
ヤンゴン福島県人会 / Yangon Fukushima Kenjinkai

■県人会基本情報
・設立年月日：2016 年 5 月 4 日
・代表者：会長 溝井 正幸
・活動中心地 : ミャンマー　ヤンゴン
・会員数：13 人

■ Basic Information of the Kenjinkai
・Date of Establishment: May 5, 2016
・President: Masayuki Mizoi
・Place of Activity: Yangon, Myanmar
・Members: 13 people

■ Introduction of the Kenjinkai and its Main Activities
  Since the establishment of Yangon Fukushima Kenjinkai in 2016, mainly Japanese expats and their family 
have been carrying out some activities. We hold Kenjinkai twice a year and give opportunities for the 
members to drink and mingle. The event is functioning as a place for members to exchange information 
about life in Myanmar, or about work. Golf events are organized occasionally by the members.

■県人会の概要（主な活動、設立経緯、歴史等） 
　ヤンゴン福島県人会では、2016 年の設立以降、現地駐在者とその家族を中心に活動を行っている。共通
の話題をもった日本人同士で気軽に交流を深める場として半年に一度県人会を開催し、同郷の方とお酒を飲
む機会を設けている。ミャンマーでの生活、仕事や様々なことに関しての情報交換や会員間の親睦を図る場
として機能しており、ゴルフ好きのメンバー同士では、ゴルフコンペなども行っている。
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■ Activities Supporting the Revitalization of Fukushima
・  July 2017: The 1st Asian Fukushima Kenjinkai Summit was held in Bangkok (Representatives of the 5 

Kenjinkais of Singapore, Thailand, Vietnam, Myanmar and India discussed the activity status and pledged 
to exchange information about future activity policy)

・  December 2019: Kenjinkai presidents from Myanmar, the United Kingdom, and Hong Kong held an 
exchange meeting in Myanmar to discuss dispelling rumors and supporting the development of Fukushima.

■ Messages from the Kenjinkai to Fukushima Prefecture on the 10th Anniversary of the Disaster
  It has been 10 years since the Great East Japan Earthquake and the Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Station accident. On that day, I was stunned to see the sight of the TV screen as my favorite townscape was 
swallowed by the tsunami. A lot of things  have been lost, but I feel that the “bonds” with those who have 
overcome their suffering have united the people of Fukushima and have become an important asset. Thanks 
to the passionate people who are cheerful and positive about revitalizing Fukushima. Thank you for focusing 
on the revitalization of our favorite Fukushima! We will continue to support from Yangon.

■復興支援事業
・ 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。）
・ 2019 年 12 月 : ミャンマー、英国、香港の県人会長がミャンマーで交流会を開き、福島の風評払拭と発展に関す

る支援について懇談を行った。

■震災後 10 年を迎える福島県へのメッセージ
　東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から 10 年。
　あの日、大好きな町並みが大津波に呑みこまれていく様を捉えるテレビ画面の光景を呆然と立ちつくして
見ていました。多くのもの失われましたが、共に苦しみを乗り越えてきた方々との『絆』が福島県民を団結
させ、大切な財産となったように感じます。明るく前向きに福島を復興させようという、熱い気持ちを持つ
人たちのおかげです。大好きな福島の復興に力を注いでくれてありがとう！ヤンゴンから引き続き応援して
います。
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