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★ 介護老人保健施設ジュイールクラブ 
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日頃、団員関係者の皆様におかれま

しては当団にご理解とご協力を賜り

心より感謝を申し上げます。2022

年度も残すところ僅かとなりました

が皆様におかれましてはどうかご健

康で 2023 年度を無事に迎えられますよう心よりお祈り申し上げ

ます。2022年はコロナの影響でマスク生活も当たり前に感染予防

対策を徹底しながら事業推進してまいりました。サランバンをは

じめとする敬老者の拠り所を韓国会館で継続開催しました。そし

て次世代育成を目的とする親子交流事業、リモ－トハングル学

校、東北地方協議会次世代プロジェクトセミナ－、開かれた民団

宮城を目指し民団宮城文化センタ－韓日交流事業にも力量を注ぎ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 月中旬より、本部役員を中心に日頃民団

事業に出席できない本部 130 世帯、支部 100

世帯と生活困窮者世帯を戸別訪問しました。 

80 歳以上の世帯、仙台/石巻/富谷/仙北/仙

南/塩釜の団員と役員がコロナ禍での現況や

家族状況など団員安否確認をする大事な面会

に 団

長 は

「日頃民団行事に参加下

さる団員や来団して下さ

る団員はありがたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

また新規定住者特別委員会を発足し民団宮城

が同胞をまとめていく団体として意見交換を

重ね発展的に一つの目的に向かって前進する

第一歩の年となりました。生活相談センタ－

みやぎを通じながら、多様化している同胞社

会でありますが団員一人一人と丁寧に意見を

重ね合いながら民団宮城は必ず前進してまい

ります。そして傘下団体や地域の韓日団体と

の連携を組みながら調整をとれるよう、中心的な存在として挑戦

して参ります。 

どうぞ今後ともご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。

2023 年が皆さまにとりまして飛躍の年になりますよう心よりお祈

りしながら挨拶とさせて頂きます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来れない団員世帯と接点を作っていきたい」と丁寧な聞き取りを

しました。久しぶりにお会いする団員は役員の訪問を歓迎してく

れました。 

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≫ 

サランバンみやぎ 

2023 年度上半期の予定 

【1 月】19 日、26 日 

【2 月】2 日、9 日、16日 

【3 月】2 日、9 日、16日、23 日、30日 

【4 月】6 日、13 日、20日、27 日 

【5 月】11 日、18 日、25 日 

【6 月】1 日、8 日、15日、22 日、29日 
変更の場合も有 

 

 

 
（以後、冬休みになります。）     
2023 年度にまたお会いましょう 

2023年新年のご挨拶 

2022年度戸別訪問経過報告 

2023年度新年会と成人式の予定 
☆日時：1月 7日（土）11：00 

☆場所：韓国会館 6階 

コロナの状況で 80 名限定、参加費 1000 円 

皆様の熱い関心で定員に達したため、 

申込を締め切らせて頂きました。 

ありがとうございます。 70 歳以上の団員様対象 

2023年度も

お元気で 

李純午団長 

mailto:mindan@themis.ocn.ne.jp


 

 
 

2022年 12月 3日（土）11：00 

コロナで 2 年間リモ－ト開催でオリニ達とつ

ながっていたクリスマス会に、今年は対面で

韓国会館での開催に 70名が集った。 

李純午民団団長（主催）姜愛花青年

会会長（主管）高承天仙台韓国教育

院長（後援）がサンタに変身してオ

リニ達を出迎えた。サンタから沢山

のお菓子やプレゼントをもらったオ

リニは大喜び。 

青年会長は「沢山遊んで沢山プレゼ

ントをもらって帰って下さいね。み

んな仲良くお友達になってくださいね」とオリニとのふれあいに

青年会参加者たちの心も癒される時間となった。 

ジェスチャ－ゲームや風切りゲームで会場はオ

リニの歓声にわきながら笑顔が絶えなかった。

2022 民団オリニ事業（キャンプや東京訪問、ハ

ングル学校、フットサル等）をまとめ上げた映像

をみながら 1年を振り返る時間も共にした。 

クリスマス会終了後、その足で青年会主催の親子

ボーリング大会に 25名の親子と青年会が参加し

豪華賞品をかけた個

人戦に皆集中した。青

年会と親子での交流会がオリニにとっ

て楽しい記憶に残る思い出作りの 1 日

となり「来年の新年会で会おうね」と約

束しながら帰りは笑顔で別れました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022在日同胞어린이 冬季交流会 

11 2022年 12月 3日（土）１1:00韓国会館 6F 

クリスマスプレゼントを持って青年会のお兄さんお姉さん、 

サンタさんも登場！親子、お孫さんとご一緒に楽しみましょう！ 

 

2022韓日友好フットサル交流会 

 

11 

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 

12/10【土】ワッセ仙台にて太田稔朗県議と協議し名取サッカー協会の支援

の下、2022 韓日友好フットサル交流会を無事に終えました。 今回の行事

はコロナ以前に毎年実施していた日韓友好サッカー交流会 in 名取に代わっ

て小規模で行われましたが、各チームの子供選手全員が真剣な姿勢で熱心

に試合に臨んでくれる姿に感動しました。 호랑이チームの千葉くんと健太

郎くんはまだ幼くて兄さんたちと一緒に試合に出ることはできませんでし

たが、別のコートで保護者会、青年会の方々と楽しくボールを蹴って練習

試合もして next호랑이チームの主軸になる才能を見せました。 名取の子

供チームとトレーニングと親善試合をしたリト君、大山君、そしてシン君

は今回の交流会を通じて大きな経験をしたと思います。 特に最後の試合

は、今回のワールドカップで韓国と日本が強豪ポルトガル、ドイツとスペ

インに勝ったように、先守備後逆襲の優れた作戦で 1対 0というスコアで

勝利の成果を経験した時間となりました。 今回の交流会に参加した호랑이

チームの子供たちを皆褒めてあげたいし、苦労したキム·ジョンヒコーチ、

一緒にしてくださった保護者会および青年会、そして정常任顧問、団長、

副団長および関係者の皆様に感謝します。  

来年は名取でもっと素敵な試合ができるように호랑이チームの健勝を願っ

ています。   （어린이フットサル호랑이チームの担当者、李江鉉氏） 



 

 

 

12 月 4 日（日）宮城韓国婦人会 65 周年

記念式典を秋保水戸屋で開催しご来賓・

関係者・会員含め 90 名がお祝いに駆け

付けた。厳由美会長は「年末のご多忙な

中多くの皆様に 65 年の節目をお祝い頂

きますことに心より感謝をしておりま

す。孫美子常任顧問からの提案から始

まった本日の大きな事業を迎えるまで

執行部役員一丸となって準備してまいりました。 

母の世代から婦人会を見て参りました。次の世代に繋いでいくた

めにも本日の節目を機に出発して参ります」と挨拶がありました。

林熙順駐仙台韓国総領事、柳代永中央婦人会長、李純午団長が対面

祝辞を頂き、菊地恵一宮城県議会議長、伊藤康志大崎市長、佐藤光

樹塩釜市長からのビデオでの祝辞では 65 周年の節目のお祝いと

今後の婦人会宮城の更なる発展を期待するメッセ－ジでお祝いム

－ドを盛り上げました。 

65 年を振り返る映像

では草創期からの活

動写真や歴代会長や

会員の懐かしい顔ぶ

れに涙するなど東日

本大震災やコロナ禍

においても婦人会宮

城の団結力が今に繋

がっていることを改めて確認する場面となりました。 

第 2 部ではマジックショ-や韓日バイオリン演奏会、抽選会など出

席者全員で楽しい時間を刻む日となりました。 

婦人会中央本部、秋田、岩手、福島、山形の会長役員の皆様遠方に

も関わらずお出で下さいましたことに心より感謝しております。 

また多くのご賛助、寄付を賜わりました関係者会員の皆様に改め

て感謝をお伝え申し上げます。 감사합니다. 今後とも宮城婦人会

に変わらぬご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2022 年 12 月 19 日（月）15：00から

民団宮城が呼びかけ人となり第 1 回

東北日韓交流協議会を韓国会館で開

催しました。目的は地域に根差した韓

日草の根交流を更に理想的に発展さ

せるための意見交換協議会として発

足。オブザ－バ－に駐仙台大韓民国総

領事館（趙允慧副総領事）がご出席くださり「各団体の相互情報共

有と一致団結して仙台から韓国を発信していく大事な協議会で

す。このような協議会を呼び掛けてくださった民団に心より感謝

をしております」と祝

辞を頂戴しました。各

団体長の自己紹介か

ら始まり、12 月 20 日

～23 日まで光州一行

来仙、韓日フェスティ

バルについての情報

共有等がありました。

終了後、韓国総領事館主催の懇親会に移動し今後の韓日交流を期

待する良い雰囲気の中での情報共有の時間となりました。 

【第 2 回協議会は 1月 17 日（火）15：00～】 

 
 

안녕하세요?宮城青年会の池有美です^^ 

 11 月の 26 日-28 日に福岡研修に行っ

てきました      朝鮮通信使のシンポジウ

ムに参加、福岡青年会との交流、福岡観

光等本当に楽しかったです       12 月は

3 日に行われた、オリニクリスマス会、

ボーリング大会、忘年会に参加させてい

ただきました♪ オリニクリスマス会では、ムービーでこれまでの振り

返りをみんなで鑑賞したり、オリニみんなで参加できるゲームをしてみ

んなで交流し、楽しい時間を過ごしました♡ 

その後のボーリング大会では、豪華な景品に向け、大いに盛り上がりま

した！ 

最後に、青年会で忘年会を開

催し、みんなでおいしいセリ

鍋を囲み、話に花を咲かせ、

二次会のカラオケではみんな

ノリノリで楽しい時間を過ご

しました       

【青年会アドレス】

miyagi.seinenkai@gmail.com 

 

青年会便り（姜愛花 青年会会長） 

2023年 1月相談日 16(月)・23（月)・30(月) 

時間：13：00～17：00（完全予約制） 

場所：韓国会館 4階（仙台市青葉区本町 1-5-34） 

相談員：金東暎行政書士 

予約：民団宮城 022－263－6961 

Web予約は民団宮城HPから 

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 

 

  

婦人会便り（厳由美 婦人会会長） 

厳由美 婦人会会長の挨拶 

宮城韓国婦人会 65 周年記念式典 

第 1 回東北日韓交流協議会発足 

出席者 
オブザ－バ－駐仙台大韓民国総領事館（趙允慧副総領事） 

① 民団宮城（李純午団長）（呼びかけ団体）     

② 韓人会 金 梅永会長 

③ 東北大学韓国人留学生会 韓 在賢会長 

④ TOFA （会長 中村知史 遠藤あや理事） 

⑤ SIJAK （李スンミン会長） 
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12月の例会が 6日（火）、とんかつ夕

焼けで 25 人（支部団員 22 人）出席

し行った。 

今年の最後のイベント、仙南支部の

김장（キンジャン）フェスティバルが

12 月 15 日～17 日まで実施すること

になってもうすぐ立派な白菜になる期待で皆、ワクワクした中で

成英吉支部団長はキムチ作りのために熱い協力を頼んだ。 

三日間の김장（キンジャン）をする為、コロナの防疫のために抗原

検査キット 75セットも用意された。 

特に今回は各支部別に戸別訪問をする事を企画し、更に温かくな

る年末を目標とした。 

来年の例会は 2023年 1月 10日(火)に予定。 

 

 

 

 

 
 

12 月 7 日午後 4 時より 2022 年度宮城韓商第 3 回理事会が宮城民団 4F 会

議室にて開催しました。延山剛会長、金政郁常任顧問、朴清浩顧問ほか理事

合わせ 11名が出席した中、延山会長は「来年の改選まで皆さんのご協力をお

願いします。前会長の残りの任期でありますが、次の会長にバトンタッチできる

よう残りの事業を行って行きます」との挨拶後、案件が討議されました。主な討

議内容として次の理事会にて本部役員を招き「社団法人化に関しての説明

会」が決まり、その他次年度の定期総会の日程が承認されました。 

次回の理事会は 2023年 2月 14日になります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 
 

 

 

民団塩釜支部では、12/10（土）に役員 6名でキムチフェスティバ

ル 2022のお手伝いで浦戸諸島の野々島へ行きました！市民学生合

わせて 50名程いらっしゃいました！ 

また 12/16（金）

には支部団員さ

ん 15 名で塩釜

市内にある京都

苑さんで焼肉忘

年会を開催しま

した。来年こそ月例会やキムチ

料理教室などもっと開催して

い き た い で

す！みなさん

のご参加をお

待ちしており

ます！ 

2022 年 12 月 15 日（木）仙台

韓国教育院（高承天院長）主管 

民団宮城文化センタ－（李純午

団長）主催の今年最後の料理教

室に 9名の受講生が参加。講師

に李京子民団宮城議長が担当

した。「私の 18番であるこだわ

りキムチを基礎から皆様にお

伝えします。どうぞご家庭でも

韓国食文化を作ってみて下さいね」とミョルチの下準備や塩漬け

を前日から受講生と一緒に用意しました。当日は塩漬けの白菜に

こだわりの材料で作ったヤムニョンを付け合わせてできたキムチ

と炊き立ての新米で試食、最高

の瞬間に受講生は皆満足した。

楽しい時間もあっという間に終

わる料理教室の帰りには来年参

加のリピ－タｰ要望の声が多く

聞こえました。来年も皆様と一

緒に楽しい時間を過ごせるよう

に料理教室企画して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★ 12月支部活動報告 ★ 

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 

 

 

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 

   宮城韓国商工会議所だより  
   第 223 号 2022 年 12 月末 

アシアナ航空 仙台～ソウル 2023年 1月運休案内 

運休:1/1から 1/31 仙台～ソウル便（変更の可能性あり） 

お問い合わせはメール   hmomma@flyasiana.com 

アシアナ予約営業センター 0570－082－555 

水曜料理教室プログラム（12 月 14日） 
李京子議長の指導 

2022年度第 3回理事会 



仙台市と大韓民国光州広域市は、２００２年

（平成１４年）４月２０日の国際姉妹都市提

携から２０周年を迎えました。 

これを記念して、１２月２０日から２３日ま

で韓国・光州広域市金光珍(キム・クァンジ

ン)文化経済副市長を団長とする光州広域市

公式訪問団（公式訪問団 17 名、文化公演団 

15 名）が 12/20（火）～23（金）の日程

で来仙しました。 

民団宮城では李純午団長と役員たちが仙

台駅まで出迎えに行きました。 

仙台市では今年度、４月から５月に市民図書館で光州広域市を紹

介する展示を行ったほか、「仙台・光州 姉妹都市提携２０周年記

念」参加事業の募集を行い、認定事業を市ホー

ムページで紹介していました。また、１０月に

は髙橋副市長を団長とする公式訪問団とともに

文化公演団を派遣し、現地“光州世界キムチ祭

り”イベントにおいてすずめ踊りを披露しまし

た。12 月 21 日（水）ホテルメトロポリタン

仙台で開催された光州広域市からの訪問団の

ための“仙台市長主催昼食会”には郡 和子仙

台市長、文化観光局次長、仙台市議会関係

者のほか李純午団長も出席しました。 

訪問団は仙台市長表敬訪問、仙台市議会議長表敬訪問、市内および

松島視察など忙しい日程の中で 12 月  22日（木）光州・仙台姉

妹都市 20 周年記念 光州市立唱劇団特別公演「韓国の伝統的な歌

と踊りのステージ」をエル・パーク仙台 スタジオホールで開催し

ました。公演では韓国の伝統芸能である国楽（こくがく）を中心と

した構成で、宮中での祭祀し・祭事の際に使用された楽器による演

奏のほか、庶民の暮らしの悲喜を表現した声楽曲や踊りを披露し

ました。韓国伝統の

本場、光州市の日本

ではなかなか見ら

れない舞台に韓国

はもちろん、日本の

多くの観客の方々

に観覧し大盛況の

うちに終了いたし

ました。 

 
 

 

 

 

韓国の名門成均館大学校で韓日親善スポーツ交流大会に向けてバ

レーボール部監督の신동연(シン·ドンヨン)氏を筆頭に 11 人の選

手団が 2022 年 12 月 16 日から 23 日まで仙台市を訪れました。 

신동연監督は 15年前に仙台育英高校のバレーボールチームの監督

を歴任した経験があり、その縁で今回の東北地域日韓親善交流大

会開催に至りました。仙台育英高等学校をはじめ、東北高等学校、

仙台大学、東北福祉大学、東北公益文科大学、八戸工業大学などと

親善試合を開き、日韓の若者のスポーツを通じた貴重な交流が行

われました。宮城婦人会では신동연監督と育英高校の縁を応援し、

試合の日に手作りのお弁当を作って韓国の味と情を分かち合って

くださり、皆を感動させました。 忙しい日程の中、12 月 21 日に

民団宮城韓国会館で開催された歓迎会では、李純午団長をはじめ

民団役員や成均館大学校訪問団が一同に会して、韓国の若い次世

代人材を応援する気持ちや、日本における民団の存在や祖国への

愛の気持ちを伝える意義深い場も設けました。 これからも民団宮

城は成均館大学校との縁を深めながら、より多くの韓日若者たち

の交流を応援していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

光州・仙台姉妹都市２０周年記念 

光州広域市公式訪問団 来仙 

光州広域市金光珍 
(キム・クァンジン) 
文化経済副市長 

韓国の名門 成均館大学校 韓日親善スポーツ

交流大会開催 郡 和子仙台市長 

李純午民団宮城団長

（左）と金光珍光州広域

市文化経済副市長（右） 



 

 

新しい役員陣として新しくスタートした東北

韓人会は、東北地域の韓国人疎外階層および脆

弱階層支援事業を最大重点事業として宮城県

と山形県を中心に東北地域に居住する韓国人

1 世の社会的弱者および疎外階層(独居老人、

生活貧困者、高齢者、持病のある患者）を生活

支援および継続的に支援する活動を実施。 

活動において最も難しかった脆弱者および

疎外階層の区分方法は執行部内で議論され

た疎外階層リストを整理し、各地域の担当者の推薦と協議で決め

て進行。事業予算においては東北韓人会会員の会費と協力金、寄付

金を通じて独居老人と生活貧困者、高齢者、持病患者を対象に約

40人に韓国食料品を重点的に支援。 

今回の事業目的および期待効果として社会的脆弱同胞および疎外

階層を支援することで、韓国人社会の連帯性と和合交流を強化、韓

国人社会の信頼度向上および国家イメージ力量に寄与。 

来年度の活動課題および反省点についても様々な意見を取りまと

め、持続的な重点事業として定着させて進めることを約束。 

【脆弱同胞 2023年事業内容】 

●脆弱階層支援事業進行日程:2023年 1月～2023年 12月(年中) 

●支援対象:韓国人 1 世の社会的弱者および疎外階層(独居老人、

生活貧困者、持病のある患者） 

●対応内容:韓国食料品およびその他の生活用品。 

●脆弱階層の該当者:東北地方居住者 00人。 

●その他の事項:脆弱者の選別および推薦方法は東北韓人会執行

部にて審議。 

●事業地域および協業:民団-韓人会の協業関係を拡大し、過疎地

域を重点に東北地域の韓人社会全体を対象に推進。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
韓国から、世界を股にかけて活躍する気鋭の敏腕コンサルを招聘、 

東北圏の中小企業支援のプロとともに経営者向けセミナーを開催し

ます!!  

東北日韓友好交流連合会 TOFA 

2022 年度重点事業を終えて 
 

東北韓人会便り      

 

  

在日本東北韓人会会長 
김매영 

広告募集中！ 詳細はご連絡下さい  

民団宮城 TEL022-263-6961 

 

  

 

  

 

  



   
 

 

아듀 2022!  

센다이한국교육원 10대 뉴스 
센다이한국교육원장 고 승 천 

 
센다이 아케이트의 상점가에는 크리스마스 장식이 달려있고 캐럴이 

흐르고 연말연시를 실감하게 합니다. 조젠지도리의 2022 SENDAI 

히카리 페전드 축제(2022.12.9. - 2022.12.25.)를 기다리며, 재일동포 

여러분! 연말연시를 가족들과 함께 행복한 시간 보내시기 바랍니다. 

2022 년도 이제 달력 한 장만 남겨놓았네요. ‘시간은 쏜 화살과 

같다’는 말처럼 바쁘게 달려온 한 해를 되돌아보며 

센다이한국교육원 10 대 뉴스를 선정해 보았습니다. 

재일동포 여러분! 다가오는 2023 년은 계묘년(癸卯年) 토끼띠의 

해라고 합니다. 계묘는 흑색토끼를 의미하며 온순하고 얌전해서 

사회적응이 빠르고 사람들에게 호감을 많이 얻어 사회생활을 잘하는 

성격을 갖고 있다고 합니다. 또한 착한 성품에 유머가 풍부해서 예능 

쪽에 재능이 많다고 합니다. 

재일동포 여러분들도 희망하시는 모든 일 소원 성취하는 계묘년 한 

해가 되시기를 빕니다. Merry Christmas... Happy New Year... 

 

1. 제1회 동북지역 한국어 노래자랑

대회 개최 

2022.11.27.(일)14:00, 민단미야기 6층 대강당 

주센다이대한민국총영사관과 공동으

로 동북지역 한국어 노래자랑대회를 

개최하여 14팀이 참가하여 폴킴의 

‘안녕’을 열창한 ‘마키 하루야’씨가 

대상을 수상하였고 ‘노래로 배우는 한

국어’ 교실 수강생들이 특별공연을 실

시함. 

2. 2022년 제13회 일본 동북지역 

한국어 변론대회 개최 

2022.10.22.(토) 13:30 – 16:30 민단

미야기 6층 대강당에서 개최, 한국어

채택교 부문 7명, 일반(대학)부문 7명 

총 14명 참가, 대상은 일반(대학생포

함)부문의 ‘가족에게 바치는 사랑의 

이야기’를 발표한 동북학원대학의 ‘야

마키아츠키’씨가 수상함. 

3. 2022 일본 동북지역 

한국어교육자 심포지엄 개최 
2022.9.17.(토) 14:00 – 16:30 온라

인 Zoom으로 진행 31명 참가. 
동북대학교 김현철교수님, 인하대학교 

박덕유교수님, 히로사키대학교 이영준

교수님, 센다이시라유리여자대학의 천

범진교수님, 이미현 교수님께서 한국

어 교육관련 심포지엄 발표 

4. 한국어능력시험(TOPIK)3회 실시 

2022.4.10.(일) 제 81회 250명 응시 

2022.7.10.(일) 제 83회 204명 응시 

2022.10.16.(일) 제 84회 252명 응시  

총 706명 응시, 시험 감독으로 수고해 주신 

감독관님들께 감사드립니다. 

5. 모리오카, 야마가타 무궁화 학교, 

민단 미야기 토요한글학교 활동 지

원 
2022.9.11.(일) 모리오카 무궁화 학

교 K-POP, 한복체험, 민속놀이 체

험, 10.2.(일) 야마가타 무궁화학교 

K-POP 강사 지원, 민단미야기 

9.3.(토)-4.(일) 키보차 어린이 여름 

캠프 참석, 한국동요 포크댄스, 맺음

법 지도, 11.5(토)-6일(일) 동경한국

학교 방문 및 디즈니랜드 방문 가을 

차세대친자교류사업 참석 

6. 한국어채택고등학교 지원 및 센다이 시내 

초등학교 한국문화체험교실 운영 

아키타현립노시로쇼요고등학교(6.10), 

야마가타 세이잔고등학교(9.29), 야마가

타시립상업고등학교(10.27.), 센다이시

립다이시고등학교(10.28)K-POP,한복체

험, 민속놀이 등 한국문화체험교실 운

영 

센다이 시내 센다이시립다이하쿠소학교

(5.16.),센다이시립쿠리우소학교

 (11.15.) K-POP, 민속놀이 등 한국문

화체험 교실 운영 

7. 한일이공계 학부유학생 학사지도 실시 

한일이공계 학부유학생 생활용품 및 도

서 지원(상반기), 한일이공계 학부유학

생 학사지도(8.10), 하반기 한일이공계 

학부유학생 학사지도(12.9.) 실시 

8. 민단 미야기 수요 요리교실 운영 
민단미야기 수요 요리교실(6.22 이경자

의장님, 7.20 센다이한국교육원장 막걸

리 커피교실, 8.24 반자이 이동규, 9.28 

이경자의장님, 10.26 히라리 이명주, 

11.26 고려 한식당 점주, 12.15 이경자

의장님. 총 7회 요리교실 운영 

9. 교육기관 간 국제교류 활동 지원 

인천하늘고등학교-센다이육영학원고

등학교 담당자 온라인 대면식 

(22.6.8.(수) 10:20) 강화여자고등학

교-세이와학원고등학교 국제교류 활

동 연결, 인천광역시교육청 동아시아국제

교육원과 업무 협약식체결(22.4.22.) 

10. 국민교육발전 유공 표창장 전수식 

2022.1.27.(목) 동북대학교 김현철 교수

님께서 국민교육발전 유공 표창장 수상 

대상자로 선정되어 사회부총리겸 교육부 

장관표창장 전수식 실시 

 

 

アデュー2022!  

仙台韓国教育院 10大ニュース 

仙台韓国教育院長 高 承 天 

 

仙台アーケードの商店街にはクリスマスの飾り付けやキャロルソングが流

れ年末年始を実感させます。定禅寺通りの 2022 SENDAI 光ペイジェントイ

ベント(2022.12.9. - 2022.12.25.) を楽しみながら在日同胞の皆様、年末

年始はご家族と一緒に幸せな時間をお過ごしください。2022 年のカレンダ

ーもあと一枚、今年も残すところ、あとわずかとなりましたね。「時間は射

た矢のようだ」という言葉のように忙しく走ってきた一年を振り返りなが

ら仙台韓国教育院の 10 大ニュースを選んでみました。 

在日同胞の皆様!来る 2023 年は癸卯年のウサギ年です。ケミョ(癸卯)は黒

いウサギを意味し、(その年生まれの人は)おとなしいので社会適応が早く、

人々に好かれ社会生活が上手な性格を持っていると言われています。また、

善良な性格にユーモアが豊富で、芸能向けの才能が多いそうです。 

2023 年には同胞の皆様が望まれるすべてことが叶う年になりますように。

Merry Christmas... Happy New Year... 

 

1. 第1回 東北地域韓国歌謡ノド自慢

大会 開催 

2022.11.27.(日)14:00, 民団宮城 6階 大ホール 

駐仙台大韓民国総領事館と共同で「東

北支部韓国歌謡ノド自慢大会」を開催

に14チームが出場し、ポールキムの 

‘アンニョン’を熱唱した‘まきはるや’

さんが大賞を受賞した。‘歌で学ぶ韓国

語’受講生の特別公演もありました。 

2. 2022年 第13回 日本東宝地域韓国

語弁論大会 開催 

2022.10.22.(土) 13:30 – 16:30 民団宮

城 6階 大ホールにて開催, 韓国語採択校 部

門 7名, 一般(大学)部門 7名 総 14名が

出場、大賞は一般(大学生含む)部門で‘家

族に伝える愛の言葉’を発表した東北学

院大学‘八巻あつき’さんが受賞. 

3. 2022 日本東北地域韓国語教育者シ

ンポジウム開催 
2022.9.17.(土) 14:00 – 16:30 31名が

参加しオンラインZoomで開催。東北大学

 金鉉哲教授, 仁荷大学 朴徳裕教授, 弘

前大学 李永俊教授, 仙台白百合女子大

学 千凡晋教授, 李美賢教授による韓国

語教育関連シンポジウム発表 

4. 韓国語能力試験(TOPIK)3回 実施 

2022.4.10.(日) 第81回 250名受験 
2022.7.10.(日) 第83回 204名受験 
2022.10.16.(日) 第84回 252名受験 
総 706名受験, 試験監督の先生、お疲れ様でし

た。 

5. 盛岡, 山形ムグンファ学校, 民団宮

城土曜ハングル学校活動の支援 
[2022.9.11.(日)]盛岡ムグンファ学校 

K-POP, 韓服体験,民族ノリ体験,[10.

2.(日)]山形ムグンファ学校K-POP講

師支援, 民団宮城 [9.3.(土)-4.(日)]キ

ボチャオリニ夏キャンプ参加,韓国童謡

フォークダンス、(ボーイスカウト)ロ

ープの結び方指導,[11.5(土)-6(日)]東

京韓国学校訪問およびディズニーラン

ド訪問、秋の次世代親子交流イベント

参加 

6. 韓国採択高等学校支援および仙台市小学校

での韓国文化体験教室運営 

秋田県立能代松陽高等学校(6.10), 山形惺

山高等学校(9.29), 山形市立商業高等学校

(10.27.), 仙台市立大志高等学校(10.28)K

-POP,韓服体験, 伝承遊びなど韓国文化体

験教室運営 

仙台市内  仙台市立太白小学校(5.16.),仙

台市立栗生小学校 (11.15.) K-POP, 伝承

遊びなど韓国文化体験教室運営 

7. 韓日理工系学部留学生 学事指導実施 

韓日理工系学部留学生 生活用品及び図書

支援(上半期), 韓日理工系学部留学生学事

指導(8.10), 下半期 韓日理工系学部留学

生学事指導(12.9.) 実施 

8. 民団宮城「水曜料理教室」運営 
民団宮城 水曜 料理教室 6.22 李京子議

長, 7.20 仙台韓国教育院長 マッコリ・コ

ーヒー教室, 8.24 ばんざい 李ドンギュさ

ん, 9.28李京子議長, 10.26 ひらり 李ミ

ョンジュさん, 11.26 高麗 韓食堂 オーナ

ー, 12.15李京子議長 総 7回 料理教室 

運営 

9. 教育機関間の国際交流活動支援 

仁川ハヌル高等学校-仙台育英学園高

等学校 担当者 オンライン対面式(22.

6.8.(수)、10:20) カンファ女子高等学-

聖和学園高等学校 国際交流活動橋渡

し, 仁川広域市教育庁 東アジア国際教育院

と業務協約式締結(22.4.22.) 

10. 国民教育発展 有功 表彰状 伝達式 

2022.1.27.(木) 東北大学 教授 金鉉哲先

生の国民教育発展 有功 表彰状 授賞 対象

者に選ばれ社会副総理兼教育部長官表彰状

の伝達式を行う 
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