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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 

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！ 

 

 

 
2022 年 3 月 26（土）

江陽グランドホテル

11：00 韓日交流親善

の集いに来賓と若い

世代からお年を召さ

れた方までの団員、

総勢130名が集いまし

た。コロナ禍で延期

を余儀なくされた新

春の集いは感染対策

を万全な体勢と広い会場での開催に来場者も安心の様子が見受け

られたのと共に、久しぶりの再会の

集いに会場は多くの笑顔の花が咲き

ほころびました。オープニングの韓

国農楽でおもてなしをしたメンバ－

の一人である李純午団長は「延期が

続いた新春の集いに人数制限がござ

いましたが、多くの関係者の皆様に

ご出席されたことを心より感謝を申し上げます。生活者団体とし

て団員に寄り添える団体として進んで参りたいと思います。」と

主催者挨拶があった。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

林熙順駐仙台大韓民国

総領事、鎌田宏宮城県

日韓親善協会会長、畠

山和純日韓親善宮城県

議会議員連盟会長、西

沢啓文日韓親善仙台市

議会議員連盟会長の祝

辞は、コロナ禍で民団

主催の新春の交流の集

い開催で「会える」こ

との喜びと、今後はコ

ロナを克服し更なる韓

日親善交流の契機となることを期待するなど多くのお祝いの言葉

を頂戴した。李昌勲駐仙台大韓民国副総領事が受賞した第 18 回足

で走る領事賞（主催：在外同胞新聞）の伝授式を行い、推薦人の

代表である李純午東北地方協議会会長より記念牌と記念品が手渡

され、会場一同で栄光の喜びを分かち合い大きな拍手で祝福し

た。最後は大抽選会で大盛り上がり、閉会辞を韓成洙監察委員長

がし、新春のひとときもあっという間に終わり、別れを惜しむ声

も多かったが皆帰りの途についた。 

 
 

民団宮城文化センター 

自主勉強応援コーナー開設 

  

≪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≫ 

2022년 한일교류 신춘모임 韓日交流新春の集い 

韓国農楽でオープニングを陽気に乗って開きた。 

K-POPのダンスチームの祝賀公演 ドキドキ抽選式の大賞発表 

抽選式の景品を渡すことなど、若い世代の青年も運営を手伝った。 

mailto:mindan@themis.ocn.ne.jp


 

 
 

 

3月 20日（日）、20名の子

供、青年会、保護者の次世代

交流事業 山形蔵王         スキー

スノボー教室に 20名が参加。

申副団長が引率団長として高

承天仙台韓国教育院長も一緒

にスキーを楽しみました。李

団長の差し入れや昼食の韓国料理など 2年ぶりのスキー教室に参

加者全員が大満足。事業継続要望の声が多かった。 

青年会池智子会長の感想を掲載します。 

3/20日曜日、朝 8時に民団集合。解散は 18時。 

私にとって日曜日は次の日から仕事をするために

体力的,精神的に自分を充電させる大事な時間だっ

たので、この時間ずっと拘束されちゃうのか

ぁ。。。と正直なかなか乗り気になることが出来ま

せんでした。(準備して下さった方々申し訳ございません。今は

全くそのようなことは思っておりません          ) 

しかし実際にその場

に行ってみると行き

のバスも、スノボを

してる間も、温泉

も、帰りのバスも最

後の最後まですごく

楽しかったのです。 

青年達は勿論、民団

の方やオリニやオリ

ニの保護者色んな人

と関わり他愛もない

話をして笑い合うことが本当に楽しくて、行かなければこんなに

も楽しいことは体験出来ませんでした。 

イベントに行こうかな

行かないかなと悩んで

る皆様!是非 1度参加さ

れてみてください。き

っと楽しい思い出にな

ると思います♡ 

 

 

1. 日時：2022 年 4 月中旬～2023 年 3 月迄  

基本 25 回 土、日どちらかの週 1 回 40 分 

※時間相談 

2. 学校：遠隔リモ－ト韓国語  

3. 対象：幼児～大学生 参加費：無料  

4. クラス 入門クラス～TOPIK/バイリンガルクラス  

※１～3 名の少人数制 

※申請期限：早めに申込みを！ 

クラスの途中でも FAX 及び E-mail にて申請をお願いします。 

FAX 022-222-4707・mindan@themis.ocn.ne.jp 

＜2022 ハングル学校対面開講式＞ 

日時：4 月 9 日（土）10：00～12：00 

場所：韓国会館 6F 大ホール 

内容：開講式/リクリエ－ション/親子懇談会/ 

間食/集合記念撮影 

 

 
 
1．支給金額：年間(2学期分) 500万ウォン/年 2回に分けて支給 

       ※1学期分(250万ウォン)のみ支給する場合もある 

2．募集人員：20名 

3．受付期間 ：2022年 2月 22日(火)～ 4月 12日(火) 

お問い合わせは民団宮城本部に 022－263－6961 

 

 

 
1. 奨学金 金額 

対  象 獎学金金額 

高校生 月額 10,000円 

大学生 (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 

博士課程 月額 70,000円 

2.応募詳細：http://www.korean-s-f.or.jp 

インターネットの専用フォームで受け付ける 

3. 募集期間 

가. 高校生：2022年 4月11日(月)10:00～ 5月20日(金) 
나. 大学生･大学院生：2022年 4月11日(月)～ 5月13日(金) 
お問い合わせ 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-8-1 

新宿ビル９階 電話 03（3343）5757 （平日）09：00～17：00 

在日同胞 母国修学生 対象 獎学生募集  

 

朝鮮奨学会「2022年度 奨学生」募集 案内  

 

手ぶらスキースノーボード教室＆温泉 

東北韓人会、金梅永会長が運営している韓国料理店 

池智子青年会長 

＜2022 ハングル学校みやぎ＞  
問合せ：民団宮城 022-263-6961  

mailto:mindan@themis.ocn.ne.jp


  

 

 

誇らしい在外同胞の皆様！ 

遠い異郷でも第 20 代大統領選挙に多くの関心を持っていただき、 

コロナで色々と不便な中でも投票を通じて大切な参政権を行使し

てくださったことに心より感謝いたします。 

困難な瞬間の度に、私に応援と激励を送ってくださった同胞の皆

様がいたからこそ、私が国民の選択を受けてここまで来ることが

できました。 

私は今、民生回復と国民統合を最優先の価値と考え、同胞の皆様の

血と汗のにじむような努力と献身で築き上げた繁栄の大韓民国を

さらに発展させていきます。 

国民の常識に基づいて国政を運営し、国民一人ひとりに公正な機

会が保障される国、一生懸命働く人がより豊かな国を作ります。 

同胞の皆さんが世界のどこでも、誰でも大韓民国が私の故国だと

堂々と言えるよう、より誇らしく富強な大韓民国を作っていきま

す。堂々とした外交と堅固な安保に基づき、自由と平和、繁栄に寄

与するグローバル中枢国家、国際社会で役割と責任を果たす尊敬

される国に生まれ変わります。 

選挙期間中の同胞の皆さんとの約束を一つずつ実践していきま

す。在外同胞庁の設立、在外選挙制度の改善、国籍法など関連法令

を整備し、同胞の皆様の権益を向上させ、次世代教育の強化など、

母国との連携を強化できる在外同胞の皆様の活動を積極的に支援

していきます。 コロナ防疫指針も改善して同胞の皆様が母国をよ

り自由に行き来できるようにします。 

尊敬する在外同胞の皆様！  

どこの国、どこにいても皆様が大韓民国の大切な国民であること

を決して忘れません。 

現在のように変わらぬご声援とご支持をお願い申し上げます。 

同胞皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。 

ありがとうございます。 
2022 年 3 月 17 日 

                  第 20 代大統領当選者 尹錫悦 

 

 
 

 

韓国で 3月 9日第 20代大統領選挙が実施された。 

いつにも増して熾烈な選挙戦が繰り広げられた。 

与党と野党第一党の候補間の熱戦に国内が沸き立っ

た。オミクロン変移株が急速に広がっている状況の中、

選挙終盤になると候補者の街頭演説を聞くために、よ

り多くの人が密集した。 

日本人の知人から韓国で起こるすべてのことがドラマチックだと

言われたことがあるが、今回の大統領選挙戦も、3月 9日投票が終

わって始まった投開票もドラマチックだった。 

主要な 2 人の候補の得票差は最も僅差で、投開票がほぼ終わる頃

に勝者が確定し、開票開始後ずっと優位を保っていた与党候補が

深夜に逆転した。一方を熱心に支持する有権者の間で悲喜こもご

ものドラマが演出された。              続いて 

 

熱かった選挙戦とドラマチックな投開票過程よりも印象的

だったものがあった。両陣営とも熾烈で、自分と支持者のために切

実な勝利を渇望し、その結果、大接戦を繰り広げ、0.73%差という

薄氷の勝利だった。歴代の大統領選挙で最も僅差にもかかわらず、

負けた側が潔く承服する姿を見て、個人的にも感動し、大韓民国の

成熟した民主主義に誇りを感じた。 

筆者は駐仙台韓国総領事館で在外投票を担当した。 

在外選挙は 3 月 9日に実施される大統領選挙前の 2 月 23 日～2 月

28 日までの 6 日間実施された。担当者としての 6 日間、毎日 2 時

間ほど早く出社し、在外投票期間中は緊張もし疲れも感じたりし

たが、無事に投票を終え、東京の大使館まで届けた後は思わず緊張

が解けて安堵感を感じた。 

当総領事館が本国に届けた投票用紙は計 459 枚だった。東北 6 県

の有権者数を正確に把握する方法はなく、おおよその推算では法

務省が登録した韓国籍同胞の数 7,800 人のうち、投票権利を持つ

18歳以上が約 3/2で約 5千人が有権者となる。 

そのうち在外投票は事前登録された国外不在者と永久名簿に登録

された在外選挙人のみ可能で、それぞれ 350 人と 459 人で投票可

能だった数は 809 人だった。しかし、当総領事館に設置された投

票場で投票した人は半分を少し上回る 459 人だった。結果的に全

体有権者のうち、実際に投票した人の割合は約 9%に過ぎなかった。

今回の大統領選挙の本国投票率が 77.1%であることに比べれば、極

めて低い投票率である。 

在外投票担当者として、一人でも

多く投票してほしいという切実

な思いで毎日投票所にいたが、あ

まり満足できる投票率ではなか

ったので正直なところ若干の失

望感もあった。 

2012 年から在外投票が可能にな

り、日本で投票できることに感激

している方もいる一方、投票しな

い方はどのような理由があるの

かと思いながら周りに聞いてみると意外な答えを寄せてきた。 

大統領を選んだ後、刑務所に入るケースが多く、周りの日本人に恥

ずかしくて投票できないということだった。 

外国で暮らしながら現地生活が忙しく、国内政治に関心を持つ余

裕がないと言えば理解できるが、このような理由は到底理解でき

ないことなので残念でならない。 

まず、そのように考える人々に、最高権力でも不正をすれば刑務所

に入れることができる民主主義こそ、真の民主主義ではないかと

問いかけたい。 

最高権力を持ったからといって、誰も制裁する人がいないと考え、

私的な利益を得たり不正な政策を展開していながらも堂々と任期

を終えて退き、何ら代価を払わないことが、むしろ社会全体が卑怯

で恥をかかせるべきことではないかと逆に考えてみようと言いた

い。しばしば海外在住者は愛国心が強くなると言われる。 

自分にも同じく言える。祖国への愛国心の表現として、次の選挙で

は東北地方のすべての有権者が大切な一票の権利を堂々と誇らし

く行使することを切に願う。 

 

 

 

2022年 4月 22日（金） 
（16：30～18：30） 

韓国コスメのトレンドと

美容について、 

ＺＯＯＭ開催、 

参加無料！ 

 
関心のある方は多くの参加お

願い致します。 

申請書リンクはごちら 

제 20 대 대한민국 대통령 당선인 재외동포 메세지 

第２０代大韓民国大統領当選者在外同胞メッセージ 

寄稿          在外国民投票後の所感 

                   李昌勳 駐仙台総領事館副総領事 

投票初日の 

駐仙台総領事館林煕順総領事（右）と 

民団宮城本部李純午団長（左） 

領事館主催韓国コスメのトレンドのオンライン講演のご案内 

李昌勲 

副総領事 

https://url.kr/yibtge 



3 月 16 日（水）発生致しました地震について民団宮城事務局

は大きな被害はなく現在通常通り動いております。また宮城

県内団員の自宅及び経営なされておりますお店・会社などの

被災情報は順次把握しているどころです。もし被災された方

がいらっしゃる場合は被害状況など民団にご一報ください。 
 

 

 

 

 

 

 

3月 1日(火) 第 103周年 3.1節記念式典をコロナ感染対策のた

め、ZOOMを連動して総領事と三機関長と顧問、及び一部関係者

で、韓国会館 6Ｆにて 11時に開催した。 

李 善姫文教部長の己未独立宣言文朗読、林 煕順駐仙台大韓民

国総領事館総領事の文 在寅大統領の慶祝辞代読の後、李 純午団

長が中央団長記念辞を代読した。 

式典の閉会は呉 炳泰民団宮城顧問の力強い万歳三唱にて修了さ

れた。オミクロンのような新型ウイルスが続いているが 3.1精神

を受け継ぐ意義を改めて共有した貴重な時間となった。 

 
 

 
 
 

 

もしも、ご家族やご友人などから国際郵便や宅配便を受け取った

際に、肉製品などの畜産物が入っていた場合は速やかに最寄りの

動物検疫所まで届け出てください。 

違反した場合は、3 年以下の懲役又は 300 万円以下(法人の場合

5000万円以下)が適用される場合があります。 

<広報資料> 

https://www.maff.go.jp/aqs/topix/pamphlet.html 

육제품, 일본 반입 금지!! 

 

 

＜非正規軍とは＞1948年 8月 15日～1953年 7月 27日まで

の間、国軍組織法による国軍でない身分で米軍の組織又は

部隊に所属し戦争の活動を行った人をいいます。 
詳しくは民団宮城事務局 TEL022-263-6961に相談してください。 

 

 
 

 

運休期間中職員は常駐しておりませんので 

お問い合わせはメール sungjun@flyasiana.comまた緊急の場合

は 080-5568-8923（朴）までご連絡お願い致します。 

3.16福島/宮城震度 6強地震についての被害状況報告 

被災者皆様に対し心よりお見舞い申し上げます 

この厳しい時期を一緒に乗り越えましょう。 

電話 022-263-6961  fax 022-222-4707 

6.25非正規軍功労者補償申請制度のご案内 

「日本国農林水産省動物検疫所」から 

畜産物の日本搬入禁止に関する協力依頼 

第 103周年 3・1節記念式典開催 

≪第 66回定期地方委員会開催≫ 

本団規約第 36条により第 66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よろしくお願い

申し上げます。 

○第 66回定期地方委員会〇 

日  時：2022年 4月 23日（土）開会 14：00～ 

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 

2021年度活動報告及び決算報告 

2022年度活動方針案及び予算案審議・決定 

2022年 3月 22日 

在日本大韓民国民団宮城県地方本部 

議長 李 京子 

 

4月相談日★ 4(月)・11(月)・18（月)・25（月) 

お問合せ 電話 문의전화 022-263-6961 

民団にて 

電話予約 
相談員との 

調整 
相談日の決定 

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 

 

 アシアナ航空 仙台～ソウル 4月運休案内 
運休:3/27から 4/30仙台～ソウル便（変更の可能性あり） 

   宮城韓国商工会議所だより  
   第 214 号 2022 年 3 月末 

ZOOM で同時に 3・1 節記念式が 
伝わている画面 

COVID-19 抗原、抗体検査キット 

抗原、抗体検査キットを事務局でお譲り申し上げます。 

問合せ民団宮城 022-263-6961 

민단미야기 생활상담센터 
30 분 무료상담/ 전화예약/ 비밀보장 

 

https://www.maff.go.jp/aqs/topix/pamphlet.html
mailto:運休期間中職員は常駐しておりませんのでお問い合わせはメールsungjun@flyasiana.com


 
 

ようやく春めいた温かい日が続きますが婦人会の

皆様お元気でいらっしゃいますか？ 

3月 16日の福島県沖地震では真夜中に 11年前の

東日本大震災を思い起こす強い揺れに怖い思いを

されたことと思います。お互いにお声を掛け合いながらどうぞ慌

てずに余震にくれぐれもお気をつけください。 

会長 厳 由美 

宮城婦人会の今後の主なスケジュ－ル 
4月 11日(月)10 時 30分 4月役員会 

5月 14日(土)宮城婦人会定期委員会 

6月 28日〜30日中央婦人の研修会天童温泉 

12月 4日～5日宮城婦人会創立 65周年記念式典祝賀会 
※コロナの状況により変更の場合もあります 

 

 

 
 

寒さも一段落し、春の訪れを感じ始める３

月ですが、団員の皆様はいかがお過ごしで

しょうか？新型コロナウイルス感染者数

の第６波もピークアウト傾向に見受けら

れますが、引き続き感染予防に留意してい

ただきたいと思います。 

塩釜支部の活動予定ですが、もう少し感染

状況を経過観察し、万全な体制で５月開催予定の支部総会を迎え

たいと思いますし、みなさんと一緒に例会等の活動再開を楽しみ

にしております。 
 

 
 

3月 10日(木)11時よ

り支部会館で例会が

開かれました。ぺ麗

子先生に歌を教えて

頂き、楽しい時間を

過ごしました。会館

に歌声が響くのは本

当に久しぶりです。

昼食は焼肉弁当。 

ホッとする柔らかい時間に、会館に春を感じた一日でした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙南支部定例会予定です。 

4月 19日（火）11：00夕焼け、 

よろしくお願いいたします。 
 

 

 

 
 

노래로 배우는 한국어 신청 안내 

同胞クラス（昼の部）/韓日交流クラス（夜の部） 

【仙台韓国教育院（講師）/民団宮城（募集）】 
コロナ禍で 2 年ぶり韓国会館での開催となります同胞交流の場と

なります「2022年歌を学ぶ韓国語」に参加者を募集します。 

感染防止対策をしながら楽しい韓日交流の時間となりますよう参

加者皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

日時：5/19～10/27 木曜日 1 時間, 매주 목요일 1 시간 

午前の部 10：00～ ・ 夜の部 19：00～ 計各 20 回  

対象：午前の部（同胞中心クラス）夜の部（韓日交流クラス） 

費用：13,000 円 （事務手数料 3,000 円＋登録金 10,000 円）  

（※同胞/文化センタ－登録者登録者は事務手数料無料  

※教材無料配布予定） 

募集期間：4/4（月）から 동포반(昼の部)/한일교류반(夜の部)  

先着 20 名になり次第締め切り（선착순 20 명 마감）                                    

申請書に必要事項をご記入の上、 

新規の方は写真付きの身分証をご提示下さい。 

民団宮城（民団宮城文化センタ－） 〒980-0014 仙台市青葉区本町 1-5-34                                                                                                        

TEL:022-263-6961 FAX:022-222-4707 mindan@themis.ocn.ne.jp 

 

 

 

 
9 日（土）한글학교開校式         韓国会館 6 階 10：00 

16 日（土）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 14：00 

23 日（土）第 66 回定期地方委員会      韓国会館 6 階 14：00 
 

 
 

1 日（火）3.1 節記念式 （ZOOM 配信）    韓国会館 6 階 11：00 

20 日（日）冬季次世代親子交流会スキー教室  山形蔵王 

26 日（土）韓日交流新春の集い     江陽グランドホテル 5 階 11：00 

 
 

 

 

この度、３月末を持ちまして退職することに

なりました。短い期間でしたがたくさんの方

と出会い、たくさんのことを学ぶことができ

ました。ご指導いただいたことを活かして、

これからも頑張っていきます。本当にありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

婦人会だより（厳 由美 婦人会長） 

★ 3月支部活動報告 ★ 

塩釜支部（金 柾史支部団長） 

塩釜支部団長 

仙南支部 （成 英吉支部団長）

仙北支部 （李 禮子支部団長） 事務局だより TEL 022-263-6961 / FAX 022-222-4707 

 4月の民団行事予定 

 

3月の民団行事報告 

２ 

8月の民団行事予定 

 

  

 

 

 

 

 

 

2022 年歌で学ぶ韓国語のご案内 

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 

募集中 

民団宮城事務局退社のご挨拶 

皆様、明るく元気にお会いましょう～ 裵裕珍氏 



   
 

 

 

핸드드립 커피 한 잔 드세요 1 

센다이한국교육원장 고 승 천 
 

 

재일동포 여러분! 안녕하십니까?  

3 월 3 주차를 지나면서 봄비가 대지를 적셔 봄을 재촉하고 

봄꽃 소식이 남쪽에서부터 당도하여 월말이면 봄꽃들이 

만발하기를 기대합니다. 

고국은 코로나 19 확진자가 38 만의 최대 정점을 지나고 있고 

해외 입국자의 격리도 백신 접종자는 면제 되는 등 일상화의 

단계로 서서히 진입하고 있습니다. 환절기를 맞이하여 

건강관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 

이번 호에서는 핸드드립 커피에 대하여 2회에 걸쳐 소개하고자 

합니다. 

핸드 드립 커피를 사전에서 찾아보면 “잘게 빻은 원두에 직접 

끓는 물을 부어서 걸러 먹는 커피”라고 나옵니다. 

○ 커피의 기원  

– 커피의 기원은 여러 가지 이야기가 전해지는데 그중에서 

칼디의 전설이 가장 유력한데 에티오피아에 염소를 돌보는 

목동 칼디가 어느 날 염소들이 흥분하여 날뛰고 춤추며 뛰어 

다녀서 이를 이상하게 여긴 칼디가 염소들이 먹었던 빨간 

열매를 입에 넣어 보았는데 잠시 후 피곤이 풀리더니 정신이 

맑아지는 기분이 들었고 이슬람 수도원의 수도승에게 

전해주었는데 ‘신의 선물’이라고 여기며 커피를 마신 후 기도 

시간에 조는 수도승이 사라졌다는 이야기가 바로 칼디의 

전설이다. 

○ 커피의 어원  

– 커피의 어원은 에티오피아 북부의 카파(Kaffa)라는 지명에서 

유래되었다는 설이 유력한데 ‘기운을 북돋우는 것’의 의미를 

가진 아랍어 카와(Kahwa)에서 유래했다는 설도 있고 그 후 

유럽으로 전해져서 이탈리아에서는 ‘caffe’, 프랑스 ‘cafe’, 

독일‘kaffee’, 네델란드‘koffie’, 영국‘coffee’, 일본은 

네델란드의 영향으로 고히(コーヒー)로 불림 

○ 커피의 품종  

 ①아라비카종 – 에티오피아가 원산지이며 중남미에서 많이 

재배 되며 맛과 향이 뛰어나 커피 생산량의 70%를 차지함.  

② 로부스타종 – 콩고를 원산지로 하며 주로 동남아에서 

재배되며 아라비카종에 비해 크기가 작고 카페인이 많이 들어 

있으며 쓴맛이 강하고 향은 적어서 주로 인스턴트 커피로 많이 

사용되며 커피 생산량의 23% 정도를 차지함.  

③ 리베리카종 – 아프리카 라이베리아가 원산지로 꽃, 잎, 

열매의 크기가 크고 재배하기는 쉬우나 다른 품종에 비해 

품질이 떨어져서 점점 쇠퇴해가며 커피 생산량의 3% 정도를 

차지함. 

○ 커피의 종류  

① 에스프레소 – 이탈리아제 에스프레소 머신으로 뽑아낸 

커피로 추출 시간을 단축시켜 만들어낸 커피로 맛과 향이 

진하고 쓴맛이 강함.  

② 아메리카노 – 에스프레소에 물을 섞어 연하게 희석시킨 

커피 

③ 카페라테 – 뜨거운 우유를 곁들인 커피  

④ 카푸치노 – 에스프레소에 뜨거운 우유, 우유 거품을 재료로 

만든 이탈리아 커피로 코코아나 계피 가루를 뿌려 먹기도 함.  

⑤ 카페모카 – 에스프레소에 우유에 초코릿 시럽을 넣은 커피  

⑥ 카라멜마키아또 – 마끼아또 우유거품에 카라멜을 얹은 

커피이다. 

○ 세계 10 대 커피 생산국  

①브라질 – 전 세계 커피 공급의 40% 차지 커피벨트라고 

불리는 북위 25 도∼남위 25 적도 부근을 정확하게 통과하고 

있기 때문에 커피 농사에 적합한 기후 

②베트남 17.1% ③콜롬비아 8.4% ④인도네시아 7.1% 

⑤에티오피아 4.3% ⑥온두라스 3.6% ⑦인도 3.4% 

⑧우간다 3.3% ⑨멕시코 2.4% ⑩페루 2.2% 등의 순이다. 

재일동포 여러분! 행복한 한 달 보내시기 바랍니다. 

 
 

ハンドドリップコーヒー一杯お召し上がりください 1 
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?  

3 月の 3 週目が過ぎると大地を潤した春の雨が春を促し南から届く春の花

の便りで、月末ごろには春の花が満開することを期待します。韓国ではコロ

ナの確定者が 38 万人のピークを過ぎ、外国入国者の隔離もワクチン接種者

は免除されるなど、段階的に徐々に日常化が進んでいます。寒暖定まらぬ時

期ですので、お体を大切になさってください。今回号では「ハンドドリップ

コーヒー」について 2 回にわたってご紹介します。ハンドドリップコーヒー

を辞書で調べると「細かく砕いたコーヒー豆に直接熱湯を注ぎこして飲む

コーヒー」と記されています。 

○ コーヒーの起源 

– コーヒーの起源は様々な話が伝わるが、その中でカルディの伝説が最も

有力である。エチオピアのヤギの世話をする牧童カルディがある日ヤギた

ちが興奮して暴れ回っていたので、これを不思議に思ったカルディはヤギ

たちが食べた赤い実を口に入れてみたところ、しばらくして疲れがとれて

意識がすっきりする気分になったのだ。それでイスラム修道院の修道僧に

伝えたところ、「神の贈り物」と思い飲んでみたら居眠りする修道僧が消え

ていたという話がカルディの伝説である。 

○ コーヒーの語源  

– コーヒーの語源はエチオピア北部のカッパ(Kaffa)という地名から由来

する説が有力だが、「元気をつけること」の意味を持つアラビア語川(Kahwa)

に由来するという説もある。その後、ヨーロッパに伝わり、イタリアでは

「café」、フランス「café」、ドイツ「kaffee」、オランダ「koffie」、イギリ

ス「koffie」,日本はオランダの影響で「コーヒー」と呼ばれる。 

○ コーヒーの品種  

 ①アラビカ種 - エチオピアが原産地で、中南米で多く栽培されており、

味と香りが優れ、コーヒー生産量の 70%を占める。 

 ② ロブスター種 – コンゴを原産地とし、主に東南アジアで栽培され、ア

ラビカ種に比べてサイズが小さくカフェインが多く含まれており、苦味が

強く香りは少ないため、主にインスタントコーヒーとして多く使用される。

コーヒー生産量の約 23%を占める。  

③ リベリカ種 – アフリカリベリアが原産地で花、葉、実の大きさが大き

く栽培は容易だが、他の品種に比べて品質が落ちる。次第に衰退していき、

コーヒー生産量の 3%程度を占める。 

○ コーヒーの種類 

① エスプレッソ - イタリア製エスプレッソマシンで抽出時間を短縮させ

て作ったコーヒーで、味と香りが濃く苦味が強い。  

② アメリカーノ – エスプレッソに水を混ぜて薄くしたコーヒー  

③ カフェラテ – 熱い牛乳を添えたコーヒー  

④ カプチーノ – エスプレッソに熱い牛乳、牛乳の泡を材料に作ったイタ

リアコーヒーで、ココアやシナモンパウダーをかけて飲むこともある。  

⑤カフェモカ - エスプレッソに牛乳にチョコレートシロップを入れたコ

ーヒー 

⑥キャラメルマキアート - マキアート牛乳の泡にキャラメルを乗せたコ

ーヒーである。 

○世界 10 大コーヒー生産国 

①ブラジル–世界のコーヒー供給の 40%を占めるコーヒーベルトと呼ばれる

北緯 25 度~南緯 25 赤道付近を正確に通過しているため、コーヒー農業に適

した気候 

②ベトナム 17.1%、③コロンビア 8.4%、④インドネシア 7.1%、⑤エチオピ

ア 4.3%、⑥ホンジュラス 3.6%、⑦インド 3.4%、⑧ウガンダ 3.3%、⑨メキシ

コ 2.4%、⑨ペルー2%などの順となっている。 

在日同胞の皆様！次回までお幸せにお過ごしください。 

          ～ 仙台韓国教育院だより 96 ～      2022 年 3 月 


