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コロナで中断されていた中南米の研修員派遣を再開
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杉本光男 ドウグラス君 (日系三世)     村上リナさん (日系三世)

研修科 目 日本文化            研修科 日 経営管理

研  修 山口県文化振興課 (山 口市)   研  修 原田屋 (山 口市)

8月 6日、山口宇部空港で山口県ブラジル親善協会員 らが出迎え
“まちじゅうエヴアンゲリオン"企画で空港には3mのフィギュアなどが飾られていた

新型コロナを克服して研修員受け入れを…

山口県ブラジル親善協会 会長 橋本 憲二

2年続けてブラジルからの研修員が新型コロナの影響で来日出来ない状況が続きま

した。昨年 12月 開催された世界大会もとうとうオンラインによる開催となりました。
ム年はようやく研修員の来日が実現して山口県での研修が出来ることとなり、行政と

しても受け入れの準備を進めています。

新型コロナウイルス感染者は既に世界中で 5億 人を超えてしまいましたc、 欧米をはじめ各国では既に

新型コロナ規制緩和を行い経済活動との両立を図り自由な生活に戻ろうとしておりますc

我が国でも既にワクチン接種 3同 日を済ませた人が 6割 を超え、検査態勢、飲み薬や点滴等治療方法も

確立 してきた感があ ります。我が国における新型コロナ感染者は変異ウイルスの出現があるものの減少

傾向が続いており、政府としては経済との両立を考え各種規制緩和の政策に舵を切ろうとしております。

これからの課題は我々がウイズコロナの世界でいかに健康に生活する事が出来るかでありましょうc

我々山口県ブラジル親善協会としても手指消毒、マスク着用、三密回避など感染を防ぎながら活動を

続ける事が肝要と思います。

2年以上にわたり新型コロナの影響で我々の活動も制限されておりましたが、会員の皆様もウイズコロナ

社会での活動にご理解を頂きこれからもご協力の程お願い致します。

2022年 6月
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令和 3年度も新型コロナの影響でイベントなどが自粛、県費研修員・留学生の派遣も中止となり、少ない

活動報告となりました。

※去年 7月 長門市で行われた「五輪ブラジル女子ラグビーテームとの交流会」、 8月 「駐 日ブラジル大使が

長門市訪問」は去年の「アミーゴ」に掲載済み.

☆「山口県ブラジル親善協会」の職旗を製作(7月 )

ブラジル国旗の黄緑色、黄色、紺色を基調にした職になりました。

☆周防大島の移民資料館に会報「アミーゴ」を追加展示(10月 14日 )

周防大島町の日本ハワ

イ移民資料館のブラジル

移民 コーナーに 2019年

～ 2021年 まで 3年 間の

会報「アミーゴ」を追加

展示 しました。

☆ブラジル山口県人会の伊藤会長を囲んで(12月 4日 )
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伊藤会長が、およそ 2年ぶりに

山口市に帰られ、親善協会の会員

有志が山口市内で「伊藤会長を囲

む歓迎・食事会」を開きました。

久 しぶ りの再会を喜び、コロナ事

情や山口県人会の今の活動、研修

員のことなどについて情報交換を

しました。

弓1‐手||ま 第
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☆「在外山口県人会世界大会」オンライン開催(12月 20日 )

ブラジル山口県人会伊藤会長が代表挨拶、親善協会代表も県会場に出席

海外にある山口県人会の代表が集う「第 5回在外山口県人会世界大会」がオンラインで開催されました。

この世界大会は 2020年に開く計画でしたが、新型コロナの影響で 1年延期となったものです。海外 6カ 国か

ら 11人、山口県人会、70人が参加。山口県側からブラジル親善協会やペルー協会などの友好交流団体の代

表がメイン会場の県庁正庁会議室に出席 しました。ブラジル親善協会からは橋本会長、福田、安田両副会長

が出席、山中が HP用撮影をしました。
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挨拶で村岡知事は「大会はオンラインになったが、沢山の参加者があ り感謝 します.県人会は明治以来、

夢の実現に向けてアメリカや中南米に移住された方々が誇 りある山口県人として日本文化や故郷への想いを

継承 しているところ.近年は中国、東南アジアでも県人会活動が活発になり、これからも山口県と県人会は

共に歩んでいく大切なパー トナーです。」と述べましたっ

続いて参加県人会を代表 してブラジル山口県人会の伊藤会長があい

さつ。伊藤会長は「ブラジルではコロナ感染で県人会の会員も亡 くな

りました。今回オンラインで大会を開いていただき、皆様のお顔を見

て話 し、各県人会の活動 も聞 くことが出来ます。これを機会に世界各

地で活躍される山口県人会の皆様とより強い友情 と絆を繋いで行 きた

い。」と挨拶 しました。

各県人会から活動報告が行われ、ブラジル県人会からは元県費研修員で青年部リーダーの長石ライスさん

高橋カロリーナさんら3人が、年間の活動イベントや日本語とポル トガル語の会報紙を発行 して山口の観光

地や食べ物を紹介している事などを報告 しました。他の県人会からも会の歴史や絆を深める地域活動などの

幸晨告がありました。

大会宣言では、“ふるさと山回の魅力の発信、次世代を担う人材育成、山口県人ネノトワ~ク の発展を図る
い

と言う宣言案が全員の拍手で採択されましたc次回第 6回世界大会の開催地はハワイ州で開催することが決

まり、時期は今後検討 していく事になりました。

「第 5回在外山口県人会世界大会」の模様は以下の YouTubeで 見る事が出来ます。

https://www.youtube.com/watch?v=DMgKgnOqo84(日 本語、ポルトガル語、英語、スペイン語 字幕選択)

Brazil Yamaguchi Kenjinkai
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「薄墨の桜」の話

福田百含子 (山口県ブラジル親善協会副会長)

令和四年の春の桜は、とりわけ見事に、しかも永 く美 しく咲き続 きました。蛍の名所、山口市内

を貫流する一の坂川添いも息を飲むほどに盛 り上がって見えました。

ブラジル親善協会長宅の玄関に掲げられた額「蛍桜亭」の文字は、そのまま「主」の青春を偲ば

せる「慶応」と重なって、奥ゆかしい限りです。

折からの「セニ ヨーラ」の会へお招 きいただき、おしゃべ りはNHK大河 ドラマ放映中
~鎌

倉殴

の十三人」の脚本作家三谷幸喜に及び、更には源平合戦、平家物語長門本、平家納経、宮島に至 l,

ました。もっと色っぼいお話がしたかったのにと、少々残念で、今 日は宇野千代のお話です
=

彼女晩年の名作「薄墨の桜」の最終部に、突然ブラジルが登場するのです。何故ブラジルなのか、

不思議に思いつつ過 していました。けれども、思いもかけぬご縁で姪の伊藤紀美子勤務のサンバゥ

ロ山口県人会館に訪れる機会をいただきました。

ブラジルの京都 と言われるサンパウロの街を、あちこち見学.美術館とは呼べないかも知れない、

静かな建物「東郷青児作品収蔵室」に出会ったのです。

東京銀座の街角に掲げられていた、あの細面の美人画、特色の際立った淡彩とは、打って変わった、

紅色、緑、茶褐色。激 しい筆使いは、正にブラジルの大地からの産物。

北海道の嫁 ぎ先から、情熱の赴 くまま、単身上京 した宇野千代。人妻 と心中未遂後の東郷青児の

ベッドヘそのまま直行の実践力の千代。

東郷青児の活力の源泉を、ブラジルと捉えた千代は、千二百年の樹齢を保つ薄墨の桜の作品中に、

是非々々、ブラジルの名称を入れたかったのに違いあ りませんc

アマゾン川沿いのホテルの庭で、

ブラジルの国鳥ツッカーノ (2017年 )

東郷青児とも別れ、年若い北原武夫との生活も破れ、最晩年は秘書の藤江惇子さんと二人、東京

青山の宇野ビルで過ごし、先年一九九八年六月、百歳を前に亡 くなった千代c

「ぬく―い (温い)ま んま (ごはん)に 、ふくふく煮込んだ高野豆腐と、ちしゃもみ。山は富士、

女は千代に、酒一パイ」山口県高森の父の実家に文学碑。岩国生家と、その近 く教蓮寺のお墓と、

青山の墓.六月十日「薄墨忌」と名付けられ、今も、顕彰会の方々のご供養が続く.

実は、筆者は、あの手造りのフルコースをご馳走になり、揚句、薄墨の桜小紋の長着をあつらえ、

千代とサインの帯をしめ、作品に登場の根尾「住吉旅館」から、薄墨の桜見に、読書会の皆さんと

出かけたという秘話 ?な いぬ一大物語があるのでござります。が今回はこれまでにして、一席の終

わりと致しましょう。

続きは、また、いつの日かの、お楽しみ、お楽しみ ||(「 ござります。」の文末は、宇野千代の作

品聞き書きシリーズに見られる、際立つ特色です。ちょっと拝借。)
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サンバダンサー&カポエイラ指導のエロイザさん

福岡でサンバダンサーとして、またカポエイラを教えていた “エロイザ"(熊谷たえこ)さ んは 2020年

コロナ禍の影響 もあ り福岡から出身地の山陽小野田市に帰 りました。福岡ではサンバダンサーのプロチー

ムを作 り、2016年 に始まった九州最大のブラジル祭 り「フェスタ・ ド・ブラジル福岡」の実行委員として

その立ち上げにも参加 しました。ステージネームの “エロイザ 'は ボサノバのヒット曲「イパネマの娘」

の娘の名前です。サンバを習ったブラジル人の先生が付けてくれました。

故郷に帰ったエロイザさんは今、山陽小野田市の地域交流施設などを会場に、サンバや舞踊格聞技カポ

エイラを教え、県内外各地のイベントに呼ばれてサンバを踊 ります。市内の小学校のスポーツ教室で教え

ることもあります.サ ンバダンサーとして、今年の 5月 には広島のフラワーフェスティバルに出演、大分

県日田市の観光まつ りではプロダンサーや市民、子供たちが加わる大規模なサンバカーニバルの トップダ

ンサー (ハ イーニャ・ダ・バテリア)役 を務めました。

目
目
田
□

‐
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フェスタ ドブラジル福岡 (2018年 ) カポエイラを披露するエロイザさん

サンバを習うきっかけは、知 り合ったブラジル人が明るく楽天的な事に驚 き、ブラジルの踊 リサンバを

覚えたいと 16年前、福岡市内のサンバ教室に通ったのが始まりです。その後 3回 ブラジルを訪ね、本場の

踊 りやカポエイラ、パーカッションの指導 も受けました.サルバ ドールでは伝統的なふっく喝スカー トで

踊るサンバに魅せ られ、頭 と背中に羽を付けて踊るサンバ以外に服を着て自由に踊るサンバを広めたいと

考えました。

今はコロナで自粛 していたイベントも次第に再開され、エロイザさんが呼ばれるステージも多 くなりま

した。エロイザさんは閉塞感が増す今の社会で、ブラジル的な明るい考え方で生きる事はとても大切、「サ

ンバは自分を前向きにさせてくれる踊 りです」と言います。

今年 5月 、山口市で初めて開いたカポエイラ教室では親子が汗を流 し、山陽小野田市のサンバ教室では

100歳 の男性が参加者と一緒に楽 しそうにステップを踏んでいました。

宇部市の小学校でサンバ体験教室

エロイザさんのブログ
HP

サンバ教室の生徒も祭リデビュー

宇部市

https://ameblo. jplheloisasamba/
https.//heloisasamba.wixsite.com/heloisa

「サンバダンサーエロイザ」で
検索してください。

カポエイラ親子体験教室

山口市
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防府市在住の会員で元理事の田島幸男さん (88)が 5月 29日 防府市内のホテルでご自身の生前葬と米寿、

それにダイヤモンド婚を記念する会を開催されました。大広間は、仕事関係や地域の老人クラブ、趣味の

旅行仲間、奥 さんの料理教室のグループなど個人的な繋が りが深い人達 100人で一杯になりました.新型

コロナの影響でこれまで何回も延期 された生前葬です。会場には肖像画の生前遺影が置かれ、読経の後、

お祝いの会場へと移 りました。

穐鷺

元カネボウ防府工場関連企業の協力会長を務めていた田島さんへ、元カネ

ボウ防府工場長や田島さんにお世話になった元中国留学生などがお祝いの言

葉を述べました。元中国留学生の柊千里さんは日本で東洋医学関連の勉強を

したいと、田島さんの支援で留学、山口大学医学部などで学び、今は日本で

鍼灸院を開業 している事などを説明しました。

元カネボウ陸上部で五輪選手、マラソン日本記録保持者だった高岡寿成監督から届いた大 きい花束の前

で鏡割 りが行われました。この後会場では、ブラジルで生まれた田島さんが 2007年 、子供時代の記憶が残

る日本人移住地アリアンサを訪れ、当時の友人達と再会 した動画 (会員の弥源治寿さんが同行撮影|が上

映されました。ルーツを確かめた田島さんはこの時、アリアンサの公会堂に 200脚 の会議用テーブルと椅

子を贈呈 し、生誕地訪問記念の石碑を立てさせてもらいました。

生まれ故郷のアリアンサを訪ねた時のビデオを上映

地域貢献や国際交流のお世話 も多い田島さんですが「今日の会は妻と

相談 し、 2人で今後を楽 しく生 きることを考えて企画 しました。」と述

べ奥さんからもお礼の言葉が述べ られました。

田島さんは「ブラジルは、いつまでも私の故郷です。アリアンサには

幼友達もいて、次の山口県人会 100周 年の時には、孫と一緒にもう一度

行 きたい。」と話 していました。

秘    .■
履 ,「 lI

ま崎ら こヽへ主分ム、、、

一 灘轟華鶉様と0事篠織

ヽ´・
.―

■

■

■

■



アミーゴ VoL1 9・ 2022年 0

山口県ブラジル親善協会の皆様ヘ

ブラジル山口県人会 会長 伊藤 紀美子

2022年 も、もう5月 です。月日の経つのは早いものです。会員の皆様に

おかれましては、お元気でいらっしゃいますか ?今、ブラジルは真冬です。

コーヒーの実 も真っ赤に色づき5月 はコーヒー豆の収穫の時期です。コー

ヒーの実と言えば第一回の笠戸丸移民はコーヒーの収穫での一獲千金を夢

見てブラジルヘ移住 して参 りましたが、 6月 末、入植地に配耕されたとき

には、すでに収穫時期 も終わリコーヒーの実の一粒 も残っていなかったという悲惨な過去があった

という事を思い出します。

あれから 114年、ブラジル社会も、移住者の社会も大 きく発展いたしました。 しかしながら、昨年、

一昨年とブラジルは未曽有の死者を出したコロナ蔓延という疫病に見舞われ、外出規制が しかれ社

会は死んだようになってお りましたが、ブラジル国民にカーニバルが 2年間も行われないことは耐

えられないことです。1斬 くこの 4月 ブラジル国内中でカーニバルが行われました。町は一気に活気

づき動 き始めましたЭ

ブラジル山口県人会の活動 も5月 29日 の中国 5県合同運動会に始まり、移民祭、敬老会 日本祭

り、研修員出発と次々に行事を行 う事になってお ります。

私共はこの 2年間のコロナ蔓延で、ひとつ大切な事を学びました。それは、今まで、自由に行 き

来 していた山口県はやっぱり遠い所だという事です。今後は親善協会の皆様との友情 と交流を以前

にも増 し1回 、 1回 を丁寧に大切に努めて参 りたいと思います。

2年間待ちました研修員も7月 に出発致 します。研修員がお世話になります。

研修員、そして、ブラジル山口県人会を今後ともよろしくお願い致 します。

2022年 5月 30日

5月 1日  サントス日本人会運動会へお祝いをもって参加 .

5月 29日  沖縄県人会の運動場で中国 5県合同の運動会.中 国 5県青年部 (ほ とんど山口県人会

青年部)が会議を重ねて開催にこぎつけた。当日は真っ青の空、子供連れの親子が 500

人くらい集る。弁当、シュラスコ、飲み物等を用意 したが朝 10時 には売 り切れ.ホ ッ

トドックをにわかに作るc山 口県人会青年部 30人が手伝った。

6月 18日  移民祭。今年はイビラプエーラ公国内の移民碑前で仏教法要。午後は文化協会主催の

法要祭、夕方は周南市の姉妹都市サンベルナンド ドカンポ市主催の移民法要祭c役
員は総出でいろいろな法要に出かけます.

6月 25日  下関市 と姉妹都市のサントス日本人会付属 日本語学校で日本語スピーチコンテス ト、

山口県人会より審査員を出す予定.

6月 26日  島根県人会創立 60周 年記念式典にお祝いをもって出席。

6月 28日  サンタ クルース日本病院創立 95周年式典にお祝いをもって出席。

6月 23日 から5日 間

47都道府県連合会主催の旅行ふるさと巡 りに参加。 ドラー ドス、カンポグランデ ナ

ビライ リオブリリャンテ等の日本人会を回り、山口県人会支部の人達 との交流を行

います

7月    日本祭 り材料買いで大忙 し。

7月 9日  グアタパラ移住地の入植祭招待。祝儀をもって 300 k mの所に出かけます。グアタパ

園
回
睡
国
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ラ植民地は山口県出身者が多 く、文協会長は斎藤アンジェリカの父親です

7月 16、 17日 日本祭 り。青年 リーダーに加え料理の専門家の研修生 OB菊枝ちゃんが中心になって

手伝ってくれます。キャッシュレス化で機器などは青年部が設置。

8月 9月  まだあまり予定は入っていませんが、今後沢山の予定が入ってくると思います

爾ブラジル山口県人会 (会館事務所 )

所在地 サンパウロ市リベルダーデ区ピラピチンギ街 72香

タヘ、ssOciaca0 2牡 ssistencial e Cultural Yarnaguchi― Ken do Brazil

KIMIKO ITO(伊 藤紀美子)Presigente
:Rua,Pirapitingui,72-Liberdade CEP 01508-020  -Sao Paulo‐ SP

TEL:(11)3208-6074
E―mail yamaguchLkettinkaミbr@hotm」 1.com

(会員約 500家族 ブラジル国内に 19支部を置 く)

問

役水人

顧

相

西村武人 要田武

井上ロベル ト 広谷耕作

宮本ジ∃ゼ 京野吉男

伊藤紀美子

丼田真由美

鈴月1 実

足立和子

竹内ジャイメ

名島マリア リ|1頭エリアーネ

一般行事のための理事 (青年ベテラン )

山下リナ 平見菊枝 高橋カロリーナ

小野セーザル 八波アンナ

今年の青年リーダー バルバラセンーナ

第一会計監査理事  京野けいぞう 丸本りカル ド

佐々木マルシオ

第二会計監査理事  当間千鶴 津田レアン ドロ

菅ロベル ト

会   長

第―副会長

第二副会長

第 ― 総 務

第 二 総 務

一 般 理 事

会 長

副会長

理 事

監 事

橋本 憲二

福田百合子

小林 真人

赤壁千佳子

清水 良子

安田 武勝

田村 伊正  橋本由美子  村田 弘子

徳光 英夫 [会計 ] 山中 清治 [事務局 ]

徳光 智子

弥源,台 寿  岡本記美代

「今年はブラジルから例年通 り県費研修員が来る見込み」と言う情報は我々親善協会員を喜ばせましたこコロナ

禍による2年余 りのブランクで、いつもの活動やイベントが無 くなり、ジッと我慢の日々でしたc毎年新 しい研修

員を迎え、お世話することは会員にとっても大 きい喜びです。しかし、何だか昔と同じ事ばかりを繰 り返すだけで

は時代ニーズに合わなくなるのではとの考えが巡 ります。ブラジルの山口県人会では、若い青年部の活動が他の県

人会をリー ドして、若い世代の新 しい取 り組みが出来ている様です。我々親善協会 も新 しい世代との交流に取 り組

む工夫をしなければと思います。新たな人材、ネットワークも必要でしよう。この会を若い人に引き継 ぐために何

が出来るか、模索が続きます。

「山口県ブラジル親善協会」のホームページ httpi//nippakujugemjp/?cid=3

Google検索で上位に表示されますc

・ 連絡先 事務局 I LI中  清治
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山口県ブラジル親善協会

連絡先 〒753-0252山 国市大内中央 1丁目5-34(山 中方)

事務局長 山中清 ,台 電話 083-927-5]37 巨―mall letltbe@c― able ne.lp(山中 )

曲回県ブラジル

親善協会役員
(令和4年度 )


