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1 月 26 日（土）午後 5 時より上野精養軒に於いて「2019 年家族同伴新年会・成人式」が開
催され、理事・会員とご家族、ご来賓含め 500 余名の参加があり、盛大に執り行うことが出来
ました事を執行部役員一同、感謝御礼申し上げます。
済州特別自治道から、元 喜龍道知事、金 太石議長、李 碩文教育監、宋 錫彦済州大学総長をは
じめ、64 名の方にご列席いただきました。また国内からは、民団東京本部 金 秀吉団長、李 壽
源監察委員長をはじめ、各関連団体長並びに 59 名の方にご列席頂くことができました。
式典では、李 相訓会長の新年挨拶に始まり、元 喜龍道知事、金 秀吉民団東京本部団長、並び
に各関連団体の来賓の方よりご祝辞を賜りました。また、在日済州婦人会と済州道各機関との間
でプレゼントの交換が行われました。
成人式には鄭 世洋君・秦 健誠君・金 龍泰君・黄 莉奈嬢・金 賢汰君・高 淑瑛嬢 6 名の前途有
望な新成人者達が参加され、李 相訓会長からの祝辞と共に、当協会および済州道各機関より数多
くの記念品が贈呈されました。新成人を代表して高 淑瑛嬢が答辞を述べました。親御様への感謝
の気持ちを忘れず、また、ルーツは済州道であることを忘れずに今後の御活躍・発展を心よりお
祈り致します。二部の懇親会は、夫 奉秋常任顧問からの乾杯で始まり、余興に Why not 3 さん
に来て頂き懐かしのヒットソングを披露してもらい会場の皆様もステップ踏み・手を振りながら
盛り上がり、また毎年恒例のビンゴゲーム・抽選会では歓声・溜息とありながらワクワクしなが
ら楽しんで頂けたかと存じます。
毎年、多数の方たちがお見えになりお酒を交わしながら親睦を深める姿を見
ると改めて自分自身のルーツがやはり済州道であると再確認しました。執行部
の一員として在日済州人 3・4 世達が済州道に行きたくなるように尽力したい
と思います。改めまして会長はじめ役員一同、理事・会員の皆様と一緒に盛り
上げていく所存ですので、今後とも宜しくお願い致します。
来年も１月 18 日（土）にリーガロイヤルホテル東京にて開催いたします。
協会一同励んで参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。
（副会長 梁 日勲）
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《金秀吉民団東京本部団長・宋錫彦総長より祝辞》
《金秀吉民団東京本部団長・宋錫彦総長より祝辞》

《プレゼント交換を終えた各機関長と婦人会役員》

《答辞に高淑瑛嬢》

《済州
《済州MBC
MBC李承琰社長より
李承琰社長よりDVD
DVD 贈呈》
贈呈》

《新成人と金昌禧総聯合会会長》

《懇親会の様子》

《当たる確率高い抽選会は今年も盛り上がりました》
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当協会の金 光一相談役が去る 11 月 14 日駐日本大韓民国大使館において「２０１８年“第１２
回世界韓人の日”記念有功同胞褒賞伝授式」にて「国民勲章牡丹章」を受章されました。
また、２０１８年度 済州特別自治道文化賞授賞式が去る１２月１９日午前１１時より、済州市ソ
ルムンデ女性文化センターにて開催され、国外在外道民部門において金 光一相談役が受賞されまし
た。１９６２年から始まったこの賞は、済州文化芸術の振興と地域社会発展に尽くした功績が顕著
な個人または団体に済州特別自治道民の名で表彰するもので、社会の変化に合わせ受賞部門も拡大・
細分化され、２０００年からは在外同胞にもその対象が拡げられました。
金 光一相談役は、２００５年より２期４年間を副会長として精力的に済州道の行事に協力され、
今日まで相談役として当協会を物心両面に支えてこられました。
又、２００９年より、東京韓国商工会議所の会長を３期７年間に渡って務められ、会員拡充や東
京韓商第２ビル取得の財政基盤の強化、グローバル化と組織繁栄の為の「上海韓国商会」との姉妹
結縁、被災地をはじめ、在日同胞や地域社会支援の為のチャリティー事業、在日商工人の資質向上
や事業発展の為の各種講演会等、多くの事業を行い東京韓商を飛躍的に成長させてこられました。
そして、２０１１年より混迷していた在日韓国商工会議所を統合する為に計り知れない労力を費
やし、２０１６年より２年間、一般社団法人在日韓国商工会議所の会長職を立派に務められ、現在
は名誉会長としてご尽力されております。このように、済州道、在日済州人の為はもちろん、在日
商工人の経済発展の為にも絶えず努力され、同胞社会で幅広い信任を得ていることなどが受賞の理
由でした。
式場には、金 光一相談役の奥様や済州在住の御親戚の皆様、東京韓商や在日韓商の事務局の方々、
私、李 相訓も参席させて頂きました。金 光一相談役は多忙のため、当日の式典終了後にはすぐ空
港へ向かい帰京されましたが、前日の夜にお時間を作って頂き、私達に美味しい鮑料理等を振る舞っ
て下さいましたので、ご一緒にお祝いすることができました。
国民勲章牡丹章受勲、文化賞受賞を心よりお祝い申し上げます。

《褒賞伝授式にて金相談役とご家族》

《済州道文化賞受賞式で元知事と》
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「第 150 回済友会ゴルフコンペ」が 9 月 25 日茨城県霞ヶ浦国際ゴルフコース
「第
「第146
150回済友会ゴルフコンペ」が
回済友会ゴルフコンペ」が99月
月26
25日茨城県霞ヶ浦国際ゴルフコース
日茨城県霞ヶ浦国際ゴルフコース
にて開催され 150 回と節目のコンペで 6 組 21 名の大勢参加の中賑やかに開催
にて開催され 4
組
16
名が参加しました。今回から済友会は李
相訓会長の下催
150 回と節目のコンペで 6 組 21 名の大勢参加の中賑やかに開催
されました。李 相訓会長から参加者全員にボール 1 スリーブがプレゼントされま
されます。この日は、天気も良く風も爽やかな良いコンディションでした。それ
されました。李
相訓会長から参加者全員にボール 1 スリーブがプレゼントされま
した。いつも、ありがとうございます。今回は 150 回を記念し千駄木の焼肉うし
からプレイには参加しませんが、李 相訓会長が来て頂きました。会長の挨拶の際、
した。いつも、ありがとうございます。今回は
150 回を記念し、韓 永紀副会長の
くろで食事会を開催しました。
（事業部長 金 哲祥）
お店である千駄木の焼肉うしくろで食事会を開催しました。
（事業部長 金 哲祥）
参加者全員にゴルフボール(3 ヶ入り)を参加賞として提供して頂きました。又、
表彰式の際にも賞金にと 2 万円を協賛して頂きました。

 優 勝： 朴 世正
 優 勝： 朴 世正
 優 勝：

金

東槿

（事業部長 金 哲祥）

準優勝： 李 大浩
準優勝： 李 大浩

三 位： 李 壽源
三 位： 李 壽源

準優勝：

三 位：

李

大浩

金

聖宗

｢第 151 回済友会ゴルフコンペ｣が 11 月 28 日茨城県霞ヶ浦国際ゴルフコースにて開催され 5 組
第 151 回済友会ゴルフコンペ ｣ が 11 月 28 日茨城県霞ヶ浦国際ゴルフコースにて開催され
18｢ 名が参加しました。年末を差し控え何かとお忙しい中、多くの会員様のご参加ありがとうござ
5
組 18 名が参加しました。年末を差し控え何かとお忙しい中、多くの会員様のご参加ありがとう
いました。恒例となりました李
相訓会長からのボールプレゼントありがとうございます。秋晴れ
｢第 147 回済友会ゴルフコンペ｣が 12 月 11 日(月)茨城県霞ヶ浦国際ゴルフコースにて開催され
ございました。恒例となりました李
相訓会長からのボールプレゼントありがとうございます。秋晴
のベストコンディション中スタートしました。
ました。参加者 5 組 19 名、今回も前回同様に李 相訓会長からゴルフボール(3 ヶ入り)を参加賞か
れのベストコンディション中スタートしました。
 優 勝： 李 相訓
準優勝： 姜 正蘭
三 位： 禹 ヒジョン
ら頂きました。表彰式には 2 万円を協賛して頂き、ありがとうございました。
準優勝： 姜 正蘭
三 位： 禹 ヒジョン
 優 勝： 李 相訓
今回は、忘年コンペと云う事でプレイもパーティーも大変盛上りました。
次回、｢第 148 回コンペ｣は３月 19 日に霞ヶ浦国際ゴルフコ－スにて行われます。会員皆さまの
ご参加を心よりお待ちしております。
 優 勝： 鄭 成男
準優勝： 金 聖宗
三 位： 玄 忠吉
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次回、｢第
152
回コンペ｣は
年最初
次回、｢ 第
152
回コンペ ｣ 4
は月
43
月日に霞ヶ浦国際ゴルフコ－スにて行われます。2019
3 日に霞ヶ浦国際ゴルフコ－スにて行われます。2019
年
のコンペで平成最後のコンペです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
最初のコンペで平成最後のコンペです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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안녕하십니까 ? 青年部長の髙奈利と申します。
私たち青年部は 18 歳〜 45 歳のメンバーで月に 1 度定例会を開催しています。
8 月ビアガーデンにて夜風に当たりながら懇親を深め、
9 月は日比谷公園で開催された日韓交流おまつりに出向き、他団体の皆さんと交流を図りながら
韓国料理やＫＰＯＰなどの韓国文化に触れ、
10 月は昨年に引き続き、済州道、慶尚南道、慶尚北道との 3 団体合同バーベキューを行いました。
総勢 96 名という参加者で、メンバーの家族を交え 1 日中普段なかなか会えないメンバーとの土手
遊びを楽しみました。
また、11 月には 2 泊 3 日の初の札幌旅行に行ってきました。北海道ならではの食事を楽しみ、
乗馬や観光など、旅行を通じて、今まで以上に仲間との絆が深まりました。
12 月の忘年会では大間のまぐろ 1 丁を目の前に、はまぐり
ですくって食べるなど、毎月さまざまな企画を青年部の仲間た
ちと楽しんでいます。
新しい会員も増え、いつも和気あいあいと楽しい時間を過ご
しておりますが、今後は済州道の歴史や文化など、外部の先生
をお招きして学ぶ機会なども設けたいと思っております。
済州の心を私たちが受け継ぎ、また次世代へと繋いでいく
一員になれたらと思います。
会員たちの職種は経営者、医療従事者、各種専門職など多岐にわたり、ビジネスや新しいネット
ワークを広げていく上でも、同郷で結ばれた絆はさらに大きな力になってくれることでしょう。
また、協会からの支援のおかげで、定例会の個人の負担も 2,000 円ほどで行えております。
ぜひお子様やご親戚にこの青年部の存在をお伝えいただき、お気軽にご連絡ください。
新しい仲間に出会えることを楽しみにしています。

＜お問い合わせ＞
青年部長 髙 奈利

TEL

080-6608-1439
№ 50-11

 詳しくは当協会事務局までお問合せください。

道民協会便り

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-19-5
TEL 03-3832-4411・5077

FAX 03-3832-5078

http://www.jejudomin.org

当道民協会の運営行事にご賛同頂きました新規理事・会員の皆様です。
今後とも、会員相互の親睦、相互協調を深めて参りたいと思いますので、宜しくお願い申し上げま
当道民協会の運営行事にご賛同頂きました新規理事・会員の皆様です。
す。これからも会員のご紹介並びにご入会をお待ち申し上げます。
今後とも、会員相互の親睦、相互協調を深めて参りたいと思いますので、宜しくお願い申し上
◐ 新規会員：（埼玉県 川口市）洪 亨郁、（葛飾区）康 敬瓚・康 藏哲、
げます。これからも会員のご紹介並びにご入会をお待ち申し上げます。
◐ 新規理事：
（練馬区）權 宗昱
（新宿区）高
海正、（埼玉県 川口市）慎 正哲、（荒川区）玄昌起・李 泰暢、
◐ 新規会員：
（千葉県
千葉市）金
相憲、
（葛飾区）尹
英史、
（江東区）金
（港 区）玄 公熙
（北 区）丁
福男、（目黒区）金
英福、
（府中市）金
興培正敏、

金 玟晳氏が病気療養中のところ、4
月永眠されました。
（享年
才）

 元会員
在日済州婦人会顧問
夫 順末氏が済州道で病気療養中のところ
7
月 3183
日永眠され、葬儀は近
李 京旻氏のご尊父李
奉錫氏が、病気療養中のところ
8 月 7 日永眠され、9 日済州
 国際部長
親者のみで営まれました。
（享年
79 才）
（享年 74 才）
当協会 顧問 李 時香氏（会長 李 相訓氏ご尊父）が病気療養中のところ
9 月 7 日ご逝去され、
 道西帰浦市山房福祉会館葬儀場にて葬儀が営まれました。
哲明副会長のご次女
晴美嬢と民団中央本部
朴
安淳議長のご子息
相昱君の結婚式が
9月
 高お通夜９月
14 日町屋斎場にて、翌日告別式が営まれました。（享年 79 才）
日八芳園にて行われました。
 30
安 次男のご尊父安 俊夫元会員が病気療養中のところ 11 月 23 日永眠され、葬儀は近親者の
 元理事 張 政宗（長岡正宗）氏が病気療養中のところ、11 月 16 日に永眠され、21 日寛永
みで営まれました。（享年 72 才）
寺輪王殿にてお通夜、翌日告別式が営まれました。（享年 84 才）
 康 英雄会員のご母堂金 敬姫女史が 12 月 5 日永眠され、葬儀が営まれました。（享年 91 才）

済州特別自治道では、
「成長する済州道、グロ－バル済州人、一つになる！」
をテーマに 10 月 12 〜 14 日迄『世界済州人大会』を開催します。在外済
世界７大自然景観済州道最大の郷土文化祝祭である耽羅文化祭が開催 57 周年を迎え、7 年ぶりに
州人 1 世代から次世代までを網羅し 130 万の済州人を一つに繋げるネット
『2018 海外に訪れる耽羅文化祭』として東京で開催します。在日済州道民をはじめ日本居住同胞
ワークになると期待を寄せています。皆様のご関心と積極的なご参加をお願
と日本の方に幅広く郷土色濃厚な済州文化を共に鑑賞し、文化的感動を分かち合う機会を提供し
い申し上げます。詳細が決まり次第ご案内致します。
“世界中が訪れる済州、世界中に訪れる済州”を広く宣揚するため、下記通り開催します。一緒に
異文化に触れ合いながら楽しい時間を過ごしましょう。どうぞご家族、ご友人や近隣の皆様もお誘
い合わせのうえ、是非足を運んでみてください。ご来場をお待ち申し上げます。
❖ 日
程：２０１８年４月１１日（水）受付：午後３時半 開演：午後４時
❖ 場
所：ギャラクシティ・西新井文化ホ－ル 1・2 階 URL：www.galaxcity.jp
〒123-0842 東京都足立区栗原 1-3-1
TEL：03-5242-8161
FAX:03-5242-8165
日頃は当協会が推進する諸般事業に格別のご支援とご協力を賜り、厚く
❖ 入場無料（※ ご来場された方にもれなくプレゼント贈呈）
お礼申し上げます。
❖ アクセス：・東京メトロ日比谷線、半蔵門線は東武スカイツリーラインに直通
この度、会員の皆様と楽しめる『日帰り旅行』を企画致しております。
・ 東武スカイツリーライン「西新井駅」下車、東口から徒歩３分
ご家族と共に楽しいひと時を過ごしませんか？ お誘い合せのうえ、是非
ご参加いただきますよう役員一同、心よりお待ちしております。
 日程など詳細については追ってご案内致します。
※ お引越しの際には新しい連絡先を事務局宛にご一報願います
※ お引越しの際には新しい連絡先を事務局宛にご一報願います。
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