
 

北米・南米県人会訪問（概要） 

福島県国際課 

 

 

○目的 

ブラジル福島県人会創立１００周年記念式典、ペルー県人移住１１０周年記

念式典等に出席し、併せて復興に向かう本県の正確な情報や魅力を発信するた

め、知事が平成２９年１０月１８日（水）～２７日（金）にかけて米国、ブラ

ジル連邦共和国、ペルー共和国を訪問しました。 

結果については次のとおりです。 

 

○主要な訪問先等 

（１）米国 ロサンゼルス市 

ア 在ロサンゼルス日本国総領事公邸における福島復興セミナー及びレ

セプションの開催 

イ 南加福島県人会との懇談 

（２）ブラジル連邦共和国 サンパウロ市 

ア ブラジル福島県人会創立１００周年記念式典への出席 

イ ジャパン・ハウス サンパウロにおける福島復興セミナーの開催 

ウ 開拓先没者慰霊碑参拝 

エ ブラジル福島県人会との懇談 

オ サンパウロ州政府訪問 

（３）ペルー共和国 リマ市 

ア ペルー福島県人移住１１０周年記念式典への出席 

イ 日秘文化会館における福島復興セミナーの開催 

ウ ペルー共和国政府訪問 

エ ノグチヒデヨ学園訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○訪問結果 

１０月１８日(水)  米国・ロサンゼルス 

１ 在ロサンゼルス日本国総領事表敬訪問 

場 所：在ロサンゼルス日本国総領事公邸 

対応者：在ロサンゼルス日本国総領事 千葉 明氏 

概 要：知事から千葉総領事へ、米国訪問に関する協力及び総領事館における福島復

興セミナー・レセプションの開催等に対する御礼や、県人会がお世話になって

いることに対する御礼を述べました。 

 

セミナー前に在ロサンゼルス日本国総領事千葉氏と懇談 

 

２ 福島復興セミナー及びレセプション 

  場 所：在ロサンゼルス日本国総領事公邸     

  出席者：現地政府関係者、商工会議所関係者、福島県人会員、日系人 ほか 

  概 要：千葉総領事及びカリフォルニア州議会のエイドリン・ナザリアン議員から挨

拶があった後、セミナーでは、知事から、東日本大震災以降の米国からの支援

に関する感謝を伝えるとともに、本県が震災以降、世界からの多くの御支援と

県民のたゆまぬ努力で着実に復興の歩みを進めていること、再生可能エネルギ

ーやロボットなど、新産業の創出により福島の復興・再生に向けた取組を全力

で進めていること、東京オリンピック・パラリンピックの２０２０年に向け、

ＧＡＰ取得日本一等の挑戦を続けていくことなどを説明しました。 

 
来場者に福島県の復興状況を説明する内堀知事 



 

１０月１９日(木)  米国・ロサンゼルス 

３ 南加福島県人会との懇談会 

場 所：ヒルトン・ロサンゼルス・エアポート 

出席者：南加福島県人会 会長 熊田 るみ氏 ほか 

概 要：知事から、長年にわたり県人会活動を支えてこられた方々に対する高齢者賀

寿、功労者表彰を行い、その御労苦に敬意を表するとともに、東日本大震災後

に県人会から頂いた御支援に対する御礼をお伝えし、会員の方々とのきずなを

深めました。 

  

感謝を述べる内堀知事             出席者での記念撮影 

 

１０月２０日(金)  ブラジル・サンパウロ 

４ 開拓先没者慰霊碑参拝及び日本館視察 

場 所：イビラプエラ公園内  

出席者：ブラジル日本都道府県連合会副会長 島袋 栄喜氏 ほか 

概 要：日系移民の先没者の慰霊碑を参拝し、幾多の困難を乗り越えて現地で確固た

る地位を築いてこられた先人の方々を慰霊するとともに、慰霊碑の保全に御尽

力いただいている関係者へ御礼の意を伝えました。 

 

慰霊碑の保全に御尽力いただいている関係者との記念撮影 

 



 

５ 在サンパウロ日本国総領事表敬 

場 所：在サンパウロ日本国総領事館 

対応者：在サンパウロ日本国総領事 野口 泰氏 ほか 

概 要：知事から野口総領事へ、ブラジル訪問に関する協力及びジャパン・ハウス サ

ンパウロにおける福島復興セミナーの開催等に対する御礼を伝えるとともに、

県人会がお世話になっていることに対する御礼を述べました。 

 

在サンパウロ日本国総領事 野口氏を表敬訪問し、支援に御礼を述べる 

 

１０月２１日(土)  ブラジル・サンパウロ 

６ 福島復興セミナー 

  場 所：ジャパン・ハウス サンパウロ 

  出席者：現地政府関係者、現地報道関係者、日系人、福島県人会員 ほか 

  概 要：日本の魅力を発信する拠点として、外務省が今年５月に世界で最初に開設し

た「ジャパン・ハウス サンパウロ」において、都道府県知事としては初めて、

同館においてセミナーを行いました。 

セミナーでは、野口在サンパウロ日本国総領事及びギリェルモ・ムロ ジャ

パン・ハウス副館長からの挨拶の後、知事から、本県が震災以降、世界から

の多くの御支援と県民のたゆまぬ努力で着実に復興の歩みを進めていること、

再生可能エネルギーやロボットなど、新産業の創出により福島の復興・再生

に向けた取組を全力で進めていること、東京オリンピック・パラリンピック

の２０２０年に向け、ＧＡＰ取得日本一等の挑戦を続けていくことなどを説

明しました。 

 

ポルトガル語の資料を用いてプレゼンを行う内堀知事 



 

７ ブラジル福島県人会訪問 

場 所：ブラジル福島県人会事務所 

対応者：ブラジル福島県人会 事務局長 曽我部 威氏 

概 要：ブラジル福島県人会事務所を訪問し、同県人会が今年創立１００周年を迎え

ることへのお祝いを述べるとともに、東日本大震災以降、県人会から様々な

支援をいただいていることに対する謝意を伝えました。 

 

ブラジル福島県人会事務局長曽我部氏から県人会の活動状況について話を伺う 

 

８ ブラジル県費留学生・短期研修生等との懇談 

場 所：ブラジル福島県人会会館 

出席者：県費留学生、短期研修生、技術研修員  

概 要：これまで本県が招致した県費留学生や短期研修生、技術研修員と面会し、福

島県での思い出や、本県で習得したことをその後どういかしているかなどに

ついて懇談を行いました。 

 
福島とブラジルとの絆を再確認し、気勢を上げる 

 

１０月２２日(日)  ブラジル・サンパウロ 

９ ブラジル福島県人会創立１００周年記念式典 

場 所：ブラジル北海道協会会館 

出席者：永山八郎ブラジル福島県人会長ほか県人会員、野口泰 在サンパウロ日本国



 

総領事、ブラジル日本都道府県連合会副会長谷口ジョゼ氏 ほか 

概 要：知事が、ブラジル福島県人会創立１００周年記念式典に出席し、１００周年

の節目を迎えられたことへのお祝いを述べるとともに、東日本大震災後に県人

会から頂いた御支援に対する御礼をお伝えし、会員の方々とのきずなを深めま

した。また、長年にわたり県人会活動を支えてこられた方々に対する高齢者賀

寿、功労者表彰を行い、その御労苦に敬意を表しました。 

昨年度の県費留学生であった猪狩エリカさんによる謝辞では、日本から移民

としてブラジルに来た先祖が苦労しながらも現地の人々の支えにより生きて

こられたこと、その後皆が日本語を忘れまいと日系人組織を立ち上げたこと

や、福島県が県人会をサポートしていることへの感謝、本日集まった方々へ

の御礼などを述べられ、「ふるさと」の斉唱により式典を締めくくりました。 

 

ブラジル福島県人会創立１００周年記念式典      御祝いの挨拶を述べる内堀知事 

 

１０ ブラジル福島県人会役員等との懇談 

場 所：ブラジル北海道協会会館  

出席者：ブラジル福島県人会長 永山 八郎氏 ほか 

内 容：知事が、ブラジル福島県人会の役員等に対し、式典招待への御礼を述べると

ともに、懇談を通して親交を深めました。 

 

ブラジル福島県人会の役員との懇談 

 

１０月２３日(月)  ブラジル・サンパウロ 

１１ ブラジル日本移民史料館視察 

場 所：ブラジル日本移民史料館 

概 要：日系社会の歴史を伝える博物館として１９７８年に開館した史料館を訪問し、



 

日本人移住者が幾多の困難を乗り越え、いかに現在の地位を築いてきたかにつ

いて理解を深めました。 

 
史料館を視察し、先人達の足跡と苦労に理解を深める 

 

１２ サンパウロ州政府訪問 

場 所：サンパウロ州政庁 

出席者：サンパウロ州 ジェラルド・アルキミン知事、アナ・パウラ・ファヴァ国際

部長 

概 要：知事が、アルキミン知事に対し、東日本大震災以降、サンパウロ州を始めブ

ラジルの方々から励ましや支援を頂いていることに関する感謝を伝え、様々な

課題を抱えながらも、本県の復興は着実に進んでおり、引き続き挑戦を続けて

いく決意を述べました。また、県人会が日頃お世話になっており、県人会創立

１００周年記念式典が盛会のうちに開催できたことについての感謝を述べまし

た。さらに、福島県の自然や温泉などの魅力について紹介し、来日の折にはぜ

ひ来県いただくよう伝えました。 

 

福島の復興状況、県人会支援への御礼を述べる内堀知事 

 

 

１０月２４日(火)  ペルー・リマ 

１３ ペルー政府訪問 

場 所：ペルー外務省 



 

対応者：ペルー外務副大臣 

 ネストル・フランシスコ・ポポリシオ・バルダレス氏 

同席者：駐ペルー日本国特命全権大使 株丹達也氏  

概 要：始めに、ポポリシオ副大臣から、ペルーの現地で日系の方々が大きな活躍を

していること、また、昨年末から続いたペルーでの豪雨災害に対し、駐ペルー

日本大使館を通して日本から大きな支援をいただいたことに感謝する旨の発言

がありました。これに対し、知事から、東日本大震災以降、ペルーの方々から

励ましや支援を頂いていることへの感謝を伝えるとともに、福島からペルーに

移住した方々が、１１０周年の節目を迎えることとなり、県人に対して温かい

御支援を頂いていることに対し、重ねて感謝の意を述べました。 

 

ポポリシオ副大臣と災害対策分野で意見を交わした内堀知事 

 

１４ ペルー福島県人会訪問 

  場 所：ペルー福島県人会事務室（日秘文化会館） 

  対応者：ペルー福島県人会 会長 サトウ ビクトル氏 ほか 

概 要：知事が、福島県人移住１１０年を迎えることへのお祝いを述べるとともに、

東日本大震災以降、県人会から物心両面にわたり多大なる支援を頂いているこ

とに対する謝意を伝え、本県が復興に向けて着実に前進している状況等につい

て説明しました。 

 

県人会役員に対して式典の御祝いと福島県への支援に対する御礼を述べる内堀知事 

 



 

１５ ペルー県費留学生・短期研修生等との懇談 

場 所：日秘文化会館 

出席者：県費留学生、短期研修生 

概 要：知事が、これまで本県が招致した県費留学生や短期研修生、技術研修員の方

と、福島県での思い出や、本県で習得したことを、その後どういかしているか

などについて懇談を行いました。 

 

本県が招致した県費留学生や短期研修生、技術研修員との懇談を深めた 

 

１６ 福島復興セミナー 

  場 所：日秘文化会館 

  出席者：福島県人会員、日系人、現地政府関係者、有識者 など 

概 要：知事から、東日本大震災以降、本県がペルーを始めとする世界中からの御支

援と県民のたゆまぬ努力で着実に復興の歩みを進めていること、再生可能エネル

ギーやロボットなど、新産業の創出により福島の復興・再生に向けた取組を全力

で進めていること、東京オリンピック・パラリンピックの２０２０年に向け、Ｇ

ＡＰ取得日本一等の挑戦を続けていくことなどを説明しました。 

 
スペイン語の資料でプレゼンを行う内堀知事 

 

１７ ペルー福島県人移住１１０周年記念式典 

場 所：日秘文化会館 

出席者：ペルー福島県人会会員、駐ペルー日本国特命全権大使、ペルー日系人協会会

長、ペルー政府関係者、有識者 ほか 

概 要：知事が、ペルー福島県人移住１１０周年記念式典に出席し、移住１１０周年



 

の節目を迎えられたことへのお祝いを述べるとともに、東日本大震災後に県人

会から頂いた御支援に対する御礼をお伝えし、会員の方々とのきずなを深めま

した。交流会では、福島県ブースを設置して本県産の日本酒を試飲していただ

いたほか、民芸品、ポスター、パンフレットなどで本県の魅力や復興に取り組

む姿をＰＲした。参加者からは、「ふくしまの清らかな水が、おいしい酒につ

ながっていること実感した」などの声が聞かれました。 

最後に、ペルーの地で福島の伝統を継承しているペルー福島県人会婦人部に

よる「相馬盆唄」の踊りが披露され、式典の幕が閉じられました。 

 

ビクトル・サトウ ペルー福島県人会長との記念撮影 

 

１０月２５日(水)  ペルー・リマ 

１８ ノグチヒデヨ学園訪問 

場 所：ノグチヒデヨ学園訪問 

対応者：園長 宮城ファナ氏 ほか 

概 要：知事が、日系人がペルー国民による敬慕の念が厚い野口英世博士のような人

材を育てようと創立した私立学校（幼稚園、小学校、中学校）である「ノグチ

ヒデヨ学園」を訪問し、校内視察、歓迎式典への出席、現地料理による昼食会

等を通して、ペルーにおける博士の功績と、同学園と本県の学校による交流状

況、現地での日本語・日本文化教育等についての理解を深めました。 

知事は挨拶の中で、「自分自身と未来は変えることが出来る」との野口英世博

士の言葉を贈り、同校の児童・生徒たちに「より良い未来のため頑張ってほし

い、そして野口英世博士が取り持った福島とペルーとの交流がより発展するこ

とを願う」と述べました。 

 

元気あふれる生徒との記念撮影 



 

１９ ペルー日系人協会訪問 

場 所：ペルー日系人協会（日秘文化会館） 

対応者：ペルー日系人協会副会長 ヤナウラ エドゥアルド氏 ほか 

概 要：知事が、現地日系人最大の組織であるペルー日系人協会のヤナウラ エドゥ

アルド副会長に挨拶をし、県人が日頃お世話になっていることに対する御礼及

びペルー訪問に当たっての配慮に対する御礼を述べました。 

 

ヤナウラ エドゥアルドペルー日系人協会副会長との記念撮影 

 

２０ ペルー日本人移住史料館視察 

場 所：ペルー日本人移住史料館（日秘文化会館） 

対応者：移住史料館長 イゲイ ホルヘ氏 ほか 

概 要：日本人移民８０周年を記念して１９８１年に開設された史料館を訪問し、イ

ゲイ ホルヘ館長の案内により、ペルーに渡った日本人移住者が幾多の困難を

乗り越えてきた歴史等について理解を深めました。 

 

史料館を視察し、ペルーの地で奮戦した先人達の遺徳を偲ぶ 

 

 

 

以上 


