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中南米友好訪問について 

 

１ 全体概要 

  友好提携１周年を迎えるメキシコ合衆国グアナファト州のセルバンティーノ国際芸術

祭に，本県神楽団とともに参加するとともに，広島の食や日本酒を広く紹介するなど，

本県の魅力を発信した。 

また，ブラジルをはじめ，４カ国の県人会創立周年記念行事などに参加して，本県の

魅力を発信し，在外ネットワークの維持・強化を図った。  
 
  （派遣期間） 平成２７年１０月２０日（火）～１１月１日（日） 

（訪問都市） メキシコ・グアナファト州,ペルー・リマ市,ブラジル・サンパウロ市, 

パラグアイ・ラパス市他,アルゼンチン・ブエノスアイレス市 
 

※知事団のほか，県議会訪問団が派遣された。 
 
（１）グアナファト州との交流促進 

グアナファト州知事との会談，セルバンティーノ国際芸術祭における県内神楽団の 

公演，友好提携１周年記念式典･食文化交流会の開催，ジャパンデスク開設への立会 
 
（２）在外広島県人会との交流促進 

  ①ペルー・リマ 

ペルー広島県人会創立６０周年記念式典・祝賀会及び「ペルー広島県人会６０年の 

あゆみ」展開会式への参加 
 
②ブラジル・サンパウロ 

広島・長崎原爆ポスター展開会式及びブラジル広島県人会創立６０周年記念式典・ 

祝賀会への参加，県内神楽団の公演，開拓先没者慰霊碑参拝，松柏学園・大志万学院 

訪問 
 
③パラグアイ・ラパス 

在パラグアイ広島県人会創立５５周年記念式典・祝賀会への参加，ラパス日本語学 

校訪問，慰霊碑参拝 
 
④アルゼンチン・ブエノスアイレス 

在アルゼンチン広島県人会との交流会への参加，移民の碑参拝 
 
２ グアナファト州との交流促進 

（１）グアナファト州知事との会談 【10月21日（水）】 

〇 会談は，今後の交流拡大を目指した取組を中心に行われ，来年の国際フードフェ

スティバルへの広島の食の出展の要請を受けた他，青少年交流の強化を行っていく

ことが確認された。 

  〇 また，同州への新規進出企業に対する支援について，工場用地の取得や従業員の

確保・育成等に対する州政府のサポートを要請し，快諾いただいた。 
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（２）セルバンティーノ国際芸術祭における県内神楽団の公演 【10月21日（水）】 

〇 中南米最大のセルバンティーノ国際芸術祭で，県内神楽団が公演（演目：紅葉狩，

八岐大蛇）。スタンディングオベーションの栄誉に浴し，本県の伝統芸能の魅力を

十二分に披露した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）友好提携１周年記念式典・食文化交流会の開催 【10月21日（水）】 

  〇 友好提携１周年を共にお祝いするとともに，相互の食文化を紹介する中で，広島

の和食やお好み焼き，日本酒が，地元の方々に大変な好評を博した。 

〇 また，来年，広島で開催される全国高等学校総合文化祭へのグアナファト州の高 

校生の招へい状をマルケス知事に対して手交した。 

 

（４）ジャパンデスク開設への立会 【10月21日（水）】 

 〇 本県が州政府へ要望してきた，現地進出企業の駐在員・家族のための，緊急時・ 

日本語通報窓口「ジャパンデスク」が開設された。運用開始に際し，知事が，通報の 

デモンストレーションを行い，窓口の対処能力の高さが披露された。 
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３ 在外広島県人会との交流促進 

（１）ペルー・リマでの行事 

【10月23日（金）】 

①ペルー広島県人会創立６０周年記念式典・祝賀会への参加  

〇 総勢約２００名が出席し，記念式典及び祝賀会が開催され，ペルー広島県人会

の創立６０周年をともに祝い，県人会のこれまでの活動に対して感謝の意を伝え

るとともに，県人会に対する功績が顕著である会員や高齢者会員の表彰を行う等，

今後の県人会の発展と本県との交流促進に向けて，交流を深めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②「ペルー広島県人会６０年のあゆみ」展開会式への参加 

   〇 ペルー広島県県人会の歩みを紹介したパネルやペルー到着時の書類や仕事道具

等を展示する特別展「ペルー広島県人会６０年のあゆみ」展（ペルー移住資料館

主催）の開会式へ参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ブラジル・サンパウロでの行事 

 【10月24日（土）】 

  ①広島・長崎原爆ポスター展の開会式への参加 

   〇 ブラジル広島文化センター（ブラジル広島県人会），ブラジル長崎県人会及び

ブラジル被爆者協会が主催する広島・長崎原爆ポスター展の開会式に出席し，核

兵器のない平和な世界の実現を訴えた。 
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②開拓先没者慰霊碑参拝 

   〇 サンパウロ市立イビラプエラ公園 

内にある開拓先没者慰霊碑に献花す 

るとともに参拝を行い，先人の御労 

苦に敬意と感謝を捧げた。 

 

 

 
 
  ③松柏学園・大志万学院訪問  

   〇 ２年に一度来広し，高度な日本語能力の教育を目指して，日本文化の継承に力

を入れている松柏学園・大志万学院を訪問し，学生及びその保護者と交流を深め

た。交流会では，保護者の皆様の手作り料理で，大変温かいおもてなしを受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  【10月25日（日）】 

  ④ ブラジル広島県人会創立６０周年記念式典・祝賀会への参加 

 〇 総勢約４５０名が出席し，記念式典及び祝賀会が開催され，ブラジル広島県人

会の創立６０周年をともに祝い，県人会のこれまでの活動に対して感謝の意を伝

えるとともに，県人会に対する功績が顕著である会員や高齢者会員の表彰を行う

等，今後の県人会の発展と本県との交流促進に向けて，交流を深めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ⑤県内神楽団による神楽公演 

   〇 県人会創立６０周年記念行事とし 

て，県内神楽団が「紅葉狩」と「八岐 

大蛇」を，広島県人会員が中心のブラ 

ジル神楽保存会が「恵比寿」の神楽公 

演を行い，約千人の来場者を魅了し， 

本県の魅力を十二分に披露した。 
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（３）パラグアイ・ラパス市での行事 

  【10月27日（火）】 

①在パラグアイ広島県人会創立５５周年記念式典・祝賀会への参加 

 〇 総勢約１５０名が出席し，記念式典及び祝賀会が開催され，在パラグアイ広島

県人会の創立５５周年をともに祝い，県人会のこれまでの活動に対して感謝の意

を伝えるとともに，県人会に対する功績が顕著である会員や高齢者会員の表彰を

行う等，今後の県人会の発展と本県との交流促進に向けて，交流を深めた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

②ラパス日本人会立日本語学校訪問 

〇 ラパス日本人会立日本語学校を訪問し，書籍「まんがで語りつぐ広島の復興」 

を贈呈した際に，図書館の蔵書が古くなっていることから，図書提供の要望をい 

ただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

③慰霊碑参拝 

   〇 共同墓地内にある慰霊碑に献花するとともに参拝を行い，先人の御労苦に敬意

と感謝を捧げた。 
 
（４）アルゼンチン・ブエノスアイレス市での行事 

  【10月28日（水）】 

①移民の碑参拝 

〇 ブエノスアイレス日本庭園内にある移民の碑に献花するとともに参拝を行い， 

先人の御労苦に敬意と感謝を捧げた。 
 
②在アルゼンチン広島県人会との交流会への参加 

〇 在アルゼンチン広島県人会との交流会へ出席し，県人会のこれまでの活動に対 

 して感謝の意を伝えるとともに，県人会に対する功績が顕著である会員や高齢者 

 会員の表彰を行う等，今後の県人会の発展と本県との交流促進に向けて，交流を 

深めた。 
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４ その他 

【10月 30日（金）】 

中南米訪問の帰路，米国ワシントンを訪問し，平成２８年４月に開催されるＧ７外相

会合の今後のスケジュールなどについて，米国政府関係者と意見交換を行った。 

（訪問先）国務省 ダニエル・ラッセル国務次官補（東アジア・太平洋担当） 
      国家安全保障会議 ジョン・ウォルフスタール軍備管理･不拡散担当上級部長 
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 メキシコ・グアナファト州  
 
１ ジャパンデスク開設への立会 
（実施日） 10月 21日（水） 
（場 所） プエルト・インテリオール 
（当 方） 知事訪問団，現地企業関係者 （9名） 

 （内 容） グアナファト州に滞在する日本人向けの日本語又は英語の緊急対応電話サ
ービス「ジャパンデスク」開設の立会 

 
２ グアナファト州知事との会談 
（実施日） 10月 21日（水） 
（場 所） サン・ガブリエル・デ・バレーラ旧荘園博物館サロン 
（相手方） グアナファト州知事ほか同州政府関係部署の幹部，在メキシコ日本大使館 

参事官 （8名） 
（当 方） 知事訪問団 （4名） 

 
３ 州政府主催昼食会 
（実施日） 10月 21日（水） 
（場 所） サン・ガブリエル・デ・バレーラ旧荘園博物館庭園 
（参加者） 約 70名 

【相手方】約 30名 
グアナファト州知事ほか同州政府関係部署の幹部，グアナファト州議会議 
長，在メキシコ日本大使館参事官，メキシコ広島県人会 ほか 

【当 方】37名 
 知事訪問団，県議会訪問団，広島グアナファト親善協会訪問団 

 
４ セルバンティーノ国際芸術祭における神楽公演 
（実施日） 10月 21日（水） 
（場 所） プリンシパル劇場 
（参加者） 約 470名 

【相手方】約 410名 
グアナファト州知事ほか同州政府関係部署の幹部，セルバンティーノ国際
芸術祭委員長，メキシコ広島県人会，一般客 

【当 方】61名 
 知事訪問団,県議会訪問団,広島グアナファト親善協会訪問団,県内神楽団 

 （内 容） 紅葉狩，八岐大蛇 
 
５ 友好提携１周年記念式典・食文化交流会の開催 
（実施日） 10月 21日（水） 
（場 所） エスクエラ・ノルマル・スペリオル（高等師範学校） 
（参加者） 約 130名 

【相手方】約 85名 
グアナファト州知事ほか同州政府関係部署の幹部ほか 

【当 方】45名 
 知事訪問団，県議会訪問団，広島グアナファト親善協会訪問団，広島の食 
文化紹介団 

 
６ レオン市長との懇談 
（実施日） 10月 22日（木） 
（場 所） レオン文化センター 
（相手方） レオン市長ほか同市関係部署の幹部,グアナファト州経済開発省長官，在メ 

キシコ日本大使館参事官，在レオン名誉領事ほか （9名） 
（当 方） 知事訪問団，広島グアナファト親善協会訪問団 （7名） 

中南米訪問における主な行事について 
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 ぺルー・リマ  
 
１ 在ペルー日本大使との懇談 

（実施日） 10月 23日（金） 

（場 所） 在ペルー日本大使公邸 

（当 方） 知事訪問団，県議会訪問団 （13名） 
 
２ ペルー日系人協会幹事長との面談 

（実施日） 10月 23日（金） 

（場 所） 日秘文化会館 

（相手方） ペルー日系人協会幹事長，ペルー広島県人会会長ほか （10名） 

（当 方） 知事訪問団，県議会訪問団 （18名） 
 
３ 「ペルー広島県人会６０年のあゆみ」展開会式への参加 

（実施日） 10月 23（金） 

（場 所） ペルー移住史資料館 

（参加者） 約 70名 

【相手方】約 50名 

ペルー広島県人会会長・会員，ペルー日系人協会幹事長，ペルー移住資料

館館長ほか 

【当 方】21名 

 知事訪問団，県議会訪問団，広島ペルー協会訪問団 
 
４ ペルー広島県人会創立６０周年記念式典・祝賀会への参加 
（実施日） 10月 23（金） 
（場 所） 日秘文化会館大ホール 
（参加者） 約 170名 

【相手方】約 150名 
ペルー広島県人会会長・会員，ペルー日系人協会幹事長・会員，在ペルー
日本大使 ほか 

【当 方】21名 
 知事訪問団，県議会訪問団，広島ペルー協会訪問団 

 

 ブラジル・サンパウロ  
 
１ 「被爆 70周年記念 広島・長崎原爆ポスター展」開会式への参加 
（実施日） 10月 24日（土） 
（場 所） ﾌﾝﾀﾞｻﾝ･ﾒﾓﾘｱﾙ･ﾀﾞ･ｱﾒﾘｶﾗﾁｰﾅ（ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ記念館）図書館 
（参加者） 約 200名 

【相手方】約 170名 
 ブラジル広島県人会（ブラジル広島文化センター）会長，長崎ブラジル県 
人会会長，ブラジル被爆者平和協会会長，フンダサン・メモリアル・ダ・ 
アメリカラチーナ理事長，在サンパウロ日本国総領事，州立広島学校生徒 
ほか 

【当 方】27名 
知事訪問団，県議会訪問団，広島市訪問団，東広島市訪問団，広島県町村 
会訪問団 

 
２ 開拓先没者慰霊碑参拝 
（実施日） 10月 24日（土） 
（場 所） サンパウロ市イビラプエラ公園 
（対応者） ブラジル日本都道府県連合会会長 
（参加者） 知事訪問団，県議会訪問団，日伯友好県議会議員連盟訪問団，東広島市訪 

団，広島県町村会訪問団 （31名） 
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３ 松柏学園・大志万学院訪問 
（実施日） 10月 24日（土） 
（参加者） 約 130名 

【相手方】約 100名 
 同学園校長・生徒・保護者ほか 
【当 方】30名 
知事訪問団，県議会訪問団，日伯友好県議会議員連盟訪問団，広島日伯協 
会訪問団 

 
４ 元県費留学生等との座談会 

（実施日） 10月 24日（土） 

（場 所） インターコンチネンタル・サンパウロ 

（参加者） 20名 

【相手方】元県費留学生ほか 15名 

【当 方】知事訪問団 5名 
 
５ ブラジル広島県人会（ブラジル広島文化センター）歓迎レセプションへの参加 
（実施日） 10月 24日（土） 
（場 所） インターコンチネンタル・サンパウロ 
（参加者） 約 80名 

【相手方】約 40名 
 ブラジル広島県人会（ブラジル広島文化センター）会長・役員，サンパウ 
ロ州議会議員，元県費留学生ほか 

【当 方】40名 
知事訪問団，県議会訪問団，日伯友好県議会議員連盟訪問団，広島市訪問 
団，東広島市訪問団，広島県町村会訪問団，広島日伯協会訪問団 

 
６ ブラジル広島文化センター訪問 

（実施日） 10月 25日（日） 

（対応者） ブラジル広島県人会副会長 

（参加者） 知事訪問団，県議会訪問団，日伯友好県議会議員連盟訪問団 （23名） 
 
７ ブラジル広島県人会創立６０周年記念式典・祝賀会への参加 
（実施日） 10月 25日（日） 
（場 所） ブラジル日本文化福祉協会 
（参加者） 約 450名 

【相手方】約 400名 
ブラジル広島県人会（ブラジル広島文化センター）会員，北伯広島県人会 
会長，サンパウロ州議会議員，ブラジル日本都道府県連合会会長，在サン 
パウロ日本国総領事他 

【当 方】43名 
知事訪問団，県議会訪問団，日伯友好県議会議員連盟訪問団，広島市訪問 
団，東広島市訪問団，広島県町村会訪問団，広島日伯協会訪問団 

 
８ 県内神楽団による神楽公演 
（実施日） 10月 25日（日） 
（場 所） ブラジル日本文化福祉協会 
（参加者） 約 1,000名 

【相手方】約 950名 
ブラジル広島県人会（ブラジル広島文化センター）会員，一般客ほか 

【当 方】65名 
知事訪問団，県議会訪問団，日伯友好県議会議員連盟訪問団，広島市訪問 
団，東広島市訪問団，広島県町村会訪問団，広島日伯協会訪問団，県内神 
楽団 

 （内 容） 紅葉狩，八岐大蛇 
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９ ブラジル移民資料館訪問 
（実施日） 10月 25日（日） 
（対応者） ブラジル移民資料館運営委員会副委員長 
（参加者） 知事訪問団，県議会訪問団，日伯友好県議会議員連盟訪問団 （25名） 
 
 パラグアイ・ラパス他  
 
１ 在パラグアイ日本大使との懇談 
（実施日） 10月 26日（月） 
（場 所） 在パラグアイ日本大使公邸 
（当 方） 知事訪問団，県議会訪問団 （13名） 

 
２ 現地進出企業視察 
（実施日） 10月 26日（月） 
（場 所） Astillero Tsuneishi Paraguay S.A. 
（当 方） 知事訪問団，県議会訪問団 （19名） 

 （内 容） 現状及び今後の展開等に関する説明，工場内視察 
 
３ ラパス日本人会立日本語学校訪問 
（実施日） 10月 27日（火） 
（当 方） 知事訪問団，県議会訪問団 （19名） 
（児童・生徒数） 82名(幼児部 20名,小学部 38名,中学部 24名) 

 
４ 在パラグアイ広島県人会創立５５周年記念式典・祝賀会への参加 
（実施日） 10月 27（火） 
（場 所） ラパス日本人会サロン 
（参加者） 約 120名 

【相手方】約 100名 
在パラグアイ広島県人会会長・会員，パラグアイ国大統領顧問，パラグア
イ日本人連合会会長，ラパス市長，ラパス市議会議長，在エンカルナシオ
ン日本領事事務所所長 ほか 

【当 方】19名 
 知事訪問団，県議会訪問団 

 
５ 慰霊碑参拝 
（実施日） 10月 27日（火） 
（場 所） 共同墓地 
（当 方） 知事訪問団，県議会訪問団 （19名） 

 

 アルゼンチン・ブエノスアイレス  

 
１ 移民の碑参拝 
（実施日） 10月 28日（水） 
（場 所） ブエノスアイレス日本庭園 
（対応者） 亜日文化財団理事長 
（参加者） 知事訪問団 （7名） 

 
２ 在アルゼンチン広島県人会との交流会への参加 
（実施日） 10月 28日（水） 
（場 所） レストラン・テラサス・ビストロ 
（参加者） 約 120名 

【相手方】約 100名 
 在アルゼンチン広島県人会会長・会員，在アルゼンチン日本国大使 
【当 方】19名 
知事訪問団，県議会訪問団 


