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コロナ！ 同胞交流事業案内 (感染防止を徹底し、新しい事業で民団を活性化)

民団宮城 第 2 弾 2020 同胞交流事業
「With コロナ GO TO スマイル」開催

10 月 28 日（水）行われた「With コロナ GO TO ランチ会」
が成功に終わり（11 月号新聞に掲載予定）、今回は第 2 弾
「With コロナ GO TO スマイル」開催致します。今年は団員の
皆様が毎年楽しみにしておりました敬老会や 10 月マダンは
新型コロナの為開催する事は難しいと判断し中止とさせて頂
きました事をご了承下さいます様お願い申し上げます。
※第 1 弾 GOTO ランチ会に参加された方も参加可能です。
日時：1 回目 2020.11.26（木） 2 回目 2020.12.4（金）
3 回目 2020.12.5 （土）
各 14：00～開催
（集合は 13 時 50 分までにお越し下さい。）
定員：各 30 名（先着順）
場所：魅知国定席花座
〒980-0811 仙台市青葉区一番町 4 丁目 4-23 022-796-0873
感染防止対策：貸切/名簿作成/消毒/検温/換気/ソ－シャル
ディスタンスなど感染防止マニュアルに沿って万全を期して
まいります。
お問い合わせ：民団宮城 022-263-6961 FAX022-222-4707
2021 年韓国語リモート講座募集案内
感染対策として全講座をオ
ンラインで開催致します。
登録期間：12/1～11 まで
12/1 講座説明会開催
昼の部：14：00～15：00
夜の部：18：30～19：30
両方リモート参加可能
参加希望者は下記のメール
ア ド レ ス 又 は FAX で お 名
前・住所・携帯番号を記入
し送付。メールアドレスは
mindan@themis.ocn.ne.jp
FAX：022-222-4707

2020 年度民団宮城戸別訪問開始
後半期 2020 年度戸別訪問を実施する予定です。コロナ禍
ではありますので玄関先での対応を宜しくお願いします。
またご要望があれば団費も同時に集金させていただきま
す。事前に事務局までご連絡を宜しくお願いします。
◎団費集金ご希望の方はご連絡下さい(電話 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 （ミンダンミヤギ）

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
みんだん生活相談センタ－専門相談員
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

11 月相談日★2(月)・9(月)・16(月) 24(火) 30(月)
お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961

ｵﾝﾗｲﾝ講演会「日韓自治体会間交流の意味と展望」
一般市民や大学生を対象に韓
日の政治・行政分野に詳しい
専門家をお招きし自治体間交
流を現状と今後の展望につい
て模索します。多くの方の参
加をお願い致します。
日時：2020 年 11 月 18 日
（水）14：20～15：50
参加費：無料
参加手段：Zoom のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
締め切り：開催日 1 日前まで
申込方法：下記の URL から
https://forms.gle/egK9qVkg7kimNFag6

≪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

2020 東北地方協議会

初リモ－ト会議開催

「日本医療従事者への募金活動」結果報告
民団宮城本部は新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、患者の
治療のために「日本医療従事者への募金活動」を 9 月 30 日締め切
り、10 月 1 日中央生活局に送金を行いました。
皆様のご協力誠にありがとうございました。
団
長
金政郁 塩釜支部 支部団長 李純午
議
長
李京子 宮城韓商 会
長 玄 剛
監察委員長
田炳樽 婦人会
会
長 嚴由美
副 団 長
韓成洙 青年会
会
長 池智子
副 団 長
尹源一 民団宮城 常任顧問 李根茁
仙南支部 支部団長 成英吉 民団宮城 団
員 金鍾秀
仙北支部 支部団長 李禮子 民団宮城 団
員 李和榮

写真上：

宮城：来賓三機関長

10 月 26 日（月）14 時から 2020 東北地方協議会がリモ－トで開催
され 30 名が東京/北海道/東北より参加した。金 政郁東北地方協議
会長は「団長事務局長リモ－ト会議を重ね本日全国初のリモ－ト東
北地方協議会の要望を中央執行委員会でさせて頂き本日の開催に
至りました。各県より忌憚のないご意見を賜りますよう宜しくお願
い申し上げます」と挨拶。呂 健二中央団長は「人と人を結びつけ
る民団という組織の中でこのような画期的な東北地方協議会リモ
－ト会議を民団新聞に広報していきたい」と発信された。朴 安淳
中央議長は「韓日関係の悪化を民間交流活動で克服していきましょ
う。また対面での交流を望みます」と挨拶。朴 容民駐仙台韓国総
領事は「新しい危機には新しい方法で模索していくことが大事。東
北 6 県の民団の力になれるように尽力してまいります」と祝辞があ
った。各県団長より戸別訪問/3.1 節/8.15/敬老会などコロナ禍で
の民団事業の報告があった。徐 元喆中央事務総長より示達があり
意見交換と続いた。今後、リモ－トで繋がることは災害時、緊急事
態などの連絡体制には新しい選択肢、大きな戦力になることを確認
し、大きな第一歩となった。役員がこの機会にリモ－トに慣れるよ
う努力していくことを決議した。

事務局だより

（お名前順不動）

下：出席者 30 人

TEL022-263-6961

FAX022-222-4707

11 月の民団行事予定
11 月中
東北地協事務局長ﾘﾓｰﾄ会議
13：30
11/3 (火) With コロナ！ GoTo ランチ（2 回目）
大和町了美 11：00
11/10(火) 仙南支部例会
夕焼け 13：00
11/17(火) 宮城県国際振興協会ｵﾝﾗｲﾝ会議
金団長参加
15：00
11/中旬～末 2020 年戸別訪問集中期間
宮城県全地域
11/26(木） With コロナ！ GoTo スマイル 1 回目
仙台一番町 14：00
11/26(木）生活相談センター全体会議 姜事務局長参加 中央 15：30
11/29-60
仙北支部活性化事業
鳴子観光ﾎﾃﾙ

第 4 回三機関長任員及び執行委員合同会議開催
10 月 20 日(火) 15：00
から韓国会館 6F にて開
催された会議には 17 名
が参加。金団長は年内
に予定されてある行事
を中心に忌憚のない意
見を頂きたいと思いま
す」と挨拶。今年度の各
行事の確認などの意見
交換が行われた。次回
は 12 月 3（木）午後 3
写真上：執行委員会 下：孫 総務部長の講演会
時から開催予定。終了
後は、孫 暢康総務部長による「お金の予防医学」の講演会が開
催された。 その他 10 月金政郁団長の動き報告
9 月 29 日（火）15 時、日本コンベヤの担当者と金政郁団長が
意見交換（民団宮城機械式の駐車場補修の件）
10 月 11 日（日）午後 2 時お別れ会に参席（愛知 次郎前参議院
議員のお母様永眠）

≪青年会たより（池

智子青年会会長）≫

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

アンニョンハシムニカ！3 月まで会長を務め
ます、池智子（チチヂャ）と申します。今年は
新型コロナウイルスの影響で約半年青年会の
活動が行えなかった為、今現在青年会がどの
ような状況なのか何をしているのか分からな
い。と考えている方もいらっしゃると思いま
10 月の民団行事報告
池 智子新任会長
すが小規模での意見交換会や交流会を実施し
ていく予定です。仕事や学校等、日々忙しい中
10/1（木）第 3 回韓国語講座講師陣とのﾘﾓｰﾄ意見交換/ZOOM 7 名参加
で青年会で集まる場が少しでも憩いの場になるように、皆様と築
10/5（月）東北地協事務局長会議（10 月 5 日・15 日・22 日 13：30 開催)
いていきたいです。宜しくお願い致します。
10/6（火）仙南支部例会
10/9（金）塩釜支部幹部会議
10/12(月）第 4 回韓国語講師リモート会議
【お知らせ】在日同胞青年ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ～未来はつながる 2020～
10/16(金）大林寺住職の斎藤泰彦さんの表彰式 三機関長参加
（宮城は埼玉、群馬、北海道と合同）参加をご希望の方はメール
10/20(火）第 4 回三機関長任員及び執行委員合同会議
にて問い合わせ願います。
10/21(水）第 5 回韓国語講師リモート会議・ZOOM 研修会
日程：11/28（土）12 時 30 分～20 時 開催地：仙台国際ホテル
10/26(月）東北地方協議会
募集人数：埼玉、宮城、群馬、北海道合わせて 20 名前後
10/28(水) With コロナ！ GoTo ランチ 1 回目
募集期限：2020 年 11 月 19 日(木)
参加費：1000 円

11 月から民団宮城事務局に新職員が勤務

裵 裕珍氏

アンニョンハセヨ！日本に来てから 14 年が経
ちます。まだまだわからないことが多いですが
皆様のお役に立てるように頑張ります。
宜しくお願い致します。

民団宮城事務局退社のご挨拶

金 才努氏

4 年半の間、至らない私を温かく見守ってくださった団
員の皆様に心から感謝を申し上げます。微力ながら同
胞事業に携わり仕えるとても貴重な経験をさせて頂き
ました。これからも民団宮城の繁栄と団員の皆様の健
康を心から願います。ありがとうございました。

アシアナ航空仙台～ソウル 11 月運休案内
運休:11/1 から 11/30 仙台～ソウル便（変更の可能性あり）

第 3・4・5 回韓国語講座講師陣とのリモート会議開催
10 月 1 日（木）13 時の第 3
回目の会議には 7 名・4 回
目の 12 日には 8 名・5 回目
は 10 名が参加した。特に 3
回目と 5 回目は ZOOM の講
習会が設けられ金鉉哲先
生による ZOOM 講習会と質
問などの意見交換が行わ
れた。次回の第 6 回目は 12 月 16 日（水）19 時～と決まった。

歓

兵庫県慶尚南道道民会の婦人部皆様が来団

迎

10 月 22 日（木）10:30 兵
庫県慶尚南道道民会の婦
人部の 22 名が韓国民団宮
城本部に来団され、道民会
として被災支援物資ﾏｽｸ、
消毒液を届けてください
ました。1995 年淡路震災、
2011 年の東日本大震災を
経験し、相互民団、婦人会
で支援の輪が広がってい
た。しかし【今回の訪問は
写真：集合写真・目録伝達・寄贈品（右下）
震災時にどうしても東北
に来れなかったので、何とか復興後でも宮城に来たかった】と李兵
庫婦人部長は心境を語ってくれた。映像を見ながらそれぞれの経験
や思いをお互い語り共有できた時間も今後の交流の第一歩となる
有意義なひとときであった。民団/李議長、田監察委員長、婦人会/
厳婦人会長他婦人会役員の皆様が歓迎し、震災時の記憶を風化しな
いようにｺﾛﾅに負けないよう相互励まし合う時間となりました。

★

★

説明する成支部団長（左）

塩釜支部
塩釜支部団長

2 回目の役員会

10 月 6 日(火)13 時から行われた
仙南支部例会は 15 名が参加し
た。成支部団長からは 11 月の白
菜収穫・中央婦人会選挙・青年会
支援の説明などが行われた。本部
からは孫事務副局長から保険加
入のお願いと go to ランチの説
明が行われた。
次回は 11/10(火)13 時予定

李 純午支部団長
10 月 9 日（金）12 時、2 回目の役
員会を執り行いました。民団の成
り立ちからこれからの民団の考
え方などをみんなで話し合い、ま
た、戸別訪問の具体的な進め方な
どを話しました。
11 月からいよい
よ戸別訪問に入ります。よろしく
お願いします。

（嚴 由美 婦人会長）

コロナウィルスの影響そし
て中央執行部の不祥事が重
なり、民団直轄の指導を受
け延期しておりました第 27
期定期中央大会が、10 月 16
日(金)三密を避ける為、場
所を民団大阪中央本部に移
して開催されました。コロ
ナウィルス感染が心配さ
10/8 合同演説会映像視聴
れる中招集されました全
国の中央委員・代議員は 224 名、内 168 名の出席がありました。
宮城も前会長、前副会長の四人で出席致しました。全国の会員の
一日も早い中央本部の正常化を望む声を受け、選挙は厳正に行わ
れました。会長には劉代永氏、監査には金秋江氏、李敏子氏、林
月恵氏が選出されました。新体制が各県地方本部の手本となり、
早急に会員の信頼を回復することを心より期待しています。

2.コロナも吹き飛ぶ Fun ランチ会開催

10 月 14 日（水）仙台会場

10 月 20 日（火）塩釜会場

コロナも吹き飛ぶ Fun ラ
ンチ会には 10 月 14 日 18
名、20 日 18 名、24 日は
20 名、最終日は金祗希総
領事奥様を囲みコロナ禍
で久しぶりにお会いでき
る喜びをかみしめながら
品のある食事を前に楽し
い時間を婦人の皆様で楽
しみました。
会長は「ランチ会で皆様
と懇親ができる機会を作
れて嬉しいです。年末に
は婦人会の研修会にお元
気でお会いしましょう
ね」とご挨拶がありまし
た。参加した皆様は大満
足でお帰りになりまし
た。
10/21 10：30 から役員会
が開催された。次回は

10 月 24 日（土）仙台会場

10 月支部活動報告

仙南支部礼会（成 英吉支部団長）

★

1.民団中央婦人会選挙立候補の合同演説会映像視聴＆選挙

大林寺齋藤 泰彦住職の「修交勲章伝授式」
2020 年 10 月 16 日（金）11：00
～「修交勲章伝授式」が駐仙台
大韓民国総領事館で行われ朴
容民総領事をはじめ領事館関
係者と共に、金 政郁団長、李
京子議長、田 炳樽監察委員長、
韓 成洙副団長、朱 永草仙北副
支団長がお祝いに駆け付けた。
齋藤住職は千葉十七居士と安
右から 3 番目の齋藤 泰彦 大林寺住職
重根義士の法要と日韓交流会
を今年で 40 年間の節目を迎えるにあたり、日韓交流の架け橋とな
り地道に歴史を紡いでこられた貢献に対しての受章となった。朴総
領事は「コロナという中で盛大にお祝いが出来ないのが残念だが、
大林寺齋藤住職への 40 年目の節目の年に受章に対し心よりお祝い
申しあげます」金団長は「安 重根義士と千葉十七居士両名の法要を
通じ 40 年の長きに渡り、韓日交流・韓日友好促進の場に発展・継続
されてこられたことに心より敬意を表させて頂きます。今後も継続
的な法要と交流に対し民団も応援して参ります」とお祝いの言葉を
述べた。
齋藤住職（85 才）は 40 年間の交流と出会いに感謝を申しあげなが
ら「次世代に歴史を繋いでいきます」御礼と長寿を約束された。総
領事館と民団と積み上げた韓日友好の 40 年間の歴史を振り返りな
がら、お祝いの拍手で包まれた齋藤泰彦大林寺住職の「修交勲章伝
授式」となった。

婦人会たより

11/16 10:30 予定

★
仙北支部礼会（李 禮子支部団長）

10 月 18 日(日)仙北支部会館
に於いて例会が持たれまし
た。
8 ヵ月振りの懐かしい会館
に、マスクの中にも笑顔が広
がります。
取り敢えずお掃除。使われな
かった月日の長さを感じな
がら皆で綺麗にしました。
久々の支部会館での例会
昼食は長時間の接触を避け
るため、いつもの手作りは避けお寿司となりました。手作りの温
かさはありませんが、ゆっくり静かに食事楽しむことができまし
た。黒板には「3 月 12 日金成温泉」と書いてあります。中止にな
った支部の行事です。
8 ヵ月の間に支部内では色々な事がありました。亡くなった方、
病気で倒れた方、遠くに行った方、いつも底抜けに明るく笑い声
が響く支部に、悲しい事が多く起こりました。
来月は一泊二日の支部活性化事業が待っています。心を新たにし
てコロナに負けずに元気を出しましょう。

～
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1 만 시간의 법칙과 아웃라이어

～

1 万時間の法則とアウトライア
仙台韓国教育院長 高承天

센다이한국교육원장 고 승 천
추분(9.22.)이 지나고나니 날씨가 선선해지고 생활하기에 좋은 계절로
변화됨을 느끼게 됩니다. 10월의 고국은 코로나19 영향으로 추석 고향방
문을 자제할 것을 권고하였으나 80% 정도는 그대로 고향방문을 하였고
코로나 19가 재 확산하지 않을까 걱정하며 지내고 있다고 합니다. 재일
동포 여러분! 변화된 날씨에 인플루엔자 시기도 겹치므로 예방접종도 받
으시고 건강관리에 각별히 유의하시기 바랍니다.
여러분들은 혹시 1만 시간의 법칙 이라는 이야기를 들어보신 적이 있으
신지요?
1만 시간의 법칙은 『워싱턴포스트』기자 출신인 말콤 그래드웰(Malcolm
Gladwell)이 2009년 발표한 『아웃라이어』라는 책자에서 나온 말로 특정
분야에서 이른바 달인의 경지에 오르기 위해서는 적어도 1만 시간 이상
은 투자해야 한다는 법칙을 일컫는 말입니다. 1일 3시간, 주간 20시간,
10년간의 노력을 통해 달성할 수 있는 1만 시간의 법칙은 빌 게이츠,
비틀즈, 모차르트, 김연아, 박지성, 손홍민, BTS등도 해당 분야에서 1만
시간의 법칙에 성공한 사례가 아닐까 생각합니다.
‘아웃라이어(Outlier)’의 사전적 의미는 ‘표본 중 다른 대상들과 확연히
구분되는 통계적 관측치’이고 ‘보통 사람의 범주를 넘어선 성공을 거둔
사람’으로 확장하여 설명하고 있습니다.
<아웃라이어>는 ‘그동안 우리가 알고 있던 성공의 비결은 모두 틀렸다’
고 주장합니다. 통상 어느 사람의 성공은 타고난 지능, 재능, 개인의 열
정 등에 힘입은 것 것으로 여겨졌지만 글래드웰은 사회가 주는 ‘특별한
기회’와 ‘역사·문화적 유산’의 중요성과 창의성과 자율성 대신 부단한 노
력을 더 강조한다고 합니다.
제가 교장으로 근무한 3년 동안 훈화 시간, 학교신문 원고, 임상장학 등
에 자주 활용하던 소재 중의 하나가 1만 시간의 법칙과 아웃라이어였습
니다. 동포 여러분들도 스포츠, 예술, 취미 활동, 문예 활동 등 어떤 분
야라도 좋으니 1만 시간에 도전해 보시면 어떨까요?
지난 5월부터 7월까지 교육부 중앙교육연수원의 ‘제2의 전성기, 당당한
나를 위한 퇴직 후 인생 설계’라는 30시간짜리 원격 연수를 이수한 적이
있는데 연수 말미 중에 만62세 정년 후 100세 시대를 가정하고 남아있
는 시간이 무려 3만 5천 시간이라는 놀라운 사실을 알게 되었습니다. 정
년퇴직 후에도 새로운 분야에 끊임없이 도전하면서 생활해야 되겠다는
생각을 새롭게 갖게 되었습니다. ‘약해지지마’의 시바타 도요 100세 시인
이 92세에 시를 쓰기 시작하여 시집을 발간하고 베스트셀러 시인으로
변신한 것처럼 1만 시간의 법칙을 잘 활용하여 동포 여러분들도 남아있
는 인생의 노후를 멋지게 그려 보시길 권해드립니다.
동북지방의 11월은 다가오는 겨울을 대비해야하는 계절이겠지요?
동포 여러분! 행복한 한 달 되시기 바랍니다.
<교육원소식>
2020년 한국어교육자 심포지엄 개최 안내
1. 개최 일시 : 2020년 11월 21일(토) 14:00 – 17:30
2. 개최 장소 : Zoom을 통한 온라인 심포지엄
3. 심포지엄 참가신청 : sendai.edu.korea@gmail.com
(2020.11.12.(목)한)

2020 年 10 月

秋分(9月22日)が過ぎたから天気も涼しくなり生活しやすい季節になっ
たなと感じます。 10月の韓国はコロナ19の影響で秋夕の故郷訪問を控え
るように勧告しましたが80%ほどの帰省に新型コロナが再拡散するので
はと心配しながら過ごしていたようです。 在日同胞の皆様！ 季節の変
わり目である今はインフルエンザの時期にも重なるので、予防接種など
健康管理には特にご注意してください。
皆さんは「1万時間の法則」という話を聞いたことがありますか？
1万時間の法則とは、「ワシントンポスト」記者出身のマルコム·グラッ
ドウェル（Malcolm Gladwell）が2009年に発表した「アウトライアOutli
ers」という著書に出る言葉で、特定の分野でいわゆる一流のエキスパー
トになるためには少なくとも1万時間以上の投資(練習などの下積み)が
必要だという法則を指す言葉です。 1日3時間、週間20時間、10年間の努
力を通じて達成できる『1万時間の法則』は、ビル·ゲイツ、ビートルズ、
モーツァルト、金妍兒（キム·ヨナ）、朴智星（パク·チソン:元サッカー
選手）、孫興民(ソン·ホンミン：サッカー選手)、BTSなども当該分野で
『1万時間の法則』に成功した事例ではないかと思います
アウトライア(Outlier)の辞書的な意味は「標本のうち他の対象とはっ
きり区分される統計的な観測値」で「凡人の範疇を超えて成功を収めた
人」に拡張して説明しています。
<アウトライア>は「これまで私たちが知っていた成功の秘訣はすべて間
違っている」と主張しています。 通常、ある人の成功は生まれつきの知
能、才能、個人の情熱などによるものと思われていましたが、グラッド
ウェルは社会が与える「特別な機会」、「歴史·文化的遺産」の重要性と
創意性、そして自律性の代わり不断の努力をもっと強調するといいます。
私が校長として勤務した３年間の訓話時間、学校新聞原稿、臨床奨学な
どでよく用いた題材の一つが1万時間の法則とアウトライアでした。 同
胞の皆さんもスポーツ、芸術、趣味活動、文芸活動などのどんな分野で
もいいので、1万時間に挑戦してみてはいかがでしょうか。
今年の5月から7月まで教育部中央教育研修院の「第2の全盛期、堂々とし
た自分になるための退職後の人生設計」という30時間の遠隔研修を履修
したことがあり、研修の末尾に100歳時代を仮定した場合、満62歳定年後
に残っている時間がなんと3万5千時間だという驚くべき事実を知りまし
た。 定年退職後も新しい分野に絶えず挑戦しながら生活しなければなら
ないという思いを新たに持つようになりました。 「くじけないで」の柴
田トヨ100歳の詩人は92歳で詩を書き始め、詩集を発刊してベストセラー
詩人に転身したように、同胞の皆さんも1万時間の法則を上手に生かし、
これからの人生も素敵に描いてみてください。
東北地方の１１月は近づく冬を備える季節ですね。同胞の皆様！今月も
幸せでありますように。
<教育院便り>
「2020年 韓国語教育者シンポジウム」開催のご案内
1. 日時 : 2020年 11月 21日(土) 、14:00 – 17:30
2. 場所 : Zoom開催
3. 参加申込 : メールsendai.edu.korea@gmail.com にて
(11月12日(木)迄)
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