
シアトル福島県人会 / Seattle Fukushima Kenjinkai

■県人会基本情報
・設立年月日：1918 年
・代表者：会長 Alan Yamada
・活動中心地： アメリカ合衆国ワシントン州 

シアトル
・会員数：60 人 

■ Basic Information of the Kenjinkai
・Date of Establishment: 1918
・President: Alan Yamada
・Place of Activity: Seattle, WA, U.S.A.
・Members: 60 people

■ Introduction of the Kenjinkai and its Main Activities
  Fukushima Club (Kenjinkai) was established in 1918 to provide support for the people who came from Fukushima without 
family. The club was restarted after the war in 1950.
  Currently, we have about 60 members. Some are 2nd, but most are 3rd and 4th generations.
  We have our annual New Year Party every third Sunday in January to catch up on current member’s news. We also use 
this time to introduce the “charm of Fukushima” with current brochures and information about the revitalization after the 
earthquake.
  As time goes by, there are an increasing number of younger people who do not know much about Fukushima, the 
hometown of our ancestors. 
  We have participated in “the Fukushima Program for North American Kenjinkai Youth” where they experienced the 
history and culture of Fukushima Prefecture and the state of revitalization after the earthquake. We are working to develop 
future leaders for the Kenjinkai.

■県人会の概要（主な活動、設立経緯、歴史等） 
　シアトル福島県人会は、家族の支援なしに福島から移住した人達が互いに助け合うために 1918 年に設立
された。県人会は戦後 1950 年に再開した。現在は何人かの二世と、後はほぼ三世、四世の世代約 60 人の会
員がいる。
　私たちは毎年 1 月の第 3 日曜日に恒例の新年会を開催し、会員と最新の出来事を共有している。またこの
機会を使って、最新のパンフレットや福島の復興情報とともに福島の魅力を紹介している。
　時が過ぎるにつれて、我々の先祖のふるさと福島をあまり知らない若い会員が増えている。
　県の「北米移住者子弟研修」に参加する機会を活用して、若者たちに福島県と日本について学び、福島県
の歴史と文化、震災後の復興状況を体験してもらった。将来の県人会をリードする人材の育成に取り組んで
いるところである。

■復興支援事業
・在外福島県人会サミット参加（第 1 回、第 3 回）
・ 「北米移住者子弟研修」に県人会の若手会員が参加し、福島の復興の進捗状況を学び、県人会や周囲に情報発

信を行った。（2017 年度、2019 年度）
・ 2 ～ 3 万人が集まるシアトル秋祭りにて福島県ブースを設置。福島県の情報発信を行った。  
（2013 年、2014 年、2015 年、2016 年）

・シアトル桜祭りで福島県ブースを設置。福島県の情報発信を行った。（2013 年から 2019 年、4 月）
・2014 年 3 月 : 「Act for Japan」に県人会が協力。
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■ Activities Supporting the Revitalization of Fukushima
・Participated in the “Overseas Kenjinkai Summit (1st and 3rd)”.
・ Young members participated in “Fukushima Program for North American Kenjinkai Youths”and learned the progress of 

Fukushima’s revitalization. Then they shared information about Fukushima with the Kenjinkai and other people. 
 (2017, 2019 fiscal year)

・ Had a Fukushima booth at the Aki (Autumn) Matsuri Festival, which attracts 20,000 to 30,000 people. Information on 
Fukushima Prefecture was shared.(2013, 2014, 2015 2016)

・ Had a Fukushima booth at the Seattle Cherry Blossom Festival. Information on Fukushima Prefecture was shared. (April:, 
2013-2019)

・March 2014: The Kenjinkai supported the event, “Act for Japan”.
・ July 2015: The Kenjinkai visited the Prefecture on a “Furusato (Hometown) Tour” to learn about Fukushima’s current 

situation. Information was shared with others after visiting Japan.
・ January 2016: Shared information on Fukushima prefecture at the New Year's party at the Consulate General Official 

Residence
・ March 2016: Information on Fukushima Prefecture was shared for the crisis management event sponsored by the 

Consulate General.
・Japan Fair (formerly Aki Matsuri) held at Meydenbauer Center in July in Bellevue, WA (2017, 2018, 2019)
・ Participated in the event at Bellevue College (Japan Week) and information on Fukushima Prefecture was shared. (2017, 

2018.2019)
  Participated in JET Transitions, Receptions and New Year Parties (2016, 2017, 2018)
・Welcomed a group of students, teachers and chaperones from Fukushima with a dinner
・ Welcomed a group of students from Tohoku region to discuss the revitalization with elementary and middle school 

students.
・College students from Tohoku shared “festival” with elementary students about Japan.

■ Messages from the Kenjinkai to Fukushima Prefecture on the 10th Anniversary of the Disaster
  I commend Fukushima Prefecture for its dedication and perseverance during the reconstruction and restoration in the 
aftermath of the devastating earthquake and tsunami ten years ago.
  Your Prefecture showed persistence and patience during an unimaginably difficult time of nuclear radiation fears, despair 
and desolation. 
  It is our sincere hope that the future of Fukushima Prefecture will continue to make progress.
  Wishing you all the best to remain healthy, well and safe.

・2015 年 7 月 : 福島の現状を知り、帰国後の情報発信に役立てるため、「ふるさとツアー」を企画し福島県を訪問した。
・2016 年 1 月 : 総領事館での新年会にて福島県情報を発信。
・2016 年 3 月 : 総領事館等が後援の危機管理イベントにて福島県の情報を発信。
・ 7 月にワシントンにあるベルビュー大学のメイデンバウアーセンターで開かれたジャパンフェア（元秋祭り）に参

加（2017、2018、2019）
・ベルビュー大学にてイベント（Japan Week）に参加し、福島県の情報発信を行った。（2017、2018、2019）
・JET 参加者の壮行会・新年会に参加（2016、2017、2018）
・福島からの学生、教師、随行者一行をウェルカムディナーで歓迎した。
・復興について議論するために東北地域からの小中学生を受入れた。
・東北の大学生が小学生と「祭り」を共有した。

■震災後 10 年を迎える福島県へのメッセージ
　10 年前の壊滅的な地震と津波の影響の中、福島の復興と再建に向けての献身と不屈の努力に対して、心
から厚く敬意を表します。
　貴県は放射能の恐怖、絶望、悲しみを伴う想像を絶する困難な中、粘り強さと忍耐を示しました。
　福島県の未来が一層発展することを切に願っています。
　健康で安全であり続けますよう、皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
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