
ニューヨーク福島県人会  /New York Fukushima Kenjinkai 

■県人会基本情報
・設立年月日：2003 年 6 月 7 日
・代表者：会長 竹田 小夜子
・活動中心地 : アメリカ合衆国ニューヨーク市
・会員数：60 人

https://www.facebook.com/
NyuyokuFuDaoXianRenHuiNewYork
FukushimaKenjinkai/

■ Basic Information of the Kenjinkai
・Date of Establishment: June 7, 2003
・President: Sayoko Takeda
・Place of Activity: New York, U.S.A
・Members: 60 people
・Facebook: 
  https://www.facebook.com/NyuyokuFuDaoXianRenHuiNewYorkFukushimaKenjinkai/

■ Introduction of the Kenjinkai and its Main Activities
  Since the 9/11 in 2001, we felt the need for a Kenjinkai as a safety net for emigrants from Fukushima living 
in New York and the surrounding area. This Kenjinkai was established in 2003, and we gather several times 
a year to deepen interactions among members. 
  From 2010, we have often held events jointly with Hokuhoku-kai (an association of Hokkaido and six 
prefectures in Tohoku Region). The 3/11 Hokuhoku-kai Memorial Ceremony that has taken place each 
year since March of 2012 with the participation of the Japanese Ambassador to New York and his wife has 
become one of the major events in the Japanese community in New York.

■県人会の概要（主な活動、設立経緯、歴史等） 
　2001 年 9 月 11 日の同時多発テロをきっかけに、ニューヨークとその周辺に住む福島県人のセーフティネッ
トとして県人会の必要性を感じ、2003 年に正式に会が発足。年に何度か集まって、会員同士の親睦を深め
ている。
　2010 年からは「ほくほく会」（東北六県プラス北海道連合会）として活動することも多くなっている。
2012 年 3 月から毎年欠かさず開催している「3.11 ほくほく会追悼式」は、大使夫妻ご臨席のもと、ニューヨー
クにおける日系人コミュニティの最大の催し物の一つとなっている。
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■ Activities Supporting the Revitalization of Fukushima
・Participated in the Overseas Fukushima Kenjinkai Summit (1st, 2nd, and 3rd).
・ 3/11 Hokuhoku-kai Memorial Ceremony has been held in March since 2012 and the Kenjinkai joins each 

year to report progress in the revitalization of Fukushima. 
・ October 2016: When the Governor of Fukushima visited the United States, the Kenjinkai helped to organize 

a reception and a visit to the grave of Hideyo Noguchi. 
・March 2018: The Kenjinkai shared information about Fukushima at Grand Central Station on Japan Day.

■ Messages from the Kenjinkai to Fukushima Prefecture on the 10th Anniversary of the Disaster
  The science and technology being applied to the decommissioning of the Fukushima No.1 Nuclear Power 
Station has attracted attention. Everything that is being attempted at the power plant is being attempted for 
the first time, meaning that Fukushima is leading the world in the development of technology that is sure to 
be of immeasurable value to nations around the world.

■復興支援事業
・在外福島県人会サミット参加（第 1 回、第 2 回、第 3 回）
・ 2012 年から現在までの毎年３月に、「3.11 ほくほく会追悼式」を開催し、福島からの被災地報告を欠かさず行って

いる。
・ 2016 年 10 月 : 知事米国訪問に際し、ふくしまから感謝の夕べレセプション、並びに野口英世博士墓所訪問に協

力した。
・2018 年 3 月 : グランドセントラル駅でのジャパンデーにて福島県の情報を発信した。

■震災後 10 年を迎える福島県へのメッセージ
　福島第一原子力発電所の廃炉に向けた科学技術に世界中の注目が集まっています。何もかもが世界初とい
うことで、この分野では今や福島が世界をリードしていることを、私たちニューヨーク福島県人会員は心よ
り誇りに思っています。
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