
 

民 団 宮 城 
                

 

第 43－26 号．2021．6 月末 
在日本大韓民国民団宮城県地方本部 

〒980-0014 仙台市青葉区本町１丁目５番３４号 

 

 

発行人 団長  金 政郁 
電話：022-263-6961 fax：022-222-4707 

電子ﾒｰﾙ ID  mindan@themis.ocn.ne.jp 

      

 

   

新着 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

受講生コーナー

に新着掲載中！ 

 

 

 

第 76 周年光復節記念式典を下

記の通り開催致します。詳細

は別紙をご参照ください。 

〇日 時：8/15 (日)11時～ 

〇場 所：パレス平安 

ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙ 3階   

※締め切り：7/23(金)迄  

※駐車場は各自周辺でご利用  

下さい。 

※電話：民団宮城 022-263-  

6961 fax022-222-4707 

（コロナ禍により感染防止に  

配慮し宮城県日韓親善協会 

共催ボ－リング大会は中止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

総領事略歴 

 

氏   名：林  熙順 

(イム・ヒスン) 

生年月日：1963 年 8月 1 日 

学   歴：韓国外国語大学  

英語科 卒業 

 

 

 
 

 

 

 

1995.6 駐ﾄﾛﾝﾄ大韓民国総領事館副領事 

2002.1 駐ﾁｪｺ共和国大韓民国大使館 3 等書記官 

2006.6 駐ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ大韓民国大使館 2 等書記官 

2007.12 駐ﾓﾝｺﾞﾙ大韓民国大使館 2 等書記官 

2015.2 大韓民国外交部旅券企画ﾁｰﾑ長 

2016.1 駐横浜大韓民国総領事館 領事 

2018.1 駐ホノルル大韓民国総領事館 副総領事 兼 

ハガッニャ出張所 所長 

2021.6.9 

賞  罰 

駐仙台大韓民国総領事館 総領事 

2000 年 12 月 大韓民国大統領表彰 

 

 

ｱﾝﾆｮﾊｾﾖ！約 1 年振りの

対面親子交流会是非ご参

加ください。コロナ感染

予防に厳重に注意をしな

がら野外での開催となり

ますので多くの方のご参

加をお待ちしておりま

す。 

★電話：022-263-6961 fax022-222-4707(初めての方大歓迎) 

★メールアドレス：mindan@themis.ocn.ne.jp 

★日 時：2021年 7月 31 日（土）11：30-13：30 

★料 金：大人 1000円   子 供：無 料（同胞） 

★場 所：秋保森林スポーツ公園 

（仙台市太白区秋保町湯元字青木 33-1）022-398-2345） 

 

 

2021 年度前半期戸別訪

問を実施する予定で

す。コロナ禍ではあり

ますので玄関先での対

応を宜しくお願いしま

す。◎団費集金ご希望

の方は事前にご連絡下

さい (電話： 022-263-

6961fax022-222-4707） 

 

 

 

 

 

 
 

 

6/2（水）8 時 30 分、朴 容民駐仙

台総領事ご夫妻が仙台での任期を

終えられ 6/2 の出勤時間に領事館

からお車で東京に出発されまし

た。お見送りでは領事館職員はじ

め金団長ご夫妻、李議長、嚴婦人

会長が別れを惜しみながらの朴総

領事ご夫妻とのお別れとなりまし

た。日本の文化にも精通され「文

化と交流の大切さ」を常に語られ

ておられた総領事ご夫妻。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。 

 

民団宮城文化センター 

自主勉強応援コーナー開設 

  

 

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！ 

 

第 76 周年光復節記念式典及び韓国人成人式（延期分）開催 

 

 

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 

≪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≫ 

ﾊﾝｸﾞﾙ学校夏休み企画 秋保で BBQ 開催の案内 

2020 年 8 月 8 日 みんな笑顔での集合写真 

無料相談「みんだん生活相談ｾﾝﾀｰ/ みやぎ」秘密厳守 

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。                     

○相談日時と場所 

日  時：毎週月曜日 13時-17時 

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 1人 1回 30分程度迄無料 

○相談内容：法律：法律/戸籍整理/在留資格/結婚/離婚/相続/他 

生活：福祉（介護等）・日本語習得 他・住居探し等 

 
2021 年 7月相談日★5(月)・12(月)・19 (月) 26 (月)  

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 

2021年度前半期戸別訪問が 7 月開始予定 

2020 年第 75 周年光復節記念式典 

2020 年成人式の記念写真 

2021.6.21 李 京子議長による戸別訪問

(左：泉区の兪様 右：青葉区の安様) 

ご入金ご希望の方は下記へお願いいたします 

★口座番号：あすか信用組合仙台支店 普通口座 011318  

★口座名義：民団 宮城県地方本部（ﾐﾝﾀﾞﾝ ﾐﾔｷﾞｹﾝﾁﾎｳﾎﾝﾌﾞ）  

★口座振替も可能です 

林 熙順駐仙台大韓民国総領事着任表敬訪問 

 

駐 仙 台 大 韓 民 国 総 領 事 館 た よ り 

 
朴 容民前駐仙台大韓民国総領事ご夫妻帰国 

 

朴容民総領事（右から 3 番目） 

民団にて電話予約 

お願い致します。 

6/24（木）13:30 林 熙順総領事の表敬訪問

を三機関長/副団長/傘下団体長が接見 
 

(写真前列から李 昌勲副総領事/田 炳樽監

察委員長/林 熙順総領事/金 政郁団長/李 

京子議長/嚴 由美婦人会長、後列左から趙 

允彗領事/金 富貴副団長/韓 成洙副団長/金 

龍美宮城韓国商工会長) 

 

 

mailto:mindan@themis.ocn.ne.jp


 

 

 

2021年 6月 18日（金）16：00民団中央本部と民団宮城三機関長と

の対談を韓国会館にて開催。呂 健二団長、鄭 夢周副団長、李 根茁

副団長、李 清鍵事務副総長が来団し宮城三機関長任員で金 政郁団

長は「4/6 の第 55 回中央本部中央大会以降、呂 健二団長は今回の

大会で大きな混乱があったため、中央本部より各県を回り説明会を

されると公言されておりました。中央と全国地方本部との信頼関係

が崩れ色々な疑問をもっている地方委員、代議員が多くいます。呂 

健二団長から混乱の原因と経緯の直接の説明をよろしくお願いし

ます」と挨拶後、呂 健二中央団長は「このように宮城民団との対談

の席を設けてくださいました宮城団長をはじめとする役員の皆様

に感謝を申し上げます」との挨拶から第 55 回中央大会の経緯緯明

の場となりました。質疑応答では中央会館の問題や議長団に対する

提言や次世代に対してのお考えなどについての鋭い質問が飛び交

った。コロナの影響他で中央と地方に距離ができたことで各地方本

部に対して少なからず影響を及ぼしている。中央本部は全国の中央

委員、代議員の意見に耳を傾けた運営を望みます。 

 

 

 
6/10(木)11 時より、6 月例会が開

かれました。コロナ感染を気使い、

仙北ならではの手作り昼食はまだ

解禁とはいきませんが、準備した

とんかつ弁当を頂きました。コロ

ナウィルスの予防注射のことや家

族の近況など、ゆったりと和やか

に時間が流れます。来月は土用の

丑の日もあることから、仙北支部でも「土用の丑の日元気の日」と

称し、仙北の名店 東海亭で鰻を堪能することになっています。コロ

ナ対策でちょっと大変ですが支部の皆さんの笑顔が楽しみです。 

 

 
6/15、6 月の定例会を開催し出席者は

18 名（姜局長/池青年会長含む）でし

た。池 智子青年会長は挨拶で、仙南支

部の青年達も青年会への加入を要請さ

れました。仙南支部も青年会へ協力を

して行きます。来月には新規団員も増

えそうなので迎える立場として包容力

をもって迎え、支部活動を高めていき

ましょう。次回定例会は 7月 13日（火）

13時です。（記事：成 英吉支部団長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 11 日（金）10：30 より第 30 期第 10 回婦人会役員会が開催

され 14 名が出席しました。嚴会長は「役員皆様のご協力のおか

げで無事に第 30 回定期地方委員会を終えたことに感謝します」

「ようやく会長就任から 1 年が過ぎ状況の景色が見えるように

なり配慮ができる環境になりました。次世代を次の次の世代に繋

ぐために会長職を全うしてまいります」と強い決意での挨拶とな

りました。役員一人ひとりより、婦人会に対する思いなどを語り

あう場面では「和やかに気取らなくていいんだよ」「43年間婦人

会にかかわっていて横のつながりと婦人会にかかわって楽しい

と思える婦人会だよ」「婦人会に入ってからはお料理を一緒に作

り改めて韓国料理文化に親しめる」など様々の意見交換の場とな

りました。「若い世代から先輩世代の融合である婦人会という団

体を継続するために、新入会の方と一緒に婦人会という団体で勉

強できる場を」との積極的な提案もあり、真剣に誠実に婦人会に

ついて語りあっていました。6/29～30 秋保温泉の緑水亭で中央

本部主催の婦人会研修会が 70 人規模で開催される事についての

役割分担など、コロナ禍での開催対応に念入りな打ち合わせが行

われました。11月頃にバス旅行も検討中。 

次回の役員会は 7月 10日（土）10：30韓国会館 

 

 

 

アンニョンハセヨ。青年会会長の池 

智子です。6/19（土）の野球観戦で

したが雨天中止の為、当初野球観戦

では青年 18名参加だったのですが、

急遽集まれる 11名にて屋外での BBQ

に変更致しました。今回の BBQでは

４名から会員申請があり、初めて青

年会に参加してくれた方が会員に

なってくれるなど、とても充実した

有意義な時間を過ごせました。この

日の為に何度も打ち合わせを行って

下さった金 富貴副団長や姜事務局

長、賛助を下さった成 英吉仙南支部

団長や嚴 由美婦人会長、李 東晋さ

ん。本当にありがとうございます。

民団の大きな尽力や支援によって

今後の成長へ繋げることが出来ま

した。ご厚意を無駄にしないよう、私自身楽しみながら宮城青年

会を盛り上げていきたいと思います✿ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

★ 婦人会たより★ （嚴 由美 婦人会長）  
お問合せ・申込 婦人会(民団事務局内 電話 022-263-6961)  

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 

6 月三支部活動報告 

 仙北支部例会 (李 礼子支部団長) 

仙南支部例会 (成 英吉支部団長) 

第 30 期第 10 回婦人会役員会 嚴 婦人会長 

青年会たより 雨の中 11名の青年が集う   
青年会にご興味のある方随時募集中！miyagi.seinenkai@gmail.com 

民団中央団長/民団宮城三機関長対談 

 

挨拶での池 智子青年会長 

民団中央/民団宮城三機関長及び役員 挨拶の金 政郁団長 

みんなで乾杯 

手作り昼食を前でピース 

右前の池 智子青年会長 



 

 
会員皆様お元気でいらっしゃい

ますか？ 2年目のコロナウイル

スの影響で家に閉じこもる日が

続き皆様の健康を心より心配し

ております。ようやくワクチン

接種という明るい兆しが見え

てきました。会員の皆様も順次 

無事に接種されていることと信じております。去年やむを得ず中 

止とした親睦旅行についてはコロナが終息するころに開催を考 

えておりました。次回お会いするまで皆様お元気でいらしてくだ 

さいますことを願っております。 

2021.6.末 韓寿会 会長 裵操心  

 

 

6/3（木）10時、仙台市青葉区栗

生にある㈱永山 Yesmart(イエス

マート)で「全羅南道ご当地プラ

ザ」のイベントが開催され大韓

民国全羅南道大阪事務所の朴 

成一所長、崔 張元部長を迎え、

ご来賓に李 昌勲駐仙台韓国副

総領事、金 政郁民団宮城団長が

出席しオ－プン式が開催された。朴所長は「全羅南道のキムチは

種類が豊富で最高のお味をご賞味いただけると思います。イエス

マートでは他にない種類のキムチを取り揃えておりますので是

非足をお運びください」とアピ－ルをされた。イエスマート仙台

店は日本で 8 店舗目（東京、北海道他）。広島への店舗展開も視

野にいれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/27（木）17時、韓国元 

喜龍済州道知事と梁 哲

司関西道民会長、李 相訓

関東道民会会長、宋 高士

仙台道民会長とのリモ－

ト懇談会が済州道知事主

催で開催された。コロナ

禍で全世界で渡航ができ

ない現況の中、日本地域

の済州全道民を気遣う元

知事のお気持ちが伝わる

ﾒｯｾｰｼﾞや、コロナが克服

したときには関西、東京のみなならず仙台にもおいで下さる

ことをお約束されました。宋 高士会長は「コロナ禍において

元知事のご配慮に感謝を申し上げます。日本においても大変

な時期ではありますが、このようなリモ－トの共有により改

めて道民としての意識も高まりました。貴重な時間をありが

とうございます。コロナ禍で総会が延期になっておりますが

コロナが終息しましたら元気で会員皆様とあいましょうね」

と感謝の言葉を述べられました。 

※済州道民会にご興味のある済州道出身の方はご連絡お願い

致します。電話 022-263-6961 

 

 

  

 

 

 

 

 
13日（火）仙南支部例会              夕焼け 13：00 

15日（木）仙北支部例会              登米町 11：30 

17日（土）第 2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 

31日（土）ハングル学校親子交流会  秋保森林スポーツ公園 11：30 

7月中 2021年度民団宮城戸別訪問           宮城県各地 

 
 

 

10日(木）仙北支部例会              支部会館 11：30 

15日(火）仙南支部例会              夕焼け 13：00 

18日(金）民団中央/民団宮城三機関長対談  韓国会館 6階 16：00  

21日(月）在外選挙模擬投票      駐仙台韓国総領事館 10：00 

     戸別訪問（李京子議長・姜事務局長）      11：00 

30日(水）第 55期第 2回中央執行委員会/2021全国地方三機関長・

中央傘下団体長会議          民団大阪本部 11:30 

 

 

 

済州特別自治道知事とのリモート懇談会開催 

 

 

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 

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

 

7 月の民団行事予定 

6 月の民団行事報告  

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ申請・更新は終了まで約一ケ月 手続きはお早めに！ 

・必要書類：現ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ(期限切れの場合は期限切れﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ) 

/特別永住者証明書・在留カード外国人登録証明書のいずれか 

・期間：新規 約 1 か月 更新 約 2-3 週間  

・写真：領事館にて撮影・手数料:期限 10 年の場合 8,000 円（団員） 

仙台済州道民たより 韓寿会からのお知らせ（お問い合わせ 022-263-6961） 

写真左から元 喜龍済州道知事/梁 哲司関西道

民会長/李 相訓関東道民会会長/宋 高士仙台

道民会長 

Yesmart 仙台店にて全羅南道ご当地プラザ開催 

アシアナ航空仙台～ソウル 7 月運休案内 
運休:7/1から 7/31  仙台～ソウル便（変更の可能性あり） 

写真左から 2 番目 金 政郁団長 

2019.10.27 韓寿会総会＆懇親会 

2021年 6月 団長の動き 

6/2  (水)朴 容民駐仙台総領事ご夫妻韓国へ出発挨拶  

6/3  (木)Yesmart仙台店全羅南道ご当地ﾌﾟﾗｻﾞｰｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ参席 

6/8  (火)宮城県国際経済協会理事会・総会 参席 

6/18 (金)民団中央/民団宮城三機関長対談参席 

6/24 (木) 新任林 熙順駐仙台大韓民国総領事と三機関長挨拶 

6/29 (火)中央婦人会主催 婦人会大研修会参席 

6/30 (水)中央執行委員会と全国地方三機関長会議参席 

★ 韓日文化のご案内 ★ 

民団事務局から貸出中  

出版社：講談社  

ｴﾃﾞｨﾄﾘｱﾙ 1800 円 

「韓日共存協力の時代Ｋ— Beauty」  

グローバル・トレンドの現在と未来」 

日時：2021.7.2（金）16：30-18：30 開催 

 



   

 
 

칭찬은 고래도 춤추게 한다. 
 

 

센다이한국교육원장 고 승 천 
 

재일동포 여러분! 안녕하십니까? 

6 월은 호국보훈의 달입니다. 6.6.(일) 현충일, 6.25.(금) 71 주년 

한국전쟁 기념일, 나라를 위해 몸과 마음을 바친 호국영령들을 기리는 

한 달 되시기 바랍니다. 한,일 양국이 백신 접종에 속도를 내고 있는 

가운데 건강관리를 잘 하셔서 백신을 접종하고 새로운 세상이 

열리기를 기원합니다. 

‘칭찬은 고래도 춤추게 한다’는 켄블랜차드외 3 인의 공저로 지은 책의 

제목으로 저자는 칭찬보다 더 강력한 경쟁력은 없다! 칭찬으로 긍정적 

인간관계를 만드는 ‘고래 반응’을 배우라고 권합니다. 

몸무게 3 톤이 넘는 범고래의 쇼는 플로리다에 있는 씨월드라는 

세계에서 가장 유명한 해상관에서 바다의 포식자로 알려진 거대한 

몸집의 범고래가 환상적인 점프를 통해 멋진 쇼를 펼쳐 보입니다. 

그런데 조련사는 어떻게 해서 범고래로 하여금 그렇게 멋진 쇼를 펼쳐 

보일 수 있게 만든 것일까? 그것은 ‘고래 반응(Whale Done 

response)’이라 불리는 범고래 훈련법으로 성공적인 인간관계를 위한 

훈련법과 다르지 않다고 합니다. 

‘고래 반응’이란 범고래가 쇼를 멋지게 해냈을 때는 즉각적으로 

칭찬하고, 실수를 했을 때는 질책하는 대신 관심을 다른 방향으로 

유도하며, 중간 중간에 계속해서 격려하는 것이 핵심입니다. 

[칭찬 10 계명] 1. 칭찬할 일이 생겼을 때 즉시 칭찬하라. 2. 잘한 점을 

구체적으로 칭찬하라. 3. 가능한 한 공개적으로 칭찬하라. 4. 결과보다는 

과정을 칭찬하라. 5. 사랑하는 사람을 대하듯 칭찬하라. 6. 거짓 없이 

진실한 마음으로 칭찬하라. 7. 긍정적인 눈으로 보면 칭찬할 일이 

보인다. 8. 일이 잘 풀리지 않을 때 더욱 격려하라. 9. 잘못된 일이 

생기면 관심을 다른 방향으로 유도하라. 10. 가끔씩 자기 자신을 

칭찬하라. 

2011 년도에 첫 교감으로 부임한 학교가 칭찬 선도학교여서 칭찬 관련 

강사의 강의도 듣고 학교 행사 시에 각종 칭찬 관련 행사도 추진하고 

학생들께 칭찬 노트도 작성하는 등 다양한 활동을 전개했던 기억이 

납니다.  

재일 동포 여러분! 칭찬 10 계명을 꼼꼼하게 읽어 보시고 가정과 직장, 

마을에서 칭찬을 생활화 할 수 있도록 도전해 보시기 바랍니다.  

“칭찬은 고래도 춤추게 한다.” 

동포 여러분! 행복한 한 달 되시기 바랍니다. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

称賛はシャチも躍らせる 
 

 
 

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！ 

六月は護国報勲の月です。 6 月 6 日(日)顯忠日(ヒョンチュンイル)、6 月

25 日(金)71 周年韓国戦争記念日、国のために心と体を捧げた護国英霊を

称える一ヶ月になることを祈ります。韓日両国がワクチン接種に拍車をか

けているので健康管理に十分お気をつけながらワクチンの接種を終え(コ

ロナから解放された)新世界をお迎えすることを祈願致します 

「称賛はクジラ(シャチ)も踊らせる」はケン·ブランチャードのほか 3 人

の共著で書かれた本のタイトルです。著者は称賛にまさる競争力あるもの

はない！ 褒めることで肯定的な人間関係を築く「シャチ反応」を学ぶこ

とをお勧めします。 

体重 3 トンを超えるシャチのショーは、フロリダにあるシーワールドとい

う世界で最も有名な水族館で、海の捕食動物として知られている巨大な体

のシャチが幻想的なジャンプを通じて素敵なショーを披露します。ところ

がトレーナーはどうやってシャチにそのような素敵なショーを披露でき

るようにしたのだろうか。それは「シャチ反応(Whale Done response) 」

と呼ばれるシャチの訓練法で、人間関係を成功させる訓練法と変わらない

といいます。 

「シャチ反応」とは、シャチがショーを上手にやり遂げた時は即座に褒め

て、間違った時は叱る代わりに関心を別の方向へ向けさせ、頻繁に励まし

続けることが核心です。 

[称賛 10 戒名] 1.褒めることがあればその場ですぐに褒めなさい 2.よく

できたことを具体的にほめなさい 3.できるだけ公開的にほめなさい 4.

結果よりは過程を褒めなさい 5. 愛する人に接するように褒めなさい 6. 

偽りのない誠実な心でほめなさい 7. 肯定的な目で見れば褒めるべきこ

とが見える 8. 物事がうまく行かない時、もっと励ましなさい 9. 間違い

が起こったら、関心を他の方向へ転換しなさい 10. 時には自分自身をほ

めなさい 

2011 年度に初めて教頭として赴任した学校が「称賛先導学校」だったので

褒める言葉関連講師の講義を聞き、称賛関連行事や学生達の称賛ノート作

成など様々な活動を行った事を覚えています。 

在日同胞の皆様！「称賛 10 戒名」をよくお読みになって家庭や職場、近

所で生かす挑戦をしてみるのはいかかでしょう。 

「称賛はシャチも躍らせる(豚もおだてりゃ木に登る)」 

それでは皆様、褒め合う幸せなひとときをお過ごしください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の夏はゴルファー保険をお勧め致します 

・安心してプレーを楽しみたいゴルファーのための保険です 

例）他のプレーヤーにケガをさせてしまった 

   → ゴルフ賠償責任補償（基本補償） 

  ★プレー中にケガをしてしまった → ゴルファー傷害補償 

  ★クラブが折れてしまった    → ゴルフ用品補償 

  ★やった！ホールインワン       →  ホールインワン・ 

アルバトロス費用保障 

 

          ～ 仙台韓国教育院たより 87 ～      2021 年 6 月 

 
第 205 号 

2021 年 6 月末 宮城韓国商工会議所たより 

第 27 回「在日本韓国人学生韓国語弁論大会」

参加 銀賞授賞 
仙台市内 中学校２年 尹 〇〇 君 

日本学校 中等部門 銀賞授賞、おめでとうござい

ます！(2021 年 6 月 12 日) 

 民団保険センターからのご案内：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）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。お電話 022-223-6671 

 

https://www.sendaicci.or.jp/news/2020/02/post-195.html
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

