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団員の皆様へ 

毎日、新型コロナウイルスの報道で団員の皆さんが不安で心配な

日々を送られていること心よりお見舞い申し上げます。 

先日 4月 7日安倍晋三総理が緊急事態宣言をされました（中略） 

私は大変心配になってきています。団員の皆様から感染者が一人

も絶対に出て欲しくありません！ 団長からの強いお願いです。 

特別急ぐ用事がなければ、特別必要な用事がなければできるだけ

自宅（会社）に居て下さい。どうしても出かける場合は人の多い

ところや人の多い時間帯をさけて下さい。自分をしっかり守って

下さい。自分を守る事が家族や大切な人達を守る事になります。

これから長い戦いになります。皆様感染しない様頑張っていきま

しょう！この次の民団行事でお互いに元気な姿と笑顔であえる事

を楽しみにしています。           ４月吉日 

 

 

 

あすか信用組合様、仙南支部様よ

りマスクのご賛助があり、4/10 団

員 350 世帯に郵送した。タイムリ

－なマスクの到着に事務局に団員

からのお礼の電話が殺到しまし

た。購入が難しい時期のマスクの

ご賛助に心より感謝を申し上げま

す。 

 
 

あすか信用組合（金哲也理事長）としては新型コロナウイルスの

影響で打撃を受けている法人・個人事業主の顧客に対し、専用相

談窓口を各店舗に設置しています。是非ご相談ください。 

 

 

ウィルス感染防止や生活相互扶助の一環として品薄の消毒液（ウ

イルスカット）を安価で団員へ分配業務を４月～継続的に行って

いる。 
 

 
事務局は縮小業務で対応しておりますが団員皆様で困っているこ

とがありましたら事務局にお問あわせ下さい。マスク/消毒液

（ウイルスカット）ハンドジェル他は安価でお譲りできます。 

※民団宮城事務局℡ 022-263-6961 fax 022-222-4707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
中央本部が同胞支援活動として要望活動を行っております。 

主要内容： 

1 特別定額給付金（10 万円）現金支給に定住外国人を含めること

の要望 ☞４月決議 

2特別貸付などの支援対策対象に遊技業を含めるよう要望 

（原案では対象外になっている）☞５月回答予定 

 
 
新型コロナウイルスで騒がれ
ている中でも厳粛に細心の注
意が払われる 4/1～6 第 19 代
国会議員在外投票に東北より
有権者 302 名が駐仙台韓国総
領事館に投票しに行った。 
中央選挙管理委員会の発表に
よると、在外有権者数 17万 
1959 人中、4 万 856 人が投票

し、投票率は 23.8％だった。 
総領事館/民団関係者の皆様大変お疲れ様でございました。 

 

 
4 月 8 日（水）新 2020 年度東北大学留学

生会長が来団した。尹 会長は「１年間と

いう短い任期ですがコロナウイルスに負

けず、名簿の整理や民団との交流を積極

的に展開していきたい」と話した。金団

長は「韓国会館の場所提供をするので民

団とコンタクトして良い事業展開し仙台

にいる間に民団を家族と思って沢山の良

い思い出を作って下さい」と激励し 10 月のマダン・運動会では

留学生チ－ムを作ってもらうことも約束した。尹会長は電気電子

科（工学研究電子専攻）で今後４年は仙台在住予定。 

 

 

韓国会館前に団

旗/太極旗/仙台

教育院旗が掲揚

されています。        

団員の皆様お気

付きでしたか？ 

①団員全世帯へ賛助マスク郵送作業 
①民団宮城団員世帯へマスク郵送配布 

社員・パート・アルバイト 

民団中央本部 4/6公明党へ要望活動 

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」 

5月相談日★11(月)・18(月)・25(月)  13：00～17：00 お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 
※新型コロナウイルス感染防止の為、電話のみの対応になりますことをご了承願います。 

 

 
 

≪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っしゃって下さい） 
★会社名：株式会社カトーマロニエ  TEL：022-356-5514   FAX 022-356-6370 

職種：正社員（未経験者可） パートタイム（未経験者可） 

（宮城県宮城郡利府町しらかし台 6-4-3 ） 

★ 介護老人保健施設ジュイールクラブ（宮城県大崎市古川北町 2-5-15） 

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（宮城県黒川郡大衡村大衡字大童 

7-20）  職種：介護職員 TEL：022-347-2255  FAX 022-347-2257 

②あすか信用組合へ経営支援の継続要請 

③消毒液（ウイルスカット）を安価で分配 

新型コロナウイルス感染拡大防止と同胞支援活動に全力！3～4 月の動き 

 

 

 

金 政郁 民団宮城団長メッセ－ジ 

第 19代大韓民国国会議員在外投票無事終了 

東北大学留学生会長来団 「コロナウイルスに負けない！」 
 

④困っていることなど事務局に 

 

左から高仙台韓国教育院長/李昌勲駐仙台韓国副総領事/金団長 

4/8韓国会館に民団旗/太極旗/仙台韓国教育院旗掲揚 
 

4/8（水）裵 洋一あすか信用組合仙

台支店長よりマスク伝達 

選挙管理委員長/参観人の民団役員 



 

 

 
新型コロナウイルス感染症拡大により第 64 回定期地方委員会が招

集できず民団中央本部の示達通り 4月 25日に予定していた第 64回

定期地方委員会を中止とします「書面決議」として書面をもっての

議決行使をいたします。地方委員の皆様には別途個別に資料を送付

しておりますので 5/7（木）迄書面決議書の返信を地方委員の皆様

にはご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

2020年 4月 23日 

在日本大韓民国民団宮城県地方本部 

議長 李 京子 

 
 

3/26（木）緊急三機関長会議後、3/30

（月）12 時、コロナウイルスの影響

による 2020年度文化センターに対す

る三機関長・教育院長・韓国語講師陣

緊急会議が開催され三機関長含め 12

名が参加し、すべての文化センター

講座を 1年延期することで決議した。 

 
 

4/13～4/28迄民団事務局にて民団宮城文化センタ－延期受付（スラ

イド/キャンセル）業務が行われた。年間を通して韓日交流の場を提供

する当センタ－において関係者皆様の健康と安全を第一に考慮した結

果、苦渋の決断だが民団宮城文化センタ－事業全て 1 年延期とする決

定させて頂いた。見えない危険と隣合わせのリスクを抱えながらの継

続事業であるため関係者（受講生/講師/そのご家族他）の不安や運営

に支障を来す事業について今期自粛することに対して受講生や関係者

からは安堵の声が多く寄せられた。登録者には 1 年間は韓国語の自習

勉強を提唱し、スライド希望者にはレベルにあった教材のプレゼント

をした。キャンセルの方も「コロナウィルスの現状が不安ですが、来

年も必ず登録します。文化センタ－が大好きですので継続を心より祈

っております。一生懸命自習勉強して来年また上のクラスに登録しま

す」など文化センタ－に期待する沢山メッセ－ジが届いた。4/13～4/28

迄文化センタ－事業の延期手続きを全て終えております。 

 

 
〇⼤学修学準備課程(5 ヶ⽉) 春学期 5.6.∼8.31.    中⽌ 

秋学期 9.8.∼’21.1.28. 順次再開 

〇韓国理解課程(2 ヶ⽉)    春 5.6.∼6.22.        中⽌ 

夏 7.1.∼8.24.    順次再開 秋 9.8.∼10.29.  順次再開 

冬 12.1.∼’21.1.28.  順次再開 

〇休み特別課程(3 週)     夏 8.6.∼8.24.        順次再開 

冬 1.11.∼’21.1.28.    順次再開 

 
 
高校生月額  10,000 円 一括 6/8 学部生 (短大 包含)月額 25,000 円 一括 6/8  

大学院生（修士課程･専門職課程）月額  40,000 円 一括 5/29 

大学院生（博士課程）           月額  70,000 円 一括 5/29 

期間・詳細：http://www.korean-s-f.or.jp 

 
 
運休：4 月 30 日から 5 月 31 日 仙台～ソウル便（OZ151/152） 

備考：仙台～ソウル便 6 月 1 日～運航（予定） 

   成田～仁川は 5/1～5/30 まで毎日 1 往復便運航予定 

   成田発 13：20－15：50   仁川発 09：00－11：20 

 

 

毎日外出もままならずストレスが一杯でしょう。婦人会中央本部、宮

城県地方本部共に今年は大会を開催するはずでしたが新型コロナウイ

ルスの為、全て延期となっております。 

婦人会中央本部会長立候補（選挙） 

1.楊 東順（神奈川）2.金 貞子（東京） 

婦人会宮城県地方本部 

1.会長立候補 厳 由美   2.監査立候補 朴 美子 李 永珠 

婦人会中央本部大会が終わり次第、宮城も大会において皆様に立候

補の御承認を頂きます。お会いできるまでどうぞ健康に気を付けて

元気でお過ごしください 

 
 
 
 

 

4月 23日（木）15：00時

からコロナウイルスによ

り延期となっていた会議

が初の画像会議となって

開催された。 

14名の役員が参加した中

で金政郁団長、田炳樽監

察委員長、韓成洙副団長、

孫美子婦人会長が直接参

加した。初めての試みで

の会議でしたが戸惑いは

なく事前にダウンロード

したソフトを使い、「次は

もっとうまく行くよう

準備します」と金団長は

話した。 
 

 

新型コロナウイルスが猛威をふるう中で団員の健康と安全を最優先す

るにあたり 4 月から 5 月までの事業は全て延期/中止となっています。 

〇4 月 春の韓日交流会（お花見）    中  止    

〇5 月 オリニハングル学校宮城     未  定 

〇5 月 支部・参加団体         順次予定 

 

 

3月 26日（木）宮城県ソウル事

務所の高橋 富雄様が韓国ソウ

ルでの任期を終え民団宮城に

表敬訪問され相互情報共有の

時間となりました。 

 

 

4 月 1 日（水）主管となる福島

民団金 仁河団長、孫 哲鎬監察

委員長、金 信鍾副団長、銭 相

文事務局長が来仙し金 政郁協

議会長、姜事務局長と協議した

結果、新型コロナウィルスの影

響により 5月予定の東北地方協

議会/次世代プロジェクトセミ

ナーを延期することを決定。今

後については状況観察をしな

がら開催を決定する予定。 

 

 

 
 

 

 

新型コロナウイルスの感染症の拡大により事業中止/延期 他のご案内 

東北地方協議会次世代プロジェクトセミナ－in福島開催延期

に 

第 64 回定期地方委員会の中止と書面決議の返信のお願い 

民団宮城文化センタ－事業（韓国語/韓国文化）全て 1年延期 

2020 在外同胞国内教育課程春課程運営中止等のお知らせ 

 

公益財団法人朝鮮奨学会は奨学生を募集 

アシアナ航空 5月運航のご案内 

宮城県ソウル事務所高橋所長様民団宮城表敬訪問 

民団宮城 4～5月の予定 

三機関長・教育院長・韓国語講師陣緊急会議開催 

民団役員の初の ZOOMによる映像会議開催 

民団保険センターです。 

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。 

 

民団団員より感謝の手紙を頂戴しました 

対応した三機関長と右から 2 番目 高橋 富雄様 

中央：金 政郁協議会長 

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 

2 段花価額：20000 円（税込み） 

初めての画像会議が開かれ 14 名の役員が参加し質問な

どに対し金団長がお答えした。 

≪婦人会たより（孫 美子会長）≫    

http://www.korean-s-f.or.jp/


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広告募集中！詳細はご連絡下さい TEL022-263-6961 

民団宮城文化センター だより（すべての文化センター講座は 1年延期となりました） 
  民団宮城文化センタ－受講生の声(8)（心温まるお手紙と感想を頂きました） 

民団宮城文化センタ－受講生の声(9) 

★私と韓国の出会いは 30 年以上も

前のことになります。その頃には珍

しい、韓国留学をしている友達を訪

ねて韓国に行きました。その時に、

友達が私の名前を韓国語で書いて

くれました。それを見た時「可愛い

文字だな」と思いました。それから 

数十年経ち民団の韓国語講座を知り通い始めまし

た。講座は語学だけではなく、韓国の習慣や文化な

ども教えていただけるので、楽しく学んでおりま

す。また、民団の年間行事では韓国の伝統芸能・韓

国料理に触れることもできます。これからも楽しい

企画お願いします。（林 久美様 No.28） 

★荒木 久子様と佐藤 玲様は同じく「今回の延期は

とても残念ですが来年また会えますよう願います」

と温かいメッセージを送ってくさった。 

 

民団宮城の皆様 

 

今まで鄭有静先生のクラスを受

講してよく自主ノートを提出し

ました。すきな韓国映画、韓国の

飲食に対して関心がある物を元

に書いてました。これからの 1年

間も継続して書くつもりであり

ます。コロナウイルスに負けな

いで、また会える日をお待ちし

ております。その時までお元気

にしてください。 

 

2020.3.31 

       及川 奈穂  

研究班予定だった及川奈穂様が作

りました韓国語での仙台方言 



   

 
세계에 코로나 19 펜데믹이 선언된 가운데 

재일동포 여러분 행복하신가요? 

센다이한국교육원장 고 승 천 

 
동북지역에 살고 계신 재일동포 여러분! 2020년 3월 12일 

WHO가 팬데믹(세계적인 전염병 대유행, 최고 위험 단계 등급)을 선언하

면서 중국, 아시아를 넘어 유럽과 아메리카 대륙으로 무섭게 번져 가고 

있습니다. 한국은 2020년 4월 23일 0시 현재 확진환자 10,702명, 검사

진행 585,553명, 격리해제 8,411명, 사망자 240명/ 일본은 확진환자 

12,703명, 사망자 308명(https://coronaboard.kr/)으로 전세계가 확산 

일로에 서 있습니다. 미야기 민단에서는 모든 강좌를 슬라이드하여 내년

도에 실시 예정으로 이번 사태가 빨리 안정화가 되어 개강하는 날이 와

서 수강자 분들을 뵙게 되기를 기대합니다. 

요즘같이 사회적 거리두기로 다중 이용시설을 꺼리는 시기에 왜 화두를 

“행복”으로 잡았을까요? 지난 2019년 6월 경에 목포에서 열린 전국 초

등학교교장협의회의에서 체육관 천장에 17개 시도의 슬로건이 걸려 있

었는데 “모두가 행복한 인천 교육”처럼 한 두 곳을 빼놓고 모든 교육청

에서 ‘행복’을 슬로건으로 사용하고 있었습니다. 또한 각종 지자체의 슬

로건을 살펴 보아도 매한가지입니다. 

하버드대학의 조지 베일런트 정신과 교수가 쓴 “행복의 조건”이라는 책

에 보면 하버 법대 출신, 천재 여성들, 자수성가한 저소득층 출신의 세 

그룹을 70년 동안 추적 연구한 결과를 쓴 책으로 어떤 사람이 행복한 

노년을 맞는가에 대하여 소개하고 있습니다. 

건강한 노년을 부른 7가지 요소(지면 관계상 설명은 생략하고 제목만 적

습니다.) 

1. 적응적 방어기제(성숙한 방어기제) - 고난에 대처하는 자세 

2. 교육년수( 끊임없는 공부) 3. 비흡연, 젊은 시절에 담배를 끊음 

4. 알콜 중독 경험 없음 5. 알맞은 체중 

6. 알맞은 결혼 생활 7. 운동 

건강한 노년과 행복한 삶을 위한 여섯가지 변수로 조상의 수명, 콜레스

테롤 수치, 스트레스 지수, 부모의 특성, 유년기의 성격, 사회적 유대관

계를 꼽고 있습니다. 

재일동포 여러분! 위의 7가지 가운데 나는 몇 가지를 충족할 수 있는지 

세어 보시기 바랍니다. 아주 중요한 비밀이 숨어 있답니다. 50대에 이중

에서 5∼6가지 조건을 충족했던 하버드 졸업생 106명 중 절반은 80세

에도 행복한 상태였지만 3가지 미만의 조건을 갖추었던 이들 중 80세에 

행복하고 건강한 상태에 이른 사람은 아무도 없었다고 합니다. 

동포여러분! 숫자가 적다고 속상해 하지 마시고 차근 차근 도전해 보시

기 바랍니다.  

모든 동포분 들께서 힘내시라고 동영상 몇 개를 검색하여 안내해 드립니

다. 개인 위생관리와 사회적 거리두기로 코로나 19를 이겨내셨으면 좋겠

습니다.(추천 영상 - 유튜브에서 검색) 

미스터 트롯 코로나19 퇴치송

(https://www.youtube.com/watch?v=s44zIIHSoV4) 

너와 나 우리 모두(코로나19 극복을 위한 노래, 센드아트)  

(https://www.youtube.com/watch?v=yZdDnT2TPoo) 

미스터 트롯 진, 우승자 임영웅이 부르는 ‘어느 60대 노부부의 이야기’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=iB8o1zv4zWw) 
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定期総会 開催中止のお知らせ  

 

この度、５月１４日に開催を予定しておりました第６８期

宮城韓国商工会議所定期総会につきまして、新型コロナ

ウィルス感染拡大の状況を鑑み、皆様の安全を考慮しまし

た結果、開催を中止させて頂くことになりました。 

 

総会開催に代わり、書面による審議とさせていただきま

す。総会資料並びに書面議決書・委任状は郵送にてお送

り致しますのでよろしくお願い申し上げます。 

※ 宮城韓商事務局 ＴＥＬ：022－712-2963 

 
世界にコロナ 19パンデミックが宣言される中、同胞の皆さんお元

気でしょうか? 

 

仙台韓国教育院長 高承天 
 

東北地域にお住いの在日同胞の皆様! 2020年3月12日WHOがパンデミック

( Pandemic。広範囲に及ぶ流行病、世界的な伝染病大流行、最高危険段

階レベル)を宣言してから中国,アジアを超えヨーロッパとアメリカ大陸

に急速に広がっています。韓国は2020년年4月23日0時現在、確診患者(感

染者)10,702名, 検査進行585,553名, 隔離解除 8,411名, 死亡者240名/

 日本は感染者12,703名, 死亡者308名(https://coronaboard.kr/)に、全

世界が拡散の一路に立っています。宮城民団では本年度のすべての講座

を来年度にスライドさせ実施する予定です。今回の事態が一日も早く収

束され受講生の方々にお会いできることを期待しています。 

最近のように社会距離置きで多衆利用施設を避ける時期になぜ話頭を

“幸福”と決めたのでしょう? 去る2019年6月頃、(韓国)木浦で開かれた

全国初等学校校長協議会で体育館の天井には17個の市道のスローガンが

掲げてあったのですが “みんなが幸せな仁川教育”のように 1，2ヶ所

を除いたほとんどの教育庁で‘幸福’をスローガンとして使っていまし

た。また各種自治体のスローガンを見てもみんな同じです。 

ハーバード大学のジョージ·ベイラント精神科教授が書いた“幸福の条

件”という本はハーバード法大出身,天才女性たち, 自力で成功した貧困

層出身の3つのグループを対象に70年間追跡研究の結果を書いた本で、ど

んな人が幸せな老いを送るのかについて紹介しています。 

健康な老年を手に入れる7つの要素(紙面関係上説明は省略し題目だけ記

入) 

1. 適応的対処能力(成熟した対処能力) - 苦難に対処する姿勢 

2. 教育年数(絶え間ない勉強) 3. 非喫煙, 若いころにタバコをやめた 

4. アルコール依存症ではない 5. 健康体重 

6. 安定した結婚生活     7. 運動 

健康な老いと幸せな暮らしのための6つの変数に祖先の寿命,コレステロ

ール値,ストレス指数,親の特性,幼年期の性格,社会的な紐帯関係(つな

がり)を挙げています。 

在日同胞の皆様! 上記の7つの中、自分はいくつ当てはまるのか数えくだ

さい。とても重要な秘密が隠れています。50代で、この中の5∼6個の条件

に該当したハーバード卒業生106名の半分は80歳にも幸せな状態でした

が、3つ未満の人の中には80歳に幸せで健康だった人は誰もいなかったそ

うです。同胞の皆様! 当てはまる数が少ないと悔しがらず１つ１つ挑戦

してみてください。 

同胞の方々が頑張れるように、検索したいくつかの動画をご案内します。 

個人衛生管理や社会距離をおくことでコロナ19に打ち勝てればと思いま

す。(お勧め動画-youtube検索) 

ミスタートロットコロナ19退治ソング 

(https://www.youtube.com/watch?v=s44zIIHSoV4) 

あなたと私、私達みんな(コロナ19克服のための歌, サンドアート)  

(https://www.youtube.com/watch?v=yZdDnT2TPoo) 

ミスタートロット真, 優勝者ｲﾑﾖﾝｳﾝが歌う 

 ‘ある60代老夫婦の話’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=iB8o1zv4zWw) 

 

 

 
 

宮城県および仙台市からの新型コロナウイルス 

感染症拡大防止協力金の支給について 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請や協力

依頼に応じ、2020年 4月 25日から 5月 6日までの間、施設

の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力する中小事業

者に対して、宮城県および仙台市から協力金が支給される

ことになりました。 

仙台市内の事業者に関しては、宮城県からの支給額 30万円

に、仙台市独自の給付額 10万円が上乗せされた、合計 40

万円が支給されることになっています。 

申請方法等の詳細は現在検討されている段階ですので、最新

の情報は、随時、当所ホームページ等でお知らせします。 

対象となる事業者の皆様は忘れずにご申請ください。 
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