
ソウル福島県人会 / Seoul Fukushima Kenjinkai

■県人会基本情報
・設立年月日：2014 年 9 月 26 日
・代表者：会長 成田 真美
・活動中心地 : 韓国 ソウル
・会員数：33 人

■ Basic Information of the Kenjinkai
・Date of Establishment: September 26, 2014
・President: Mami Narita
・Place of Activity: Seoul, South Korea 
・Members: 33 people

■ Introduction of the Kenjinkai and its Main Activities
  Since its establishment in 2014, mainly Korean residents have been doing activities at the Seoul Fukushima 
Kenjinkai. For annual events, we promote friendship among members at the annual Japan-Korea Festival 
and regular meetings, introducing the charms of Fukushima Prefecture, and promote information on the 
revitalization of Fukushima Prefecture.
  Since last year, our Kenjinkai has been promoting the revitalization of Fukushima Prefecture and the 
charms of prefectural products while planning joint regular meetings with Yamagata Kenjinkai and 
cooperating with other Kenjinkais in Korea, thereby helping to dispel harmful rumors in Fukushima 
Prefecture. We have been holding small-scale regular meetings this year. We will continue to work with a 
sense of mission to prevent the spread of harmful rumors about Fukushima in South Korea.

■県人会の概要（主な活動、設立経緯、歴史等） 
　ソウル福島県人会では、2014 年の設立以降、韓国在住者を中心に活動を行っている。
　年間行事としては、毎年開催される「日韓お祭り」や「定例会」で会員間の親睦を図ったり、福島県の魅
力の紹介や、福島県の復興情報のアピールをしている。
　昨年から山形県人会との共同定例会の企画などもしながら、在韓の他の県人会とも連携を取りつつ、福島
県の復興と県産品の魅力を発信し、福島県の風評払拭を支援している。今年は小規模での定例会を行ってい
る。これからも韓国での福島の風評拡散の防止のために使命感を持って活動していく予定である。
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■ Activities Supporting the Revitalization of Fukushima
・ October 2015: Information about Fukushima Prefecture was shared along with serving Imoni at the 

exchange event “Seoul-Tokyo section”.
・ 2015: Information about Fukushima Prefecture was shared at the Embassy's 2015 Emperor's Birthday 

reception.
・February 2017: Fukushima Flower Exhibition was held.
・February 2017: Participated in the Overseas Fukushima Kenjinkai Summit (3rd) 

■ Messages from the Kenjinkai to Fukushima Prefecture on the 10th Anniversary of the Disaster
  To all of you in Fukushima Prefecture, I have been distressed by not being able to come back to your 
hometown for 10 years since the earthquake disaster, but I am surprised and grateful to you in your 
potential while watching the remarkable reconstruction situation. I wish you continued development. We will 
actively promote the goodness of Fukushima in Korea.

■復興支援事業
・2015 年 10 月 : 交流イベント「ソウルと東京の間」にて芋煮を振る舞うとともに福島県の情報を発信。
・2015 年　 　： 大使館の平成 27 年天皇誕生日レセプションにて福島県の情報を発信。
・2017 年 2 月 : 福島の花展示会を開催
・2017 年 2 月 : 在外福島県人会サミット参加（第 3 回）

■震災後 10 年を迎える福島県へのメッセージ
　福島県の皆様、震災後 10 年を迎え、故郷に駆け付けられないことで心痛めておりましたが、目覚ましい
復興状況を見ながら皆様の底力に驚き感謝しております。これからも益々の発展をお祈りいたします。韓国
でも福島の良さを積極的にアピールしてまいります。
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