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　わたしたちの部会は、中古の衣料を外国へ送っていた
ブラジル人の岡崎ヴェロニカさんをサポートするために
誕生しました。送付品は中古衣料がメインですがその他
にも、補聴器、文具、楽器、車椅子、靴などに広がりま
した。勿論、ほとんどの品は皆さんからいただいた物で
す。中古の文具や楽器の収集は多くの小中学校の協力も
いただいています。お礼を言いながら部会の活動の紹介
もさせてもらっています。その後、繊維問屋さんから廃
番になった学生用品などもいただき、同送しています。
　こういう活動の隘路は何と言ってもお金です。思案の
後の行動は、自分たちでフリーマーケットを立ち上げま
した。それも宣伝の手間や費用を節約するために小判鮫
商法ができる場所を捜すことにしました。幸いひまわり
農協さんのご厚意で「グリーンセンター音羽」の駐車場
の一角を無料でお借りすることができ、現在は月に1度
第3日曜日に開催させていただいています。

　さて、次は何を売ってお金を稼ぐかです。いただく中
古衣料の中には随分程度の良い物がたくさんあります。
そうだ、これを売らせてもらおう！しかし、たくさん買っ
てもらいたいために価格を安く設定したので金額が伸び
ません。次の手として、中古の衣料をいただく時、他に
もあるはずの家庭不用品も寄付していただいて、それら
も売らせてもらおうと考えました。これは大正解！お陰
で、そこらを原資に何とか続いています。
　部会ができて12年、送った荷物の総量は20キログラ
ム入り段ボール827個です。送料は1個平均7,000円掛
かり、総額約550万円程です。送付先はフィリピン、ブ
ラジルの他7カ国にわたります。まだまだ、確保してい
る物品はたくさんありますので、頑張って、細く長く、
送り続けたいと思います。
　会員の方へお願いです。バザーで売ることのできる不
用品をぜひ寄贈してください。　　　　　（文責、今泉）

【今期の役員】
　　部 会 長・今泉　徳好
　　副部会長・笠原　　栞
　　副部会長・山口ひとみ
【現在のメンバー数】
　　16人
　　実働  13人
【設立】
　　1996（平成8）年5月

6月開催のフリマの風景。実は
開催の可否は天候次第なのです
（ひまわり農協さん「グリーン
センター音羽」駐車場にて）

ヴェロニカ部会は今！ ヴェロニカ部会は今！ 
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第1弾　ブラジル料理の紹介
　第1回目の4月20日は勤労福祉会館調理実習室でブラ
ジル料理の紹介をし、40人の参加がありました。ブラジ
ル部会のオスカルアマオモ
さん自らが料理の腕をふる
い、事務局のオマルさんが
通訳しながら、コメルシャ
オと呼ばれるブラジルで普
段食べられている定食（ご
飯に豆の煮込みをかけたも
の、牛肉のステーキ、生野菜のサラダのセット）の作り
方を紹介しました。ご飯は油を入れて炊くこと、豆は圧

力鍋を使って短時間で煮る
こと、牛肉にはすりおろし
たにんにくやたまねぎで下
味を付けて一晩置くとより
おいしくなることなど、日
本料理とは違った手順に参
加者のみなさんも興味深々

で熱心に聞いていました。
　その後視聴覚室に会場を移し、ブラジルに関するビデ
オを見ながらビュッフェ方式で試食をしました。この日
は特別にリングイッサ（ブラジルの腸詰め）の用意もあ
りました。強めの塩味が基本のブラジル料理にやや戸惑
う方もみえましたが、みな
さん喜んでいただけたよ
うです。

第2弾　ブラジル移民100年の歴史紹介
　第2回目のイベントは4月27日に勤労福祉会館視聴覚
室で行いました。まずオスカルアマオモさんからブラジ
ル発見の歴史の紹介がありました。次いで日系ブラジル
人のソニアスズキさん、アンドレアイギさんの2人を講

師に迎え、日本人移民たちの当初の苦労や、ブラジル
ではすでに日系6世、7世が誕生していることなど日系
人の人口の推移についての話を聞きました。質問のコー
ナーでは、日本人移民はブラジルでどんな作物を作って
いたか、日本人以外との結婚に制限はあったのか、在日
ブラジル人の暮らしはどうかなど、活発な質問が出まし
た。また、講師の方が用意してくださったプレゼントの
抽選があり、当たった方は大喜びでした。

　ブレイクタイムにはブラジル部会のメンバーによる手
作りのサンドイッチを食べ、圧力鍋で料理した牛肉の柔
らかさに「これはツナ？」とみなさんびっくりしていま
した。入り口近くのホールでは日本人移民の写真の展示
を行い、参加者の興味を引いていました。この日の参加
人数は42人でした。

　1908年6月18日に最初の日本人移民がブラジルに到着してちょうど100年になる今年は、「日本ブラジル交流年」
として両国で様々な交流行事が行われています。協会でもこれを記念して4月20日と同27日の2日間、ブラジル部会
（ABET）の企画で、ブラジルについての理解を深め、積極的な共生を目指すためのイベントを開催しました。
　また、日本語教室で学び、外国人相談員やポルトガル語部会の講師として協会の活動に深くかかわってきた日系2
世の糸数ジョルジェさんに、日本人移民と自らの思いについての手記を寄せてもらいました。

企画・講師のみなさん
ブラジル発見の歴史に
ついて聞きます

山盛りのステーキも
あっという間になく
なりました

ちょっと味見。
おいしいかな？

みなさん熱心に
作り方を聞きます

たくさんの質問が出されました
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過ぎ去りし100年
塔ノ木町　糸数ジョルジェ

　20世紀の初頭、日本は封建制度が終
わりを告げ、その後に生じた農業の機
械化による労働力の余剰と職の不足に
より引き起こされた人口的危機に直面していました。
　同じころブラジルではコーヒー栽培が栄えていまし
た。1888年の奴隷制度の廃止やイタリア政府による移
民停止措置により、多くの農園が労働力不足を感じてい
ました。
　コーヒーはブラジルの主要な輸出品だったため、政府
は新しい労働力を探し、日本人移民の受け入れを法的に
認めている数少ない国だったことから両国政府は合意に
達し、こうして日本人のブラジルへの正式な移民が始ま
りました。
＊両親のこと
　私の両親は沖縄県生まれで、あふりか丸に乗ってブラ
ジルへと向かいました。58日間波に揺られ、一番ので
きごとはアフリカに寄港した際に日本人とは肌の色が違
う人たちの存在を始めて知ったことだそうです。
　両親は大多数の人たちと同様、サンパウロ州の北西に
あるコーヒー農園で働きました。言葉が理解できなかっ
たので、初めてコーヒーを飲んだ時には日本茶と同じよ
うに、つまり豆をこさずに入れました。とても飲めたも
のではなく、正しい入れ方を知るまではコーヒーを飲ま
なかったそうです。
　ブラジルがアメリカと同盟を結び参戦すると、ブラ
ジルに住んでいた日本人たちは様々な圧力に苦しみまし
た。集会は禁止、日本語を教える学校は閉鎖に追い込ま
れ、当時欠くことのできない燃料であった灯油は日本人
に対して厳しい販売規制が敷かれ、1家族への1か月当
たりの割り当てはブラジル人家族の5分の1でした。
　コーヒーが唯一の労働と収入の場ではなくなり、他の
手段を探す必要に迫られた両親は、州の南西にあるポン
タルドパラナパネマという地域へ行き、そこで野菜や落
花生、とうもろこし、キャッサバ、後には大豆の栽培も

始めました。私はそこで1950年に生まれ、13歳まで過
ごしました。両親は子どもたちのため、より良い環境を
求めてサンパウロ市へ移りました。
＊私の経歴
　私はサンパウロ市で人生の一部を築きました。勉強し、
大学を卒業し、就職し、そして結婚しました。3人の子
どもがサンパウロで生まれました。やはり良い環境を求
めてブラジルの首都ブラジリアに近いゴイアス州の州都
ゴイアニアに移りました。そこでさらに2人の子どもが
生まれ、私の家族が全員揃いました。
　1995年に長女がゴイアス連邦大学でジャーナリズム
課程を修了しました。長男はすでに1年前から日本へ
行っており、姉の卒業式のため1996年の初めにブラジ
ルへ戻ってきました。長男は日本に良い印象を持ち、仕
事も気に入り、何よりブラジルでは決して受け取るこ
とのできない給料が気に入り、しかし家族と離れて暮
らすこともできず、なるべく早く家族全員が日本へ来る
約束をして、長女とまん中の弟を日本へ連れて行きまし
た。1996年5月、ブラジルの不安定な政治経済のせいで、
私と妻、2人の未成年の子どもも日本へ移住する決心を
しました。他の子どもたちはすでに豊川市で暮らしてい
たので、私たちもここに来ました。
　豊川市は田舎と思われるほど小さくもなく、また人で
息苦しくなるほどの大都会でもありません。居心地が良
く、設備も整い、大多数の人たちは親切です。私は豊川
が大好きで、豊川を去る時はブラジルへ帰る時だと思っ
ています。
　私たちは3年間の計画で来日しましたが、時が経ち日
本での暮らしはすでに丸12年になりました。その間い
ろんなことがありました。長女は東京でジャーナリスト
として働いています。末の娘は市立学校でのブラジル人
児童の援助という豊川市役所の仕事に就くことができ、
その後別の市へ移り現在まで働いています。末の息子
はトヨタ自動車のブラジル人向けの整備士コースを終了
し、ブラジルへ戻りました。長男は日本の大学でコミュ
ニケーション学の勉強をしており、現在3年生です。ま
ん中の息子は結婚して豊橋市に住み、私たちはとても愛
らしい男女の孫2人に恵まれました。　［8ページへ続く］
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オイスカ研修生との交流会

　5月20日（火）、財団法
人オイスカ中部日本研修
センターからインドネシア、
タイ、東ティモール、フィ
リピン、ミャンマー、トン
ガ、パプアニューギニア、
フィジー、ハイチ、ホン
ジュラス、ガーナ、マダガ
スカルの12カ国17人の農
業研修生と指導員5人をお
招きしました。
　当日は、午前10時から
午後5時まで、グリーンセ
ンター音羽、カントリー
エレベーター、トマト集出荷センターなどJAひまわり
管内の農業施設を見学しました。
　研修生に感想を聞いてみたところ、施設職員の親切な
説明と、トマトの仕分けの機械化が印象に残ったとのこ
とでした。また、昼食時に休憩した赤塚山公園「ぎょぎょ

ランド」も好評でした。
　午後6時からは、勤労福
祉会館視聴覚室で、簡単
な飲み物と菓子による茶
話会形式の交流会を開催
しました。参加者は総勢
62人で交流会がスタート
しました。

　今回から中米とアフリカ
諸国の研修生が加わったた
め、協会の大地球儀を用い、
お国の紹介を行いました。
5月が誕生月のマダガスカ
ルのンダサナ君とパプア
ニューギニアのサムソン君
を歌で祝福し、記念品をお
渡ししました。パフォーマ
ンスはインドネシアのダン
スで、アニータさんとジュ
ル君のリードで楽しく踊り
ました。また、フィジーの
ジョー君からギター演奏の
披露がありました。
　最後に、研修生全員によるコーラスがあり、参加者が
アーチを作って笑顔でお別れとなりました。
　この交流会は、1996年（平成8年）から毎年開催し、
今年が13年目となりました。

おいでん祭に出展
　5月24日（土）、25日（日）、第20回豊川市民まつ
り「おいでん祭」が市野球場をメイン会場として行
われました。2日間とも雨の降るあいにくの天候でし
たが、12万8千人の来場者（主催者発表）で賑わいま
した。国際交流コーナーでは、愛知万博継承事業と
して、豊川市のフレンドシップ国フィリピンとペルー
を、また、協会と親交の深いマレーシアを紹介しま
した。観光パンフレットの配布をはじめ、民族衣装
の試着、ペルーの飲み物やホームステイ部会員持ち
寄りの民芸工芸品を販売しました。併せて協会の会

員募集も行いました。
　なお、楽しみにして
いた特設ステージでの
ブラジルとペルーの踊
り、アンデスの音楽演
奏は、雨天のため中止
となりました。

大地球儀でお国紹介歓迎のあいさつ

トマト出荷センター

新鮮なトマトはおいしい

交流会がスタート

パフォーマンス

ギターの演奏

国際交流コーナー



 

豊川市光明町2－7　豊川市民病院北 

ＮＥＣパソコン専門店 
文具・事務用品・紙製品 
スチール家具・ＯＡ機器 
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　今回は、勤労福祉会館調理実習室で6月22日（日）午
前10時から開催しました。参加者は43人で、申し込み
開始早々定員に達してしまいました。
　講師はサークルメンバーの知り合いに料理が大好きで
イタリアに10年くらい滞在していた人がいるというの
で、さっそく大塚豊さんにお願いしました。先生は現在、
尾張一宮の高校で音楽教師をしています。イタリアに音
楽留学し、ピアノ、オルガンのディプロマを取得。たく
さんのコンクールに入賞しています。イタリアでパイプ
オルガンの演奏活動をしていました。今回初めて料理を

教えるそうです。
　教えるにあたって日本で
材料が手に入る、失敗が少
ない、夏の定番でイタリア
の家庭でよく食べられる献
立を選びました。イタリア
料理は素材と塩加減で味が

決まります。あまり調味料を使わないので塩加減が特に
ポイントです。ヨーロッパの方はその傾向とのことです。
　メニューは、スパゲティ・アル・ポモトーロ・フレス
コ（フレッシュトマトのスパゲティ）、ポッロ・アル・ロー
ズ・マリーノ・コン・パターテ（ローズマリー風味チキ
ンのポテト添え）、インサラータ・ミスタ（ミックスサ
ラダ）、ティラミス（ドルチェ）の4品です。1品ずつ丁
寧においしく作るポイントを伝授、例えばサラダの野菜
はしっかり水を切る、イタリアでは日本のようなドレッ
シングはないので自分でオリーブオイル、ワイン、バル
サミコ酢、塩コショウなどで味付けして食べます。少し
料理時間がオーバーしましたがたいへんおいしくできま
した。サークルメンバーは事前に試作し、この日に備え
ました。今度は先生の素晴らしい演奏が聞きたいもので
すね。レシピの一部を紹介します。

ローズマリー風味チキンのポテト添え
（材料）　1人前
鶏もも　半身・じゃが芋　中
2個・ローズマリー（生の葉
だけ）適宜・塩　こしょう
少々・オリーブ油　適宜
（作り方）
1. 鶏は大きめのぶつ切りにし、塩こしょうし、オリー
ブ油を入れて、手で混ぜ合わす。

2. じゃが芋は、大きめに切る。
3. 250℃のオーブンに鶏を入れて、中段で10分焼く。
4. 鶏を取り出して、そのオーブン皿にじゃが芋を並べ、
塩こしょうし、その上にローズマリーを散らす。

5. その上に鶏を戻して、オーブン230℃で20分焼く。
6. 鶏をもう一度取り出し、じゃが芋をしっかりと焦げ
目ごとひっくり返し、鶏を上にもどす……火加減を
見ながら、しっかりと焦げ目がつくまで焼く。

ティラミス
（材料）　1人前
ヴェチェンツィレディフィンガー
（ビスケット）2本・マスカルポー
ネチーズ　30ｇ・卵黄　1／2個・
砂糖　小さじ1・塩　少々・濃い
目に出して砂糖を入れたコーヒー
50cc（エスプレッソコーヒーが良）・ココアパウダー　適宜
（作り方）
1. チーズ、卵黄、砂糖、塩を混ぜる……（A）
2. コーヒーにビスケットを浸してバットに一列に並べる。
3. その上に（A）をかける。同様にもう一度くり返す。
4. 最後にココアパウダーをふりかける。
5. 冷蔵庫に入れる。4時間以上入れると味がなじむ。

調理の説明をする先生

イタリア料理　　ホームステイ部会
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旧一宮町・音羽町・御津町の

国際交流の歩み
　豊川市と平成18年2月1日に合併した一宮町、平成
20年1月15日に合併した音羽町と御津町の合併前の国
際交流の歩みについて調べてみました。3町とも愛知万
博「一市町村一国フレンドシップ事業」を推進したこと
により、国際交流・国際親善について、地域の人々の理
解と関心が高まったことが分かりました。
　なお、本文の関連事業は、主として住民を対象とした
催しについて記載しました。

●音羽町
愛知万博フレンドシップ国　チェコ共和国
関連事業
■チェコ紹介パネル展
　平成17年3月2日～18日、町文化ホールエントランス
で開催。観光ポスター、チェコの田園風景の写真パネル、
木製人形などを展示。
■チェコ現代アート「自然の鏡」展
　平成17年5月6日～29日、町ウインディアホールで開
催。チェコから空輸された現代作家10人のアクリル画、
造形作品など20点を展示。
■音楽会「チェコの夕べ」
　平成17年5月27日、28日、町文化ホールで開催。27
日はチェコから「スメタナ・トリオ」が来日。魅力ある
演奏を披露。28日は「プラハ・レディース・オーケストラ」
が出演、一般公募で結成した町フレンドシップスタッフ
による交流会を実施。参
加者335人。
その他の国際交流事業
■生涯学習海外派遣事業
■中学生海外派遣事業
■イギリス理解講座
■韓国料理教室

●一宮町
愛知万博フレンドシップ国　ガーナ共和国
関連事業
■民族舞踊交流会
　平成17年6月29日、ナショナルデーを翌日に控え、
ガーナ国立舞踏団一行11人が来町、町文化会館で民族
舞踊と音楽を披露。参加者400人。

●御津町
愛知万博フレンドシップ国　ジンバブエ共和国
関連事業
■愛知万博前夜祭御津町参加事業
　平成17年3月13日、ラグーナ蒲郡で開催。ジンバブ
エ駐日大使一行4人を招き、町の伝統文化、芸能を発表。
参加者は町民、御津高校生徒など320人。
■アフリカンコンサート「ジャナグルin御津」
　平成17年4月24日、町文化会館ハートフルホールで
開催。ジンバブエのアーティスト「ジャナグル（明るい
月の意）」7人が伝統音楽を披露。参加者400人。
■ミニフェア・ミニライブ
　平成17年9月17日、18日、JAひまわりAコープ御津
店駐車場で開催。ジンバブエのダンスグループ７人に
よるライブで、買い物客と交流。また、カメレオンやダ
チョウ形の工芸品の物産展を実施。
小中学校の交流
■御津南部小学校がオーストラリア・メルボルン市シデ
ナム・ヒルサイド小学校と姉妹校交流を継続中。
■御津中学校がカナダ・シアカム・セカンダリー校と平
成2年から教師と生徒を短期派遣、受入れ交流を実施。

ガーナとの交流会 ジンバブエとの交流会

チェコとの交流会
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微笑みの国から　こんにちは微笑みの国から　こんにちは
タイ　パタヤ市　　作間孝子

　ＴＩＡの皆さん「サワディーカー　サバイディーマ
イ？（こんにちは。お元気ですか？）」私がタイのパタ
ヤに来てから1年を迎えようとしています。不慣れな毎
日ですがタイでの近況をお知らせします。
　タイは植民地にならなかったため、人々は誇り高い国
民性を持っています。そのためか、買い物等ではタイ語
以外ほとんど通じず、どうしてもタイ語を覚えなければ
なりません。週2回のレッスンを受けていますが、タイ
文字は難しく、まだ「指さし会話帳」（絵を指さして相
手に理解してもらう本）に頼っている有様です。
　私の買い物での失敗談を披露します。
タラート（市場）に行き、「アオ　アン
ニー　ソン（魚2匹ください）」と指を2
本立てて注文したところ、むこうはすっ
かり2㎏と思い込み袋にいっぱい詰めは
じめました。私は慌てて「メチャイメ
チャイ　ソン　トア」というと、何だ
とばかりに「ソン　トア？（2匹か？）」
と怒った顔で言い返してきました。「ア
オ　アンニー　ソン　トア」ときちん
と単位まで言わなければいけなかったのですが、いくら
考えても思い出せなかったのです。今は、単語の羅列で
もこちらの言うことは通じるようになりました。でも、
タイ人の鼻がつまったように話すタイ語はまだまだ理解
できません。
　タイの季節は暑季（3月～5月）雨季（6月～10月）
乾季（11月～2月）の3つに分かれます。この4～5月に
はバンコクで38℃を記録し、人々は口々に「ローン・
ローン（暑い・暑い）」の連発でした。そして、この時
期にソンクランというタイのお正月を迎えます。4月
13・14・15日は雨季の十分な降水を願ってタイ全土で

無礼講の「水掛け祭」が行われます。日本でもご存知の
方もいらっしゃるかもしれません。主要幹線道路にピッ
クアップトラックがたくさん繰り出し、荷台に乗った人
が、相手の車、人々に向けてタライや水鉄砲で容赦なく
水を掛けます。車に積まれた大型タンクの水はあっとい
う間に無くなるのですが、何と、消防自動車が待機して
いてすぐに補給してくれます。お返しに歩道からも水道
水が飛んできます。道を歩く人は頭からびしょ濡れ。ま
さに濡れネズミです。
　タイの物価は「安ーい」と「高ーい」に分かれます。
タイ産の商品は日本に比べ確かに安いです。日本産の商
品をこちらで購入しようとすると日本国内の約3倍しま
す。日本産のみならず、産地がタイ以外、もしくは高度
な技術を用いて作られているものは一般的に高価です。
我が家では、極力タイ産の製品を使うようにしています。
　買い物はスーパー・商店・タラート（市場）にいきま

すが、タラートは面白いですよ。タラー
トは常設と、決まった曜日に開催される
ものとがあります。どこからこれだけの
人が集まるのだろうと思うほどの人・人
です。そして、商品もありとあらゆる物
があります。1枚10バーツの古着から、
コピー商品、そしてペットまでも。片隅
では屋台があって食事ができ、足つぼ
マッサージ、ネールアートもあります。
一日いても飽きないほどです。

　次はタイの料理です。タイ料理は概して辛酸っぱい味
が多いです。今まで食べた料理のなかで、トムヤムクン・
カオパット（炒飯）・ガイトー（鳥のから揚げ）がおい
しいと思いました。私のお勧め品です。果物！これは本
当においしいですよ。5月頃から出始めるドリアン・マ
ンゴスチン・ランプータン・マンゴー・ライチ・釈迦頭
等々種類はいっぱいです。植物繊維が豊富で便秘は即解
消しますが、果糖も多いので肥満には要注意です。
　タイ生活の一部しか紹介できませんでしたが、是非1
度体験をしにお出かけください。
　では、サワディーカー（さようなら）。

市場の魚類は豊富です！
（最近、作間さんを訪問
した中村万智子さん提供）

海外滞在記 
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■ お月見交流会参加者募集
二胡の演奏、ビンゴなどいろいろ計画しています。
日　時　9月7日（日）午後6時30分～8時30分
場　所　勤労福祉会館　視聴覚室
受講料　大人500円、こども300円（定員50人）
申込み　8月8日（金）から先着順に受付。電話で協会へ。

■ 文化講座「イギリスってどんな国」
今回はスコットランドのお話です。
日　時　9月20日（土）午後2時～4時
場　所　勤労福祉会館　第2会議室
受講料　会員300円、一般500円　（定員40人）
講　師　豊川市英語指導助手
　　　　ジョニー・ロバートソンさん
申込み　8月21日（木）から先着順に受付。電話で協会へ。

■ 外国語講座受講者募集
　英会話初級Ａ　（定員25人）
期　間　9月2日～11月18日　毎週火曜日
時　間　午後1時30分～3時
　英会話初級Ｂ　（定員25人）
期　間　9月4日～11月20日　毎週木曜日
時　間　午後7時30分～9時
　日常中国語会話　（定員20人）
期　間　9月3日～11月19日　毎週水曜日
時　間　午後7時30分～9時
　日常ポルトガル語会話　（定員20人）
期　間　9月5日～11月21日　毎週金曜日
時　間　午後7時30分～9時
【各コースの共通条件】
場　所　勤労福祉会館
受講料　会員5,000円、一般9,000円（テキスト代込み）
申込み　8月20日（水）までに電話で協会へ。

［3ページから続き］こんなふうにして私たちは日本で
の暮らしを続けています。
＊思うこと
　最初の移民たちが戦争から逃げたくて国を出たと勘違
いしている日本人がいるようです。これらの移民たちは
ブラジル発展の歴史の一部を担っています。そしてブラ
ジルの農業の発展や食文化の豊かさもこれらの開墾者た
ちの賜物であることは明らかです。
　私たちは両親とは正反対の道を歩んでいると単純に
言ってしまう前に、もう少し考えてみる必要があるかも
しれません。なぜなら不景気な1つの国から出て別の不
景気な国へ行くのと、第一世界と言われている国で暮ら
すために第三世界とみなされている国を出るのとは全く
違う状況だからです。
　交通手段の発達は距離を縮め、グローバリゼーション
は私たちの視野を広げて地球上のいろんな地域の人びと
の実際の姿と風習を知らしめてくれます。　
　言語もまた考慮にいれるべき問題です。日本はかつて
独特の文化や習慣に対してとても閉鎖的な国でした。お
そらく1世紀前には外国の言語を知っている人はめった
にいなかったはずです。ましてやポルトガル語に関し
ては、17世紀半ばにポルトガルのイエズス会士によっ
てもたらされた数語程度しか知られていなかったでしょ
う。政府が日系人および日系人と結婚した非日系人の受
け入れを解禁し、誰もがポルトガル語に関する多少の知
識を日本にもたらしたようです。
　日本は変わりつつあります。12年前私が日本に着い
たときには、今思い出せるだけでもフランスパン、オリー
ブオイル、オリーブの実、モツァレラチーズやおいしい
ピザを見つけるのはとても難しいことでした。これらの
変化は外国人へ扉を開放したことにとても関係が深いと
思います。
　最後に、ブラジルがかつてそうしたように、日本も近
い将来、この国の国際化のため私たちができる限りした
貢献と流した汗を知ってほしいと心から願っています。
　追伸 ― この文章の翻訳を手伝ってくれた豊川市国際
交流協会ポルトガル語部会の友人たちに心から感謝しま
す。


