
メキシコ福島県人会 / Mexico Fukushima Kenjinkai

■県人会基本情報
・設立年月日：2014 年 5 月 31 日
・代表者：会長 佐藤 栄二
・活動中心地： メキシコ合衆国 

メキシコシティ市
・会員数：41 人 

■ Basic Information of the Kenjinkai
・Date of Establishment: May 31, 2014
・President: Eiji Sato
・Place of Activity:  Mexico city, United Mexican 

States
・Members: 41 people

■ Introduction of the Kenjinkai and its Main Activities
  After holding events celebrating Mexico-Japan friendship in 2014 in Mexico, the Mexico Fukushima 
Kenjinkai was established with support from Japanese Ambassador Mekata to promote interactions among 
members with connections to Fukushima and to highlight Fukushima in Mexico.
  We hold meetings twice a year (New Year’s and Year-End gatherings), run a booth at the Autumn 
Festival hosted by the Japanese Association of Mexico to sell Namie fried noodles, sake, peaches, and snacks 
from Fukushima, and provide pamphlets about sightseeing in Fukushima. We also participate in an event 
celebrating the Emperor’s birthday at the residence of the Japanese ambassador to Mexico and provide 
Akabeko (red cow from Fukushima) goods, etc. 
  The Kenjinkai also donates the profits of a charity event to local governments in Fukushima where the 
members are from, engage in events to highlight Hideyo Noguchi, and invite students from Fukushima to 
schools in Mexico to promote interactions among people in Mexico and Japan. 

　

■県人会の概要（主な活動、設立経緯、歴史等） 
　メキシコにおいて各種日墨友好記念イベントが開催された 2014 年を契機に、従来、有志で開催していた
福島県人の集まりを当時の目賀田日本大使の協力を得て、福島県に所縁あるメンバーのメキシコでの親睦、
その他当地における福島のアピール等を目的としてメキシコ福島県人会は設立された。
　年間２回の定期会合（新年会、忘年会）の他、日墨協会主催の秋祭りに毎年出展し、メキシコ人向けに、
浪江焼きそば、福島県産のお酒、桃、お菓子等を販売するとともに、当地観光パンフレット等を配布。日本
大使公邸で実施される天皇誕生日祝賀イベントにも参加し、赤べこグッズなどを配布。
　その他、メンバー有志の活動として、チャリティイベント収益の出身自治体への寄附、野口英世のメキシ
コでの活動に関するイベント、福島県の児童を当地の学校に招待するイベントなどを不定期に実施し、メキ
シコ人と日本人の交流促進を図っている。
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■ Activities Supporting the Revitalization of Fukushima
・ The Kenjinkai ran a booth to highlight Fukushima at the Autumn Festival hosted by the Japanese Association of 

Mexico. (2015, 2016, 2017, 2018)
・ The Kenjinkai shared information about Fukushima at the reception for the Emperor’s birthday at the Embassy of 

Japan in Mexico. (2015, 2016, 2017, 2018)
・ November 2017: The Kenjinkai participated in the 3rd Overseas Fukushima Kenjinkai Summit.
・ 2018-2019: The Kenjinkai ran a booth to share information about Fukushima at the 100th anniversary of Hideyo 

Noguchi’s arrival in Mexico and other events. (September 2018 in Mexico City, August 2019 in Merida, October 2019 
in Inawashiro Town)

・July 2019: The Kenjinkai participated in the YELL FROM FUKUSHIMA CITY event by sending a message.
・ 2019-2020: The Kenjinkai paid visits to Japanese schools in Mexico, to which they donated books and cartoons about 

Hideyo Noguchi. (November 2019 in Mexico City, February 2020 in Irapuato, Aguascalientes, etc.)

■ Messages from the Kenjinkai to Fukushima Prefecture on the 10th Anniversary of the Disaster
  Progress toward recovery from the Great East Japan Earthquake that struck on March 11, 2011 must seem 
slow to the people of Fukushima. The damage caused by the nuclear power station accident will require 
close cooperation by TEPCO, the Japanese Government, the Prefectural Government, and the citizens of 
Fukushima over generations to completely resolve. Fortunately, Fukushima is blessed with affluent nature 
and beautiful landscapes, and has been successfully establishing itself as a sightseeing destination. There 
is also a university that has led research and development in IT, which shows that it has successfully 
developed as a base to cultivate strength and intelligence in the youth. 
  We are confident that the people of Fukushima will succeed in their revitalization efforts by highlighting 
distinctive aspects of culture, education, and tourism. We are always with you and will always support you!

■復興支援事業
・日墨協会主催の秋祭りに福島県 PR ブースを出展した。（2015 年、2016 年、2017 年、2018 年）
・在メキシコ日本国大使館での天皇誕生日レセプションにて福島県情報を発信。（2015 年、2016 年、2017 年、2018 年）
・2017 年 11 月 : 在外福島県人会サミット参加（第 3 回）
・2018 ～ 19 年 : 野口英世博士渡墨 100 年記念イベント等への出展により福島県の情報を発信。
  （2018 年 9 月メキシコシティ市、2019 年 8 月メリダ市、10 月猪苗代町）
・2019 年 7 月　YELL　FROM　FUKUSHIMA　CITY イベントへのメッセージ参加。
・2019 ～ 20 年 : 野口英世博士関連書籍、漫画の各地の日本人学校等への寄附と訪問。
  （2019 年 11 月メキシコシティ市、2020 年 2 月イラプアト、アグアスカリテンテス市他）

■震災後 10 年を迎える福島県へのメッセージ
　2011 年 3 月 11 日の東日本大震災から 10 年間、とても長い日々だったことと存じます。特に原発関連の
被害については、今後、何世代にも渡り、問題を解決すべく、東京電力、国、県庁、福島県民が協力して対
処することになると思われます。幸いにも、福島県は風光明媚で、海の幸、山の幸にも恵まれ観光立県とし
ての地位を築きつつあります。また IT 分野でも先端を行く大学もあり、今後、福島県人らしい粘り強さと
新しい知性を持った若者が育つ土壌はできつつあります。
　将来、福島県が日本の中でも文化、教育、観光の面で際立った県となるよう、海外から引き続き応援活動
をしていきたいと存じます。
　頑張ろう福島！
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