
バンコク福島桃の会 / Bangkok Fukushima Momo no Kai 

■県人会基本情報
・設立年月日：2015 年 1 月 17 日
・代表者：会長 石川 貴志
・活動中心地 : タイ　バンコク
・会員数：106 人

■ Basic Information of the Kenjinkai
・Date of Establishment: January 17, 2015
・President: Takashi Ishikawa
・Place of Activity: Bangkok, Thailand
・Members: 106 people

■ Introduction of the Kenjinkai and its Main Activities
  The Bangkok Fukushima Momo no Kai was established in 2015 to promote interactions among people 
associated with Fukushima living in Thailand, to build human networks to exchange information about 
Fukushima, and expand the relationship between the two countries. Since its establishment, company 
employees assigned to Thailand and their families have played central roles in the Kenjinkai. 
  We hold a gathering in November and have fun eating traditional boiled potatoes together. We also have 
golf competitions four times a year and hold other gatherings when we can to deepen our relationship.

■県人会の概要（主な活動、設立経緯、歴史等） 
　バンコク福島県人会は、タイ在住の福島県関係者が相互に交流を行い、親睦を行うことで「福島県」をキー
ワードとした人的ネットワークをタイに築き、情報の収集・発信を行い、福島県とタイの更なる交流の発展
を目指すべく、2015 年に設立した。設立以降、現地駐在者とその家族を中心に活動を行っている。
　年間行事としては、メインイベントとして「芋煮会」を 11 月頃に開催している。他にもゴルフコンペを
年４回及び適宜懇親会を実施し、会員の親睦を深めている。
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■ Activities Supporting the Revitalization of Fukushima
・ May 2016: The Kenjinkai helped share information at the time of Governor’s visit to Thailand in cooperation 

with Fukushima Prefectural Government.
・August 2016: Supported the sale of peaches from Fukushima 
・November 2016: Supported the sale of persimmons from Fukushima 
・ July 2017: The Kenjinkai participated in the 1st Asian Fukushima Kenjinkai Summit in Bangkok. 

Representatives from five Fukushima Kenjinkais (Singapore, Thailand, Vietnam, Myanmar, and India) 
reported their activities, discussed the direction of future activities, and confirmed future interactions and 
exchanged information.

・August 2017: The Kenjinkai held a meeting for selling Fukushima peaches.
・November 2017: The Kenjinkai participated in the Overseas Fukushima Kenjinkai Summit (3rd).
・ August 2018: Supported the sale of peaches from Fukushima at an international friendly football match 

between Fukushima United in Thailand when the Vice Governor Hata visited Thailand. 
・ January 2019: The Kenjinkai helped promote for sake from Fukushima when Children’s Smile – The Big 

K.I.S.S. Project members visited Thailand. 
・ September 2019: Supported the sale of peaches from Fukushima during the visit of Vice Governor Ide to 

Thailand.
・November 2019: Supported the sale of persimmons from Fukushima 

■ Messages from the Kenjinkai to Fukushima Prefecture on the 10th Anniversary of the Disaster
  When I was younger, I did not think much about my hometown. I just wanted to get out of there. I did 
not like using the Fukushima dialect. However, the Great East Japan Earthquake completely changed my 
feelings. My identity as a person from Fukushima gradually arose and my affection for Fukushima became 
limitless. Since then, I have thought constantly about what I could do for Fukushima. One idea I had was to 
increase the number of people who knew and cared about Fukushima. As the President of the Fukushima 
Kenjinkai in Bangkok, I will continue doing my best to introduce people to the beauty and charm of my 
hometown, Fukushima. 

■復興支援事業
・2016 年 5 月 : 県と連携し、知事訪問等にかかるタイでの情報発信等に全面的に協力。
・2016 年 8 月 : 桃販売活動支援。
・2016 年 11 月 : 見知らず柿販売活動支援。
・2017 年 7 月 :  第 1 回アジア圏福島県人会サミットをバンコクで開催（シンガポール、タイ、ベトナム、ミャ

ンマー、インドの 5 県人会の代表が活動状況や今後の活動方針を協議し、今後の情報交換と
交流を誓い合った。）。

・2017 年 8 月 : 福島桃販売に伴う交流会開催。
・2017 年 11 月 : 在外福島県人会サミット参加（第 3 回）
・2018 年 8 月：畠副知事のタイ訪問。福島ユナイテッドの国際親善試合開催時に桃の販売等活動支援。
・2019 年 1 月：「子供の笑顔　The big kiss project」タイ訪問時、福島県産日本酒の PR 活動支援。
・2019 年 9 月：井出副知事のタイ訪問。に係る桃の販売活動等支援。
・2019 年 11 月：見知らず柿販売活動支援。

■震災後 10 年を迎える福島県へのメッセージ
　若い頃の私は地元への愛着心がなかった。早く田舎を出たかった。福島弁を話す自分が嫌だった。しかし
あの震災をきっかけに故郷への思いは 180 度変わった。自分は福島県人なのだというアイデンティティが
沸々とき湧き起こってきた。自分を育んでくれた福島への愛がマグマのように噴き出して止まらなくなった。
以来、故郷のために私にできることは何なのだろうと考えてきた。その答えがひとつ見つかった。それは「福
島ファン」を増やすこと。バンコクの福島県人会の会長として、福島 LOVE ！な人をどんどん増やす、そ
んな草の根活動を続けていきたい。
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