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《開会辞に呉仁敦副会長》

《呉賛益顧問挨拶》

《髙隆博会長挨拶》

《第 2 回理事会の様子》

《定期総会で質疑応答している髙会長》

《決算報告に宋暎民財務部長》
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皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は、急な天候不順で大変だと思われます。
また今夏は湿度が高く暑くなりそうなので、熱中症などにお気を付けください。
婦人会だよりと致しまして、年間行事予定をお知らせいたします。

1 月 道民協会家族同伴新年会
10 又は 11 月 日帰りバス旅行

5 月 海外又は国内旅行
（総務部長 朴 恵子）
12 月 定期総会・送年会
以上となっております。
婦人会と致しましては、皆様が笑顔になれるような行事を、皆様のご意見を参考にして役員一同
考えておりますので、会員様におかれては積極的に行事にご参加いただけますようにお願い申し上
げます。

 追伸：何か有りましたら、事務局の方に電話又は FAX を頂けましたらありがたく思います。
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Mail: info@jeju-seinen.org
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Tel: 090-4054-4273
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（親会定期総会にて報告する李青年部長）
（親会定期総会にて報告する李青年部長）
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道議会: http://www.council.jeju.kr
    道議会：http://www.council.jeju.kr
■ 李
済州市龍潭洞
李 碩文
碩文 済州特別自治道教育監
済州特別自治道教育監1959.1.14(55歳)
1959.1.14(55 歳)
済州市龍潭洞
    学歴：
済州大学英語教育科
学歴：済州大学英語教育科
    経歴：
第9代済州特別自治道議員、全国教職員労働組合済州支部長、
経歴：第
9 代済州特別自治道議員、全国教職員労働組合済州支部長、
子供健康済州連帯共同代表、前
子供健康済州連帯共同代表、前済州親環境給食連帯常任代表
済州親環境給食連帯常任代表
    教育庁：http://www.jje.go.kr
教育庁： http://www.jje.go.kr
 李 芝勲 済州市長 1961.10.25(52 歳)済州市旧左邑坪岱里
■ 李 芝勲 済州市長 1961.10.25(52歳) 済州市旧左邑坪岱里
学歴：済州大学史学科
    学歴： 済州大学史学科
経歴：済州道地方議第 21 事務局長、社）済州参与環境連帯共同代表、
    経歴： 済州道地方議第21事務局長、社)済州参与環境連帯共同代表、
有)済州のソリ常任理事、社)地域希望デザインセンタ－代表理事
有)済州のソリ常任理事、社)地域希望デザインセンタ－代表理事
済州市庁：http://www.jejusi.go.kr
    済州市庁：http://www.jejusi.go.kr
乙生 西帰浦市長
西帰浦市長 1955.
10.28(58歳)歳)
西帰浦市孝敦洞
■玄玄 乙生
1955.10.28(58
西帰浦市孝敦洞
   学歴：済州大学史学科
学歴：済州大学行政学科博士
    経歴
：済州特別自治道政策企画官、国体企画団長、
経歴：済州特別自治道政策企画官、国体企画団長、
世界環境首都推進本部長
世界環境首都推進本部長
    西帰浦市庁：http://www.seogwipo.go.kr
西帰浦市庁：http://www.seogwipo.go.kr
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 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してくださる新規理事・会員の皆様を募集致します。
当道民協会の運営行事にご賛同してくださる新規理事・会員の皆様を募集致します。
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、是非会員の紹介並びご入会をお待ち
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、是非会員の紹介並びご入会をお待ち申
申し上げます。
し上げます。

朴朴
才洪女史が
6 月620
日ソ -日ソ-レスト板橋ホ－ルにて
レスト板橋ホ－ルにてお通夜
高
高 哲明副会長のご母堂
哲明副会長のご母堂
才洪女史が
月 日に永眠し、23
20 日に永眠し、23
が、翌日告別式が営まれました。
（享年 91（享年
歳） 91 歳）
お通夜が、翌日告別式が営まれました。
尹尹
恵瑛氏の結婚式が
7 月726
東京ベイにて行なわれました。
朴
朴時男副会長と歌手
時男副会長と歌手
恵瑛氏の結婚式が
月 日アニヴェルセル
26 日アニヴェルセル
東京ベイにて行なわれ

ました。

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、厚くお礼申し上げます。
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、厚くお礼申し上げます。
この度、理事･会員相互間の親睦をより一層深めるべく恒例の『済州道民協会親睦旅行会』を
この度、理事 ･ 会員相互間の親睦をより一層深めるべく恒例の『済州道民協会親睦旅行会』を第 95
第
95 回韓国国体（全国体育大会）
・済州大会開催に併せ故郷済州道で開催する運びとなりました。
回韓国国体（全国体育大会）・済州大会開催に併せ故郷済州道で開催する運びとなりました。
国体が済州道で行われるのは
国体が済州道で行われるのは12
12年ぶりです。在日同胞選手たちの実力が十分に発揮できるよう
年ぶりです。在日同胞選手たちの実力が十分に発揮できるよう微力
微力ながら力添えになればと思います。万障繰り合わせの上、是非ご参加賜りますようお願い申し
ながら力添えになればと思います。万障繰り合わせの上、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
上げます。
開催期間：10/27
（月）～ 29 日（水）2 泊 3 日
 開催期間：10 月 27 日（月）～29 日（水）2 泊 3 日
日程の詳細は追っ
てご案内いたします。
 日程の詳細は追ってご案内いたします。
※※お引越しの際には新しい連絡先を事務局にご一報願います。
お引越しの際には新しい連絡先を事務局にご一報願います。
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