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かざすだけで 

民団宮城ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

が直ぐに見れます 

 

御 挨 拶 

厳しい暑さが続く中、当団に変わらぬ関心と愛情をお寄せ下さり

誠にありがとうございます。現在第二波ともいわれるコロナ禍に

おいて、今後も感染予防を徹底しながら皆様には健康と安全に過

ごして頂きたいと心より願っております。民団宮城もコロナと共

に生活様式を変えながら感染予防対策をしっかりとり、団員の皆

様の安全を第一に出来る範囲の事業を展開して参りたいと存じま

す。残暑厳しき折、御身体には呉々もご留意の上、お過ごし下さ

いますよう心よりご祈念申し上げます。 

在日本大韓民国民団宮城県地方本部 団長 金 政郁 
 

 

 

 

 

8 月 15 日(土)パレス平安にて第

101 周年 3.1 節と第 75 周年光復

節記念式典が同時開催された。

コロナ禍において団員が集う初

めての行事で 61 名の参加者が

集まり、式は粛々と行われた。

コロナ予防対策として大きな会

場を借り、全員マスク着用・検

温・アルコール消毒などを行っ

た。第 101周年 3.1節は韓 成洙

副団長による己未独立宣言書朗

読、朴 容民総領事による文 在

寅大統領慶祝辞代読、金 政郁団

長による中央団長記念辞代読、

尹 源一副団長による決議文朗

読、尹 注鍈東北大学留学生会長

のスローガン斉唱で終わり、続

いて第 75 周年光復節記念式典は

朴 容民駐仙台韓国総領事による

南 管杓駐日大韓民国特命全権大

使慶祝辞代読、金 政郁団長によ

る中央団長記念辞代読、鄭 相玕

生活副部長による決議文朗読、

韓 在賢東北大学留学生のスロー

ガン斉唱、鄭 圭泰中央本部顧問

による一本締めで式典はすべて

終えた。 

 

 

 

 
 

 

7 月 27 日（月）民団宮城三機

関長は「望ましい中学校歴

史・公民教科書採択を求める

要書」を仙台市教育委員会、

宮城県教育委員会の教育長宛

の要望書を直接提出した。金

団長は「政治の韓日関係は悪

化しておりますが、私達地域

住民として草の根の交流を推

進して行きたいと思っております。保護者の立場として宮城県

の未来ある子どもたちのために、正しく表記された公正な望ま

しい教科書採択の選定を宜しくお願い申し上げます」と強く訴

えた。宮城県の遠藤 信哉副知事訪問でも要望活動の趣旨をお伝

えしながらコロナ禍での情報共有の場となった。他宮城県内の

首長/教育長宛にも要望書を発送した。しかし仙台の二華中・古

川黎明中学校は引き続き育鵬社の教材を採択された。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民団宮城文化センター 

自主勉強応援コーナー開設 

  

第 101 周年 3.1節 

第 75周年光復節記念式典同時開催 

金 政郁団長による中央団長記念辞代読 

朴 容民駐仙台韓国総領事による南 管杓

駐日大韓民国特命全権大使慶祝辞代読 

尹 注鍈東北大学留学生会長のスローガン斉唱 

多くの参加者が集まり歴史を振り返る貴

重な時間となった 

鄭 圭泰民団中央本部顧問による一本締め 

来賓（左から）：朴容民駐仙台韓国総領事・高承天仙台韓

国教育院長・李根茁中央本部副団長・鄭圭泰中央本部顧問 

すべての参加者に対しマスク・検温 

望ましい中学校歴史 

／公民教科書の選択を求める要望活動展開 

7/27：遠藤 信哉宮城県副知事(写真右上)に要

望活動（訪問者：金政郁団長・李京子議長・

田炳樽監察委員長・姜恵美子事務局長） 

7/27：小林 一裕宮城県教育委員会理事兼教

育次長(写真右)に要望書伝達（訪問者：金団

長・李議長・田監察委員長・姜事務局長） 

7/27：仙台市教育委員会に要望活動（訪問

者：金 政郁団長・李 京子議長・田 炳樽監察

委員長・姜 恵美子事務局長） 

7/31：佐藤 光樹塩釜市長（中央）（訪問

者：李 純午塩釜支部団長(左)・ 金 亜貴文

教副部長(右)・ 姜 恵美子事務局長） 

7/29：伊藤 康志大崎市長（左から 2 番目）と

教育委員会に要望書伝達（訪問者：金政郁団長

(中央)・厳 由美婦人会長(右から 2 番目)・李

禮子仙北支団長（右）・姜 恵美子事務局長） 

新しい国旗を空高く掲揚 

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」  
9 月相談日★7(月)・14(月)・23(水) 28(月)13：00～17：00 

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961※後援：在外同胞財団 

 

 
 

民団中央生活局からのお知らせ 
在留外国人の日本入国緩和に関して日本政府は、去る 8 月 5 日 

より、新型コロナウイルスの水際対策として行っている入国制 

限について、在留資格を持つ外国人の「再入国」制限を一部緩 

和しましたのでお知らせいたします。 

開始日：2020 年 8 月 5 日(水) 対 象：入国拒否の指定日前 

に、再入国許可を取って出国した在留外国人で、「経営・ 

管理」「高度専門職」「技能実習」「教育」「留学」など 

の在留資格を持つ者 
詳細は日本外務省 HP→ 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 

※上記 HP に手続き案内、上記太字の書類のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能 

その他：入国後、14 日間の自宅等での待機が必要 
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2020 年 8 月 6 日（木）18：00

韓国会館 6階にて「民団宮城の

今年度の現状と今後の事業や

次世代育成についての意見交

換会」を開催し、若手の役員と

青年ﾒﾝﾊﾞｰ含め 15 名と 3 機関

長が同席した。冒頭で金 富貴

副団長は「日中仕事をしてい

る若い役員、青年ﾒﾝﾊﾞｰがこの

ように集まってもらえたこと

に心より感謝をします。コロナ

禍で民団が現在どのような動

きをしているのか、次世代ﾒﾝﾊﾞ

ｰがコロナ禍において「何が出

来るのか」を本気で考えても

らえる時間にしてもらいた

い」と挨拶。金 政郁団長は「民

団は諸先輩たちから引き継い

だ在日同胞の大切な団体であ

ります。ここにいる若いﾒﾝﾊﾞｰ

は民団の財産です。素直に感じ

たことを意見交換してもらい

たい」と挨拶があった。意見交

換を前に今年度の経緯や今後

の事業そして次世代及び青年

会についてのプレゼンテ－ションを金副団長からあった。参加ﾒﾝﾊﾞｰ

からは「このような素晴らしい意見交換の場に出席できてよかった。

今後も継続してほしい」「今が過渡期にきている。変化する時期に 

 

 
 

コロナ感染予防に厳重に注意を

しながら 8月 8日（土）11時 30

分からハングル学校みやぎの今

年初めての行事として秋保森林

スポーツ公園にて BBQ 親子交流

会が開催された。金 政郁校長は

挨拶にて「今月からリモート授

業が始まり、野外での交流会も

開催する予定となっています。

皆様が安心して集まることが出

来るよう最善を尽くしますので

多くの方の参加をお願いしま

す」と呼びかけた。高 承天仙台

韓国教育院長は「ハングル学校

みやぎの活動のために色々な準

備を致します」とサポートの約

束をした。交流会はあいにくの

雨の中での開催となったが約 30

名の親子が久しぶりの再会に笑

顔が絶えなかった。 

今期は新型コロナウィルス第 2 波も懸念され「with コロナ時代のハ

ングル学校」として韓国語/韓国文化遠隔リモート授業を開講します。 

６名の先生による少人数クラスとなっております。 

日 時：8月 29日（土）～12月まで 計 12回 参加費：無料 

対 象： 幼児～高校生 1～3名   少人数制クラス：入門～ 

2020年 8月 29日スタート 毎週土・日曜日  

今後の民団ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城行事スケジュール表 
 

2020年 12月まで全 12クラス 授業 12回＋対面行事 4回 

9月 6日(日) 秋保森林スポーツ公園 体育会  11時 30分～ 

10月 3日(土) 秋保森林スポーツ公園 予定 

11月 7日(土) 秋の遠足 仙台園芸センター予定 

12月 5日(土) オリニクリスマス会予定 

 

 

 

きているのではないか？民団は素晴らしい団体だから良いもの

にしていきたい」 「新規定住者と特別永住者との差別意識に

差はある。差別はされたことはないが民団の硬いイメ－ジを変

えてもらいたい」など意見があった。オリニから関わってきた

青年達は「民団で育ち民団の仲間と出会いその繋がりが継続し

て続いていることが財産です」と率直で貴重な意見を聞き、そ

して一人一人が真剣に「民団」と「自分」との関わりを真剣に

考える時間となった。その後、場所を移し交流・意見交換は続

いた。李 京子議長は「老いも若きも一緒になって素晴らしい民

団を創っていければ嬉しいです」、田 炳樽監察委員長は「この

ような意見交換会を継続し、若いﾒﾝﾊﾞｰが自由な発想で集える機

会を沢山創ってほしい」と感想を述べた。 

 

 

 

 

2020 年６月コロナ禍で韓

国との交流は全て中止とな

っているが嬉しい知らせが

舞い込んだ。6/15広島民団

オリニ韓国学校で韓国の徳

沼初等学校と学生国際交流

協約を結んだ。きっかけと

なったのは 2019年 10月 31

日に金 政郁団長、李 元烈

院長、姜 恵美子事務局長が

韓国花峰初等学校を表敬訪問した際に花峰初等学校の校長先生

より「民団宮城と同じような素晴らしい交流事業をと手を挙げ

る他校長先生がいるので他民団を紹介してほしい」と相談を受

けた。金団長は帰国後早速ネットワ－クを活用し広島民団へ繋

げる橋渡しを丁寧に行った。金団長は「5 年間韓国の初等学校

と積み上げてきた事業の成果がモデルケ－スと韓国の教育機関

でも注目している。在日同胞理解につながってほしい」と広島

民団へも期待を寄せる。民団宮城ハングル学校と韓国花峰初等

学校はホ－ムステイやスポ－ツ文化交流訪問を通じて 5 年間の

実績を積み上げている。韓国花峰初等学校は日本語を授業に導

入するなど国際交流協約がきっかけで民団や日本の文化の理解

のために積極的に動いている。 

「民団宮城の今年度の現状と今後の事業や次世代育成についての意見交換会」開催 

や次世代育成についての意見交換会」を開催 

活発な意見交換が行われた会議 

挨拶の金 政郁団長（中央）左：李 京子議

長・右：田 炳樽監察委員長 

左：孫 暢康総務部長  右：金 富貴副団長 

次世代を担う若い青年の方も参加 申孝燮文教部長(左) 金京憙生活部長 

「ハングル学校みやぎ親子交流会 in秋保ＢＢＱ」開催 韓国徳沼初等学校と広島民団国際交流協約   

～民団宮城が架け橋に～ 

2020年後半期ﾊﾝｸﾞﾙ学校宮城リモート授業のご案内 

懇親会での金副団長の挨拶 

韓国の徳沼初等学校・広島韓国教育院・民

団広島韓国学院の MOU国際交流協約締結 

みんな笑顔で集合 

2019.8.7-10 民団宮城ハングル学校オリニ韓国花峰初等学校訪問 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKwjLxpZXcQ0AdQKU3uV7/SIG=121u2dt46/EXP=1469585483/**https:/t14.pimg.jp/006/304/254/1/6304254.jpg


 

 
 

2020 年 8 月 11 日（火）成英吉仙南支

部団長は例会を開催し 20 人の支部団

員がコロナ禍での集まりに対し検温、

消毒、換気に気をつけながら月に一度

の例会を楽しんだ。季節のフル－ツや

キムチの差し入れがテ－ブルに並べら

れ 8/14 に北海道に引っ越す権敬南ハ

ルモニの送別に相応しい例会となっ

た。団員から花束伝達があった権ハル

モニからは「本当に長い間支部団長は

じめ皆様にお世話になり感謝しており

ます。どうか皆様お体に気をつけて下

さい。そして是非北海道に遊びにいら

して下さい」と挨拶に大きな拍手が送

られた。「来年仙南支部 50 周年をお祝

いし北海道ツア－も視野に入ってます」と成支部団長からのお言葉に支

部団員は更に盛り上がりをみせた。9 月例会は 9/8（火）13：00 

 

 
8/4（火）12：00～塩釜「いな長」にて前李昌根支部団長より新執行部に

引継ぎが行われた。新執行部体制で始まった李純午支部団長は「チャン

ゴ教室」も検討するなど支部活性化にむけて動きはじめている。8/9（日）

は支部頼母子会が行われ 11 月までは第 2 日曜に開催される予定である。 
 

塩釜支部役員 20 年 7 月～21年 4 月 

支部団長 李純午 支部副団長 金柾史・ 

李花葉        代表監査 劉永今  

監 査 洪貞子 事務部長 崔学淑 
 

 

 

 

 

 

 

 
7 月 29 日（水）古川の徳永整形外科を

営んでる曺 正煥財政委員長宅へ金団

長、李支部団長と訪問した。コロナ禍

での医療従事に携わる上での病院内

での患者に対する細心の感染防止対

策を行っているご苦労などを伺いな

がら、改めてご苦労されている先生ご

夫妻に対し激励と共に地域での更な

るご活躍とをお祈りしながらの戸別  

訪問となった。 
 

こんにちは。仙北支部団長の李礼子です。仙北支部はコロナ禍で 4 月に

予定していた第 56 回定期総会が中止となり、仙北支部団員のご協力にお

かげで 7/31 に書面決議で 2019 活動支部活動報告、決算報告、2020 年度

活動方針案、予算案、役員改選が 30 名中 27 名で決議されたことを報告

します。9 月には仙北支部が集まれる例会を考えておりますのでご期待

下さい。8/15 には本部で開催された 101 周年 3.1 節記念式、8.15 光復節

記念式に参加し、歴史を振り返る日となりました。どうか皆様コロナ禍

で体調を崩されぬようご留意下さるようお願いします。 

 

 

 

 

   

 
9/6 (日) ハングル学校みやぎ体育会 秋保森林スポーツ公園 11：30 

9/8 (火) 仙南支部例会               夕焼け 13：00 

9/10(木)  第 54 期第 17 回中央執行委員会           中央本部 14：00 

9/15(火) 第 3 回三機関長任員及び執行委員合同会議 韓国会館６階 15:00 

12 月まで毎週土・日ハングル学校宮城リモート授業 
 
6 日・21 日  東北地協事務局長 ZOOM 会議開催 8 日（土）ハングル学校 BBQ 

11 日（火） 仙南支部礼会・ハングル学校みやぎ講師会議 

15 日（土） 101 周年 3.1 節記念式典/第 75 周年光復節記念式典 

20 日（木） 民団宮城文教 ZOOM 会議 29 日（土）ハングル学校宮城ﾘﾓｰﾄ授業 

 

 
 

 

8 月 24 日（月）10：00～第 30 期 

第 1 回目となる婦人会役員会が韓

国会館 6F で開催され 23 名が出席。

ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽを守りながら検温消

毒をしながら新役員の顔合わせと

なった。厳由美会長は「役員を受け

て下さった皆様に感謝しかありま

せん。未来に繋げる一コマとして役

員会を大切に皆で楽しく婦人会活

動をして参りたいと思います。コロ

ナ禍でできることを会員のために

すすめていけたらと思います」と挨

拶。孫美子常任顧問（前会長）には

6 年間の感謝の気持ちを込めて、厳

由美会長に期待を込めて花束贈呈

があった。役員会は各役員の自己紹介から始まり他議題について全て承

認された。次回役員会は 9/26（土）10：30 韓国会館 6F 予定。 

 

 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、患者の治療のために最前線で

日夜、尽力されている日本の医療従事者を支援する活動です。支援活動

の趣旨をご理解賜り、積極的なご支援をお願い申し上げます。 

〇一口３万円以上の支援（会社・団体。個人のいずれも可） 

 〇一口お気持ちで 5 千円でも 1 万円でもありがたいです。 

〇口座番号：あすか信用組合仙台支店  普通 011318 

〇口座名義：民団宮城 ミンダンミヤギ 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 8 月支部活動報告 ★ 

仙南支部礼会（成 英吉支部団長） 

塩釜支部 李 純午塩釜支部団長 

塩釜支部団長 

仙北支部礼会（李 禮子支部団長） 

権敬南ハルモニ 

★ 婦人会たより ★ （嚴由美婦人会会長） 

前任孫美子婦人会長 嚴由美新任婦人会長 

前任 李 昌根支部団長 

2009 年 4 月～2012年 4 月/ 2012 年 4 月

～2015 年 4 月  

2015 年 4 月～2018年 4 月/ 2018 年 4 月

～2021 年 4 月 

仙北支部役員 2020 年 7 月～2023 年 4 月 

支部団長  李礼子   支部副団長 朱永草 

代表監査  柳富雄   監 査   山本洋子  事務部長 厳由美 

7/28 望ましい中学校歴史／公民教科書の選択を求

める要望活動：菊地 健次郎多賀城市長（右から 2

番目）根本 あさえ多賀城市議会副議長（右）（訪

問者：韓 成洙副団長(左)・李 純午塩釜支部団長

(左から 2 番目)・姜 恵美子事務局長) 

 

7/29:曺 正煥財政委員長夫妻（左から

1・2 番目）金 政郁団長・李 禮子仙北支

部団長 

同胞の皆様！是非オンラインセミナーにご登録下さい！ 

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

 
9 月の民団行事予定 

8 月の民団行事報告 

第 30期第１回目婦人会役員会開催 

「日本の医療従事者への支援募金」案内 

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） 

団費納入にご協力お願い致します 

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下さい(民団宮城 022-263-6961）   

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）  ◎口座振替も可能 



   

 
인연과 톨스토이 

센다이한국교육원장 고 승 천 

 

8월초 고국은 집중호우와 산사태 등으로 많은 피해와 

이재민이 발생하여 어려움을 겪었는데 동북지역의 동포 

여러분들은 안전하게 8월을 보내셨는지요? 코로나19가 제2파로 점점 

확산되고 있어 걱정입니다. 아무 쪼록 개인위생 관리를 잘 하셔서 건

강하게 생활하시기를 빕니다.  

지난 43-15호에 인연에 대하여 말씀 드렸는데 지면 관계상 자세한 

설명을 생략하였는데 불교에서 “겁(劫)” 이란 인도 산스크리트어의 

겁파(kalpa)에서 유래한 말로 겨자씨와 바위의 두 가지 설이 있다고 

합니다. 겨자씨 설은 가로, 세로, 높이가 각 1유순인(약8km)인 성안

에 가득한 겨자씨를 100년에 1알씩 집어내어 모두 없어질 때까지를 

1겁이라 말하고, 바위 설은 가로, 세로, 높이가 각각 1유순(8km)인 

큰 바위를 솜털로 짠 베로 100년에 한 번씩 쓸어 바위가 다 닳아 없

어질 때까지를 1겁이라고 한답니다. 인간계의 시간으로는 상상할 수 

없는 영겁의 시간을 의미하겠지요. 옷깃만 스쳐도 500겁의 인연 이

라고 하니 내 주변에서 함께 생활하는 분들은 얼마나 많은 인연으로 

함께하는지 그 소중함은 두 말할 나위도 없겠지요. 

 

톨스토이는 러시아의 작가, 개혁가, 도덕 사상가로 ‘전쟁과 평화’, ‘안

나 카레니나’등의 명작을 남겼으며 그의 저서에 톨스토이의 세 가지 

질문이 나오는데  

첫째, 이 세상에서 가장 중요한 시간은 언제인가? 

둘째, 이 세상에서 가장 중요한 사람은 누구인가? 

셋째, 이 세상에서 가장 중요한 일은 무엇인가? 

그의 대답은 첫째는 ‘지금’, 둘째는 ‘지금 함께 같이 있는 사람’, 셋째

는 ‘지금 함께하고 있는 사람에게 선을 행하는 일’이라고 합니다. 이 

세 가지 질문은 제가 교직원 연수나 학부모 연수 시 파워포인트 작

성 시 자주 활용했던 단골 소재 중에 하나입니다. 

지구에서 인간으로 태어나 같은 공간과 시간에 만나는 소중한 인연

인 나의 가족, 직장동료, 사회에서 만나는 많은 사람들과의 만남을 

소중하게 생각하고 그를 위해 선을 행하는 마음으로 생활한다면 얼

마나 좋을까요? 

9월 달력을 보니 9.22(화) 추분이고, 9.30(수)부터가 추석 연휴가 시

작되는데 드디어 동북지역에서 보내는 첫 가을의 청명한 날씨가 기

대가 됩니다. 다가올 선선한 가을을 기대하며 막바지 여름 늦더위를 

날려 보내시기 바랍니다.  

동포 여러분! 행복한 한 달 되시기 바랍니다. 

 

＜교육원안내＞ 

제11회 [일본 동북지역 한국어 변론대회] 개최 안내 

1. 개최 일시 : 2020년 10월 24일(토) 13:30 – 17:00 

2. 개최 장소 : 재일본대한민국민단 미야기현지방본부 6층 강당 

3. 참가신청 : 2020 년 9 월 4 일(금) 주센다이한국교육원 필착,  

기타 내용은 홈페이지 참조 
 

 

 

 

 

宮城韓商2020年度第1回理事会 

2020年度第 1回理事会が 8月 3日午

後 4 時から韓国会館 6Ｆにて開催さ

れ、延山 剛会長含め 13 名の理事が

参席されました。主な議決事項とし

てはコロナ禍による自粛の前半期活

動が後半期の事業に関してもいまだ

に収まらない新型コロナウィルス感

染拡大の問題で、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見送ることを決めました。そのほか報告事

項として（一社）在日韓商関連近況報告があり、コロナ禍によ

る役員、会員関連事業へのコロナ感染拡大影響や今後の対応方

法に対しての意見交換が行われました。次回の理事会は 9月 28

日（月）です。 

 
因縁とトルストイ 

 

仙台韓国教育院長 高承天 
 

8月初、韓国は集中豪雨や山崩れなどで多くの被害と罹災民が発生し

困難の中にいるようですが東北地域の皆様は安全に8月をお過ごしだ

ったでしょうか？コロナ第2波でだんだんと拡散されているようで心

配です。どうか個人衛生管理などを徹底し健康やかにお過ごしくださ

い。  

先月43-15号で因縁についてお話させていただきましたが紙面関係上

詳しく説明せず省略していた仏教用語の“コプ(劫)”について補足致

します。“劫”はインドのサンスクリット語 のコッパ(kalpa)から由

来した言葉で、からし種説と岩説の2つ説があるといいます。からし

種の説は縦、横、高さが各１ユスン(約8km)の城内いっぱいのからし

種を100年に1粒ずつ取出しすべて無くなるまでが１劫と言い、岩説で

は縦、横、高さが各１ユスン(8km)の大きな岩を綿毛で織った布で100

年に1回ずつこすり続けて岩が磨り減って全てなくなるまでを１劫と

言うとの事です。人間界の時間では想像できない永劫の時間を意味す

るでしょう。 

袖を触れるだけでも500劫の因縁によるものだというのだから自分の

周りで一緒に暮らしている方々はいかに多くの因縁によって一緒に

なったのかその大切さは言うまでもないでしょう。 

 

トルストイはロシアの作家、改革家、道徳思想家で、‘戦争と平和’,

 ‘アンナ・カレーニナ’などの名作を残していてその著書にトルス

トイの3つの質問が出ます。  

一, この世で最も重要な時間はいつなのか? 

二, この世で一番大切な人は誰なのか? 

三, この世で一番重要なことは何か? 

その答えは、一つ目は‘今’, 二つ目は‘今一緒にいる人’, 三つ目

は‘今一緒にいる人に善を行う事’と記しています. この3つの質問

は私が教職員研修や父母研修のプレゼンテーション作成時によく用

いる定番題材の一つです。 

地球で人間として生まれ、同じ空間と時間に会う大切な縁である家

族、職場の同僚、社会で出会う多くの人々との出会いを大切に思い、

その人々に善を行う心で生活できたらどんない良いでしょうか。 

9月のカレンダーをみると9.22(火)は秋分の日で、9.30(水)から韓国

の秋夕連休が始まりますが、いよいよ東北地域で迎える初の秋晴れの

天候が楽しみです。もうじき来る涼しい秋を期待しながら、夏の最後

の暑さを吹き飛ばしてください。同胞の皆様！お幸せな一カ月をお過

ごしください。 

＜教育院便り＞ 

第11回[日本東北地域韓国語弁論大会]開催のご案内 

1. 日時 : 2020年 10月 24日(土) 13:30 – 17:00 

2. 場所 : 韓国会館 6階 大ホール 

3. 申込 : 2020年 9月 4日(金) 必着（詳細は教育院のホ

ームページをご覧ください。QRコードでもご覧

いただけます） 
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