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〈友好親善訪問の概要〉 

 

【期  間】    平成２８年７月２６日（火）～８月３日（水） ９日間 

 

【訪 問 地】    ブラジル パラナ州 パラナグア市 

                    その他周辺都市 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使節団員】  

 

 

 

 

 

 

 

【訪問の趣旨等】  ブラジル パラナ州パラナグア市とは、旧津名町が昭和６１年に友好協力協定を

締結して以来、３０年の長きにわたって、交流を積み重ねてきた。 

          ２０１５年４月、パラナグア市長を含む成人使節団の訪問を受け、今年度、両

市の提携３０周年を記念し、今後も両市の友好関係を更に深め、交流を継続して

いくための確認書の調印とパラナグア市制３６８年記念式典に出席するため、淡

路市から成人使節団を派遣した。 

          使節団は、副市長、市議会議長をはじめ、一般公募から選出された２名の市民

の方を含む６名で構成。 

 

【主な訪問先】  在クリチバ日本国総領事公邸 

          パラナ州、サンタ・カタリーナ州、リオ・グランデ・ド・スール州を管轄する

在クリチバ総領事を訪ね、淡路市とパラナグア市の友好提携の経緯を説明し、

今後の交流の進め方について意見をいただく。 

         パラナグア市 

          パラナグア市制 368 年記念式典、淡路市・パラナグア市友好協力協定提携３０

周年記念式典に出席し、両市の絆を確認し合う。淡路庭園環境学校、前所長「山

下亮」氏の農園を訪問し、交流を深める。 

 氏 名 所 属 

団長 金村 守雄 淡路市副市長 

副団長 田中 孝始 淡路市議会議長 

団員 長野 元昭 淡路市健康福祉部長 

団員 阪上 知之 淡路市産業振興部農林振興課係長 

団員 佐藤 徳子 日本赤十字九州国際看護大学院生 

団員 鯛  仁和 東京大学院生 

■パラナグア 

パラナグア（Paranaguá）は、ブラジルの都市。 

人口 138,748 人（2008 年）。ブラジル南部、パラナ州に属し、ブラジル有数の貿易港となっています。 

パラナグアは 1648年に建設され、パラナ州で最も古い町です。州都クリチバからは東に 94kmの地点にあり、

道路や鉄道が通じ、クリチバやパラナ州の外港となっています。 

米や穀物、バナナ、そして何よりもコーヒーの輸出港として知られ、サントスとリオデジャネイロに次ぐ第 3位の

コーヒー輸出港です。パラナグアとクリチバを結ぶ鉄道は車窓の美しさで知られ、多くの観光客が訪れます。 



 

ブラジル パラナ州 パラナグア市との交流について 

 

1986 年（昭和 61 年）  

5 月 29 日  津名町とパラナグア市が友好協力協定を調印 

1992 年（平成 4 年）  パラナ州知事を迎えパラナグア公園の命名式典を開催 

1994 年（平成 6 年）  パラナグア市長ほかが津名町を訪問 

1999 年（平成 11 年）  パラナ州知事、パラナグア市長ほかが津名町を訪問 

2005 年（平成 17 年）  パラナグア市長ほかが淡路市を訪問（ヴァッカ市長） 

2006 年（平成 18 年）  パラナグア市長ほかが淡路市を訪問（ヴァッカ市長） 

2008 年（平成 20 年）   

6 月 16 日～26 日   廣岡収入役がパラナグア市を訪問（ブラジル移民 100 周年記念行事） 

2010 年（平成 22 年） 「パラナ州・兵庫県姉妹州県提携 40 周年」 

11 月 16 日～26 日    門市長ほか友好親善使節団としてパラナグア市を訪問 

     11 月 24 日   友好協定宣言書を調印（ヴァッカ市長） 

2011 年（平成 23 年）  パラナグア水族館研修員を受入（兵庫県国際交流協会事業を活用） 

2012 年（平成 24 年）  パラナグア市からの要望について県国際交流課と協議 

               ・提灯の寄附（寄贈済み） 

               ・水産養殖技術研修生の受け入れ（人選中とのこと） 

               ・教師２名を６か月間淡路市に派遣（希望のみ） 

2013 年（平成 25 年）  パラナグア市長（ヴァッカ市長）退任に伴う書簡を送付 

            パラナグア市長（ホッケ市長）就任に伴う書簡を送付 

            エジソン副市長へパラナグア公園の写真を送付 

            パラナグア市長（ホッケ市長）逝去に伴うお悔やみ文を送付 

            日伯協会から寄贈されたイぺの木の植樹（日伯協会会報誌に掲載） 

2015 年（平成 27 年）   

1 月 5 日 「阪神・淡路大震災 20 年追悼式典」への追悼メッセージを受取 

4 月 9 日～21 日  日本ブラジル外交関係樹立 120 周年、パラナ州日本人入植 100 周年、パ

ラナ州・兵庫県姉妹州県提携 45 周年記念使節団が兵庫県を訪問 

       （16・21 日に淡路市を訪問 エジソン市長ほか 26 名） 

           淡路市制 10 周年お祝いメッセージを受取（ビデオ撮影含む） 

2016 年（平成 28 年）  

5 月 19 日  ブラジル パラナ州経済訪問団が兵庫県を訪問 

（知事歓迎レセプション：金村副市長参加） 

6 月 29 日   日伯協会より寄贈されたイペの木の植樹式（津名パラナグア公園にて） 

7 月 26 日~8 月 3 日  金村副市長ほか友好親善使節団としてパラナグア市を訪問 

（パラナグア市との友好協力提携 30 周年記念事業）  

 



【行 程】 

 

 

 

 

  

月日 時間 行程 備考 

7/26(火)  

14:35 

16:00 

18:15 

 

18:20 

21:40 

伊丹空港集合 

伊丹空港発 

成田空港着 出国手続き 

成田空港発  

【飛行時間／約 13 時間 05 分】 

ニューヨーク着 

ニューヨーク発 

【飛行時間／約 10 時間】 

 

7/27(水) 8:35 

 

リオデジャネイロ着 

★市内視察へ 

＊コルコバードの丘 

<昼食:『MINEIRA』ミナスジェライス州料理> 

＊ポンデアスーカル(ﾛｰﾌﾟｳｪｲで登る岩山) 

＊コパカバーナ海岸 

視察後、ホテルへ 

<夕食:ホテル内レストラン> 

 

リオデジャネイロ 

パラナグア市 



 

 

7/28(木) 6:45 

9:40 

 

11:13 

12:30 

14:30 

 

 

 

 

19:00～ 

 

22:30 頃 

 

 

 

 

1:00 頃 

ホテル出発 

リオデジャネイロ発 

【飛行時間／約 1 時間 40 分】 

クリチバ着(アフォンリ・ペナ空港) 

<昼食:『PERTUTTI』ブラジル BBQ シュハスコ> 

★市内視察へ 

＊クリチバ公設市場 

＊クリチバ植物園(Jardim Botanico) 

＊サンロレンツォ公園 

＊音楽堂(Opera de Arame) 

★在クリチバ日本国総領事訪問 

<総領事邸にて歓迎晩餐会> 

パラナグアへ車移動 

【移動時間／約 80 分、距離／約 100 ㎞】 

パラナグア着 

★パラナグア市制 368 年の前夜祭 

 ＊市場、チアギーノコンサート、花火 

ホテルへ 

 

 

 

※クリチバ空港にて 

笹谷さん、彌城さん、山下さんと合流 

 

※環境局長と会い、 

ゴミステーション見学 

 

 

 

 

※通訳サカモトさんと合流 

7/29(金) 7:30 

8:00 

10:00 

11:00 

12:30 

14:00 

15:30 

19:00 

朝食後、ホテル発 

★パラナグア市制 368 年記念式典に出席 

★市長表敬訪問 

★淡路庭園環境学校訪問 

<昼食:市役所主催『CASA DO BARREADO』> 

★パラナグア地域病院訪問 

★モヘチス港、ピンガ工場視察 

<夕食:パラナグア日伯体育文化協会主催 

『Danúbio Azul』にてシーフード> 

ホテルへ 

 

 

 

 

※モヘチスに古くから伝わる郷土料理 

 

※モヘチスはクリチバとパラナグアの間に

ある人口 16,000 人の町 

※ピンガはさとうきびの搾り汁を使った蒸

留酒。市長のおすすめ。 

7/30(土) 8:00 

9:00～10:00 

 

11:00 

 

 

14:40 

 

16:00 

 

19:00 

朝食後、ホテル発 

★淡路市・パラナグア市友好 30 周年記念式典 

 終了後、ホテルへ（着替え） 

パラナグア港発 

★パラナグア湾視察 

★メル島訪問（昼食） 

<昼食:州自然保護地域で『MAR&SOL』ムケカ料理> 

 ＊ビーチ散策、灯台 

パラナグア港着 

ホテルへ 

<夕食:『Danúbio Azul』にてファンタンゴを鑑賞> 

ホテルへ 

 

※Casa Dacheux (旧料理学校の建物)にて 

※パラナグア市は 1648 年パラナグア湾南岸

にできたパラナ州最古の町。 

 

※メル島は 1992 年に UNESCO の自然遺産

の候補になった。1 日 5000 人の入島人数制

限がある。 

 



 

 

 

※ 現地時間での表記。ブラジルとの時差－12 時間（ブラジルの方が 12 時間遅い）。 

 

 

 

 

 

7/31(日) 8:00 

9:00 

 

 

 

14:00 

 

 

19:00 

朝食後、ホテル発 

★パラナグア旧市街散策 

 ＊市役所、教会、港、市場、市議会の議会棟 

★前兵庫県ブラジル事務所長「山下亮(あきら)」

氏の農園訪問 <昼食:山下氏の招待> 

クリチバへ 

★市内視察 

 ＊ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ(旧駅の建物) “Estacion” 

<夕食:イタリアン料理『VELHO MADAROSSO』> 

ホテルへ 

 

 

 

※シイタケなどを栽培 

8/ 1(月) 7:00 

10:13 

 

11:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22:30 

ホテル出発 

クリチバ発 

【飛行時間／約 1 時間】 

サンパウロ着(コンゴーニャス空港) 

★市内視察 

 ＊イビラプエラ公園 

<昼食:中華料理『CHI-FU』> 

★市内視察 

 ＊リベルダーデ東洋人街 

 ＊旧市街(セントロ) 

 ＊カテドラル・メトロポリターナ 

 ＊パカエンブー・スタジアム 

 ＊墓地 

 ＊パウリスタ大通り(日本の企業) 

空港へ(グアルーリョス国際空港) 

<夕食:レストランブッフェ『RASCAL』> 

サンパウロ発 

【飛行時間／約 12 時間 30 分】 

※月曜日なので全ての博物館が休館 

 

※車のナンバープレートで渋滞緩和 

 

 

 

 

 

 

 

※世界で 5番目に大きいゴシック様式の教会 

 

8/ 2(火) 7:00 

14:05 

ロサンゼルス着 

ロサンゼルス発 

【飛行時間／約 12 時間 10 分】 

 

8/ 3(水) 18:15 関西空港着 

淡路市へ 

 



ブラジルパラナ州パラナグア市への友好親善使節団  

 

                     金村 守雄  

  

1、はじめに  

 

本年 2016 年、淡路市とパラ

ナグア市とは、友好協力協定提

携を締結して 30 周年を迎える

に当たりパラナグア市を訪問す

ると共に、パラナグア市政 368

年記念式典にも出席しました。  

今回の訪問で、在クリチバ日

本国総領事館・兵庫県ブラジル

事務所・日伯協会・パラナグア

市長さんを初め多くの関係者の

皆さんに大変お世話になりました。  

友好使節団として、各公式式典に参加し、現地の県人会関係者や日系

人の方々と交流を深めると共に、淡路市としての本来の目的である、

1986 年 5 月 29 日の友好協力協定、及び、2010 年 11 月 24 日の友好協

定宣言に基づき、これまでの交流を通して、積み上げてきた両市の信頼

関係を礎として、友好協力関係をさらに推進するため、友好協定確認書

を締結しました。  

 

 

2、友好協定提携 30 周年記念式典 (副市長挨拶全文 ) 

 

 パラナグア市と私ども淡路市が、友好協定提携を結んで 30 年という節

目の年に、5 名の友好親善使節団員と共に、ここパラナグア市を訪問し、

皆様と記念式典を盛大にお祝い出来ますこと、このような歓迎をいただ

きましたこと、非常にうれしく思っています。  



 また、今回の記念式典への訪問に際し、エジソン市長をはじめ、多く

の皆様には、多大なるご尽力を賜っておりますこと、心から感謝申し上

げます。  

 1986 年 5 月に、津名町とパラナグア市が友好協力協定を締結してか

ら、30 年が経過しました。  

その間、津名町は、周辺の 4 つの町と合併し、淡路市となりました。2010

年には、門 康彦淡路市長がパラナグア市を訪問し、友好協定を継承し、

友好協定宣言書を交わしております。  

 昨年は、日本ブラジル外交 120 周年、兵庫県とパラナ州友好都市提携

45 周年を記念し、エジソン市長に淡路市にお越しいただき、市内視察等

をしていただきました。  

 今回、パラナグア市への訪問に当たり、本市では、記念行事として、

日伯協会から寄贈いただきましたブラジルの国家である「イペ」の木を

パラナグア市との友好の証として、市内のパラナグア公園に植樹いたし

ました。  

今は、私の背丈ほどの大きさでありますが、これから、お互いの文化や

経済、行政レベルでの交流により、これらの木々と同様に、両市の友好

関係も成長し、成熟することを願っております。  

 結びに、両市のますますの発展と、本日ご臨席賜りました皆様方のご

多幸とご健康を心からお祈りし、私の挨拶とします。  

 オブリガード  

＊来賓として、元パラナグア市長ブルジル・サルモン市長の挨拶の中で、

30 年前の津名町での調印式のことを熱く語られた。 (亡柏木 和三郎町

長との約束であるアジア・ポートの実現を目指してほしい ) 

 

 



3、友好協力提携 30 周年記念式典 (確認書締結 ) 

  

 淡路市とパラナグア市では、人口また経済規模等の違いはありますが、

お互いを理解して発展する友好交流を継続して、素晴らしい未来のため

友好協定確認書を締結した。  

 

(1) 両市は、行政、観光、文化、教育、人材、スポーツをはじめ、様々

な分野における交流を通じて、相互の繁栄と更なる発展に努める。  

 

(2) 両市及び両国の友好関係と繁栄に寄与するため、お互いに情報発信

を行い、友好関係を深め、相互の理解に努める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、参考  

 

(1) 昭和 61 年 5 月 29 日 柏木 和三郎津名町長の調印式での挨拶 (ア

ジア・ポート実現めざし ) 

 

  本日、ここに遠路ブラジルから、友好訪問団の皆様を迎え、多くの方々

より大いなる祝福を受け、両市町の友好協定締結がなされたことは感激

でいっぱいです。  

 淡路島は、未曾有の変革期を迎えようとしています。その中で津名町

の歩む道は、正に国際化の道であり、兵庫県と連携して、兵庫アジア・

ポートを実現することであると確信しております。  



 津名町の歴史にとって、本日の調印式は、国際化の第一歩を踏み出し

たものです。これを契機に、両市町が硬く結ばれ、盛んな交流を通じて

国際友好を深め、共に繁栄するため協力をして行こうではありませんか。 

  

(2) ブルジル・サルモンパラナグア市長の調印式での挨拶 (盛んな交流

通じて ) 

 

津名町と親善協定を結べることは、パラナグア市民、同地の愛すべき

日系移民にとりまして、この上もない名誉であります。  

私たちは、長い間日本が経て来た科学技術や社会面における注目すべ

き発展の過程を見守ってきました。  

そして、皆さんが抱いている祖国愛、仕事や勉強への情熱、規律、そ

して隣人に対する敬意に強く胸を打たれました。  

２１世紀の港、近い未来の最も注目すべき津名港が、世界に開かれた

港として機能することと確信しています。  

 近く、津名町の皆さんをパラナグア市にお迎えして、最高のおもてな

しができることを、待ち望んでいます。特に、パラナグア日系移民社会

では、この記念すべき出来事を祝う機会を切望しています。  

 本日のもてなしに津名町、そして兵庫県の兄弟の皆様に深く感謝しま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５、おわりに  

 私は、高校時代 (50 年前 )海外移住について、調査・研究をしていまし

た。淡路島から移住をされた家に訪問し、ブラジルの開拓情報 (コーヒ

ー・果樹・花卉栽培 )を教えてもらっていました。  

 また、兵庫県海外移住センター (日伯協会 )で、夏休みの宿泊研修に参

加し、南米に興味を持っていたことが懐かしく、何時かは、ブラジルの

地を踏みたいと思っていました。  

 今日、ブラジル産の農産物 (コーヒー・鶏肉・大豆等 )が外食産業をは

じめ、私たちの食卓の中にすでに溶け込んでいます。  

 多文化共生社会のブラジルは、サンバ、ボサノバ、が大好きなブラジ

ル社会、日本でも、サンバをはじめブラジル文化が根付きつつある状況

です。  

 兵庫アジア・ポート構想の立地から国際化に向け、文化や技術の交流

を進めていました。今後、距離、言葉、文化、民族、宗教など多くの課

題がありますが、お互いをよく知り (国際理解 )、だんだんと交流の輪が

広がることが大切であると考えます。  

 最後に、30 周年記念事業にご協力を頂きました日伯協会、兵庫県ブラ

ジル事務所をはじめ多くの方々に、大変お世話になり厚くお礼申し上げ

ます。  

 

ムイント オブリガード  

 

 

  



淡路市海外派遣に係る報告書 

 

                                田中 孝始 

 

訪れた都市毎に記載します。        

  

① リオデジャネイロ（ブラジル南東部に位置するリオデジャネイロ州の州都）  

 カーニバルで有名。観光、港湾都市。人口は 600 万人。都市のＧＤＰ世界 30 位。 

  

*コルコバードの丘(標高 710ｍ）       

 言わずと知れた観光の名所。リオオリンピック開催前と    

 いうこともあり渋滞を避けて通行してもらったようだが    

 リオでは、山側の高台が貧民街であり、登山列車に向かう    

 道中は、かなり危険を感じ、        

 身構えました。         

 落書きの多さにびっくり。        

 文化なのか、説明を受けたの        

 ですが、理解できませんでした。       

          

          

登山列車の道中にも民家がある関係からか、一応歩いて登ることも可能ということですが、

1Ｍ未満しかなかった。停車駅には、近隣の住民の方が水を売って回っていました。 

        

 世界遺産「リオデジャネイロ:山と海との間のカリオカの景観群」に含まれている。 

 オリンピックの開会式が行われる  

 エスタジオン・ド・マラカナン  

 が見えます。この丘からリオのすべて  

 が見え、キリストが守っているという  

 ことなのでしょうね。 

  

 この丘から見える景観は本当に綺麗。  

 景観は財産ですね。   

    

    

   

 多くの観光客が訪れて賑わって   

 いました。わが市にある無用の長物  

 のことがふと、頭をよぎります。  

            

    エスカレーターは、風雨に晒される為、頻繁に故障するとのこと。この時も修理中だった。 



囲うことが良いのか、景観上の課題もある。雨に晒されても壊れにくいエスカレーター 

 の開発は必要と感じました。        

 登山電車というかトロッコ列車の導入について、花桟敷辺りまで検討してはどうかと感じ 

 ました。明石海峡大橋という素材をもっと活かすことで観光産業の発展につながるだろう 

 し、プラス地域の素材をちりばめて中山間地の活性化へ結びつけばおもしろいですね。

         

 *ポン・ヂ・アスーカル（海抜 396ｍ）       

 大西洋に繋がるグアナバラ湾に突き出す半島の上にある奇岩。    

 名前の由来は、その形が砂糖パンに似ているところから来ているとのこと。   

          

 2 つのロープウエーで結ばれており、       

 結構風が吹き、揺れながら海上を通過       

 するスリルは満点。景観もバツグン。       

 私たちが乗った際にも、中々着地でき       

 ずに揺られたまま。         

 一緒に、恐怖体験をしたカップルは       

 ゴールインしやすいとか。        

 私が若くて、結婚したい女性がいたら       

 一緒に来て、キャー、キャー        

 したいですね。         

          

 淡路市内にも恐怖体験できる        

 ポイント整備することも         

 必要かも知れません。         

 2013 年国調によると 50 才時点        

 での未婚率男性 35％、女性        

 27％となっており、少子化        

 の傾向にある。         

 結婚はいろんな要因があると        

 思いますが、一緒に恐怖体験することで、成婚にいたるのであれば、観光開発を兼ねて 

 適地を検討していくことも必要なのかも知れません。     

 今の所、適地は思い浮かびませんが。       

          

 *コパカバーナ海岸         

 バニー・マニローが 1978 グラミー賞をとった曲（短編小説的歌詞）を思い浮かべながら、 

 訪れてみました。スーパーマーケットへ行った際に、少し覗いた程度なのですが、 

約 4.3ｋもの美しい海岸線。        

 ここで初めて「レインボーフラッグ」の意味を教えていただきました。   

 世界共通で、同性愛者の集まりで、知らずに行ったら大変なことになる所ですね。  

 夕方から夜店が出店され賑やかになるようです。ただ、危険な雰囲気はありましたから 

 外出は控えました。 

  



② クリチバ（ブラジル南部に位置する都市で、パラナ州の州都）    

 標高およそ 940m の高地。人口 180 万人。ブラジル南部では最大の大学、環境都市。 

 イタリア、ドイツ、ウクライナからの移民で、323 年。     

 緑化率世界第 2 位。植樹すると 10％税金が安くなる。     

 *クリチバ公設市場         

 この MercadoMunicipal は、クリチバだけでなく、     

 ブラジル国内ほとんどの市にあります。       

 数年前から兵庫漁連さんが        

 海苔のことで訪問している        

 と聞いていましたので         

 市場調査してみました。         

 この市場内では日本産はなく、        

 90％が中国産、10％韓国産        

 とのことでした。         

 ＦＴＡも結んでいないと         

 思いますが、ブラジルは         

 関税が高くて、日本産は         

 価格で勝負できない様子。        

 この市場内には、日本食も        

 売られておりますが、価格は        

 食料品で 2.5～3 倍。酒類だと 4～5 倍になるとのことでした。    

 聞き取りですが、輸入の際に 60％関税がかけられ、流通税（消費税）18％、福祉税 9.25％ 

 まだ他にも荷揚げ税というものもあるようです。      

          

 *ゴミステーション視察         

 クリチバから始まった資源ゴミ回収。       

 移動可能なゴミステーションを見学       

 いたしました。         

 コンテナハウスの再利用という        

 ことで、街中や公園付近に置き、        

 住民が自主的に入れれるよう        

 にしています。子どもから実践        

 を図っていったとのことでした。        

 確かに、子どもから教えていく        

 ことはとても重要な事です。啓蒙事業としてはいいかと思いました。運営費用は不明。

         

 *植物園、サン・ロレッツオ公園        

 都会の中にあるオアシスって感じで、無料。      

 桜の植樹も盛んで親日って感じました。       

 目の不自由な方にも楽しんでいただこうと       

 点字であったり、直接手に触れることができ      

 るようなゾーンも併設しています。       

 私どもの景観園芸学校の園芸療法のゾーンに      

 似た感じです。人にやさしい。        

 クリチバは人口 180 万人でありな がら、 

鉄軌道はなく、公共交通 バスの発達した都市です。     

 中心市街地では、中央部にバス専用道路を設け、 

直行・幹線・支線・環状・都心と 5 種類あり、      

 都市計画との相乗効果もあり、暮らしやすそうな落ち着いた街並みでした。   



 

 
 

（バス専用レーン） 

（連結バス＆バス停） 

 

*石切り場跡再生事業（音楽堂） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ パラナグア（ブラジル南部、パラナ州に属し、ブラジル有数の貿易港）   

 パラナ州の中では、一番古く人口約 14 万人。(1648 年）     

 *パラナグア市制 368 年式典        

 パラナグアのホテルに着いたのが、23 時過ぎ。      

 368 年式典前夜祭があるとのことで、日付が変わった     

 深夜 0 時いきなり花火が打ち上がりだし、市の誕生日を     

 祝った。式典会場の下見も兼ねて出かけましたが、海に     

 面し、常設しているコンサート会場のようで、チアギー     

 ノという有名な歌手のコンサートが始まりました。     

          

     翌朝、パラナグア 368 年式典に向かう。子ども達  

     が集まってきており、熱烈な歓迎。「ハグして！」 

と迫る女の子にドッキリ。   

     その写真は添付していませんが、遠い日本のことを 

知っていて、「私、日本に 行きたい」「連れて帰って」 

っていう女の子も。     

     私がポルトガル語をしゃべれたら、もっと日本のこ 

と、教えられたのにと思いました。   

     言葉は大切ですね。 

          式典では、舞台裏に待機していま 

したが、打ち合わせや説明はなく、 

「タカシ タナカ」だけ は聞き 

取れましたので、勝手がわからな 

いまま、ステージに上がりました。 

          5 番目にパラナグア市議会議員  

          が呼ばれましたが、たった一人  

          の参加で、議長も不参加。  

          政治的に議会と執行部が対立し  

         ていたとしても、市の記念日に 

不参加 は、日本では考えられません。 

               何となく、政治的対立を感じながらも 

          ステージに上がり、無事役目を終えました。 

          ステージでは次々と市民の方や劇団の方が 

参加し、市の記念日を祝っていました。 

こういうように記念日を大切に することは 

大事な事と思います。    

          前日の深夜の大騒ぎは、若者がお祭り騒ぎ。 

今日の式典は子どもを中心とした静寂な感。 

この会場は常設のようで、食品販売ブース 

も移民してきた国毎に分かれていて 12 ブー

ス程あったように思います。   

 

 「移民の国」という我々では想像がつかない 1 年 1 年の積み重ねであり、なんと表現した 

ら良いのかわかりません。この石畳を見つめて、その歴史を感じながら、少々不安の残る

式典への参加となりました。挨拶があるのか、ないのか。その現場に行ってからでないと

わかりません。これ以降も、簡単なポルトガル語を手のひらに書き、備える時間が続きま

す。 

 

 



 *淡路公園の環境学校訪問        

 環境学校は TakeshiOoishi と        

 いう日本人の方が建てられた        

 ようである。         

 大きな鳥居をくぐった森が        

 淡路公園と命名されていて        

 パラナグア市からは、整備        

 していきたいとのこと。         

 淡路市への協力要請がある        

 ように感じました。         

 学校が休みであったにも         

 関わらず、子ども達や保護        

 者が多く集まっていただき、        

 着物を着た男女にお出迎えを受け、柔道の演技もご披露いただくなど本当にサプライズな 

 歓迎式となりました。副市長には、突然のスピーチ指名がありましたし、式終了後は、 

 本当に珍しいのか、保護者や市民の方と入り乱れてのハグ歓迎となりました。  

 女性の人に弱い私は、タジタジで、困ったものでした。困りながらも、「うれしい」悲鳴 

ですけど。少しでも友好が拡がればとの思いです。校舎内を視察しながらも、少し日本文 

化が間違って伝わっているのではないかと思いました。チャイニーズが少し混ざったよう 

な感じです。ひょっとして喜んでもらえるのではないかと思い、私の町内会でのだんじり 

祭りＤＶＤを 3 セット持って行っていました。サプライズな出来事で、その場でお渡し出 

来ませんでしたが、日伯体育文化協会の方にお世話いただいて後日お届けすることとしま 

した。ＤＶＤでは、着物姿で踊る部分や太鼓、だんじりの引き回し等映し出されること 

から、少しは、チャイニーズとの違いが理解いただけるのではないかと思います。  

 もし、再度何らかの機会あれば、日本を正しく伝えられるいろんなものを用意してお渡し 

 したいと思います。         

 （ブラジルでは、送ると荷物を開けて、税金を課すとのことも聞いておりますので） 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

 *パラナグア地域病院視察        

 ブラジル憲法上、すべての国民は無償であらゆる医療サービス    

 にアクセスできるという理念を掲げる医療統一システムＳＵＳ    

 がある。しかし、公費のみで 2 億人を超える皆保険制度は破綻し    

 ている。憲法では同時にＳＵＳを補完する民間部門も書かれて、    

 任意加入のＳＨＩ（民間保険）には 25％の国民が加入している    

 とのこと。診療についても、全くの二重構造となっており、問題、    

 課題は多いと思う。ＳＵＳはその財源を連邦・州・市がそれぞれ    

 に財源を確保しなければならない三重構造で、税収の多い都市部    

 以外は、その運営は苦しいに違いない。ＳＨＩに加入できない    

 国民は、医療が受けられない状況であり、早急な改善が必要。    

 日本は皆保険制度を守りつつ、所得によって医療が受けられない    

 事態はないが、モラル低下や多額の滞納問題に苦しんでいる。    



 *淡路市パラナグア市友好 30 周年式典       

 昔に料理学校であった歴史的       

 保存建物の中で行われました。        

 旧津名町との友好協定から 30 年。       

 当時のサントス市長もご参加いただ       

 き、写真集を片手に懇談がはずみま       

 した。当時、アジアポート構想があ       

 り、三番目に大きな港町パラナグア       

 市との友好協定は大きな夢であったと       

 思う。今後、両市が友好関係を温め       

 ていくことに異論はないでしょう。ただ、アジアポート構想のない今、現実的には文化交 

 流等に重点を移しつつ、学生の交流もいいのではないだろうか？兵庫県からは多くのブラ 

 ジルへの移民の方がおられるし、少し経済が停滞気味とは云え、ブラジルは親日大国であ 

 る事実を忘れてはならないと思います。       

 しっかりと地に足をつけた交流が進んでいくことを期待したいと思います。   

 確かに地理的に遠く、地球の反対側には違いないが、多くの学びはあります。  

          

 それと多くの移民者の皆さんが寄付して学校を建てたりしていることを目の当たりにし、 

 支援が必要な部分では、淡路市のみで支援することだけを考えるのではなく、淡路市が募 

 集スポンサーとなって、全国各地に呼びかけることも検討したらどうかと思います。  

 淡路市も他の国を支援していく余裕もありませんし、市民との交流が盛んにならなければ 

 難しいものです。         

 兵庫県やブラジルと縁のある皆さんに淡路市が呼びかけて「ここをこう改修する」とか 

 クラウドファンディングであったり、事業を掲げてファンド募集し、希望額まで達しなけ 

れば、事業は中止すればいいのです。       

 うまく書けませんが、せっかくのつながり、縁を大切にして淡路市が「できること」を模 

 索し、友好のために汗をかくことが重要なのではないでしょうか。    

 それは、お互いさまの精神で、どちらからするということでなく、淡路市からスタート 

 することでいかがでしょう。        

 この式典も議会側からは、一人の出席もなく、議長署名も後程書いて届けるという不可思 

 議な行動であり、今後も引き続き注視していく必要はあると思います。   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 *メル島 視察         

 メル島は小さな島で家やポウザウダ（ブラジル風民宿）     

 を立ててその後に白砂で小路を敷いたという感じの島です。    

 パラナグアからは、船で 90 分程度かかったような気がします。    

 島の中は観光都市のような華やかさは全くありませんが海岸線    

 などが非常に綺麗でサーフィンや釣りなどを楽しむことができ    

 ます。         

 灯台からの景色は最高らしいとのこと。       

 私は、残念ながら走っていかないと出港時間      

 に遅れるとのことで断念。360°見渡せ、絶景。      

 不思議なことに片方の浜はサ－フィンができる      

 ぐらいの波がたっているのに、もう片方は全く波      

 のない静かな浜辺です。（写真で確認しました）      

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

環境保護のため、入島制限（500 人/日）がなされているとのことでした。   

 ここは、是非訪れて欲しい私のお気に入りの所です。     

 日本では、絶対に味わえない空間です。多分、夕方も綺麗だろうと思います。  

          

              ファンタンゴ 

          

 



 *パラナグア市街地散策         

 日曜日は、店を開けてはならないとのことで、少し閑散とはしているが、建物もそうだが 

 一つ一つ歴史を大事に積み重ねている。      

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 鳥居もあり、記念植樹した公園。        

 せっかくなので、もう少し日本を感じてもらえる工夫が必要ではないだろうか。  

 鳥居は少し形が間違っているし、小さすぎます。位置はやはり入口に配置した方が良い。 

 さて、言葉では簡単なのですが「日本らしさ」「日本を感じる」って何なのか改めて考え 

 させられました。やはり、桜。桜の植樹を提案したいと思います。こちらの気候や風景に 

 は違和感はないと思います。池に鯉を泳がせて（水が課題かも）その上に橋をかけたいと 

 思います。石造りでも木造でもいいと思いますが。イメージはいざなぎ神宮にある橋。 

 

 清掃人を雇用している関係からか、早朝であっても街にゴミは少ない。  

       

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *しいたけ栽培場 農園レストラン視察       

 お世話をいただいた山下さんちへ昼食を兼ねて視察。     

 ブラジルで椎茸といえば Yamashita と言われる位のパイオニア的存在です。  

 週末になると、農園でゆっくり一日過ごすファミリーが多く、農園レストランが多く  

 ありました。         

 6 次産業化ですね。         

 自分とこの作物をこだわり 

を持って料理として提供して 

いました。         

 淡路でも、是非とも起業して 

ほしいと思っています。         

 最古の島のロマンを感じさせ 

るお店も必要かと思います。        

 藁ぶき古民家で郷土料理を提供するお店なんか絶対に必要ですよね。課題です。  

          

 *旧駅舎を利用したショッピングモール視察      

 ホテルへ帰る時間をずらせて、ショッピングモールへ。    

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 随所に歴史的な保存をしつつも近代的なモール。      

 ここでは、遊ぶ場所があり、保安上いいのか、      

 たくさんの子どもの姿が見受けられました。      

 親が送迎するブラジルでは、見ることがなかっ      

 たので、一気に心がなごみました。       

 やはり、子どもは天使ですね。        

            （駅舎 1900 年当時）  

          

④ サンパウロ（ブラジル南東部に位置するサンパウロ州の首府）    

 大阪府との姉妹都市でもあり、人口は 1100 万人を超える。都市圏人口は 2039 万人。 

 ＧＤＰ世界第 8 位の都市。日本の企業も多く進出していて、リオと    

 比較すれば治安も格段に良いです。       

 世界都市ランキングにおいても        

 第 34 位。特にビジネスが高評価        

 とのことです。         

  

リベルタージと呼ばれる東洋人街。       

 日系ブラジル人の 70％100 万人が       

 サンパウロに在住とのこと。 

          



 *イビラピエラ公園視察         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  （日本庭園）     （日本人慰霊塔） 

   

 本当に広大な公園。入口ゲートが多数あるようで、9 番ゲートから入りました。  

 サイクリングレーンがあり、サイクリングする人、ジョギングしたり、サラリーマンや 

 ファミリー層の憩いの場となっています。多くの方が訪れ、各々楽しんでいました。  

 田中角栄の書が入った慰霊塔があったり、週に 3 日しか開館しないけど、日本庭園があ 

ったりと日系の多い街との印象。        

 公園内には、トレーニングする健康器具が設置されており、街中に空き家や空き地が多く 

 ある淡路市で、ウオーキングの際に利用できるようにと、旧町時から提案しつつも実現に 

 至っていません。健康増進のため再度、提案してみたいと思います。  

  

 *リベルダーデ東洋人街視察   

      

       

   

       

   

       

   

       

   

       

   

       

   

        

（大阪橋）  （ラジオ体操の広場） 



          

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

          

                 

（カテドラル・メトロポリターナ教会）       

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   （パカエンブースタジアム）     （墓地）    

 

【結びに（御礼）】          

出発前から、ジカ熱の問題、給料不払いのストライキ「地獄へようこそ」の横断幕。 

個人的には、ブラジルでのビジネス用ビザ取得に写真の交換を要求されるなど、トラブルが

続き、出発 2 日前に腰痛で立てなくなり、緊急的に治療に通う。前日になってＥＳＴＡの未

完了が判明と今までで最悪のコンディション。      

どうにかこうにか、姿に構わず、腰椎ベルトを締め、痛み止めの薬を服用しながらも、一緒

に同行してもらったメンバーさんにも恵まれ、気持ちよく淡路島まで無事に帰宅できました。

本当にお世話になりました。ありがとうございます。    

   

ご迷惑をおかけすることなく、何とか無事に公務を果たせて安堵の気持ちで一杯です。

  

初めて訪れたブラジル。 

日本らしさ、日本の良さ、日本を感じてもらう 改めて考えさせられました。  

   30 年も前からの縁をどうつないでいくか。お互いにウィン・ウィンの関係にもっていくに

は、どうすれば良いのか。(兵庫県とパラナ州は 46 年） 

言葉（ポルトガル語）の問題も大きな課題ではありますが、市民レベルというか草の根とい

うか、折にふれて、パラナグア市の紹介も必要なことと思います。パラナグア公園の存在さ

えも知らない市民は多くいるのではないでしょうか？  

今回の渡伯では、一人一人名前は出しませんが、多くの方々に、お世話になりました。 

スケジュール決定に至るまでの交渉。現地での案内等々本当にありがとうございました。

     

日本とブラジル。兵庫県とパラナ州。パラナグア市と淡路市の友好が益々深まっていくこと

を願っています。私も何かにお役にたてればと思う次第です。    

すべての関係者に敬意と感謝、益々のご活躍を祈念申し上げ、御礼のことばとします。 



淡路市・パラナグア市友好協力協定締結３０周年記念事業参加報告書  

 

 長野 元昭  

 

 淡路市・パラナグア市友好協力協定提携３０周年記念事業へ使節団の

一員として参加にあたり、本年３月末に国際交流担当から声が掛かった

ことについては光栄に感じましたが、４月早々から股関節痛のため、人

口股関節手術を行うことから、今回の参加に身体的に一抹の不安があり

ましたが、声を掛けていただいたこと、また、視察地がブラジル国で、

この機会を逃すと今後の人生でおそらく彼の地に足を踏み入れること

がないとの思いから参加を決めました。  

 

７月２６日（火）淡路市を出発

し、伊丹発成田経由、ニューヨー

ク経由、２７日（水）朝、リオデ

ジャネイロ着、その日は、当地で

宿泊しました。リオデジャネイロ

では、「コルコバードの丘」、「ポン

デアスーカル」、海岸（海水浴場等）

を視察しました。視察場所は、ど

こも日本にないスケールであり、

人を引き付ける何かがあるように

感じました。  

 「コルコバードの丘」では、トロッコ電車で頂上付近まで登りますが、

車中の景観やモニュメントから見る景観が素晴らしく、言葉で表現でき

ません。「ポンデアスーカル」では、海に突起した岩山の頂上に展望台

をこしらえ、ロープウェイで渡っていきます。ロープウェイには、安全

ネットがなく、落ちれば即死であり、日本ではおそらく、設置許可が下

りないと思います。リオの海岸では、砂浜の幅が広く、ビーチバレーや

サッカーのコートがあり、多くの人が楽しんでいます。また、夕方にな

れば、夜店がオープンし、活気に溢れています。  

 



２８日（木）朝、リオから空路クリチ

バに到着、兵庫県ブラジル事務所の彌城

所長、山下顧問の出迎えを受け、市場な

ど市内視察を行い、夕方、「日本国総領

事館」を訪問し、池田総領事をはじめ、

エジソンパラナグア市長、日伯協会関係

者等多くの方々から暖かい接待を受け

ました。「日本国総領事館」での晩餐が

終わり、宿泊地であるパラナグア市のホテルへ向かいました。エジソン

パラナグア市長から今日の夜、午前０時から市制を祝う祭りを行うので

是非にと招待を受け、ホテルに到着後、祭りの会場に向かい、花火やチ

アギーノ（ブラジルで若者に人気の歌手）のコンサートを聴き、会場の

熱気に圧倒され、ブラジル人は祭りが好きな人が多いことが分かりまし

た。  

 

２９日（金）朝、パラナグア市制３

６８年式典に参加、その後、「淡路庭

園環境学校」、「パラナグア地域病院」

の訪問、「ピンガ（地酒）工場」の視

察を行いました。「淡路庭園環境学校」

では、子供たちやその父兄からの歓迎

を受け、子供たちの日本文化にちなん

だ寸劇を鑑賞後、施設見学をしました。

「パラナグア地域病院」では、病院の役割や

市との関連等を享受しました。ブラジルでは、

介護保険制度や国保のような皆保険制度が確

立しておらず医療保険は、各家庭一律に月５

万円を支払い、治療は公立病院で受けます。

その際は、自己負担を支払うことは一切あり

ませんが、個人病院は、別途、個人負担が必要となります。また、出産

については、自然分娩と異常分娩（帝王切開）の割合が同じぐらいと言

っていました。視察後「パラナグア日伯体育文化協会」主催の歓迎夕食

会に参加しました。  

 

３０日（土）朝、「淡路市・パラナ

グア市友好協力協定提携３０周年記

念式典」に参加、式典終了後、「メル

島」を視察しました。「メル島」へは、

遊覧船で片道約１時間３０分を要し

ます。行きは、パラナグア港を見学、



大型貨物船数十隻が横一列に接岸す

る光景は圧巻です。また、ブラジルは

日本と同じく石油を採掘していない

ことからタンカー専用の接岸施設が

ありました。「メル島」では、冬にも

関わらず南洋の雰囲気が漂い、大西洋

に面する砂浜では、サーフィンが盛ん

に行われていました。視察後レストラ

ン「ＤＡＮＵＢＩＯ  ＡＺＵＬ」で夕食、フ

ァンタンゴを鑑賞しました。夕食会後、エジ

ソンパラナグア市長からダンスパーティに招

待を受け、港近くの会場でファンタンゴを体

験しました。  

 

３１日（日）朝、ホテルを出発し、兵庫県ブラジル事務所の山下顧問

が経営する農園を訪問、自家栽培しているシイタケ料理や自家ビールな

どの接待を受けました。山下農園を後にし、クリチバの市内視察を経て、

クリチバホテルへ向かいました。  

  

８月１日（月）朝、ホテルの出発に際し、彌城所長のお見送り、クリ

チバ空港で山下顧問のお見送りを受け空路でサンパウロへ向かいまし

た。サンパウロでは、「イビラプエラ公園」、「リベルダーデ東洋人街」、

「カテドラル・メトロポリターナ」、「パカエンブースタジアム」、「墓地」

を見学後、サンパウロ空港からロサンゼルスへと出発しました。  

 

 ２日（火）朝、ロサンゼルスに到着しました。ロサンゼルス発関西空

港行まで、約７時間の滞在時間があることから、市内、ハリウッドを見

学しました。ロサンゼルスを出発し、３日（水）夕方、関西空港着、無

事に帰宅しました。  

 

①  視察で感じたこと  

第一には、出迎えを受けたエジソンパラナグア市長をはじめ、兵庫

県ブラジル事務所の彌城所長、山下顧問、遠藤前日伯協会長、日本国

総領事館池田総領事、多くの日伯協会関係者の暖かいおもてなしに感

銘しました。このような交流では、どこか公務的に感じるものですが、

礼儀のなかにも親しみのあるザックバランさを感じました。  

ブラジル人は、お祭り好きな国民性なのか、市街地の屋外の広場で、

市制記念日の午前０時に花火を上げ、コンサートを行い一堂に楽しん

でいました。日本では防音設備の室内以外では、考えられません。  

ブラジルは、当たり前に広大に感じ、目で見る空や空気の色、肌で



感じる空気の質が日本と違って感じられました。ガイドのササヤ聖子

氏との会話でブラジルの人は、用事であれば、車で数時間をかけて行

くことを普通に受け止めています。例えば、クリチバから約４００キ

ロ離れているサンパウロへ８時間をかけて行くのも普通で特別なこ

とではありません。  

また、料理の味付けも日本人に合うのか、肉や魚介類、野菜は豊富

で、おいしく感じました。  

  視察日が、リオオリンピック開催日の数日前とあって、空港での出

入国の審査が厳しく、空港内では、小銃を持った軍人があちこちで警

備に当たっていました。  

 

②  友好協力協定提携３０周年記念式典及びパラナグア市制３６８年記

念式典に参加して  

  市制３６８年記念式典は、２９日（金）の午前９時から実施する予

定が、開始が若干遅れて開始されました。午前０時から行われたイベ

ント（花火、コンサート等）では、多くの市民、特に若者が多く見受

けられたが、記念式典には、参加者は少ないと感じられました。  

  友好協力協定提携３０周年記念式典は、パラナグア市の中心の教会

と道を挟んで建てられた由緒ある建造物で行われました。参加者も関

係者に限られ、市長はテレビのインタビューに対応していました。  

  友好協定当初のパラナグア市長も参加されていて、挨拶の中で、友

好協定を結ぶとき、故柏木町長との間では、「企業協力も今後は行っ

ていきたい」と話し合った記憶があり、今もそのことが達成されてい

ないのが残念であるとの発言がありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③  それぞれの立場で今後考えられる交流  

  姉妹都市セントメリース市への青少年海外派遣交流事業に加え、パ

ラナグア市と淡路市との交流においても高校生などを対象とした短

期交換留学などが考えられるのではないかと思います。  

 

④  パラナグア市と淡路市の今後の交流に期待すること  

  今後もパラナグア市等との交流を継続し、淡路市が国際交流を盛ん

に行っているイメージを内外に発信し、市のイメージアップを図り、

企業誘致、住宅誘致や観光に活用してはどうかと思います。  

   

⑤  今まで訪問した市との違い  

 旧淡路町時代に、明石海峡大橋の開通に合わせ、市民参加型の研

修の随行として、サンフランシスコに掛かっているゴールデンブリッ

ジと対岸都市の観光や市街地の視察を行いました。ちなみに、当時の

ゴールデンブリッジ事務所でブリッジの通行料は、片道１ドルと伺い

ました。比較すると、ブラジルパラナグア市は、同じような港町です

が、サンフランシスコや対岸都市の市民と比べると明るい印象もあり

ますが、貧民が多くいるように感じました。また、生活環境、特に、

道路整備においては古くからの石畳が多く、歴史を感じる一方、車の

運転や消耗が激しいように思います。田舎独特かもしれませんが、時

間が遅く流れていくように感じました。食事は、先にも述べましたが

日本人に合っているように思います。  

 

 

  



ブラジルパラナ州パラナグア市を訪問して  

 

 阪上 知之  

 

 パラナグア市とは、旧津名町が１９８６年に友好協力協定を提携して、

本年で３０年を迎え、今後も両市の友好関係を更に深め、交流を継続し

ていくための確認書の調印及びパラナグア市制３６８年記念式典に出

席するため、友好親善使節団の一員として、初めて訪問いたしました。 

昨年、兵庫県とパラナ州との姉妹州県４５周年記念使節団の一員とし

て、パラナグア市のエジソン市長のほか市関係者３名の方々が淡路市を

訪問され、「次は、パラナグア市でお会いしましょう」との約束が実現

し、パラナグア市で再会出来たことに非常に嬉しく思います。訪問に際

し、ご尽力いただきました関係者の方々に感謝申し上げます。  

 

また、パラナグア市を訪問する途中にリオデジャネイロのコルコバー

ドの丘を視察し、有名な巨大なキリスト像や高台から見る世界遺産であ

る壮大な自然の景観に感激し、ブラジルを訪問していることを改めて実

感した。その場所には、たくさんの観光客が訪れており、淡路市でも世

界最長の吊り橋である明石海峡大

橋や棚田や花畑、海岸など、手法

によっては、観光資源となり得る。 

 

それはさておき、ブラジルへの

訪問前に、日本ではジカ熱の危険

性や強盗など治安の悪さが報道さ

れており、危ない国と言われてい

ましたが、実際に現地の人に聞い

てみると、一部の地域では危ない

場所もあるようですが、蚊につい

てはほとんどおらず、現地の人はほとんどが気にしておらず、報道等に

より注意を促すことは必要ですが、過剰な行き過ぎた報道はどうかと感

じました。  

 

日本領事館やパラナグア市等での歓迎レセプションには、現地の日系

の方々も多く参加いただいており、日本人の訪問をすごく喜ばれており、

現地の日系同士の繋がりや日本文化を大切にされていることが、現地の

人との交流を通して強く感じたが、昨年、日本ブラジル外交１２０年を

迎え、今後３世及び４世の時代になって来るが、今回の訪問を通して、

日系団体に若い人たちの参加が少ないのが、今後の交流等に対して気に

なった。  



 

今回の訪問で、ブラジルの様々な街を視察し、現地ガイドの説明や視

察先で感じたこと少し報告します。  

・ 街のいたるところに落書きが多い  

・ 街や道路に緑が多い（緑化率世界で２位）  

・ 街に落ちているゴミが少ない（小学生からゴミの分別を教育してい

る）  

・ ヨーロッパ移民（イタリア、ドイツ、ポーランド、スペインなど）

が移住して出来た街で黒人が少ない  

・ 貧民街（山の上、川の傍）がいたるところにある  

・ 公共交通（特にバス：バス専用の車道があり渋滞がなく便利）が充

実している  

・ 社会保障を抑えるため、公園内や道路に、サイクリングやジョギン

グができるコースが整備されている。また、公園内に運動器具が設

置されている  

・ 祭り好き（とても陽気）  

・ 移民の方々でできた国で、色々な国の文化や料理が楽しめる  

・ 日曜日（キリスト教では安息日）は、労働が禁止されており、店舗

等も休みで、家族や友人などで余暇を楽しむ（日本では休みの日の

方が疲れる）  

 

 

 

 



パラナグア市は、あまり高い建物はなく、石畳でヨーロッパを思わせ

る街並みが印象的であった。また、環境保護地のメル島（パラナグアか

ら船で２時間での島）を訪問し、とても壮大で美しい海岸線を見学し、

休みの日であったせいかも知れないが、たくさんの人たちが訪れており、

非日常の世界を感じ、思い思いに余暇を楽しんでいるのが印象的であり、

淡路島を思わせる雰囲気だった。また、パラナグア港は、ブラジルでは

２番目に大きな港で、海外のたくさんの大型船に作物などを積み込んで

おり、主に大豆の積み出し港として活気づいていた。  

 

次に式典等では、パラナグア

市制３６８年を祝うお祭りは、

日が変わった夜中０時に花火が

上がり、２時頃までチアギーニ

ョ（リオ五輪のオフィシャルテ

ーマソングを歌うブラジルの歌

手）のコンサートや屋台等があ

り、市民は夜中にも関わらず、

会場はたくさんの人で溢れ、踊

りなどで盛り上がっており、派

遣団員も一緒に市の誕生をお祝いしてきた。後でエジソン市長に、なぜ

チアギーニョを招待したのかと聞くと、市民からの要望が多かったため

と答えられ、市民も参加して市の誕生を祝うイベントとなっており、市

の一体感を感じた。その後３日間も、市の様々なホール（踊り場など）

において、ファンタンゴ（スペイン起源のダンス：フラメンコ）が踊ら

れ、夜遅くまでたくさん方々が参加しており、文化の違いを感じた。  

 

その日の朝８時頃から、同会場で市制

３６８年記念式典が開催され、金村副市

長と田中議長がステージに登壇するほ

か、エジソン市長の挨拶でも、淡路市と

の友好協力提携が３０年を迎え、淡路市

から訪問されていると紹介いただき、参

加している市民の方々にも歓迎いただ

いた。  



次の日に行われた友好協力提携３０周年記念式典には、池田総領事の

ほか、３０年前に友好交流協定を締結したサルモン元パラナグア市長も

同席されており、当時の関係者（柏木和三郎旧津名町長など）の思い出

などを話しされており、この交流の歴史を感じた。国家斉唱と関係者の

方々からの挨拶の後、これまでの先人の熱意や交流の成果を受け継ぎ、

今後も両市の文化を継承し、行政及び民間団体など人的交流を進め、今

後も永続的に交流することを約束するための確認書を締結しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の交流については、これまでの交流の成果や先人の方々の思いを

継承するとともに、両市において、たくさんの方々に淡路市やパラナグ

ア市を知っていただくため、ブラジルの食文化を発信するイベントの開

催や、パラナグア市から日本を訪問したい方々の受け入れ、またパラナ

グア市で建設を計画している日本をイメージした自然公園の整備への

協力のほか、兵庫県ブラジル事務所と連携し、クリチバで開催される移

民まつり（６月）、春まつり（９月）で、淡路市また日本の歴史や文化、

観光等を紹介することにより、交流人口の増加を図り、相互に両市の理

解を深める取組を進めることで、「世界的観光立島」にふさわしい新た

な交流事業が出来るのではないかと考えます。  

 今回の訪問を通して、これまでの海外都市との交流同様、改めて人と

人とのつながりを感じた。直接言葉は通じないが、これまでの交流によ

り、盛大なおもてなしを受け、とても歓迎されているのが交流を通して

感じ、次回、淡路市を訪問される場合には、今回受けたおもてなしのお

返しをさせていただきたいと考えています。  

姉妹都市との交流だけでなく、仕事を行う上においても、ただ単なる

文書や電話だけのやり取りだけでなく、直接お会いし、会話や雰囲気を

通じて、人と直接交流することがとても大切だと感じました。この経験

を今後の仕事でも活かしていきます。この度はこのような機会を与えて

いただきありがとうございました。  



淡路市海外視察団派遣事業に係わる報告書  

 

 佐藤 徳子  
 

 まずは、淡路市・パラナグア市友好協力協定提携３０周年記念事業淡

路市友好親善使節団に参加させていただいたことを心より感謝申し上

げます。  

私は、３点を主に報告させていた

だきます。まず１点目としては、ブ

ラジル地域におけるコミュニケー

ションをとるための手段として、ポ

ルトガル語は必須となりますが、正

直申し上げると使えるまでは至っ

ておりませんでした。しかし、私は

言葉の相違があっても表情や身振

りなどで何とか伝えようとすると

現地の人も、こちらの伝えたいとする思いを

汲み取り一生懸命理解しようとしてくれる、

その温かい気持ちが私には伝わり感謝でいっ

ぱいです。ブラジルにおられるこの度お世話

いただいた日系の方、売店のお姉さまなど、

みなさま本当に私のポルトガル語が伝わらな

いのを理解してくれて、そのことを踏まえて

接してくれていたことを忘れられません。  

 

今回の淡路市・パラナグア市友好協力協定提携３０周年記念式典の中

で、ブラジルの国歌を聴く機会がありました。２番の歌詞まであり世界

の国歌では長い分類に入りますが、その内容を今回現地の人に聞いてみ

ると「平和」と「愛」が表現されているということがわかりました。ま

た、ブラジルの「旅の本」を読みますと街の中に教会があり、それは“キ

リストを真ん中に平和と愛を広げていく”と

いう考えがあるとのことでした。そのことと

国歌が一致しているようにも感じました。よ

く海外に行くときには、英語と現地語の習得

と現場で使える語学能力が必要と言われます。

今回は、通訳の方にずいぶんお世話になりま

したが、大事なことは、最初は下手でも、現

地の人と積極的にコミュニケーションをとっ

ていくことが、語学の上達にとって不可欠で

はないかと感じました。そして、何とか伝え



たい、相手の言われることを理解したいとする気持ちを推し進めていく

ための、極めて強い武器になるのではないでしょうか。ただし、例えば

「NO いいえ」を表現する際に手を振らないなどの現地の事情、コミュ

ニケーションをとる中で知っておくことなどをよく理解して対応方法

を選択していくことが重要であると感じました。  

 

２点目は、家族愛です。クリチバ市な

どはヨーロッパ、ドイツ、ポーランドの

移民が多いとされ黒人の方は少ないと

のことです。ちょうど土曜日、日曜日と

いう影響もあったかと存じますが、公園

で遊ぶ親子、街の中にあるアイスクリー

ム店、レストランの光景をみると楽しそ

うな家族連れの姿がありました。ブラジ

ルでは、貧富の差も大きく必ずしも家族

での行動とは言い切れないところもあるのかもしれませんが、現場で観

た家族愛は日本人も応用力を培うことができ、きっと参考になると思い

ました。  

子供たちは、親の仕事や住まい、生活環境に影響されながらたくましく

生きることを強く願いました。そして、親も仕事などにも恵まれ、生活

の安定が図られることを祈りたいと重ねて願います。何故なら、自身も

現地の雑貨店の中にある食料品などの値札を見てきましたが、特に日本

の製品は税金の影響もあり、漫画の本は６．５倍、食べ物は２．５～４

倍、お酒は５倍と聞いて本当に驚きました。日本での私たちの暮らしに

感謝すると同時に国として、地域や個人・私たちができることを発信さ

せていくことの必要性、計画性、機能性などが必要であると感じました。 

そのためにも市民の意識も高め、例えばブラジルの方々の学びや就業

をするためのホームステイ受け入れや就職の受け入れなど行うことが

必要でしょう。そのためにも、今回のように他国に行き、その国の文化

や生活様式、家族愛、食事の取り方などをみながら価値観などへの理解

を深めることも重要であると痛感しました。自身は、いつもバタバタし

ており、食事など本当に短い時間で済ませてしまう傾向にありますが、

ブラジルではゆっくり、話をしながらゆったりしている食事の取り方は、

自身も取り入れてもいいのではないかと感じました。  

さらに、こんな風に海外に行くことで自身は、何でも手に入りやすい

環境であることを知り、またブラジルの良いところも見つけ出せます。

これは、大人、子供問わず経験することから文化を理解し合い、融合し

ていくことの必要性など貴重な学びに結びつけられるのだと考えます。

これからはじまる南大陸でのオリンピック開催からさらにブラジルへ

の旅行者や留学生なども増えることを期待したいところです。今、ブラ



ジルというと木の名前から名づけられたジカ熱、デング熱ということが

大きく報道され、オリンピック選手の辞退なども続出しています。確か

に、啓発運動は重要であり“備えあれば患いなし”でしょうが、どこの

国でも感染症はその地域により起こりえます。情報も重要ですが、情報

の中から自分や周囲を守るために何をするのかという予防的観点が必

要です。この派遣中には、ほぼ蚊を見ることはなかったと思います。仮

に蚊に出会ってもおそらく参加者一人ひとりがその対策をされていた

ので驚くこともなかったかと思いました。   

また、環境保持については、地域にも変化しますが、街の至るところ

に分別用のゴミ箱があり、市の職員の方が定期的にゴミの収集をされて

いるということでした。ゴミ箱の大きさや色を変えてみんなが、楽しん

で入れられるゴミ箱、子供たちなどは色を選択してきちんとゴミ箱に捨

てる、車いすに乗っている人が入れられるゴミ箱の高さなど工夫がなさ

れていました。ゴミをきちんと自分の手で捨てるという責任をなすこと

で満足感につながり、子供たちにおいては、環境的・生活上の教育にも

つながるのだと考えます。加えて子供の教育面では、学校は３部（朝の

み、昼から夕方、夕方から）の体制が多く、日本のように全日制は学校

数が少なく、女性は特に全日制に通う子供が少ないと聞き驚きました。 

  

 

 

 ３点目は、社会保障、医療の面です。ブラジルはまだ日本のように介

護と医療を分離させているわけではありません。パラナグア州の病院を

訪問させていただきましたが、その中でも高齢者については、待ち時間

を少なくするなど配慮しているということでしたが、高齢者だからとい



って保険適応はまだないようです。年金は６５歳以上で払った金額で対

応されるため、骨や臓器の移植を行っても保険でまかなわれる人もいれ

ば、そうでない人もいるという状況でした。また、私用保険に入ってい

る人は受診しやすく、私用保険に入っていない人は受診が可能ですが３

～４か月のちの受診と聞き、日本のように病気やケガが生じた際、医療

サービスへのアクセスを保障し、経済的な負担を最小限にとどめようと

するものではありませんでした。さらに、救急車利用も受け入れ連絡あ

れば、医療連携に関係する機関にまず連絡が入り、受診の必要があるの

か、ないのか選別するということでした。  

また、ブラジルでは住民票がないため、３歳児健診などは事前に連絡

がなされるのではなく、市の職員が訪問をして健診や予防接種の案内を

しているということでした。出産では自然分娩に比べ帝王切開が多いこ

とがこれまで自身も調べた中でわかっていたので、直接に聞いてみると

医師の人数不足など周囲要件に関係することも多く、自然分娩と帝王切

開では５０％ずつであり、帝王切開を受けた母親は、傷口が治らないな

ど感染症もあるとのことでした。そのような中で、子供と母親が“３６

８PARANAGUA”や”淡路庭園環境学校“で元気に踊ったり、歌や特技

の披露をしたりしていました。多くの子供たちの元気そうな姿、母親同

士日本で言う「ママ友」の姿を見て多くの元気をいただいたと感じてい

ます。  

 

＜終わりに＞  

この派遣事業参加にいたりましては、市長さま、副市長さまをはじめ

広報担当者の方々のお計らいにより、事前に説明会を持っていただいた

ことにより明確な派遣事業参加の目的、異文化体験に向けて自らが行動

できるように意識を高められることにつながりました。さらに、６月２

９日に行われた淡路島パラナグア公園で行われた植樹式にも参加させ

ていただいた上で、現地での素敵なイペの木、森林、パラマ松、学校や

地域環境など多くの視察への思いも高まりました。この体験を無駄にす



ることのないようにしっかりとした心構えを持つことも重要であり、こ

の派遣事業を通し、今後も参加したいという意識を高めることもできま

した。そして、市役所の方３名、市議会の方１名、市民参加２名の計６

名による「即席チーム淡路」は、出発前から同じ意識を持ちあえるよう

な雰囲気作りの高まりにもつながりました。せっかく学んだこの研修に

何か市民の皆さまにフィ－ドバックさせていただければ幸甚と存じて

おります。また、今回の体験から継続していきたいこと、発展させてい

きたいことなど整理しながら歩んでいきたいと考えております。   

本事業が、淡路市とパラナグア市の環境衛生、文化交流、教育など相

互協力の進展を図り、より一層その成果を得るためにも淡路市民の理解

と協力は不可欠であると考えます。そのためにも、日ごろ市の職員の方

が作成されている広報誌など、これまで以上に見るようにして多くの情

報収集と自身の住む地域の役割について知っていきたいと考えており

ます。  

  

 

 

  



ブラジル訪問 

 鯛  仁和 

 

1. ブラジルに行ってみて感じたこと 

 最初、ブラジルについて、「とても治安の悪い場所」「危ないところ」「蚊に刺

されると危険」などという報道をもとにした悪いイメージばかりが先行し、不安

な気持ちばかりが先走っていました。しかし、実際にリオデジャネイロ空港に着

いた時、現地のガイドの三浦さんは、リオは日本で報道されているほど危ないと

ころではなく、適切に行動すれば危険ではないということを教えてくださいまし

た。不安に感じていた一つの要因である蚊については、リオに滞在している間、

とても気温が高く、天気が良かったのですが、現地の人々は半袖で過ごしている

人ばかりで、蚊を気にしている様子はなく、蚊を見ることはありませんでした。

治安については、街の様子を見るとリオデジャネイロはファベーラと呼ばれるス

ラム街（都市部で極貧層が居住する過密化した地区）の地域とビルが立ち並ぶ中

心地域、高級住宅街の地域が明確に分けられており、ファベーラのような危険な

場所に立ち入らなければあとは、「持ち物から目を離さない」「人混みの中では注

意する」などのことさえ気をつければ十分であると思いました（もちろん油断は

いけませんが）。そのようなことを感じると同時に思ったのは、日本がどれだけ

治安のいい場所であり、本当に恵まれている、幸せな場所であるということでし

た。 

 

2. ブラジルそれぞれの街並みについて 

 リオデジャネイロ・クリチバ・パラナグア・サンパウロの訪れた都市の街並み

はそれぞれに異なっていてとても興味深いものでした。 

 リオデジャネイロは上記でも述べましたが、ファベーラと高級住宅街、高層ビ

ル街のそれぞれの地域が明確に区別されており、人口が増え、経済が発達するに

つれて都市開発を行ってきたことがよく分かる街並みになっていました。ブラジ

ルには、広大な土地があるため、都市開発を行う際は、空白の土地をどんどん開

発していき、都市であった場所はそのまま放置されるため、そこが廃れることに

よってファベーラとなり、貧民街が形成されるということでした。 

     

  リオデジャネイロのファベーラ    リオデジャネイロの高層ビル街 



 一方で、クリチバ市はブラジルの首都であるブラジリアと並び有名な計画都市

であり、優れた成功をおさめた都市として知られています。道路は碁盤目状に走

っており、BRT をはじめとする公共交通機関がとても発達しています。クリチ

バの都市計画を策定する際に基本方

針としたのはヒューマンスケールの

まちづくりであり、モットーは「人間

のための都市計画」というものでした。

それはつまり、自動車中心の都市政策

ではなく、住民である人間を中心とし

た都市政策を行おうとしたというこ

とです。このような、住民を第一に考

えた都市計画やまちづくりというの

は世界中どの場所においても重要で

あると思いました。            BRT とクリチバの街並み  

 

 次に訪れたパラナグア市は古くから港湾

都市として古くから栄えた町であり、歴史

ある街並みが町の中心部に今でも残されて

いました。道路は舗装されておらず石畳の

ままのところも多くあり、高層ビルのよう

な高い建物もなく、昔ながらの街並みを感

じることができました。           パラナグア市の街並み 

 

 最後に訪れたサンパウロ市は、リオデジャネイロ市と並ぶブラジルの大都市で

すが、リオデジャネイロとは打って変わっ

て、ファベーラと呼ばれるスラム街が一箇

所に固まっておらず、都市部の中に混在し

ているようでした。また、中心部の公園や

教会の周辺には警察官が常にいるにもかか

わらず、治安が良いようには見えませんで

した。サンパウロはブラジル最大の都会な

のですが、都市問題が多数起きているよう

でした。                   サンパウロの街並み 

 

3. ブラジルの教育について 

 ブラジルの教育制度は義務教育としての初等教育（日本の小中学校）が 9 年間

あり、中等教育（日本の高校）が 3 年間、高等教育（日本の大学）が４〜５年間

となっています。ほとんどの学校で小学校は午前、午後の 2 部入れ替わり制、中

学校・高校は午前、午後、夜間の 3 部制です。これは対象人数が学校の収容人数

が多いためだと考えられます。ブラジル滞在中、朝の 7 時頃にバスで移動してい

ると、登校中の学生・生徒を多数見かけました。お昼に学校のそばを通ると下校



中の生徒もいました。また、サンパウロのイビラプエラ公園に行った時には平日

の昼間にもかかわらず、多くの若者が体を動かしているところを目にしました。 

通訳の方で、実際にブラジルで子育てをしているお話を聞くと、公立学校は、小

学校から大学まで全て学費は無償のようですが、それだけでは教育として不十分

であり、大学に行こうと思っている多くの生徒は中学校や高校は私立の学費のか

かるところに行ったり、授業のない午前中や午後の間に別の学校に通わせたりし

て、大学は無償の国公立大学に行くのが最も一般的のようです。通訳の方のお話

によると、教育という分野においてブラジルはまだまだ発展途上のようで、日本

に見習わなければならないところが多数あると言っていました。これからの協力

の形の一つとして「教育」という分野も考えられるのではないかと感じました。 

 

4. 記念式典に参加して 

 今回の派遣の第一の目的は、淡路市パラナグア市友好 30 周年記念式典及びパ

ラナグア市制 368 年記念式典に参加することでした。淡路市パラナグア市友好

30 周年記念では、多くの関係者の方が出席され、式典が始まる前からとても和

気藹々とした雰囲気で、お話をしながら写真を撮りながらまさにお互いの友好を

深めることができていたのではないかと感じました。また、式典では記念品をい

ただきました。これから大切にしたいと思います。パラナグア市制 368 年記念式

典は式典が開催される前日の夜からすでに始まっていました。前日の夜には前夜

祭として、チアギーニョという、リオオリンピックの公式テーマソングも歌って

いる国民的な歌手がライブをしていました。深夜にもかかわらず多くの若者が広

場に集まり、ライブに参加していました。とても熱狂的な雰囲気に圧倒されまし

た。人々が持つとても大きなパワーみたいなものを感じることができました。ま

た、市制記念日になった 0 時ちょうどには花火が上がり、市全体でパラナグア市

の誕生を祝っているように感じました。 

 

5. 今回の派遣事業に参加して 

今回は淡路市派遣事業に参加することができて本当に良かったです。実際に現

地を訪れ、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の肌で感じられたことは大

きな財産になりました。これまで、ブラジルというのは遠くにある国の１つくら

いの印象しか持っていませんでしたが、実際に行ってみると、とても魅力的で、

学ぶべきところがたくさんある国であると感じることができました。また、オリ

ンピック開催直前ということで、オリンピックを開催する雰囲気というものも感

じることができました。今回のような機会がないとなかなかブラジルに行くとい

うこともなかったでしょうし、今回のようなメンバーで一緒に行くということは

なかったと思うので、とても貴重な経験になりました。この経験を無駄にするこ

となくこれからの人生につなげていきたいと思います。この度は本当にありがと

うございました。これから淡路市とパラナグア市がさらに関係を深め、お互いに

助け合い、より良い淡路市・パラナグア市になっていくことを願っています。 

 

  



７月２８日（木）午後７時 在クリチバ日本国総領事館訪問（歓迎レセプション） 

 

○池田総領事あいさつ  

  本日は、金村淡路市副市長を団長とする淡路市友好親善視察

団を公邸にお迎えして、歓迎レセプションを開催できることを

嬉しく思います。兵庫県淡路市とパラナ州パラナグア市との姉

妹都市交流は、１９８６年に友好協力協定を締結したことに始

まり、本年で３０周年を迎えたことを心からお祝い申し上げま

す。 

  皆様ご承知のとおり、昨年は、井戸敏三兵庫県知事ご一行が、兵庫県とパラナ州の友

好提携２５周年記念式典に参加するため、クリチバを訪問されました。また、西森連邦

下院議員が団長を務めるパラナ州友好親善団が、訪日した際にエジソンパラナグア市長

も同友好親善団の一員として淡路市を訪問し、交流を深めたと承知しております。さら

に、兵庫県姫路市・西宮市・加古川市は、それぞれパラナ州のクリチバ市・ロンドリー

ナ市・マリンガ市と友好提携を結んでいます。このように兵庫県とパラナ州は、極めて

緊密な関係を構築しており、日本とブラジルの地方連携の模範であると言っても過言で

はないと思います。 

  本日から、金村淡路市副市長ご一行は、パラナグア市を訪問する予定と伺っておりま

す。淡路市とパラナグア市が協議することで、両市の友好関係が一層深まり、新たな交

流事業が始まることを期待しております。 

最後に、金村淡路市副市長ご一行の受け入れ準備に尽力された、エジソンパラナグア

市長・遠藤パラナ兵庫姉妹都市コーディネーター・彌城兵庫県ブラジル事務所長ほかの

皆様に感謝申し上げるとともに、淡路市とパラナグア市との友好と交流の拡大を通じて、

兵庫県とパラナ州・日本とブラジルの親善がより一層深めることを祈念し、私の挨拶と

します。ありがとうございました。 

 

○エジソンパラナグア市長あいさつ  

  本日このように池田総領事にお招きいただき、感謝申し上げ

ます。そして、パラナグア市への日頃のご協力にも感謝申し上

げます。また、パラナグア市を代表して、淡路市から金村副市

長並びに田中議長ほか淡路市友好親善視察団の訪問を歓迎い

たします。また、昨年、西森議員のもとで淡路市を訪問した際

には、皆様方にご支援を賜り、日本の地を訪れ、淡路市の皆様

にお会いできたことを思い出すとともに、心から感謝申し上げます。さらに、本年はパ

ラナグア市で、皆様をお迎えできたことも嬉しく思います。 

  淡路市とパラナグア市は、友好協力協定を締結し、本年で３０年を迎えました。また



明日には、市政記念日として、３６８年を迎えようとしております。 

  淡路からお越しの皆さんは、長時間のフライト等により現在肉体的に厳しいものと思

われますが、この後の会食の後にパラナグア市に向かわれ、我々とともに夜中０時に始

まります市民参加型の祭りにも、ぜひご参加いただきお楽しみいただければ幸いです。 

  夜中に開催される催しですが、ブラジルの音楽の一つパグオーチというリズムがあり、

ブラジル国内でも有名なチアギーニョという歌手をお呼びしており、４万人以上の市民

が参加する大規模なイベントとなっておりますので、ぜひパラナグア市の夜をお楽しみ

ください。 

  最後に、このように淡路市の皆様をお迎えできることを大変光栄に思います。今回訪

問いただいたことで、パラナグア市の日系社会一同で、昨年訪問した際に受けた歓待を

恩返ししたいと考えています。訪問いただく２日間ご一緒させていただきますが、この

時間を通じて、淡路市とパラナグア市との友好関係が、より強固なものとなるよう期待

しております。 

 

○金村副市長あいさつ  

  皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました淡路市副市長

の金村です。 

  本日はこのような盛大なレセプションを催していただき感

謝申し上げます。また、常日頃は、淡路市とパラナグア市の

友好のためにご尽力を賜り、重ねて厚く御礼申し上げます。

私達は明日から、パラナグア市制３６８周年記念式典、並び

にパラナグア市との友好協力協定３０周年記念式典に出席するため、この地を訪問いた

しました。 

  私は、５０年前に淡路島からブラジル移民をしていた多くの方々の家庭を訪問し、ブ

ラジルのことについて勉強していた時があり、今回ブラジルを訪問出来たことは、５０

年前の思いが叶ったように感じています。また３０年前には、私の上司でありました柏

木和三郎津名町長が、ブラジルパラナグア市と友好協力協定を締結し、その当時に熱い

思いを感じたことを思い出します。 

  今回、淡路島を出発し、約３０時間をかけて、このブラジルの地に着きました。ブラ

ジルの情熱的で熱い思いの国だと、改めて肌で感じました。昨日、リオを訪問し、キリ

スト像を見学し、ロープウェイに乗りました。ロープウェイでは、風が強く、途中でゴ

ンドラが止まり、パラナグア市まで行けないのではと覚悟しましたが、キリスト像のお

導きもあり、本日こうして無事に総領事館を訪問ができ、嬉しく思っております。 

  明日、パラナグア市制３６８年を迎えますが、これまでの日系の方々の一つ一つの熱

意と情熱がこの地を築いた大きな一員であるのではないかと、日本人として誇りに思っ

ております。 



  最後に、本日お集まりの皆さんのご健康ご多幸、そして、この御地が益々盛んになる

と共に、リオオリンピックにおいてのブラジル選手団の活躍と、皆さんには日本選手団

も応援していただくことをお願いし、挨拶といたします。 

  

 

 

 

７月３０日（土）午後９時 淡路市パラナグア市友好協力協定３０周年記念式典 

 

・出席者紹介  

・国家斉唱 

・あいさつ 

 ○エジソンパラナグア市長  

   本日は、たくさんの方々にご出席いただきありがとう 

ございます。 

   淡路市との友好協力提携も３０年を迎え、今後も盛ん

に交流を進めていきたいと考えております。文化やその

他の交流に関して、両市の関係を深めていきます。昨日、

パラナグア市にある淡路環境学校を視察いただき、その学校の２名の先生が淡路市を 

訪問し、パラナグア市の学校でも日本の文化を継承し、現地の子供たちを育てていき

たいと言われておりました。また、学校横の土地に日本の植物を植え、パラナグア市

に居ながら、日本・淡路をイメージできる公園として、再活用したいと考えておりま

す。今回、視察団の皆様には、パラナグア市を訪問いただき大変ありがとうございま

す。皆さんが喜んで帰っていただけることを望んでおります 



 ○サルモン元パラナグア市長  

   ３０年前に津名町とパラナグア市と友好協力協定を

締結し、本日この式典に参列できることをとても光栄

に思います。しかしながら、当時の柏木津名町長とパ

ラナ州知事は、現在お亡くなりになられ、この席に参

列されていないことは残念であります。当時の津名町

長とは、パラナグアとポンタウドスーを結ぶ１５ｋｍの道路整備を計画し、日本企業

はこの道路の重要性を考慮した上で、無償で工事に参加してくれるではと話をしてい

たが、残念ながらその計画は構想のみで実現は出来ませんでした。 

この友好協力協定も、３０年前の津名町とパラナグア市との締結から始まり、本日

を迎えることができたことに、関係者のご尽力に感謝すると共に、今後も益々友好関

係が深まることを期待します。 

 

 ○西森ブラジル連邦下院議員（代理：田丸ウララ秘書） 

   本日は、パラナグア市と淡路市との友好協力提携３０ 

周年おめでとうございます。 

   金村淡路市副市長を始めとする友好親善使節団の皆様

をお迎えし、当地で記念式典が開催されることは、誠に

喜ばしいことです。昨年４月には、日伯修好１２０周年

を記念して西森議員を始め、エジソンパラナグア市長にも参加いただき、経済友好使

節団が訪問した際には、淡路市の皆さんに大変お世話になりました。訪問した際には、

花博が開催されており、その美しさは今でも忘れられません。最後に、この友好協力

提携により、両市で教育・文化・技術など様々な分野で発展することを心よりお祈り

し、西森議員の代理としてお祝いの祝辞といたします。 

 

○池田在クリチバ日本国総領事  

   本日は、パラナグア市と淡路市の友好協力提携３０

年周年記念式典にお招きいただき、ありがとうござい

ます。１９８６年に友好協力協定が締結され、これま

で両市では、友好関係を深められてきました。パラナ

グア市におかれましては、淡路公園や淡路環境学校が、

淡路市にはパラナグア公園が整備されており、両市の

友好関係が大変強固なものと示すものであります。昨年、エジソンパラナグア市長が

淡路市を訪問され、今年、金村淡路市副市長を始めとする友好親善使節団がパラナグ

ア市を訪問し、３０周年記念式典や、パラナグア市制を記念する様々なイベントに参

加されることは、友好関係をさらに深める上において、大変意味深いものがあると思



います。この機会を通じ、パラナグア市の皆様に対し、市制３６８周年を迎えられた

ことをお祝いすると共に、淡路市とパラナグア市との両市の交流が、益々盛んになり、

両市の友好関係が深まることを期待いたします。エジソンパラナグア市長、遠藤パラ

ナ兵庫姉妹都市コーディネーター、彌城兵庫県ブラジル事務所長ほか、関係者の皆様

方に対して、淡路市の友好親善使節団をお迎えするに当たり、様々なご尽力に感謝申

し上げるとともに、パラナグア市と淡路市の交流を通じて、パラナと兵庫、また日本

とブラジルとの友好親善関係が益々深まることを祈念し、ごあいさつとします。 

 

 ○田中淡路市議会議長  

   ボン ジーア ア トドース（皆さんこんにちは） 

   エウ ソウ タカシ タナカ、プレジデンチ ダ カマラ ムニシパーゥ ジ アワジ 

（淡路市議会議長の田中孝始です） 

 本日は、淡路市パラナグア市友好協力提携３０周年記

念式典の開催に当たり、ご挨拶ができることを大変嬉し

く思います。エジソン市長をはじめ、多くの方々が、こ

のように私たちを温かく迎えていただいたことに、深く

深く感謝いたします。昨日は、市制３６８年をお祝いす

る深夜０時からの花火やコンサート、とても感動いたしました。市の誕生を記念し、

市民みんなでお祝いすることはとても大切なことです。日本とブラジルの関係は、日

本人ブラジル移住１００周年の月日を経て、ますます強固なものとなり、国民間の交

流も活発になっています。日本では、多くの日系ブラジル人を中心とするブラジル人

の皆さんが様々な分野で活躍されています。本市においては、１９８６年に津名町と

パラナグア市が友好交流協定を締結いたしました。この３０年の交流の歴史の中で、

お互いの文化や価値観に対する理解と尊重を深めることができたことは、私たちにと

ってかけがえのない財産となり、心の中に深く刻まれているところです。このように

両市の交流が今日まで続いておりますのも、エジソン市長様をはじめ、数多くの方々

の支えと、先人の熱意とご尽力の賜物と心から感謝いたしております。今回の訪問で

多くの方々との交流を通じて、両市の友好関係の発展に努めてまいる所存です。今後

とも、文化交流、行政交流だけでなく、民間団体等を含め、様々な分野での交流を通

じて、両市のこの素晴らしい関係が永続的に続いていくとともに、これまで培われて

きた交流の輪がさらに発展していくことを願っております。結びに、本日ご臨席の皆

様のご健勝と淡路市とパラナグア市の両市の末永い繁栄を祈念し、私のあいさつとし

ます。ムイント オブリガード（ありがとうございました）。 

 

 

 



 ○金村淡路市副市長   

   ボン ジーア ア トドース（皆さんこんにちは） 

   パラナグア市と私ども淡路市が、友好協力提携を

結んで３０年という節目の年、また、市制３６８年

の記念すべき日に、５名の友好親善使節団員ととも

に、ここパラナグア市を訪問し、皆様と記念式典を

盛大にお祝いできますこと、そして、このような歓

迎をいただきましたこと、非常に嬉しく思っています。また、今回の記念式典への訪

問に際し、エジソン市長をはじめ、多くの皆様には、多大なるご尽力を賜っておりま

すこと、心から感謝申し上げます。１９８６年５月に、津名町とパラナグア市が友好

協力協定を締結してから３０年が経過しました。その間、津名町は周辺の４つの街と

合併し、淡路市となりました。２０１０年には、門康彦淡路市長がパラナグア市を訪

問し、友好協定を継承し、友好協定宣言書を交わしております。昨年は、日本ブラジ

ル外交１２０周年、兵庫県とパラナ州友好都市提携４５周年を記念し、エジソン市長

に淡路市にお越しいただき、市内視察等をしていただきました。今回、パラナグア市

への訪問に当たり、本市では記念行事として、日伯協会から寄贈いただきましたブラ

ジルの国花と呼ばれていますイペの木を、パラナグア市との友好の証として、市内の

パラナグア公園に植樹いたしました。今は、私の背丈ほどの大きさでありますが、こ

れからお互いの文化や経済、行政レベルでの交流により、これらの木々と同様に、両

市の友好関係も成長し、成熟することを願っております。最後に、両市のますますの

発展と、本日ご臨席賜りました皆様方のご多幸とご健勝を心からお祈りするとともに、

リオ五輪大会でのブラジル選手の応援はもちろんのこと、日本選手への応援もお願い

し、私のあいさつとします。ムイント オブリガード（ありがとうございました）。 

 

・友好協定確認書の読み上げ 

・確認書の調印（門市長：事前に署名済） 

署名：エジソン市長、金村副市長、田中議長、ジョジアス議長（欠席のため別途署名） 

・記念品の交換 

  パラナグア市から淡路市友好親善使節団員へ 

  淡路市からパラナグア市へ（明石海峡大橋の写真をプリントしたレプリカ） 



・記念写真 

 

  





 


