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本団規約第 36 条により第 64 回定期地方委員会を下記の通り招集

致しますので必ずご参席下さいますようお願い申し上げます。 
 

○第 64回定期地方委員会 

日  時：2020年 3月 28日（土）開会 15：00- 

場  所：民団宮城本部（韓国会館 6Ｆ） 

       （仙台市青葉区本町 1-5-34 TEL 022-263-6961） 

議  題：2019年度活動報告及び決算報告 

      2020年度活動方針案及び予算案審議・決定 

2020年 2月 25日 

在日本大韓民国民団宮城県地方本部 

議長 李 京子 

※一般団員の方も傍聴できます。御希望の方は事前にご連絡 

お願い申し上げます。終了後、茶話会もございます。 

 

 

 
2 月 20 日（木）中央本部で行われた

第 74 回定期中央委員会には民団宮城

から金政郁団長・李京子議長・姜恵

美子事務局長が参席した。終了後は

東北地方協議会・事務局長会議も行

われた。主な議題は東北地協主催 5

月 23 日の事業（次世代プロジェクトセミナー、林間学校）他懸案

について情報共有をした。 

 

 

  

 

  

 

選挙登録をしました団員の皆様、誠にありがとうございます。 

4 月 1 日から 6 日までの選挙期間にはぜひ足を運びご自分の権

利の行使をお願い致します。 

 

 

1. 応募期間 2020.2/20(木)～ 4/10(金)※中央本部必着 

2. 支給金額：年間(2学期分) 500万ウォン年 2回に分けて支給  

3. 募集人員：20名    

4. 志願書 交付：地方本部/本国事務所 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能 http//www.mindan.org 
 

 

 

公益財団法人朝鮮奨学会 は次のように奨学生を募集致します。 

1.奨学金金額 

高校生             月額  10,000円     

学部生 (短大 包含)       月額 25,000円   

大学院生（修士課程･専門職課程）月額  40,000 円   

大学院生（博士課程）           月額  70,000円     
応募詳細：3 月上旬ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて予定。http://www.korean-s-f.or.jp 
● 募集期間  ホームページをご覧ください 

● 一括郵送受付 4/8～ 5/11 

 

 

 

○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） 
★会社名：株式会社カトーマロニエ 

職種：正社員（未経験者可） パートタイム（未経験者可） 

TEL：022-356-5514   FAX 022-356-6370 
 

★ 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 

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≫ 

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 

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 

 
3月相談日★2(月)・9(月)・16(月) ・23(月) ・30(月) 

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 

≪第 64 回定期地方委員会開催≫ 

第 74回定期中央委員会 

東北地方協議会団長/事務局長会議開催 

2020年度在日同胞母国修学生対象奨学生募集 

2020年度朝鮮奨学会奨学生募集 

3・1 節記念式典延期のお知らせ 
ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対策のため 3/ 1(日)の式典を延期致します。 

改めて宮城本部より詳細追ってご連絡申し上げます。 

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


 
 

2020.2.1（土）仙台白百合女子大学

GS学科 1年 3名の学生が民団宮城を

訪問した。ハングル学校李善姫先生

の案内・説明を受けながら文化の体

験などをして韓国をもっと身近に感

じる貴重な体験となった。 

先崎まこ様感想文：私は今回の韓国

民団訪問を通して、仙台にこのよう

な施設があることを初めて知りま

した。また、李善姫先生が、在日コリアンの子どもたちに母国の文

化を一生懸命教えている姿がとても魅力的でした。そして、授業で

学んだ、韓国の旧正月の過ごし方を実際に体験し、お雑煮の“トッ

ク”をいただくことが出来てとても嬉しかったです。韓国のお雑煮

“トック”は、日本のものと異なり、モチモチとした食感のお餅が

入っていたり、少しこってりしたスープがとても美味しかったで

す。また、在日コリアンの歴史についても深く学ぶことが出来まし

た。今回の体験を通して、韓国という国をさらに身近に感じ、韓国 
 

 

 

 

2020 年 2 月 1 日（土）オリ

ニハングル学校は韓国の旧

正月（ソルナル）としての特

別授業が行われました。関係

者オリニ含め約 30名が参加

しました。韓国語授業はもち

ろん親子での餃子作り体験 

 

 

 

 

2 月 15 日（土）温暖化

が続き雪不足の為今年

のスキー教室が中止と

なり代講で李江鉉先生

による美術の特講(ドロ

ーイング)を開催した。

果物やホップコーンと

身近な題材や参加者か

らモデルを選任するデ

ッサンとなった。クラッシックの音楽が流れる中で集中する雰囲気

は親子至福の時間となった。個性が大事と強調する先生から「うま

いね～」と誉められると子供たち、大人たちはさらにやる気になっ

た。毎日描いていると上達するそうです。 

 
 

語を勉強してみたいと思いました。

貴重な体験をさせていただき、本当

にありがとうございました。 

松田萌花様感想文：街中で普通に外

国人を見かけるのが、当たり前にな

った今ですが、在日本大韓民国民団

のような施設があることは知りませ

んでした。最初は韓国の文化を紹介

している施設かと思いました。しかし実際は、文化を教えるだけ

でなく、もう 1つの家族のようなコミュニティを作ることの出来

る施設なのだなと思いました。K-POP ダンスや折り紙、韓国の伝

統料理を作るのは、簡単に楽しく韓国文化を学べて本当に楽しか

ったです。また、そこで色々な人と話したり遊んだり、協力する

ことで新しい繋がりが出来ていくのがとてもいいなと感じまし

た。私は今回の課外授業を通して、もっと韓国のことを知りたい

と思いました。また日本のことも教えたいと思いました。そして、

お互いに理解し合い、民間同士の仲をもっといいものにしていき

たいと思いました。 

 

 

 

などを通して家族の絆を大事にしながら目上の方にセベ（새배）

をしてお年玉を頂く伝統風習を再現しました。新年を家族と共に

迎えることを大事にしてきた韓国ソルナルの姿を再現し、集まっ

た皆様に笑顔が絶えませんでした。 
   

ハングル学校 2020 年 4 月予定 
 

① 13：00－14：20 サークル活動（K－POP） 

② 14：30－15：25 各クラス韓国語 

③ 15：25－15：50 全体授業・おやつタイム 

④ 16：00－17：00 サークル活動（プクチュム・テコンド・美術 

⑤ 18：00－19：00 サークル活動（フットサル）※月 1 回程度 

 

 

 4/18  14 :00 開校式   4/25   13:00 ①②③④⑤ 

場所：韓国会館 参加費用：無料 申込：別紙申請書 

対象：韓国にルーツがある（日本国籍含む幼児～高校生まで） 

 

 

2 月 1 日（土）ワッセ仙台で行われた

サッカー教室には 3 名のオリニが参

加し 7 月に行われる民団中央団長杯

に向けてスタートを切った。軽く体を

ほぐして監督から指導を受けてシュ

ート＆ドリブルの練習が行われた。 

※サッカー通じオリニの絆を深めませんか？ 

対象：韓国にルーツがある(日本国籍含む)小・中学生男女 

監督：尹 源一  場所：ワッセ仙台(青葉区黒松）費用：無料 

次回は 4 月 4 日（土）17 時 開催予定 

3 人の地域大学生が韓国文化体験に来団。民団の歴史と韓国文化体験（オリニハングル学校 / K-POP） 

≪第 1回オリニハングル学校特講≫ 

【ドローイング Drawing 教室 初開催】 

李善姫先生による説明 

オリニ達と一緒に韓国食事体験 

参加者の中からモデルを選びデッサンを開始 

 

★次世代特集★    ≪ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城活動報告及び日程案内≫ 

≪ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城授業・旧正月行事≫ 

韓国の旧正月（ソルナル）のオリニハングル学校で楽しい一日となりました 

ソルナル（설날）について勉強 

餃子作り体験・折り紙と새배をしてお年玉ももらいました 

李江鉉先生の説明（左）とドローイング教室の様子（右） 

≪2020 オリニサッカー教室参加者募集≫ 



 
 

 
 

民団宮城文化センターで提供する韓国語講座の一

つに研究班があり、2020年 2月に帰国された李元烈

院長が二年間担当くださいました。ある時、研究班

で映画『春の日は過ぎゆく』を使った授業がありま

した。『八月のクリスマス』のホ・ジノ監督が歳下の

サンウとウンス（イ・ヨンエ）の出会いから別れを

描き日本でも人気があった映画です。 

 

 
2月 10日民団宮城文化センター

韓国語講座の説明会が民団で行わ

れました。新たに講座に入られる

事を考えている方、2019年度の

講座を終了された方々、約 180名

が参加されました。婦人会として

軽食を提供しました。ﾒﾆｭｰはﾌﾟﾙｺ

ｷﾞ・明太のお汁、ﾅﾑﾙ、ﾄｯﾎﾟｯｷ、ｷ

ﾑﾁ、果物でした。役員は手際よく配膳し、とてもスムーズに食事

の準備ができました。初めて韓国の食べ物を食べたという方も多

く、皆で美味しく喜んで食べて頂きました。3月から頑張って勉

強して下さい。（記：孫美子会長） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2月 10日(月) 2020韓日交流会（韓国文化発表・民団宮城文化セン

ター説明＆ご登録・韓国食試食 主催：民団宮城文化センター・後

援：在外同胞財団/仙台韓国教育院)が韓国会館 6Fにて開催された。

ご来賓として李 元烈仙台韓国教育院長、登録者・関係者含め 180名

が出席した。金 政郁団長は「国同士がうまくいっていなくても、 

 
 
 
 

先生は、映画の中でウンスが家まで送ってくれたサンウに言う
「ラーメン、食べてく？」が年下の男を誘惑する言葉として流行
したこと、ウンスがサンウに別れを告げた後で再会し話す言葉
に、いまだに自分を慕っていてほしいという女心が見え隠れする
ことなど、機微にわたり説明してくださいました。民団宮城で韓
国語を学べば、単に言語の習得にとどまらず、韓国の文化や韓国
人の心理を理解する一助になり、ひいては女心まで分かるように
なるようです。 

 

 
4 月 10 日は第 29 回定期地方委員会、3 年に 1 回の第 30 回定期地方大会があり

ます。おいしい昼食も用意し会員の皆様をお待ちしております。 

3 月・4 月の予定 

3 月 6 日   11 時～第 11 回役員会 

10-11 日 10 時～16 時  

第 30 期婦人会宮城県本部会長・監査立候補登録受付 

18 日   11 時 30 分～「日韓の集い」仙台市議会議員の先生方との昼食

会 民団 6 階 

24 日   11 時～婦人会中央本部大会（東京）中央本部 8階 

 

4 月 2 日   11 時～ 第 12回役員会 

  10 日   11 時～ 婦人会宮城県地方本部  

        第 29 回定期地方委員会/第 30 回定期地方大会 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
文化に直接触れてもらうことでお互いの理解を促進できる」と語
った。今回 3年の任期を終えた李 元烈仙台韓国教育院長は「韓
国文化に深い愛情を持っている日本人受講者方のおかげで心あた
たかい思い出をいっぱいもって韓国に戻りますが皆様の韓国への
愛情を忘れないで頑張ります」と別れの挨拶を述べ、大きな感謝
の拍手を頂いた。文化発表ではチャンゴ・舞踊・カラオケの順で
多くの参加者が見守る中、1年間の努力を発揮した。姜恵美子事
務局長の各講座説明・先生紹介が終わり、12時 30分から婦人会
の真心を込めた料理が提供された。ブルコギをメインにデザート
まで一人ずつ手渡しで親しんだ教室でのお食事となった。当日か
ら韓国語申し込みも開始され多くの方が 2020年度韓国語授業の
申し込みに駆け付けた。特に午後 2時の無料講座教室には 37名
の新規の方が参加して無料韓国語講座体験が行われた。 

民団宮城文化センター だより 

民団宮城文化センタ－受講生の声(7)☆彡 

研究班 山本俊雄様 

≪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)  

2020 韓日交流会 180 名の方が参加（韓国文化発表・民団宮城文化センター説明＆ご登録・韓国食試食） 

韓国語講座の皆勤賞の方々との記念写真 

文化センター登録説明会の様子 韓紙工芸・ﾒﾄﾞｩｯﾌﾟ教室の作品展示 

左：金政郁団長・李京子議長・李元烈院長 2020 年新講座のポジャギ作品展示 

チャンゴ教室発表会      カラオケ教室発表会 

舞踊教室発表会 婦人会からのおいしい韓国食提供 

各教室での食事で美味しく頂きました 無料入門講座 



 

 
 
 

2月 11日（火）仙南支部例会では団員と本部より韓副団長、尹副団

長、鄭生活副部長含め 25名が出席し交流を図った。成英吉支部団長

のお声かけで第 21代国会議員選挙登録など協力的に行い、2/24（月）

丸森町での仙南支部としての炊き出し活動を決議した。 

次回定例会は 3/10（火）。 

2月 24日丸森町耕野地区、大張地区との韓日交流会は寒空の中地元

住民 40 名支部 15 名その他総勢 70 名の方々が集まり交流を深めま

した。準備した食材は底をつきました。地元いなか道の駅やしまや

の八島社長、大張の谷津健吉さんらのご協力で被災住民たちの心を

癒すことになったと思います。当日はコロナウイルス対策のため全

員マスクかけで始まりました。尚来賓は、丸森町議会議員 大槻正儀

さん、李根茁中央本部副団長、孫美子婦人会会長が参加してくれま

した。思わぬ流れ客に柔軟に対応出来ました。たまたま仙台放送の

八島社長の追跡取材放送中でした。 

2 月 13 日(木)支部例会が会館

にて開かれました。11時が近づ

くと、会館のあちこちから笑い

声と共に賑やかな話声が溢れ

てきます。毎月顔を合わせてい

ても話題は尽きることがあり

ません。台所では昼食の支度です。皆の手を借りながら、どんどん

準備が進みます。献立には毎回頭を悩ませますが、なるべく季節に

合った物をと考えます。今回はサンギョプサル。豚バラを、大阪か

ら取り寄せたえごまの葉と栗原のサンチュで包み、お腹いっぱいに

なりました。支部の皆さんの協力で 2月例会も大満足でした。 

 

 

アンニョンハセヨ。会長の黄支保です。 

青年会活動も思い返せばあっという間の 1期間（3月～

2月まで）が過ぎようとしています。私達の活動の中で、

2019 年度何を思い何を考え体現してきたのか。対内外

で発信しながら吸収してきたことを振り返る全体会議

（定期中央大会）が、2/23(日)～2/24(祝月)韓国中央会

館（東京）にて行われます。4月から任期を迎えた会長

職も、個人的には葛藤続きでこのままでいいのだろう

か。と自問自答することが大変多い 1年となりましたが、そんな共

通した思いや考えを馳せながら各地方の代表議員らと様々なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2月12日（水）12：00 塩

釜支部新年会が開催され

来賓含め35名が出席し

た。李昌根支部団長は「今

年は支部団員が3世帯増

えて支部活性化に向けて

今後も尽力していくつも

りです。団員一人一人を

ケアしていきます」と抱

負を述べた。金政郁団長も「支部支援を本部も担

っていきます」と応援メッセ－ジを送った。高齢

化している団員が多い塩釜支部では月一回の例

会で交流を図っている。1年振りに会う団員との

再会など笑顔溢れる新年会となった。 

 

 

2 月 9 日第 2 日曜日 12 時

より塩釜支部会館で例

会・頼母子が開かれまし

た。例年より暖かいとは

いえ、高齢の方の健康も

心配されましたが、皆さ

んの明るい笑顔が揃いま

した。婦人会長の美味しいカレーの差し入れに大喜び。ワイワイ

ガヤガヤ楽しい時間が流れました。 

 
 

 

を共有し、新年度に向けた準備が進められたらと思っています。

青年会という枠組みの中で、本当にこの組織が必要なのか？特に

青年世代である私達が再確認・再認識してもらいたいです。いや

必要なんだと、携わる多くの青年の心に少しでも気持ちが芽生え

たらと強く感じます。中央大会終了後は、宮城でも定期地方大会

が開催されます。青年会会員対象の方は参加必須となりますので、

ご調整のうえご参加をお願い致します。≪今後のお知らせ≫ 

●3/28（土）18：30～ ： 第 42回宮城青年会定期地方大会 

青年会にご興味のある方随時募集中！ 

  

 

 
 

 

 

3 日(火) 民団宮城文化センター講師会   韓国会館 4Ｆ14：00 

18日(水)  第 4回日韓の集い             韓国会館 6階 11：30 

28 日(土)  第 64回定期地方委員会       韓国会館 6階 15：00 

 
 

 

 

 

 

 

 

★ 2月支部活動報告 ★ 
 仙南支部（成 英吉支団長） 塩釜支部 2019 新年会（李 昌根支団長） 

李 昌根塩釜支部団長の新年会の挨拶 

仙北支部 (李 礼子支部団長) 

金 政郁団長 

朴 容民総領事 
裵麗子先生のレクレーション 

事務局だより TEL022-263-6961 FAX022-222-4707 
 

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。 

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） 

団費納入のご協力のお願い 

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） 

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。 

3 月の民団行事予定 

2 月の民団行事報告 

1日(土)  K-POPダンス体験教室       

1日(土)  ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城（お正月行事）   

10日(月) 2020韓日交流・説明会/無料体験入門講座(2時・6時） 

11日(火) 仙南支部例会        12日(水)  塩釜支部新年会 

13日(木) 仙北支部例会        15日(土) ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城 

25日(火) 三機関長・副団長会議 

≪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 

仙南支部団員・関係者の皆様        炊き出しの様子       

黄支保会長 

mailto:miyagi.seinenkai@gmail.com


 

 
まず研修会の準備をしていただいた在外同胞財団と

民団事務局の皆様に感謝いたします。 日本全地域か

ら選抜されいらっしゃった韓国講師とお話ができ、

色々お勉強になりました。あまり良くないかも知れ

ない日韓関係の中で在外同胞に韓国を知ってもらえ

るため、頑張っているということを改めて感じ、私

達は初心に戻りもっとより良い授業を作ることと、

日韓関係もよくなる事を願いました。今回のセミナ

ーを通して民団文化センターは私自身が所属しいる

ことを誇らしいと思える文化センターだということも分かりまし

た。研修会では視覚的なスマート方式教育、韓国語教授法民俗踊り

など、多彩で充実した時間でした。 ご参加いただいた講師の皆様も

リフレッシュして民族と歴史の女性史に挑戦していただき、今後韓

国民団文化センター韓国語教育にもう一度増進させていただきた

いと思います。 
 

短時間の準備で今回が初めての実施だと言う事を伺

い在外同胞財団、他関係者の皆さんの実践力に素晴

らしいものを感じました。ブチェ踊りは汗をかく程

の練習の成果があり最後には見事な作品ができまし

た。とても楽しかったです。これは今後も取入れて欲

しいと思いました。教授法についてはもう少し日本

地域に密着したものを期待しましたが、しかし以前

の授業の事を思い出させる様で懐かしく再度確認が出来嬉しかっ

たです。スマート機器活用については、事前準備や心構えとあと欲

を言えばもう少し時間が欲しかったと言う所感ですね。3日間、皆が

一同し、楽しく交流・勉強出来た時間がとても素晴らしく感動しま

した。感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございました。 

 

東京で行われた 2 泊 3 日の研修の日程は少しハード

でした。しかしプログラムの内容を体験しながら学ぶ

ことが出来、とても有意義な研修になりました。一番

印象に残ったのは韓国歴史博物館館長による「韓国の

女性史」でした。歴史の中を生きた女性たちをまなび

ながら歴史への視野が少し広くなったような気がし

ます。今回に得た糧を今後のハングル学校教室に多

いに活用したいと思います。 

 

 

 

 

確 定 申 告 相 談 会 

開 催 中 止 の お 知 ら せ 

 

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

毎年、会議所の事業として開催せて頂きました。 

「確定申告相談会」でございますが、確定申告の税利率の変動

や申告制度の厳格化のため次年度の 2020年度より開催を中止

することになりました。 

会員の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたします。 

深くお詫び申し上げますと共に、何卒ご理解、ご了承の程お願

い申し上げます。  

以上 

事務局 TEL:022-712-2963  FAX：222-4707 
 

『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貴重な会費は、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。 

 

 

 
このような貴重な機会を作って下さった在外同胞

財団と宮城民団に感謝申し上げます。 

北海道から東北、関東地域の方々が集まって教授

法やITを活かした授業方法などを学び、特に子ど

ものハングル教育について各地域の現状や問題に

ついて意見・情報交換ができた貴重な機会でした。

組織の環境＋先生の力量＋ご父兄の応援⇒子ども

の可能性。 

これから学んだものをどのように落とし込めばいいのか、宿題を

抱えて戻って来ました。 

 

今回の教師研修会を通じて在日韓国人の子供達に

どうすれば韓国人のアイデンティティと自負心を

呼び起こすことができるかそして同胞だけではな

く日本人に韓国語という美しい言語を広く知らせ

るべきだと思うようになりました。  

また、知らなかった韓国の結婚の歴史と女性の社

会的立場を学び、韓国女性が結婚した時なぜ名字

が変わらないのか分かりました。 

 

今回、在外同胞財団主催の「ハングル学校教師の

研修会」大阪開催に参加してきました。 

プログラムには韓国の歴史、文化なども取り入れ

られて楽しく学べました。 

10 年以上、現場で韓国語を教えていますがまだま

だ韓国語をどう教えて良いかを日々悩んでいた

ので、財団の豊富な経験のある先生から学べる場

が与えられて感謝します。 

一方でもうちょっと具体的な事例などを用いたプログラムもあっ

たら良かったなと思いました。 

例えば韓国語が母語話者ではない成人向きの具体的な授業の組み

立て方などです。 

もちろん個人で勉強していくものではありますが、専門の先生た

ちに教えていただきたいと思っていました。これから韓国語教師

としてもっともっと深く学んでいかなくてはならないと改めて思

う時間でした。 

 

 

 

 
 

宮城韓商 2019年度第 5回理事会 
 

2019 年度第 5 回理事会が 2

月 6 日午後 4 時から韓国会

館４Ｆ会議室にて開催され、

延山 剛会長含め 11 名の理

事が参席されました。 

主な議題として 2020 年度 1

年間の主な事業の日程など

が審議されました。 

第 68 期定期総会、宮城韓商韓日親善ゴルフ大会、第 19 次

世界韓商大会など例年の事業開催を決めました。（一社）在

日韓商関連事業としては 3 月 9 日「地方韓商会員意見交換

会が宮城韓商にて行われます。その他経済団体として会員に

役に立てるような事業への取り組みに関しての協議もあり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 在外同胞財団主催の「ハングル学校教師の研修会」に参加 東京 1/27-29   大阪 1/30-2/1★ 
 

金 才努先生 

權 珉廷先生 

金 順姫先生 

許 明姫先生 

鄭 有静先生 

朴 庭姫先生 

宮城韓国商工会議所たより 

第 190号 

2020年 2月末 

『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  

お問い合せ先：事務局 TEL: 712-2963 FAX：222-4707 

tel:022-712-2963
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