選挙のご案内 



 

 

9月 21日（土）ハングル学校は秋夕行事として K-POPと韓国語授業

を終えた後、6 階で韓国伝統ダンスとゲームを交えての行事となり

ました。親子含め 30 名が参加し韓国の薬菓や伝統お菓子など子ど

もたちが美味しく食べてくれるのが一番嬉しい   と 3 世代の秋夕

行事は賑やかに交流の深まる大事な時間となりました。 

2019年 10月以降ハングル学校宮城は下記の通り開催致します。 

16 回 17 回 18 回 19 回 20 回 

10/12 11/2 11/9 11/16 12/7 

 

 

 

 

※見学 OKです。（韓国語、テコンドー・韓国太鼓・サッカー） 

 

 

 

 

 
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) 

 

 

日 時：2019年 10月 26日（土）   ※雨天決行 

9時集合 10時：開会式 10時 30分：試合開始 

場 所：名取市十三塚（名取市手倉田字無番地）  

※韓日オリニの親善試合に是非応援にいらして下さい！ 

 

 

 
 
 

第 15 回 宮城韓国商工会議所 

韓日親善ゴルフ大会 
宮城韓国商工会議所による「第 15回 宮城韓商 韓日親善ゴルフ大

会」を下記の通り開催する運びとなりました。 

ご多忙とは存じますが、秋空の下で韓日親善を深めるゴルフ大火に

多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

記 

1.日 時  2019年 10月 9日（水） 

2.場 所  杜の都ゴルフクラブ 

3.参 加 費 お一人様 13,000円 

宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字具足沢 64-5 

（プレー代、昼食・参加費含む） 

4.競技方式 18Hダブルペリア方式      

＊スルーザ・グリーン 6インチプレース 

5.表 彰 式  杜の都ゴルフクラブ内会場（時間：午後 4時頃） 

6.賞 品  華賞品 他多数 
 

お問合わせ：宮城韓商事務局 022-712-2963 
 

宮城韓国商工会議所後半期事業案内 
*第 18次世界韓商大会（IN麗水）：10月 22日～24日  

    （参加申し込みは終了いたしました。） 

*宮城韓商韓日親善ゴルフコンペ：10月 9日 

  （参加ご希望の方は当事務局までお問合せ下さい） 

 

 

 

仙南支部例会（成英吉支部団

長）が開催され月一回の顔ぶ

れに話題が豊富の例会とな

りました。関心事項は韓日関

係の政治の話題から団員の

情報共有にまでわたり活気

のある例会となりました。支

部団長からは韓日関係の行く末見解や、民団保険事業に一世帯

一件のご加入のご協力のお願いがありました。 

次回は10月8日（火）、月一回の名取駅でカラオケ教室も開催さ

れている。9/26（木）13：30～ 
 

 

2019年9月20日(金)支会館

に於いて例会が開かれま

した。仙台韓国教育院李元

烈院長にお出で頂き、準備

して頂いた資料などを基

に韓日関係についてお話

しして頂きました。難しい

問題に皆が真剣に聞き入っていました。 
 

 

 

 

2019年9月8日（日）に行

われた例会ではいつもと

変わらず元気な姿の団員

の方々が集まりました。

カラオケを含めた歌のレ

ッスンと韓国料理で楽し

みました。これからもお

元気でいらっしゃる事をお願いし終わりました。 

 

 

 

 

2019年度宮城韓商第3回理事会 

2019年度宮城韓商第13回理事会を9月19日16

時から民団会館4Ｆ会議室にて開催し玄剛会

長、朴清浩名誉会長含め13名の理事が参席し

ました。玄会長の「10月からの後半期事業へ

の参加及びご協力を役員皆様に宜しくお願

いします」との挨拶がありました。議案審議においては10月22日か

ら韓国麗水で開催する第18次世界韓商大会参加者の方々に対しての

日程案内、そして、宮城韓商主催の韓日親善ゴルフ大会の参加組確

認や詳細に関して協議し、後半期事業にも多くの会員にご参加頂け

るよう役員からの呼び掛けをお願いしました。 

『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 

9 月三支部活動報告  

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 

『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 185号 

2019年 9月末 

≪オリニハングル学校宮城秋夕行事 ≫  

10 月 5 日（土） ハングル学校野外学習弁論大会開催（東北大学）  

2019 第 4回日韓友好サッカー交流会 in名取 

【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 

ガンガンスーレで秋夕を祝う♪ 韓国伝統菓子を美味しく頂きました 


