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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

民団宮城文化センター 

自主勉強応援コーナー開設 

  

光州/仙台姉妹都市 20 周年記念事業 
韓日交流イベント 

 
 
 
 

主催：在日本大韓民国民団宮城県地方本部 

協力：東北日韓友好交流連合会【TOFA】 

後援：光州広域市/仙台市/  駐仙台大韓民国総領事館 

仙台韓国教育院/宮城県日韓親善協会 

日時：2022 年 9 月 24 日（土） 

☆第 1 部 9：00～12：30 

☆第 2 部 14：00～17：30 

場所：韓国会館 6F 大ホール（対面） 

〒980-0014 仙台市青葉区本町 1-5-34/  TEL022-263-6961  

参加費：無料 先着 100 名計 200 名  

※感染対策にご協力をお願いします。 

 

 

 

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！ 

サランバンみやぎ 
 

サランバン再開のお知らせ 
9月 1日から毎週木曜日 
11：00、韓国会館 6 階 
할아버지, 할머니! 다시 함께 해요～ 

（カラオケは中止になります。） 

※感染対策にご協力をお願いします。 

 
 

≪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≫ 

「光州に行きたい！光州を知ろう！」 

9 月より 

2022 年民団宮城戸別訪問事業が 

スタートします。 

 
内容：☆光州の観光/文化/歴史紹介 

☆映画上映「タクシ－運転手」 

☆草の根 サランバン リモ－ト交流 

☆来場者全員に光州特産物プレゼント❣ 

10 月 2 日マダン 

10 月 2 日から 4 日まで敬老旅行を企画中 

スタートします。 

民団宮城ホームページ QＲコードをかざして

申請下さい。先着各 100名 
① 名前②住所③携帯番号④１部/２部選択⑤その他 

注目！11/26

（土） 

イベント開催

予定 

mailto:mindan@themis.ocn.ne.jp


 

 
 

第 77周年光復節記念を 2022年 8月 15日、韓国会館 6階で開催。

コロナ感染防止対策として役員、関係者のみの対面開催と当日の

模様をズームで配信した。 

77 年前の韓国の歴史を映像で放映し、抗日独立運動の始発になっ

た日本留学生の独立運動紹介と大韓民国臨時政府、白凡金九(백범 

김구)先生の生き生きとした育成が盛り込まれた 1946 年 8 月 15

日、第 1 周年光復節記念式のカラー復元された映像に歴史を振り

返った。 

駐仙台大韓民国総領事館、林熙順(임희순)総領事は大韓民国大統

領祝典を代読、民団宮城の李純午(이순오)団長は民団中央団長の

祝辞を代読する席で、民

団の3大重点課題である

次世代育成、組織基盤強

化、そして韓日関係改善

を語り、何より同胞愛の

重要性を強調した。続い

て、李根太(이근태)生活

部長の決議文案採択と姜愛花(강애화)青年会長および青年会員ら

のスローガン、そして呉炳泰(오병태)顧問の万歳三唱で 77周年光

復節記念式は終えられた。 

姜愛花青年会により PPTで活動紹介/会員募集を発信し成人者に呼

びかけた。2022 年度韓国人成人式に続き、計 11 人の対象者のう

ち、2人の成人者(松原望乃様、孫秀知様)と家族を次世代につなげ

る思いと真心でお祝いした 。宮城県知事と仙台市長の祝電が披露

され、記念品贈呈が行われた。立派に成長した成人者二人より感謝

の気持ちと希望溢れる答辞に大きな祝福の拍手が送られた。参加

者全員の記念撮影ですべての記念式典や行事が終了した。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 77 周年光復節記念式と韓国人成人式開催（ZOOM 配信） 

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 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 

民団宮城文教部より TOPIK試験の支援ご案内 

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 

民団宮城次世代オリニサマースクール 
BBQ! 手ぶらでキャンプ！ グランピング 

日時：9月 3日（土）―4日（日）１泊 2日 

場所：KIBOTCHA（キボッチャ） 

対象：団員世帯オリニ及び家族、青年会 

会費：無料・オリニ幼児～学生、青年会員 

   2千円・保護者、大人 

企画：BBQ、スイカ割り、ハングルカルタ大会、英語教室、その他 

お問合せ：民団宮城 022－263－6961 

当日に参加できなかった韓国人成人式対象者全員にも祝賀と 

応援のメッセージを送ります。 



 

 

 

 

青年会 姜愛花会長 

今回、中学生広島文化

探訪スクールにボラン

ティアリーダーとして

参加してきました。 

自分自身も小学生、中

学生、高校生と同じ行

事に参加していたの

で、今回ボランティアとして参加できたこととても嬉しく思った

と同時に、時間が経つのは早いなぁと感じました。 

中学生のオリニたちは素直で可愛くて、オリニたち以上に自分が

楽しんでいたような気もします♪本当に貴重な体験をさせていた

だきました。 

来年も、機会があればぜひ参加させていただきたいです！ 

ミンちさん 

今回、サマースクールのボランティアとして参加させていただき、

自分にとってとても有意義な時間になったのと同時に運営に携わ

った方々に非常に感謝しています。 

最初の方はみんな緊張していて無言の時間が多かったので正直不

安がありました。 

ですが時間が経つにつれ、班ごと、部屋ごと等を通して輪が広が

り、最終日に近づくとみんな表情も豊かになり、そのおかげもあり

自分自身も楽しむことが出来ました。中学生の子達には高校の方

にも参加して欲しいし、また自分もこれから機会があればまた後

継を育てる立場として参加してみたいと強く思いました。 

貴重な経験をありがとうございました！ 

姜翼 

私は今回初めて、スタッフの立場として中学生事業に参加しまし

た。班のリーダーとして、メンバーを楽しませ、4日間を充実した

ものに出来るか不安でした。 

しかし新世代の中学生が楽しみ、他の学生と交流している姿を見

ることは、今まで自分が経験してきたオリニジャンボリーやサマ

ースクールの記憶が蘇り、とても感慨深いものでした。 

そして、中学生以上に自分が楽しめた 3 泊 4 日でした！！また、

機会があればスタッフとして協力したいです。 

 

 

岩泉和美 

今年初めて参加することになりました。最初の空港で同じ地方か

ら来た子がいて少し仲良くなれました。人と仲良くなれるのはこ

れくらいが限界だろうと思っていましたが、四日間の間に班の人

達と宮島に行ったり討論したりしているうちに友達が沢山出来て

いました。最初の班の子達の自己紹介を聞いて本当に全国から来

ているんだなと思いました。その後の討論では、みんな良い意見

を出し合っていて、他の班より早く終わってしまい、次の課題に

取り組めたり、とても楽しかったです。 

最終的に討論の発表で自分達の班が優勝したのが、この四日間の

中で 1番嬉しかったです。宮島に行った時には鹿の写真や動画を

撮ったり撫でてみたり、五重の塔と集合写真を撮ったり、おみや

げや買い食いをしたりしてとて

も満喫出来ました。 

今までよく分からなかった韓国

の事も、色々な物を見て学ぶこ

とが出来ま

した。 

友達も沢山

増えて、今

は参加して

良かったと

思えます。 

 

   

 

 

李千晴 

中学生探訪スクールは「楽しかった」の一言に尽きるほど楽しか

ったです。 

本当に本当に楽しく生活できたのは、やはり広島へ行かなかった

らきっと出会わなかったであろう友達のおかげであり、リーダー

達のおかげだと私は思います。 

同じ部屋だった北海道の友達や、声をかけてくれて仲良くなれた

同じ宮城のファミちゃん、たまたま仲良くなれた愛知の先輩な

ど。私が仲良くなれた人達は、とても私に優しく接してくれてま

した。 

私はこの素敵な仲間達に出会えたことで「ああ来てよかったな

あ」と思いました。 

岩手、ミナ 

広島に行って感じたことは２つあります。 

一つ目は原爆ドームと広島平和記念資料館に行って感じたことで

す。原爆ドームを見て原爆の威力は凄まじいものだったんだなと

思いました。広島平和記念資料館に行って感じたことは当時の

人々の写真やものなどを見て原爆が与えた被害は大きくこれから

も戦争は繰り返してはいけないものだと感じました。 

２つ目は宮島に宮島に行って感じたことです。宮島でいろんな建

物を見たりして工事などをすして今も建物が綺麗に残っているの

が凄いと思いました。부탁드립니다. 

秋田、李あんな 

今回の文化探訪スクールは、これまでの民団の企画とは異なり、

全国から集まった人たちが地方関係なく班分けされていました。

これまでは同じ地方の人と活動する企画が大半だったため、初め

は多少不安もありましたが、今の 1番の思いは「本当に素敵な思

い出ができた」これだけです。 

なかなか関わることのできない遠い地方の人達と、学びを共有し

合い仲を深めて 4日間を過ごせたことは、とてもよい経験となり

ました。また、班のみんなで討論した未来の日韓関係に関して、

もちろん私のような子供たちが未来に貢献することは簡単なこと

ではないけれど、それでも今できることは沢山あるのだと実感で

きました。楽しみつつ、学んで…最高のサマースクールに参加で

きたことに、感謝しています。またこのような参加出来る機会が

あれば、是非参加していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生・高校生の文化探訪スクール（2022 年 8 月 17 日～24 日） 

リーダーの感想文 

参加者の感想文 

 

文化探訪スクールの高校生の参加者達 
岩泉和美の 

イラスト 



 

 
 

 
 

記録的な猛暑、大雨洪水による災害、コロナ感染者数も増加傾向と、団

員のみなさんにおかれては心からお見舞いを申し上げます。来月 9 月に

は頼母子（たのもし）を、秋頃には塩竈市とのキムチ料理教室を計画し

ます。少しでも集まって楽しく元気になれる場づくりを考えてますの

で、ご意見やご要望など遠慮なく塩釜支部執行部メンバーまでご連絡

（ご相談）くださいませ。 

 
 

夏の暑さも心なしか和らいだ 8 月 22 日(月)  支部会館に於いて 例会が

開かれました。  

支部団員が差し入れてくれたチャメにみんな大喜び。今年は高くて諦め

ていたチャメを思う存分堪能しました。 昼食を囲んだ ゆっくりとした

時間が夏の疲れを癒してくれました。チャメは鄭恵徳さんのお義父さん

お義母さんが作っています。 

 
 

仙南支部 8 月の定例会はコロナ拡散の為、流会でした。 

9 月 13 日（火）13：00、定例会予定です。 

 

 

残暑お見舞い申し上げます。 

会員皆様お元気でお過ごしでいらっしゃいますか？ 

婦人会のお知らせは下記の通りです。 
① 8/31(水)10:30 韓国会館 6 階役員会 

② 9/10(土)9/12(月)11:30 Funランチ 2022 年、仙台ロイヤルパークホテル 

③ 婦人会創立 65 周年記念事業の寄付金のお願い一口 5,000 円より受付中 

振り込み:あすか信用組合仙台支店普通 0044115 カンコクフジンカイ 

 

 

 
 

毎週木曜日 2022 サランバン宮城       韓国会館  11：00 

毎週金曜日 韓国文化体験教室        韓国会館  13：00 

3～4 日（土～日） オリニキャンプ 奥松島、キボッチャ  10：00 

5～7 日（月～水） 戸別訪問               09：00 

17 日（土）第 3 回三機関執行委員会      韓国会館  14：00 

17 日（土）第 3 回한울타리定期会議      韓国会館  16：30 

24 日（土）韓日交流イベント         韓国会館  09：00 
 

 
 

15日（月）第 77周年 815行事、成人式      韓国会館  11：00 

22日（月）韓国語講座の講師会議      韓国会館  16：00 

24日（水）水曜料理教室           韓国会館  10：00 

27日（土）オリニサッカー호랑이  ワッセフットサル   17：00 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

안녕하세요?宮城青年会組織次長、姜翼です✨ 

8 月は、15 日に光復節&成人式,17 日〜20 日には在日本大韓民国民団主

催の広島で開かれた中学生文化探訪スクールに参加してきました。 

1 月に開催される予定だった成人式が開催できたこと、新成人のお 2 人

をお祝いすることができて、とても嬉しかったです✨ぜひ青年会で、一

緒に思い出を作りたいので、行事等に遊びに来てほしいです！ 

また 17〜20 日の中学

生文化探訪スクールに

は、宮城から 2 名、秋

田から 1 名、岩手から

1 名が参加してきまし

た。今回、私はスタッフ

として参加させていた

だきました。新世代の中学生と同じように自分も楽しくボランティアを

してきました✨ 

告知ですが、11 月 26 日（土）〜11 月 28 日（月）に、宮城青年会で福岡

研修に行くことが決定いたしました✨ 

宮城県地方本部所属の青年会員が対象です！ 

この機会に一緒に活動してみませんか？！ 

興味のある方は是非 Instagram の DM から 

ご連絡ください        

 

 

 

 
第 70 期宮城韓国商工会議所 

定期総会結果報告 
本年度の総会は書面での議決とし、2022年 8月 5日必着で書面表

決書をご提出いただきました。 

第 68期定期総会書面決議の結果を下記の通り書面決議により成

立しましたことをご報告いたします。 

記 

第 70期臨時総会議決結果決議された議案 
 第１号議案 役員改選の件    賛成 25、反対  、無効 

             （会長候補者：玄剛） 

 第２号議案 2021 年度 収支決算書/貸借対照表   

賛成 25、反対  、無効 

 第３号議案 2022 年度 収支予算（案）   

賛成 25、反対  、無効 

結果 

すべての議案について、過半数以上の賛成（有効会員数 46）を 

もって可決されました。 
書面決議による定期総会の案件が決議された日；2022 年 8 月 5 日 

 

        
 

 

 
 

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

 9月の民団行事予定 

 

8月の民団行事報告 

２ 

8月の民団行事予定 

★ 8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 

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 2 台分に駐車頂くか周辺の有料駐車
場をご利用下さい。 

婦人会便り（厳由美 婦人会会長） 

   宮城韓国商工会議所だより  
   第 219 号 2022 年 8 月末 

青年会便り（姜愛花 青年会会長） 

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 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 
 

2022 年 8月 24日（水） 

民団宮城文化センタ－韓国特別

プログラムで李東圭氏【フランス

料理シェフ歴 20 年】によるフラ

ンス料理を 11 名が学びました。

本日の料理教室は「フランス料

理」の難しいイメ－ジを一新して

もらいたいと

いう李先生の

思いから、材料

も市場で購入できる身近な食材を使いながら簡

単にできるフランス料理に挑戦しました。 

李先生からは沢山のコツを伝授下さり、見た目

も美しく、お味大満足の充実した韓日交流の時

間を過ごしました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2022 年 8 月 22 日（月）民団宮城文化センタ－韓国語講師と民団役員

との意見交換会がコロナ禍において対面での開催は 2 年振りとなっ

た。李純午団長は「民団宮城文化センタ－の役割は地域韓日の懸け橋

として 2004 年から講師皆様と共に積み上げてきております。心より

敬意と感謝を申し上げ、更なる

発展の為に貴重なご意見をお願

いします」と挨拶があった。高承

天仙台韓国教育院長より激励辞

があり現況把握と次期文化セン

タ－の発展的な意見交換がかわ

され意思統一の場となった。 
 

 

 

 

8月 3日(水)12時、東京鵜飼（東京都

港区芝公園 4-4-13）でユン·ホジュン

(共に民主党)韓日議員連盟幹事長を

含む与野党議員 12 名が来日し、韓人

会と韓日議員連盟団の昼食懇談会を

行いました。 

両国関係活性化に対する意見交換と 10月以降の韓日両国間ビザ免

除措置が復活するよう建議事項などの話を交わしました。 

日時:2022 年 8月 18 日 13時-16時。 

場所:山形県上之山 

（東北韓人会山荘） 

参加者:東北韓国人会執行部 11名 

活動予定内容及び事業報告 

1.東北韓国人会秋夕（チュソク）ハン

ガウィ敬老祭り（案） 

韓国の秋夕を迎え、韓国の伝

統、文化などを地域社会と共感

させることで、韓国人社会の構

築に影響力を高める。 

日時:9 月 14 日（水）11 時 30 分 

場所:山形県上之山（東北韓人会勝

喜山荘） 

初代:東北地域の韓国人 70 歳以上。 

主催:東北韓人会 

2.東北韓人会ホームページ及び

SNS 運営案ホームページドメイン

取得及びテスト運営(8 月 25 日) 

Hanin – tohoku . com 

運営担当:キム·ミジャ 

(東北韓人会企画担当) 

3.今年 10 月 4～7 日、世界韓人会

長団会議（韓国―仁川） 

●キム·メヨン会長出席予定 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUTUBE /ハングル学校みやぎ 

民団宮城の団員及び家族世帯い、文化センター登録者であれば 
どなにでも利用可能！ 

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。） 

韓国会館 5 階図書館利用のご案内 

韓国語講師と意見交換会 

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 

9月相談日★ 5(月)・12(月)・26（月) 

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 

 アシアナ航空 仙台～ソウル 9 月運休案内 
運休:9/1 から 9/30 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 

東北韓人会便り      

韓人会と韓日議員連盟団の昼食懇談会 

在日本東北韓国人連合会執行部会議 

水曜料理教室プログラム（8 月 24 日） 

LP Café & Barレコードバンザイの店主、李東圭氏の指導 

 

 

民団宮城文化センターでは、 

2022 年にさらに開かれた、そして発展する民団宮城文化センターのための

努力の一環として、ユーチューブチャンネルハングル学校みやぎの活性化を

図っています。優先的に子供ハングル学校の教材用にオリニハングル学校 

大韓民国のシンボル教育映像を作りました。そして、2022 年 8 月 15 日の民

団宮城第 77 周年光復節記念式で披露したオープニング映像現在ユーチュー

ブチャンネルにアップロードされています。 

関心のある方の多くの観覧をお願いします。 



 

 
 
 

2022 年 8 月 23 日（火）駐仙

台韓国総領事館 趙允彗副

総領事、南京美副領事が来団

され三機関長がお迎えし、総

領事館と民団宮城の今後相

互事業の情報共有の場とな

りました。 

趙副総領事と南領事は大阪

での勤務経歴があり日本語

も堪能でいらっしゃいます。

団員皆様と今後お会い出来

ますことを楽しみにされています     どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 

2022 年 7 月 28 日、仙台モントレーホ

テルで李昌勲副総領事の歓送会を行っ

た。 李副総領事は 3 年間、駐仙台大韓

民国総領事館で副総領事として任期を

終え、8 月初めにオーストラリア·メル

バーンの総領事職に昇進した。どうぞ

今後ともご健康で更なるご活躍をお祈

り申し上げます。 

 
 

2022 年 7 月 25 日駐仙台大韓民国総領

事館 李昌勲 前副総領事のお声か

けで、仙北地域の在日同胞の歴史をつ

なぐ第 1 歩として、細倉鉱山の歴史問

題について地域の有識者と民団を繋

ぐ意見交換会が開催されました。 

今後も前向きな意見交換会が行われ

る予定。 

出席者：駐仙台大韓民国総領事館 李昌勲 前副総領事 

    駐仙台大韓民国総領事館 梁祐宗 先任実務官 

河北新報編集報道部記者門田一徳 

栗原市栗駒史談会顧問 栗原市国際交流協会顧問 菅原敏允 

栗原市国際交流協会 会長 淺沼政幸 

栗駒史談会 会長 小野寺 邦義 

民団宮城 団長 李純午 

民団宮城仙北支部団長 李禮子 

 

 
7月 30日民団宮城

三機関長、李禮子

支部団長とで仙北

地域へ団員訪問に

行い 3.16 福島県

沖地震の中央から

のお見舞い伝達と

現況の情報交換

しコミュニケ－

ションをはかった。 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

7 月 30 日に、TOFA のメンバーである

Gaja-Goが主催する Kpopダンスイベ

ントが長町のライブハウスで行われ

ました。 

開場前からライブハウス前は長蛇の

列で、ぎっしりお客さんが入ってい

ました。特に、インスタや TikTok でフォロワー１０万人を誇る柏田侑哉

さんの出番前は、ステージ前がたいへんな人だかりで、人気のほどがう

かがえました。柏田侑哉さんは、10 月 22、23 日に勾当台公園で開かれる

日韓交流イベントにも出演してくださるそうです。噂の「２倍速ダンス」

ぜひお見逃しなく！ 

また、光州市民とのオンライン交流「草の根サランバン」は、毎週火曜日

の夜、１時間半から２時間ほどかけて、お互いの趣味や経験、好きな食べ

物、家族や友人のことなどを話し合っています。 

お互い住む場所は違えど、共通する趣味嗜好が見つかると嬉しいもので、

笑いの絶えない時間を過ごしています。 

光州市のメンバーは、９月２４日の民団のイベントにもオンライン出演

してくださいます。１２月に仙台を訪問してくださるという話も持ち上

がっていますので、仙台に来てくださった時には精一杯おもてなしして

差し上げたいと思います。 

さて、コロナで設立総会が延期となり、TOFA の活動もお休みしておりま

したが、９月からまた活発に活動していきたいと思っております。会員

募集も再開し、設立総会を１０月１５日頃に開催したいと考え、現在準

備中です。HP やインスタなどをチェックしていただけると嬉しいです。  

ここに蒸し暑い夏にもさらに汗を流しながら熱い情熱を

発散する集いがある。 今夏、子供フットサルチーム、ホ

ランイは保護者会、そして青年会員たちの参加と共に尹源

一監督と金鐘煕コーチの指導の下、ボールを蹴りながら誰

よりも熱い夏を過ごした。 

9 月は他の行事で休みになったので、また 10月に合うよう！ 
 
 

 
 

  

 

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 

趙允彗（조윤혜）副総領事と 

南京美（남경미）副領事の着任表敬訪問 

 

                    

東北日韓友好交流連合会 TOFA 

真ん中の右側、趙允彗（조윤혜）副総領事 

左側、南京美（남경미）副領事 

李昌勲（이창훈）副総領事の歓送会 

어린이 フットサルチーム、호랑이民団宮城 
細倉鉱山についての意見交換会 

仙北地域の団員訪問 

曺正煥財政委員長 

（徳永整形外科院長）ご夫妻 朴熙京氏 



   
 

 

제25회 세계스카우트 잼버리를  

소개합니다. 

 
센다이한국교육원장 고 승 천 

재일동포 여러분! 안녕하십니까?  

8 월의 동북 6 현은 축제의 계절입니다. 지역에서 열리는 축제에 

참가하면서 마음껏 즐기시면서 무더위를 슬기롭게 이겨내시길 

바랍니다. 

이번 호에서는 내년 2023 년 전라북도 새만금에서 개최되는 제 25 회 

세계스카우트 잼버리에 대하여 소개해드리고자 합니다. 

잼버리(jamboree)의 어원은 ‘유쾌한 잔치’, '즐거운 놀이’라는 뜻으로 

스카우트 운동의 창시자인 베이든 포우엘(Powell,B.) 경이 1920 년 

영국의 런던 올림피아에서 34 개국 8,000 명의 스카우트들이 참가한 

가운데 개최된 제 1 회 국제야영대회를 ‘제 1 회 국제잼버리’라고 

명명한 것이 효시가 되었습니다. 세계스카우트잼버리는 4 년마다 

개최하는 전 세계적인 청소년 야영활동으로 세계 최고의 청소년 국제 

행사입니다. 2017 년 8 월, 아제르바이잔 바쿠에서 열린 ‘제 41 차 

세계스카우트총회’에서 대한민국이‘제 25 회 세계스카우트잼버리’ 

개최국으로 선정되었습니다.  

2022 년이 우리나라에 스카우트 운동이 시작된지 100 주년이 되는 

뜻깊은 해를 맞이하여 잼버리를 유치하게 되었고, 제 25 회 

세계스카우트잼버리의 주제는“Draw your Dream!”,“너의 꿈을 

펼쳐라”는 스카우트 운동의 미래인 대원들이 마음껏 자신이 원하는 

대로 세계스카우트잼버리를 만들어가고, 잼버리를 통해 자신의 꿈을 

크게 그려가기를 바라는 마음을 표현하고 있습니다. 2023 년 8 월 

1부터 8월12일 까지 8.84㎢의 넓은 야영장으로 탄생할 새만금은 전 

세계 스카우트들이 모든 것을 스스로 마음껏 그리고 펼칠 수 있는 

“꿈”의 잼버리가 완성되는 잼버리장이 될 것입니다. 

개인적으로는 스카우트 훈련 교수 자격을 갖추고 있고 국제 잼버리 

행사에도 5 회 참가하여 봉사한 경험이 있어 이번에도 참석하고 

싶지만 사전훈련 참가 등의 어려움으로 함께하지 못함은 매우 

아쉽습니다. 

세계스카우트잼버리의 성공을 기원하며 여러분들의 관심과 응원을 

부탁드립니다. 

세계스카우트잼버리 역대 개최 현황 

제1회 1920년 

영국, 34개국,  

8,000명 

제2회 1924년 

덴마크, 32개국, 

4,549명 

제3회 1929년 

영국, 69개국,  

30,000명 

제4회 1933년 

헝가리, 33개국, 

25,792명 

제5회 1937년 

네덜란드,54개국, 

28,750명 

제6회 1947년 

프랑스, 71개국, 

24,152명 

제7회 1951년 

오스트리아, 61

개국, 12,884명 

제8회 1955년 

캐나다, 71개국, 

11,139명 

제9회 1957년 

영국, 82개국,  

31,426명 

제10회 1959년, 

필리핀, 44개국, 

12,203명 

제11회 1963년 

그리스, 89개국, 

11,389명 

제12회 1967년, 

미국, 105개국,  

12,010명 

제13회 1971년 

일본, 87개국,  

23,758명 

제14회 1975년 

노르웨이, 91개

국, 17,259명 

제15회 1983년 

캐나다, 105개국,

 14,752명 

제16회 1987년 

호주, 84개국,  

14,434명 

제17회 1991년 

대한민국, 135개

국, 19,083명 

제18회 1995년, 

네덜란드, 166개

국, 28,960명 

제19회 1999년 

칠레, 157개국,  

31,534명 

제20회 2003년 

태국, 147개국,  

24,000명 

제21회 2007년 

영국, 155개국,  

37,686명 

제22회 2011년 

스웨덴, 146개국,

 40,061명 

제23회 2015년 

일본, 155개국,  

33,628명 

제24회 2019년 

미국, 129개국,  

35,000명 

제25회 2023년 

대한민국, 171개

국, 50,000명 

 

제25회 세계잼버리 휘장 

第25回世界ジャンボリー徽章 

재일동포 여러분! 행복한 한 

달 보내시기 바랍니다. 

 

2000年第21回アジア太平洋ジャンボリー 

 

第25回世界スカウトジャンボリーを紹介します。 

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?  

8月の東北 6県は祭りの季節です。地域で開かれるお祭りに参加し思

う存分楽しみながら猛暑を賢く乗り越えていきましょう。 

今号では来年の 2023 年に全羅北道セマングムにて開催される第 25

回世界スカウトジャンボリーについてご紹介したいと思います。 

ジャンボリー(jamboree)の語源は「愉快な宴」、「楽しい遊び」という

意味でスカウト運動の創始者であるベイデン·ポウエル(Powell,B.)

卿が 1920 年イギリスのロンドンオリンピアで 34 ヶ国 8,000 人のス

カウトが参加した中で開催された第 1回国際キャンプ大会を「第 1回

国際ジャンボリー」と命名したことが始まりとなりました。世界スカ

ウトジャンボリーは、4年ごとに開催する世界的な青少年キャンプ活

動で世界最高の青少年国際行事です。 

2017年 8月、アゼルバイジャンのバクーで開かれた「第 41回世界ス

カウト総会」で韓国が「第 25回世界スカウトジャンボリー」開催国

に選ばれました。2017 年 8 月、アゼルバイジャンのバクーで開かれ

た「第 41回世界スカウト総会」で大韓民国が「第 25回世界スカウト

ジャンボリー」開催国に選ばれました。 

2022 年が韓国にスカウト運動が始まって 100 周年になる意味深い年

を迎えジャンボリーを誘致することに第 25回世界スカウトジャンボ

リーの主題は“Draw your Dream!” ,“君の夢を広げ”というスカウ

ト運動の未来である隊員たちが思う存分自分が望む通りに世界スカ

ウトジャンボリーを作りジャンボリーを通じて自分の夢を大きく描

いていくことを願う気持ちを表現しています。2023 年 8 月 1 日から

8 月 12 日まで 8.84 ㎢の広いキャンプ場として誕生するセマングム

は、全世界のスカウトたちがすべてを自ら思う存分描いて広げるこ

とができる「夢」のジャンボリーが完成するジャンボリー場になるで

しょう。個人的にはスカウト訓練教授資格を備えており、国際ジャン

ボリー行事にも 5 回参加して奉仕した経験があり、今回も参加した

いが事前訓練参加などの困難で一緒にできないことは非常に残念で

す。 

世界スカウトジャンボリーの成功を祈り、皆さんの関心と応援をお

願いします。 

世界スカウトジャンボリー歴代開催現況 

第1回 1920年 

英国, 34 ヵ 国 , 

8,000名 

第2回1924年 

デンマーク, 32ヵ

国, 4,549名 

第3回1929年 

英国,  69ヵ国,  

30,000名 

第4回1933年 

ハンガリー, 33ヵ

国, 25,792名 

第5回1937年 

オランダ, 54ヵ国, 

28,750名 

第6回1947年 

フランス, 71ヵ国, 

24,152名 

第7回1951年 

オーストラリア, 61

ヵ国, 12,884名 

第8回1955年 

カナダ, 71ヵ国,  

11,139名 

第9回1957年 

英国, 82ヵ国,  

31,426名 

第10回1959年, 

フィリピン, 44ヵ国,

 12,203名 

第11回1963年 

ギリシャ, 89ヵ国, 

11,389名 

第12回1967年, 

米国, 105ヵ国,  

12,010名 

第13回1971年日

本, 87ヵ国,  

23,758名 

第14回1975年 

ノルウェー, 91ヵ

国, 17,259名 

第15回1983年 

カナダ, 105ヵ国, 

14,752名 

第16回 1987年 

オーストラリア, 84

ヵ国, 14,434名 

第17回 1991年 

韓国 , 135 ヵ国, 

19,083名 

第18回 1995年, 

オランダ, 166ヵ

国, 28,960名 

第19回 1999年 

チリ, 157ヵ国,  

31,534名 

第20回 2003년 

タイ, 147ヵ国,  

24,000名 

第21回 2007年 

英国, 155ヵ国,  

37,686名 

第22回 2011年 

スウェーデン, 14

6ヵ国, 40,061名 

第23回 2015年 

 日本, 155ヵ国, 

33,628名 

第24回 2019年 

米国, 129ヵ国,  

35,000名 

第25回 2023年 

韓国, 171ヵ国,  

50,000名 

在日同胞の皆様! 次回まで幸せな時間をお過ごしください。 

 

          ～ 仙台韓国教育院だより 101 ～      2022 年 8 月 


