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2022年 6月 16日（木）初日 

晴天の空で足取りも軽く「韓国会館で

何か楽しいことがあるよ？」と 75歳以

上の敬老者 20名が興味本位の中で韓国

会館 6Ｆに集った。コロナ禍で 2 年間

行動制限された高齢者の皆様に喜んで

頂けるよう企画した「サランバンみやぎ」の開所式。 

ハラボジ・ハルモニがおしゃれな装いで韓国会館に入ると笑顔で

歓迎ムードのお出迎え。 

オープニングは韓国曲「ネナイガオッテソ/내나이가어땠어」で

歌謡チャンゴ隊 3人ユニットが会場を盛り上げた。 

李団長より「多くの皆様が韓国会館に集って下さったことに心よ

り感謝を申し上げます。サランバンみやぎが団員の拠り所とな

り、楽しい時間をご一緒に会館で過ごして下さることを心より願

っております。」と感極まりながらの挨拶があった。 

関係者一同のハラボジ・ハルモニへの恩返しと親孝行の思いが込

められた「サランバンみやぎ」開所の喜びが一つになり、会場全

体が幸せな雰囲気の中で沢山の笑顔につながった。 

昼食はキムパブ弁当とユッケジャンスープ、李議長より和菓子、

厳婦人会長より苺の差し入れがあり 35 名の敬老者と関係者は久

しぶりの再会に会話の花が咲いた。また 6 月 23 日、第 2 回目の

サランバンではより多くの参加者が集い会館で楽しい時間を過ご

した。3回目は 6月 30日（木）11時から開催予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

サランバンみやぎの内容午前/午後の部に別れ 

〇健康クラス「リラックス椅子ヨガ」「卓球」「チャンゴ」 

〇自由クラス「将棋」「囲碁」「麻雀」「花札」「トランプ」 

〇教養クラス「スマホ基本操作」「プチ会話」 

〇シアタ－クラス「団長室を開放：韓国映画上映会」 

毎週木曜日 11：00～16：00まで 3日前まで電話で申請 

 

裴操心韓寿会会長は「その日はお

かげ様でぐっすり眠ることができ

ました。楽しい時間を韓国会館で

過ごせることに本当に感謝してお

ります。是非次回も他の方もお誘

いしますね」とサランバンみやぎ

に対する期待もこめられていた。 
 

 

 

 
 

民団宮城文化センター 

自主勉強応援コーナー開設 

  

李京順, 金景恩 

サランバンのケアレディ 

6 月 16日と 

23日の様子 
 

リラックス椅子ヨガ、

卓球、将棋、囲碁、 

麻雀、プチ会話、 

映画上映等々 

【9 月】1 日 8 日 15 日 

22 日 29 日 

【10月】6日 13日 20日 27日 

【11月】3日 10日 17日 24日 

【12 月】1 日  計 25 回 

サランバン予定 

※変更の場合も有 

 

【7 月】7 日 14 日 21日 28 日 

【8 月】4 日 11 日 18 日 25 日 
 

サランバンみやぎ開所 
 

サランバンみやぎの内容午前/午後の部に分かれ 

〇健康クラス「リラックス椅子ヨガ」「卓球」「チャンゴ」 

〇自由クラス「将棋」「囲碁」「麻雀」「花札」「トランプ」 

〇教養クラス「スマホ基本操作」「プチ会話」 

〇シアタ－クラス「団長室を開放：韓国映画上映会」 

毎週木曜日 11：00～16：00まで 3日前まで電話で申込 
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オリニハングル学校宮城の保護者会で主催したミニ講演会第 1 弾

が 6月 18日、土 18時、韓国会館 6階で開かれた。 

ハングル学校の親子を中心に青年会およびハングル学校の先生も

関心を持って参加して下さった中で、講演に先立ち、申孝燮

（신효섭）副団長の祝賀挨拶と姜愛花（강애화）青年会会長の応援

メッセージが続いた。講演者とした趙成振（조성진）氏は、お金の

長期投資を通じた安全な資産管理とともに、息子の趙眞煕

（조진희）君に普段からお金と経済に対する教えと読書奨励を紹

介した。 講演が終わった後は父親と一緒に講演者として出た趙眞

煕君に保護者会で感謝状を授与し、佐藤保護者会会長は「投資とい

うのが子供たちには多少難しい概念かもしれないが、お金の他の

使い方法に対する斬新な考えを知らせた良い契機になった講演会

だった」と感想があった。 

次のミニ講演会は 7 月 23 日 11

時、「子どもに知らせる韓国の

태극기、애국가、국민의례」とい

うテーマで留学生会の韓在賢

（한재현）氏が講演者として出

席する予定。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナパンデミック以後中断されていたオリ

ニフットサルチーム、ホランイ（호랑이）の会

がついに再開された。 

6 月 25 日、土曜日午後 5 時、子供、保護者およ

び関係者計 24 人がワッセフットサル場に集ま

り、李純午（이순오）団長の挨拶を皮切りに、ホ

ランイ（호랑이）チームの 2 年 6 ヵ月ぶりの新

しいスタートを知らせた。 

準備運動以後、参加者全員が団体ゲーム、무궁화 꽃이 

피었습니다.（だるまさんがころ

んだ）でアイスブレーキング時

間を持ち、黒虎（Black Tigers）、

白虎（White Tigers）チームに分

けてシュート練習とミニゲーム

で子供だけでなく、参加者全員

で楽しい時間を過ごした。 

 

 

 

 

 

 

 

民団宮城文教部より TOPIK試験の支援ご案内 

支援詳細 
内容：ＴＯＰＩＫ（韓国語能力試験）受験料  

年一回分支援（2022 年 7 月 10 日、10 月 16 日） 

※受験料（4,500 円 TOPIKＩ/6,000 円 TOPIKⅡ） 

対象：ハングル学校宮城/民団宮城団員 ご子息 

申請：受験票と領収書を民団宮城窓口に提出くだされば 

現金でお支払いします 

【合格した場合は事務局にお知らせください】 

民団宮城申請期限：2022 年 11 月末迄 

民団宮城問い合わせ 022-263-6961 

韓国会館 5階図書館利用のご案内 

 民団宮城の団員及び家族だったら、だれにも利用可能！ 
韓国の絵本や小説等（利用時間：09：00～17：00（月～金）） 
4 階の事務局で受付の上、ご利用ください。（貸出も可能です。） 

フットサルチーム、호랑이民団宮城 6 月のミニ講演会「楽しいわが子のお金教室」 

題目： 大韓民国国家象徴物教育  
(韓国の愛国歌/国民儀礼を学ぼう)  

講師： 東北大学韓国人留学生会会長 韓在賢                                     
対象：   ハングル学校学生/団員ご子息 親子 

（会費は無料、7月 15日まで申請をお願いします。）                                        
目的：   第 77周年 8月 15日光復節を前に、 

世代交代した同胞オリニにル－ツのある 
韓国の愛国歌/国民儀礼を学ぶ機会とする。 

日時： 2022年 7月 23日（土）11：00～12：00 
場所： 韓国会館 6F大ホ－ル 

後援：   ■   東北大学韓国人留学生会 
        ■   韓国青年会宮城 

2022 年度のオリニ事業 
 

 

7 月のミニ講演会「子どもに知らせる韓国の
태극기、애국가、국민의례」 

次の練習は 7 月 30 日（土）、16：00 からです。 
飲料水、タオル、フットサルシューズ、 

サッカーボールなどは参加者が持って来るように。 

ホランイチームのユニホームの為、子供のサイズを教えてください。 

お問合せ：民団宮城 022－263－6961 

募集中 

お問合せ：民団宮城 022－263－6961 

韓国会館 5 階図書館利用のご案内 



 

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 

 

 

 

 

6月 19日(日)11時より支部会館に於いて例会が開かれました。

裵麗子先生のカラオケ教室で大きな声で歌を歌い、昼食はサンギ

ョプサルを堪能ました！  例

会では久し振りの手作り昼

食。山ほどあった肉も きれ

いに無くなりお腹一杯、笑顔

満面でお開きとなりました。 

洗い物頑張ってくれた皆さ

ん、本当にありがとうござい

ました。 

 

 

6 月 14 日（火）、仙南支部例会が 20人の参加した中で、夕焼けで

開かれた。 

この席で成英吉支部団長は先月 50周年特別行事を無事に終えた感

想で支部団員全員に感謝の気持ちを伝え、民団宮城地方本部で 6

月に新しく始まるサランバンプログラムの紹介と新定主者特別委

員会に対する集いの趣旨について説明した。 

在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 
50周年記念感謝状受賞者名簿 

支部財政支援功労者 3名 
2．在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 

総務部 副部長 高橋幸恵 

1．アイリスオーヤマ株式会社 

代表取締役会長 大山 健太郎 

3．在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 

文教部長 尹景子 

2．在日本大韓民国民団宮城県本部 

常任顧問 田炳檸 

4．在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 

文教部 副部長 金英蘭 

3．在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 

顧問 趙日娘 

5．在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 

組織部長 具英愛 

支部運營貢献者 1名 
6．在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 

組織部 副部長 金富月 

在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 

副支団長 朴止 

7．在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 

生活部長 柳永愛 

韓日文化交流会貢献者 8名 
8．在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 

代議員 金裕姫 

1. 在日本大韓民国民団宮城県仙南支部 

総務部長 姜正江 
合計 12 名 

 

 

 

 

 

先日役員会を開きまして、塩釜支部では７月定例会を計画してお

ります！ 

３年ぶりに開催される「第 75回塩竈みなと祭 前夜祭 花火大会」

を一緒に涼みながら楽しみませんか？ 支部団員みなさまの多く

のご参会をお待ちしております！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

東北韓人会 李純午 李京子 金順姫 

婦人会 成英吉 白均 兪東春 

青年会 厳由美 李永珠 李根太 

仙南支部 金東暎 李東晋 金慶南 

仙南支部有志 金孝博 金鐘熙 姜恵美子 

仙北支部 裴操心 韓相俊 岩泉和美 

塩釜支部  李賢淑 丹 誉 張恩敬 

塩釜支部有志 裵順今 李美賢 申孝燮 

韓寿会 永田 貴聖 加藤梨花 韓成洙 

 

 

★ 6月支部活動報告 ★ 

仙北支部 （李禮子 支部団長） 

仙南支部 （成英吉 支部団長）

塩釜支部（金柾史 支部団長） 

塩釜支部団長 

2022年度 7月活動予定 

7 月例会：7 月 14 日（木）11 時半～ 「土用の丑の日鰻

の日」うなぎの東海亭 （TEL 0220-52-2023） 

登米町寺池九日町 45  

⚫ 7月出席の方は真山迄ご連絡下さい（TEL 090-9425-1332） 

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」 

 専門家が対応します・無料 30分相談 後援：在外同胞財団 

7月相談日★ 4(月)・11(月)・18（月)・25（月） 

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 

 アシアナ航空 仙台～ソウル 7月運休案内 
運休:7/1 から 7/31 仙台～ソウル便（変更の可能性あり） 

お問い合わせはメール sungjun@flyasiana.com また 

緊急の場合は 080-5568-8923（朴） 

までご連絡お願い致します。 

民団塩釜支部 花火まつり 
7月 17日（日）18：00開始予定～ 割烹いな長 

※お食事・会費等の詳細は後日郵送します公文をもって
ご報告と致します。 

 

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≫ 

ウクライナ子ども支援金募金結果のご案内 

6月 20日（月）まで延長されましたウクライナ子ども支援金募金

活動にご参加いただきありがとうございました。 

総募金額 232,000円を 6月 21日に民団中央に送金しました。 

次は募金者の団体と個人の名簿でございます。 

皆様、ありがとうございました。 



 
 

 

婦人会役員会 

6/18（土）第 30期

18回役員会（厳由美

婦人会長）が開催

し、15名が集合しま

した。6/28～29日の

婦人会中央本部主催

の研修会での最終準備報告や 9月 10日（土）9月 12日（月）宮

城婦人会 FANランチをロイヤルパ－クホテルで開催することで決

議しました。6/16からはじまったサランバンには婦人会長が出席

され敬老の皆様の手助けを下さっております。「婦人会員の皆様

も楽しい時間を同胞とご一緒に過ごせるサランバン会なのでご参

加していただけるように広報して参りましょう」と役員の皆様に

伝達がありました。 
 

 

안녕하세요?宮城青年会です✨ 

6月 7日に青年会新体制での第 1回

執行部定例会が開催されました。執

行部メンバーで協力しながら青年会

を盛り上げていけるよう積極的に頑

張ります      

ついに、宮城青年会の Instagramを

開設しました！Instagramでは、青年会のイベント・サークル情

報等を更新しているのでぜひご覧下さい❤︎ 

さて、青年会では 6月 21日(火)より「사물놀이文化サークル」

がスタートしました     

基本毎週火曜日の 19時~21

時（変動あり）です。 

詳しくは Instagramに投稿

しているのでそちらをご覧

ください！韓国にルーツを

持つ 18~35歳の青年の皆様、青年会 OBの皆様、ぜひお待ちして

おります❤︎ 

青年会へのお問い合わせは、Instagramの DMまでお願いいたしま

す。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい         

 

宮城青年会の Instagramにフォロー・シェア

よろしくお願いいたします✨ 

韓国にルーツを持つ 18歳〜35歳の青年の方、 

青年会で一緒に楽しく活動しましょう〜❣️ 
 

 
 

 

 

1,8,15,22日（金） 韓国文化体験教室   韓国会館    13：00 

7,14,21,28日（木）2022サランバン宮城   韓国会館    11：00 

13、20、27日（水）料理教室       韓国会館    10：00 

23（土）オリニハングル学校のミニ講演会 韓国会館    11：00 

23（土）第 2回三機関合同執行委員会   韓国会館    14：00 

23（土）第 2回新定住者特別委員会（仮称）韓国会館    16：00 

30（土）オリニサッカー호랑이   ワッセフットサル     16：00 

 

 

 

4 日 （土）新定住者特別委員会      韓国会館    12：00 

11 日（土）リモートツアー・ソウル＜南大門＞ 

                                         韓国会館       10：00 

16 日（木）2022 サランバン宮城（毎週木曜日）韓国会館   11：00 

18 日（土）保護者会ミニ講演       韓国会館    18：00 

21 日（火）宮城県韓日親善協会総会    韓国会館    16：00 

25 日（土）オリニサッカー호랑이  ワッセフットサル    17：00 

6月も宮城民団さんにはたいへんお世話になりました。 

まず、1日には、団長さんと副団長さん、事務局長さんにご同行い

ただき、浦田事務局長と一緒に日韓親善協会にご挨拶に伺って参

りました。日韓親善協会の佐藤さまより、「お互い協力し合いつつ、

宮城の日韓交流を盛り上げていこう」というお言葉をいただき、た

いへん心強く思うとともに、間を取り持ってくださった民団さん

には感謝することしきりです。 

そして、11 日にはまた、浦田事務局長と一緒に民団 6 階で行われ

たソウルリモートツアーに参加してきました。このとき、会場に詰

めかけた参加者の前で姜事務局長さんが TOFAの紹介をしてくださ

り、貴重な宣伝の機会をいただきました。このとき、光州市とのオ

ンライン交流「草の根サランバン」の宣伝ができたことで、会場か

ら何人か参加の申し込みがございました。 

また、メンバーの活動としては、コリアネットの名誉記者をしてい

る木村𠮷貴さんの記事が採用されました。TOFA のことも少し載っ

ています。 
 

最後に、7月の予定を紹介い

たします。 

7 月 19 日 16 時～18 時 

『僕の狂ったフェミ彼女』

の作者ミン・ジヒョンさん

来日講演会(駐仙台大韓民

国総領事館主催) 

『僕の狂ったフェミ彼女』

を日本語に訳したのが、仙

台市在住で TOFA会員である加藤慧さんです。加藤さんと、TOFA副

会長金鉉哲先生と私が聞き手になって、ミン・ジヒョンのお話をお

伺いします。TOFAの HPからも参加者を募集する予定です。 

また、この日の夜、TOFA の総会も予定しておりますが、会場がま

だ決定していません。 

決定いたしましたら、HPなどでご連絡いたします。 

その他、学校法人朴沢学園明成高等学校と、光州市の光州科学高等

学校の姉妹校提携が早ければ 7 月中に行われます。そして光州市

とのオンライン交流「草の根サランバン」もいよいよ 7 月スター

トです。 

7月も活発な活動を展開していきたいと思っておりますので、たく

さんのご参加と応援をよろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年会便り（姜愛花 青年会会長） 

事務局便り TEL 022-263-6961 / FAX 022-222-4707 

 7月の民団行事予定 

 

6月の民団行事報告 

２ 

8月の民団行事予定 

   宮城韓国商工会議所だより  
   第 217 号 2022 年 6 月末 

婦人会便り（厳由美 婦人会長） 

団費納入のご協力をお願い致します。 
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ください（民団宮城 022－263－6961） 

東北日韓友好交流連合会 TOFA 



 

 
 

開催日時:2022 年 6 月 4 日、12 時～14 時  

場所：韓国会館 6 階 

参加者:17 名（民団団長、事務局長を含む） 

6月 4日(土)に第 1回 新定住者特別委員会

(仮称)が宮城民団 6 階で開催されました。

国民儀礼を皮切りに、李純午団長の挨拶と

委員として出席した 15 人（選出者 19 人）の自己紹介につながりました。

色々な方面で活動している方たちが集まって、今回の特別委員会が円滑

で期待的な成果を出せる委員長選出に成英吉様が推戴され、副委員長に

は韓成洙様が選出されました。 

委員長と副委員長、書記、総務選出後、李純午団長と姜恵美子事務局長は

退場し、その後は特別委員だけで議論を開始しました。 

成英吉委員長は民団を主軸に韓人社会の構成員を拡大することを今回の

特別委員会の目的で提案してくれました。 参加者の方々の積極的で活発

な意見交換が多い会議でした。 今後の活動が期待されます。  

特別委員会の名称に対する意見も多く、アンケートを通じて今後委員会

の正式名称および活動方案も着実に確立していくことにしました。 

今回の特別委員会が初めての会合だったので、今後の方向性と目的。 活

動方案などが討論されるものと予想されます。 

今後、和合と協力、民団の団員の方々に実質的に役立つ民団作りの礎に

なることを願います。 

次回の特別委員会は 7 月 23 日午後 4 時 30 分、韓国会館

6 階で開催される予定です。 

★新定住者特別委員会(仮称)★ 

運営期間: 2022 年 6 月～12 月 

委員長:成英吉（성영길）副委員長:韓成洙（한성수） 

書記:金慶南（김경남）総務: 李江鉉（이강현） 

特別委員: 

成英吉（성영길）韓成洙（한성수）文慶喆（문경철）李光馥（이광복）

張恩敬（장은경）鄭相玗（정상우）裵順今（배순금）申孝燮（신효섭）

李善姫（이선희）柳完錫（류완석）李根太（이근태）金喆洙（김철수）

李京順（이경순）金鉉哲（김현철）趙成振（조성진）裵裕珍（배유진）

金順姫（김순희）金慶南（김경남）李江鉉（이강현）  以上 19 名 

★★今回の特別委員会に出席を希望していた韓国人の方が相当数いまし

たが、宮城民団の官活地域の事情とその他の理由で人数制限がありまし

た。ご了承ください。また、ご意見がある場合には特別委員に提案してい

ただければ幸いです。 

 

 

両国の絆を再確認 

3年ぶりに参集型での定時総会を開催 

宮城県日韓親善協会（鎌田会長・仙台商工会議所会頭）では、 

２０２２年度の定時総会を韓国会館において開催しました。 

(6 月 21 日(火)) 

総会には、林総領事、秋葉衆議

院議員、菊地県議会議長等を来

賓に迎え、総勢 30 名の出席のも

と、２０２１年度事業報告並び

に収支決算、２０２２年度事業

計画(案)並びに収支予算(案)、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２・２０２３年度役員改選(案)について審議され全て原案通り承

認されました。総会終了後には、引き続き林総領事より「韓日関係の未来

志向的発展のため」と題した講演会を開催し、「日韓両国は最も親しい隣

国として長い歴史を共に歩んできた。今後も互いによく理解し合い友好

を深めていきたい」と述べられ、

日韓の歴史的な深い繋がり等を再

確認しました。 

当協会では、経済、歴史、文化的な

つながりの深い韓国との相互理解

を深めるため、今後もさまざまな

親善事業を実施していきます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が東北韓人会では最大重点事業の一つである社会的脆弱階層およ

び疎外階層支援事業を昨年度に続き東北地域に居住する韓国人 1 世

を対象に 6 月 4 日(土)、8 日(水)、10 日(金)三回実施いたしました。 

今年は脆弱者および疎外階層推薦および選別方法を執行部で審議し

討論し推薦方法を改善し熟慮して 5 人を選定し 6 月支援事業を執行

しました。 

基本的な事業内容は以下のとおりです。 

◾脆弱階層への支援事業の進行日程:2023 年 3 月まで 

◾支援対象:昨年度の支援者及び選定者を継続的に支援 

◾予算:韓人会会費と寄付金 

◾対応内容:韓国食品類（わかめ、スープ、ラーメン、コチ

ュジャンなど）、 その他寄付商品。 

◾その他の事項:脆弱者選別および推薦方法は地域別名簿

作成後執行部で審議し継続的に支援。 

東北韓人会の金梅永（김매영）会長は、「私たち皆が一丸となって東

北地域内に居住する韓人同胞皆が大変で厳しい状況の中で助け合い、

慰め合いながら生活する韓人社会の構築に最善を尽くすことが東北

韓人会の最優先課題だ」と呼びかけた。 

東北地域の脆弱階層および疎外階層支援事業は持続的に進めていき

ます。 

東北韓人会便り      
第 1回 新定住者特別委員会(仮称) 開催 

 

成英吉（성영길） 

委員長 

日韓親善協会定期総会 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 



 

 
 

筆者が仙台赴任後、一番やりがいを感じたことは、東

北 6 県内強制徴用犠牲者慰霊碑を訪れ、慰霊祭を執

り行ったことである。 

東北地方には太平洋戦争に必要な武器製造のために

鉄鉱やその他鉱物を掘る鉱山があり、武器製造のた

めに不足した電気を生産するためにダムを作った

ので動員された朝鮮人労働力が多く、思ったより慰

霊碑が多かった。昨年 10 月末から 11 月初めまで秋田県 3 ヵ所と

福島県 3 ヵ所、計 6 ヵ所の慰霊碑を回りながら簡単な慰霊祭を執

り行った。 

折よく愛子にある仏国寺に勤めていた韓国人の僧侶が快く同行し

ていただき、慰霊祭の形式を備えることができた。 

そのうち一つである秋田県横手市にある吉乃鉱山に立ち寄った

際、鉱山はすでに廃鉱されていて、その場所に素敵な建物の鉱山記

念館が建立されていた。館内には当時鉱山の様子と採掘された鉄

鉱石など資源の種類が展示されていた。残念ながら、強制動員の記

録も当時労務者名簿すらなかった。秋田県内の他の鉱山はすべて

労務者名簿があり、朝鮮人労務者の出身地と最終状態（逃走、死

亡、帰還など）は把握できるが、唯一吉乃鉱山だけ旧厚生省に名簿

を提出しなかったという。記念館の館長はその町の住民として幼

い頃から鉱夫たちを見て育ち、先輩たちからその当時のお話や自

身の 4 歳の経験を通じて朝鮮人は強制動員されなかったと予測し

ている。しかしながら、秋田県で民間人で構成され、2010 年代初

期に活動していた「秋田県朝鮮人強制動員真相調査団（NPO）」が吉

乃鉱山で動員された朝鮮人が 166 人いたことを発見し、そのうち

死亡した犠牲者もいると信じ、2012 年記念館から遠くない場所に

ある町内の墓地内の慰霊碑として白い木碑を建て、関連記録を書

き留めた。 

さて、筆者の一行が木碑の前でお供えのため持参した果物などを

供え、慰霊祭を用意する時までは晴れていた空は突然暗くなり、僧

侶が木魚を叩きながらお経を唱える瞬間、風雨が激しく吹き荒れ

た。ろうそくの火も消え、再び火をつけることができないほどだっ

た。僧侶がお経を唱えている間、慰霊碑の前に立ってられないほど

に冷たい雨風に打たれた。 

慰霊祭が始まると同時に吹き始めた冷たい雨風はまるで犠牲者た

ちはどうしてこんなに遅く来たか、という恨みと悔恨のように聞

こえた。筆者は低いつぶやきで「遅くなって申し訳ありません」と

し、「当時の韓国は無力で、個々の苦痛を補償する方法がなくて申

し訳ありません」と話した。  

「だが、今の韓国は他人が無視して見過ごせない大国になり、ここ

までの成長は先祖の悲惨な犠牲が土台になった」と申し上げ、「お

かげ様で子孫たちは楽に暮らしているのでもう安らかに眠っても

らいたい」と話した。低いつぶやきだったが、きっと犠牲者の方々

に届いたと信じざるを得ない出来事が起きた。僧侶が木魚を止め

て供養終えるやいなや、先ほどの激しく吹いていた雨風は一瞬静

まり、直ちに雨も止んだ。 

もう一度申し訳ない思いと、感謝の気持ちを込めて合掌し、帰り道

は日差しが輝いていた。 

帰り道で私たち一行は先ほどの出来事について、言葉では表現で

きない何かを感じたと話し合っていたが、筆者は一方で心が楽に

なり、何かやるべきことをやったような気がした。 

慰霊碑は福島に計 6 カ所あり、秋田県 4 カ所、岩手県 1 カ所の所

在は把握しており、民団、民間団体、在日本朝鮮人総聯合会が中心

となって慰霊祭を行っている。岩手県は県と民団、朝鮮総連の 3団

体が合同で毎年 9 月に模範的な合同慰霊祭を行っていて、福島民

団はいわきと郡山市所在の 3 ヵ所の慰霊碑を毎年交互に訪れ、慰

霊祭を行っている。民団が慰霊祭を行う 3 ヵ所以外の場所は、朝

鮮総連が毎年慰霊祭を行っている。秋田は秋田民団と地域住民が

作った民間団体が、田澤寺内に建てられた慰霊碑で慰霊祭を行っ

ている。   

宮城県内の観光地として運営中の細倉鉱山においても強制動員さ

れた多数の方々が言葉では言い表せない苦労を余儀なくされ、犠

牲になられた方だけでも 10人もいるが、何の記録もなく歴史の中

に消えている。これを防止するため、本年度には細倉鉱山に慰霊碑

を建立する作業を宮城民団とともに推進しようと思う。 

 
 

お知らせ 
〇2022 年(第 20 回)在外韓国語教育者国際学術大会のご案内(国際

韓国語教育財団主管) 

‐期間·対象：2022年 8月 18日～8月 22日、 

対面 100名/非対面 200名  

‐受付期間：2022年 7月 3日まで  

〇2022年在外同胞子供韓国語絵日記大会のご案内 

‐受付期間：2022年 6月 14日～8月 12日、満 12歳以下 

‐受付・審査：国際韓国語教育財団(www.ikef.kr) 

〇第 20回世界韓商大会蔚山開催のご案内(在外同胞財団主管) 

‐2022年 11月 1日～3日、 

蔚山展示コンベンションセンター及びオンライン 

‐8月 31日までにハンサンネット 

(www.hansang.net)から個別登録 

駐仙台韓国総領事館便り 

韓国会館駐車場のお知らせ 

6/1 より韓国会館隣接立体駐車場は無人化となり月決め契約者のみの
使用となります。 
韓国会館後方駐車場をあすか信用組合が 8 台を使用する運びとなりま
した。 
民団にいらっしゃるときは会館前に駐車頂くか周辺の有料駐車場をご
利用下さい。 

寄稿    東北地方における強制動員犠牲者慰霊碑について 
            李昌勳 駐仙台韓国総領事館副総領事 

 

                    

李昌勲 

副総領事 



   
 

 

 

막걸리 만들기 황금레시피 
센다이한국교육원장 고 승 천 

 

 
재일동포 여러분! 안녕하십니까?  

6 월은 장미와 수국의 계절입니다. 가까운 곳에 있는 공원, 산책로, 

식물원 등에 들러서 싱그러운 자연을 만끽하는 6 월이 되시길 빕니다 

고국에서는 6 월 8 일부터 예방접종 여부와 관계없이 모든 해외입국자 

격리면제를 실시 중에 있고 센다이 공항의 항공편 재개(10 월경?) 

소식도 전해지는 등 양국 간 자유 왕래의 날을 꿈꿔 봅니다. 

이번 호에서는 막걸리 만들기 황금레시피에 대한 이야기를 

전해드리고자 합니다.  

제가 태어난 인천광역시의 강화도 고향에서는 할머니께서도 생전에 

막걸리를 담아오셨고, 종가집이어서 그런지 어머님께서도 1 년에 

5 번의 제사와 설, 추석 차례까지 7 번의 제사를 올리다 보니 

자연스럽게 막걸리를 담아서 제주로 사용하고 일가 친지분들과 

나누어 드셨던 기억이 있습니다. 

센다이한국교육원장 파견을 위한 스펙 쌓기의 일환으로 

인천광역시평생학습관에서 ‘시민문화교육 전통주 만들기 과정’을 듣고 

누룩 만들기, 부의주, 동방주, 청주, 국화주, 소곡주, 별주, 유하주, 

소주 내리기 등을 배웠습니다. 막걸리와 어울리는 안주로 콩빈대떡, 

마늘수삼전, 두부소박이, 버섯 마파두부, 유부버섯전골, 삼겹살조림과 

버섯무침, 콩나물 버섯잡채, 연잎밥, 닭겨자 소스 냉채, 우엉 

찹쌀전병, 도토리 밀쌈, 돼지고기 찹쌀마늘강정, 고추 잡채 까지 배울 

수 있었으니 일거양득 술과 안주, 반찬을 동시에 해결하는 효과도 

있었답니다. 

○ 막걸리란? 

한국의 전통술로 막 걸러낸 술이라고 하여 ‘막걸리’라는 이름이 

붙었고 색깔이 탁하여 탁주(濁酒), 농사를 지을 때 먹는 술이라고 

하여 농주(農酒), 거르는 과정에서 찌꺼기가 남는 술이라고 하여 

재주(滓酒), 신맛을 없애기 위해 재를 섞는다고 하여 

회주(灰酒)라고도 한다. 역사가 오래된 술로 빛깔이 쌀뜨물처럼 희고 

탁하며, 알코올 성분이 적은 6-7 도 정도의 술로 쌀이나 보리, 밀 

등을 원료로 누룩으로 발효 시킨 후 걸러내어 만든다. 흔히 농사를 

지을 때 먹는 농주로 전래되어 왔다고 한다. 

○ 술 빚기의 기본 6 재(6 材) 

① 멥쌀, 찹쌀, 수수, 보리, 조, 고구마, 감자 등의 원료 선택 

② 누룩(발효제) - 밀, 쌀, 보리로 누룩 띄우기 

③ 물(양조용수) - 좋은 샘물 이용, 철분, 염분이 함유된 물은 제외 

④ 좋은 그릇 사용 – 옹기 항아리, 유리, 스테인레스, 발효통 사용 

⑤ 술이 잘 익는 온도를 맞추어야한다. 20∼25℃유지 

⑥ 술 빚는 이의 정성 – 술 빚기 전 목욕, 몸이 좋지 않으면 만들지 

않음. 좋은 재료를 엄선하고, 발효의 과정에서 잘 저어주는 등 정성이 

중요 

○ 막걸리 만들기 황금레시피 

준비물 – 쌀 5kg, 물 10 리터, 전통누룩 500g, 발효통, 베보자기, 

깔대기 등 

황금 레시피 - ① 전통누룩에 2 리터의 물을 넣어 물 누룩을 만든다. 

② 쌀을 불려서 씻은 후 고두밥을 찌고 빠른 시간에 차게 식힌다. 

③ 발효통에 물누룩과 고두밥을 넣고 추가로 8리터의 물을 함께 넣고 

5 분 정도 밥알이 으깨질 정도로 세게 치대준다. 

④ 발효가 시작되는 과정을 지켜보며 매일 위아래로 뒤집어 준다. 

⑤ 베보자기와 깔대기를 이용하여 채주하여 병에 담는다. 

⑥ 채주된 막걸리에 물이나 설탕물 등을 첨가하여 원하는 도수의 

막걸리를 완성한다. 3∼7 일 냉장숙성 후 음용한다.  

    

막걸리 재료 
マッコリ材料 

쌀누룩 
米麴 

고두밥 식히기 
コドゥパ 冷まし 

막걸리 짜기 
マッコリ 搾り 

    

고두밥 짖기 
コドゥパ 炊き 

발효통에서 숙성 
発酵樽で熟成 

막걸리 발효중 
マッコリは発酵中 

막걸리 채주 
採酒されたマッ

コリ 

 
 

マッコリ作りの黄金レシピ 
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?  

6 月はバラとアジサイの季節です。近くの公園、遊歩道、植物園などに立ち

寄りさわやかな自然を満喫する 6 月になれたらと思います。 

故国の韓国では 6 月 8 日から予防接種に関係なくすべての海外入国者隔離

免除を実施中の事、仙台空港の国際線受け入れ再開(10 月頃?)の便りなど両

国間の自由往来の日を夢見ています。 

私が生まれた仁川広域市の江華島の故郷では生前のお祖母さんがマッコリ

を作っていましたし宗家の家だからかお母さんも年に 5回の祭祀とお正月、

秋夕まで 7 回の祭祀を行っているうちに自然とマッコリを作って祭酒とし

て使ってから一家親戚たちと分けて飲んだ記憶があります。 

仙台韓国教育院長派遣に先立ちスペック積みの一環として仁川広域市生涯

学習館で「市民文化教育伝統酒作り課程」を受講しながら麹作り、浮蟻酒、

東方酒、清酒、菊酒、小穀酒、別酒、流霞酒、焼酎などの作り方を学びまし

た。そしてマッコリに合うおつまみとして大豆ビンデトク、ニンニクの水蔘

チョン、豆腐ソバギ、キノコ麻婆豆腐、油揚げキノコ鍋、サムギョプサルの

煮付けとキノコ和え物、豆もやしキノコチャプチェ、蓮の葉ご飯、鶏からし

ソースの冷菜、ゴボウもち米チョンビョン、どんぐりミルサㇺ(薄皮巻)、豚

のもち米にんにくカンジョン、唐辛子チャプチェまで学ぶことができ一挙

両得、お酒とつまみ、おかずを同時に解決する効果もありました。 

○マッコリとは？  

韓国の伝統酒でこし(거르다)たて(막)のお酒だから「マッコリ」とい

う名前が付けられたのですがその他に色が濁っているので濁酒、農

作業をする時に飲むお酒だということから農酒、搾る過程で滓が残

る酒だということから滓酒、酸味をなくすために灰を混ぜるという

ことから灰酒ともいわれる。古い歴史を持つ酒ですが米のとぎ汁の

ように白く濁っていて、アルコール成分が少ない 6~7 度程度、米や

麦、小麦などを原料に麹でさせてからこして作る。農作業をする時に

よく飲む農酒として伝われてきたという。 

○酒造りの基本 6材（6材） 

① うるち米、もち米、きび、麦、粟、さつまいも、じゃがいもなど

の原料選択 

② 麹(発酵剤)-小麦、米、麦で麹を浮かせる 

③ 水(醸造用水)-良い泉の水を利用、鉄分・塩分が含まれた水は除

く。 

④ 良い器の使用-甕器壺、ガラス、ステンレス、発酵筒を使用 

⑤ 酒がよく熟成出来る温度を保つ。 20~25℃維持 

⑥ 酒を造る人の真心-酒を造る前の入浴、体調が良くない場合は作

らない。 

良い材料を厳選し、発酵の過程期間中にはよくかき混ぜるなどの真

心が大事 

○マッコリ作り黄金レシピ 

用意する材料 ： 米 5kg、水 10リットル、伝統麹 500g、発酵用筒、

布、漏斗など 

黄金レシピ 

① 統麹に水(2Ⅼ)を入れて水麹を作る。 

② 米をふやかし洗った後に蒸して出来上がったら取り出し素早く

冷ます。 

③  発酵筒に水麹とコドゥパを入れてから追加で8リットルの水を

一緒に入れ、5分ほどご飯粒がつぶれるくらい強くこねる。 

④  発酵が始まる過程を見守りながら、毎日上下にかき混ぜる。 

⑤  布と漏斗を使い採酒してから瓶に移す。 

⑥  採酒したマッコリに水や砂糖水などを加え好みのアルコール度

数のマッコリに完成させる。3~7日程、冷蔵で熟成してから飲む。 

 

では同胞の皆様、次回まで健康で幸せな時間をお過ごしください。 
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2022年 6月 11日（土）民団宮城文化センタ－主催の韓国にいきた

いリモ－トツア－に 100名以上が対面/リモ－トで参加しました。

李純午団長の「地域韓日の懸け橋に」と当センタ－は 4 回目とな

るツア－。当センタ-韓国講師 2名が韓国南大門に潜入し、楽しい

女子旅ルポライブが始まると現地の穴場スポットに参加者皆釘付

けになりました。 
 

 

 

6/22（水）当センタ－料理教室では李京子議長が担当し 12 名が 2

年振りの料理教室に参加をしました。李純午団長と高承天仙台韓

国教育院長も応援に駆け付けて下さり韓国会館の談話室は久しぶ

りの活気を取り戻しました。高級食材の韓国創作料理に参加者も

大満足でありました。 

サンナムル（こしあぶら） カニチム（ワタリガニ）チジミ（ホタ

テ入り） 

 

韓国文化体験イベント水曜料理教室 

リモートツアー南大門 

No 

 

 

当センタ－研究班の NAHO 様より自主勉強で今回のリモ－トツア－をまとめ
て下さいましたのでご案内申し上げます。 

お二人の先生達がまさかの案内人！ 


