
パースふくしまの会 / Fukushima Society in Perth

■県人会基本情報
・設立年月日：2013 年２月 
・代表者：会長 ストックトン亜紀子
・活動中心地：オーストラリア パース
・会員数：31 人
・Website: http://perth-fukushima-kenjinkai.com/

■ Basic Information of the Kenjinkai
・Date of Establishment: February 2013
・President: Akiko Stockton
・Place of Activity: Perth, Australia
・Members: 31 people
・Website: http://perth-fukushima-kenjinkai.com/

■ Introduction of the Kenjinkai and its Main Activities
  When we realized that many in Perth, Australia wanted to help with the revitalization of Fukushima, we decided to 
establish the Fukushima Kenjinkai in Perth with the participation of people from or connected in some way to Fukushima. 
Since then, we have ran a Fukushima booth at the “Japan Festival”, a festival that attracts many visitors every year. We 
highlight Fukushima as well as sell local specialty food and crafts from Fukushima, and use the money collected from sales 
to support children’s activities in Fukushima. With a spirit of “It’s No problem”, members do whatever they can whenever 
they can with the hope of bringing smiles to children in Fukushima.

■県人会の概要（主な活動、設立経緯、歴史等） 
　ここ西オーストラリア州のパースで、東日本大震災の復興支援に思いを寄せる人たちが多いことを知り、
福島市出身者と福島県にゆかりのある人たちで「パースふくしまの会」を設立。以降、毎年パースの街中で
行われるたくさんの人で賑わう「日本祭り」では、ふくしまブースを出展している。福島の魅力を精一杯アピー
ルするとともに、福島県産の食品や物品を販売し、集まった義援金で福島県の子供たちの様々な活動を支援
し続けている。『さすけねぇ～』の精神で、「できる人が、できるときに、できるだけ」をモットーに、故郷
の子供たちに笑顔をプレゼントしたい一心で活動中。

■復興支援事業
・2013 年 10 月：福島県との交流事業（福島大学等）を実施。
・2014 年 2 月：「パース日本祭り」にて本県ＰＲブースを設置。（以後毎年継続）
・2014 年 4 月：オーストラリアで集めた本県への支援メッセージ等を県庁で展示後、県内の特別支援学校等へ寄贈。
・ 2014 年 5 月：オーストラリアン・ホテルズ・アソシエーションが開催したホスピタリティ・エキスポ酒ブースに出展し、

蔵元２社とともに県産日本酒を PR。（翌年と 2 回実施）
・2015 年 1 月：第 2 回サミットで紹介した映画「物置のピアノ」が日本映画祭で上映、仲介役。
・2015 年 4 月：「心のサポート・プロジェクト」にて福島県の情報を発信。
・2016 年 5 月：パース着物クラブとの合同イベントで福島県の情報を発信。
・2016 年 10 月：「福島県観光・物産セミナー in パース＆シドニー」に協力。
・2016 年：大使館の平成 28 年天皇誕生日レセプションにて福島県の魅力を PR。
・2018 年 3 月：「パース日本祭り」にて県産の食品と物品を販売し福島の魅力を PR。
・2018 年 4 月：桜の聖母高サッカー部などへ支援金を寄附。
・2019 年 3 月：「パース日本祭り」にて県産の食品と物品を販売し福島の魅力を PR。
・ 2019 年 6 月：在パース日本国総領事館主催の「サイクル・アラウンド・ジャパン」に参加し、福島県の観光名所

を PR。
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■ Activities Supporting the Revitalization of Fukushima
・October 2013: The Kenjnkai held an exchange project with Fukushima Prefecture (Fukushima University, etc.)
・ February 2014: The Kenjinkai ran a Fukushima PR booth at the Japan Festival in Perth. (Has continued every year since 

then)
・ April 2014: After messages for people of Fukushima collected in Australia were exhibited at Fukushima Prefectural Office, 

they were presented to Special Needs Education Schools, etc. 
・ May 2014: The Kenjinkai ran a sake booth at the Hospitality EXPO hosted by the Australian Hotels Association and 

promoted sake from Fukushima in cooperation with two breweries. (Also held in the following year.)
・ January 2015: “A Piano in Storage,” which was shown at the 2nd Overseas Fukushima Kenjinkai Summit, was screened at 

the Japanese Movie Festival.
・April 2015: The Kenjinkai participated in the Mental Support Project and shared information about Fukushima. 
・ May 2016: The Kenjinkai participated in a joint event with the Perth Kimono Club and shared information about 

Fukushima. 
・ October 2016: The Kenjinkai helped support for the Fukushima Prefecture Tourism & Specialty Seminar in Perth and 

Sidney.
・ 2016: The Kenjinkai participated in a reception for the Emperor’s birthday hosted by the Embassy and highlighted 

Fukushima.
・March 2018: The Kenjinkai sold food and goods from Fukushima at the Japan Festival in Perth and promoted Fukushima.
・April 2018: Donated funds to the Soccer Club at the Sakura no Seibo Gakuin, etc. 
・March 2019: The Kenjinkai sold food and goods from Fukushima at the Japan Festival in Perth and promoted Fukushima. 
・ June 2019: The Kenjinkai participated in Cycle Around Japan hosted by the Consulate-General of Japan to Perth and 

promoted tourist sites in Fukushima. 
・ December 2019: The Kenjinkai presented 80 hand-made blankets from the Knitting Club in Perth to a special nursing 

home for the aged, “Nagomi no Sato.”
・ March 2020: The Kenjinkai shared information about Fukushima and introduced Aizu lacquerware at the Japan Festival in 

Perth. 
・ June 2020: The Kenjinkai brought messages from schools and organizations in Fukushima to elementary schools and high 

schools in Australia seriously damaged by the forest fires in New South Wales.
・ July 2020: The Kenjinkai donated funds collected at cram schools in Perth and the Fukushima Society in Perth to the 

Inawashiro Special Needs Education School.

■ Messages from the Kenjinkai to Fukushima Prefecture on the 10th Anniversary of the Disaster
  In March 2011, while I was in my last month of pregnancy, I was watching TV at home when I saw the tragic videos of 
the disaster in Fukushima. I will never forget them. It has been 10 years since the Great East Japan Earthquake and my 
daughter has become 10 years old in March. Many around the world continue praying for the people of Fukushima even 
after many years have passed. For further revitalization and dispelling harmful rumors of Fukushima, we continue providing 
accurate information about Fukushima while highlighting its beautiful nature and more.

・2019 年 12 月：特別養護老人ホーム「なごみの里」にパース在住編み物クラブ手製のひざ掛け 80 枚を寄贈。
・2020 年 3 月：「パース日本祭り」にて、福島の情報発信と会津塗の作品の紹介。
・ 2020 年 6 月：豪ニューサウスウェールズ州の山火事関連で、一番被害の大きかった現地の小学校とハイス

クールに、福島の学校や団体からの応援メッセージを寄贈。
・2020 年 7 月：現地のパース補習授業校とパースふくしまの会で集った義援金を、猪苗代支援学校へ寄附。

■震災後 10 年を迎える福島県へのメッセージ
　2011 年 3 月、臨月のお腹を抱えながら、パース自宅のテレビで見たあの悲惨な光景は、決して忘れるこ
とができません。その娘も今年 3 月で 10 歳。震災から何年経とうと、福島を応援する人は世界中にたくさ
んいます。さらなる復興へ向けて、また風評払拭の為にもパースで正しい知識を広めていくとともに、現在
の福島、そして美しい自然の多い魅力あふれる福島を発信し続けていきます。今後もこちらでできることを
継続しながら、細く長く活動し、福島を応援していきます！
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