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今月は、ロサンゼルスで開催した第 4 回在外山口県人会世界大会の報告です。 

This month covers a report on the 4th Yamaguchi Kenjinkai World Grand Meeting in Los Angeles. 
  

 13 日（金）、山口県訪問団は、ロサンゼルス市

庁舎で、山口県ロサンゼルス交流会議（ビジネス

会議）を開催しました。 

山口への観光客の呼び込みや、山口からの企業

進出など、経済での結びつきについて話し合いを

行いました。 

 

On Friday, November 13th, Yamaguchi 

delegates held the Yamaguchi-Los Angeles 

Exchange Meeting at LA City Hall. 

We discussed topics involving boosting 

foreign tourism in Yamaguchi, the expansion 

of company businesses abroad, and 

economic partnerships. 
  

ブラジル山口県人会 

Brazil Yamaguchi Kenjinkai 

13 日（金）夕方、南加山口県人会主催のカクテルレセプ

ションに参加し、村岡知事、畑原議長は多くの県人会の方々

にお会いすることができました。 

 

 On the evening of Friday the 13th, Yamaguchi 

delegates participated in the Cocktail Reception hosted 

by Nanka Yamaguchi Kenjinkai. 

Governor Muraoka and Prefectural Assembly 

Chairperson Hatahara met and talked with the various 

Yamaguchi Kenjinkais. 

メキシコ山口県人会 

Mexico Yamaguchi Kenjinkai 

ホノルル山口県人会 

カウアイ山口県人会 

Honolulu Yamaguchi Kenjinkai 

Kauai Yamaguchi Kenjinkai 

南加山口県人会 

Nanka Yamaguchi Kenjinkai 



  

14 日（土）、県人会代表者会議を開きました。 

若い世代の交流を進めていくことと、次回は

2020 年に山口県で世界大会を開くことを決定

しました。 
 

  The Kenjinkai Representatives’ Meeting 

was held on Saturday, November 14th. 

We discussed topics regarding the 

increase of exchanges among Kenjinkai 

Youth Members and decided that the next 

Grand Meeting will be held in Yamaguchi in 

2020. 
  

 

4 ヶ国 7 県人会から、過去最多とな

る 190 名以上が参加し「第 4 回在外山

口県人会世界大会」を開催しました。 
 

The 4th Yamaguchi Kenjinkai 

World Grand Meeting was held 

hosting 190 participants from 7 

Kenjinkais from 4 countries. 

  
 

ブラジル山口県人会とペルー山口県人協

会は、青年たちが活動を紹介してくれまし

た。 

また、初めて参加したホノルル山口県人会

は、フラダンスを披露しました。 
 

Youth members of Brazil Yamaguchi 

Kenjinkai and Peru Yamaguchi Kenjin 

Association introduced their activities. 

And Honolulu Yamaguchi Kenjinkai, 

who participated in the grand meeting 

for the first time, showcased their hula 

dancing. 

  



 

今回の世界大会は、南加山口県人会の創立

110 周年でもあります。 

県人会に貢献した人の表彰や高齢者表彰

もあり、村岡知事から 1 人 1 人に賞状と記

念品を渡しました。 
 

This World Grand Meeting also marked 

the 110th Anniversary of Nanka 

Yamaguchi Kenjinkai. 

Those who helped the Kenjinkai and 

the elderly were commended. Governor 

Muraoka individually handed out the 

certificates and awards. 

  
  

  

 

 

今回、初めての青年交流イベントも開かれ、ブラ

ジル、ペルー、メキシコ、南加の若い人たちが交

流しました。 

Youth Exchange Events was held for the first 

time, and youth members from Brazil, Peru, 

Mexico and Nanka (LA) interacted with each 

other. 
  

 

さて、大会のプログラムは、2013 年に山口県でグラフィックデザインを勉

強した津田レアンドロさん（ブラジル山口県人会）が作成してくれました。 

The program of this WGM was designed by Mr. Leandro Tsuda 

(member of Brazil Yamaguchi Kenjinkai) who studied gaphic design in 

Yamaguchi Prefecture in 2013. 

 



《編集後記》 

第４回在外山口県人会世界大会は南加山口県人会、岩根さん、そして参加者の皆様のおかげで、大成

功だったと思いました。その三日間はあっという間に過ぎました。一番印象に残ったイベントはやはり、

青年交流イベントでした。同世代の若者と和太鼓を叩いたり、ジャグリングをしたり、お菓子を食べた

り、そして最後に金魚ちょうちんを作ったり、とても楽しかったです。これからも、県人会の青年との

つながりが強くなると思っています。そして、様々な人と出会いができて、とても嬉しかったです。ま

た会えることを楽しみにしています。（ローラ） 

 

A Note from the Editor 

I believe the 4th Yamaguchi Kenjinkai World Grand Meeting was a huge success due to the 

Nanka Yamaguchi Kenjinkai, Mr. Iwane, and all the participants who came. The three days 

passed by so quickly. Out of all the events, the Youth Exchange Event was the one that was the 

most memorable. The youth played taiko together, juggled, ate candy, and then made goldfish 

lanterns. I believe that the links among the Kenjinkai youths will continue to grow stronger. And, 

I’m so happy that I got to meet so many different people. I look forward to seeing you all again.  

(Laura) 
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