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通年 榎本移民120周年記念事業 メキシコ チアパス州他
チアパス日墨協会，チアパス榎本協会，ア
カコヤグア江戸村協会，日墨協会等

中南米への初の組織的日本人移民である「榎本殖民」１２０周年を記念し
た事業を行う。詳細はチアパス州の日系人団体により調整中。

5～12
日系青年国際交流「リーデルカンビオ
２０１７」（5日～12日）

ペルー リマ市

ラ・ウニオン運動場協会
ペルー日系人協会
日系団体国際連合
パンアメリカン日系協会ペルー支部

リーデルカンビオは，ラ・ウニオン運動場協会が，学校や家庭の外での日
系青少年の活動を充実させる目的で，１９８１年１０月に設立したグルー
プである，モビミエント・デ・メノーレス（通称Movi）主催による１４歳以上の
日系青少年を対象とした，社会的リーダー育成を目的とする国際交流活
動。２０１７年の開催で２０周年を迎える。
２０１７年リーデルカンビオのテーマは，「夢に向かって団結」。参加国は，
アルゼンチン，ブラジル，ボリビア，メキシコ，パラグアイ，ペルー。参加者
は約１００名。

100

8 運動会（8日） ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ ドミニカ日系人協会日本語学校運営部
各地の日本語学校の生徒が集まり競技を行う。大人向け競技もあり、大
使館、JICAも参加。100名程度。

100

17 新年祝賀会（17日） コロンビア カリ市 コロンビア日系人協会 新年祝賀会

17～21 第11回国際野球大会（17日～21日） ペルー リマ市 ラ・ウニオン運動場協会
アルゼンチン，ブラジル，パラグアイ，ペルーの野球選手約200名が参
加。

200

25 新年会兼勲記勲章授与式 ブラジル ブラジリア ブラジリア日伯文化協会
日系社会との連携強化の観点から、日本文化及び日本語の普及に貢献
した当地日系団体の代表等を顕彰するもの。

29 新年祝賀会・成人式（29日） ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ
ドミニカ日系人協会
日・ド友の会

公邸において大使が移住者の新成人を祝福・激励するとともに、主に移
住者を対象とした新年祝賀会を開催。

日系社会合同新年会 ブラジル ベレン
パラー日系商工会議所、アマゾニア日伯援
護協会、在ベレン領事事務所

日系団体との連携強化の観点から、毎年２００～３００人前後が集まり和
太鼓や日本舞踊、餅つきなどを行っている。

200～300

アマパー州日本週間 ブラジル マカパ
在ベレン領事事務所、アムセル社、アマ
パー日伯協会他

日系人人口が比較的に少ないアマパー州に於ける日本文化紹介イベン
ト。折紙、生花、太鼓、民謡、アニメ、浴衣着付け講習会等を実施。参加
者約２，０００人予定。

2,000

汎アマゾニア日伯協会新年会 ブラジル ベレン 汎アマゾニア日伯協会
当地最大の日系団体である同団体主催の新年会。毎年約４００～５００名
程度の来客があり、日本舞踊、琴、和太鼓、創作ダンス等が披露される。

400～500

都道府県対抗カラオケ大会 ブラジル ベレン 北伯県人会協会 県人会の活性化と親睦を目的に、約３００人を集客予定。 300

新年祝賀会 ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
ブラジル日本文化福祉協会他日系主要団
体，サンパウロ総共催

新年祝賀式として日系社会において伝統的に開催。500人規模。 500

ラプラタ盆踊り アルゼンチン ラプラタ市 ラプラタ日本人会
ラプラタ日本人会主催の日本文化関連祭り。例年１日で約１万５千人を集
客。参加者の中には若い非日系人も多く，６割以上ともいわれている。

15,000

サルミエント盆踊り アルゼンチン 首都近郊サルミエント地域 サルミエント日本人会 サルミエント日本人会主催の日本文化関連祭り。例年，約５千人を集客。 5,000

日本人会総会兼新年会 ニカラグア マナグア市 ニカラグア日本人会
日本人会総会で次期会長を選出した後，そのまま新年会を開催。参加者
は在留邦人（大使館員，ＪＩＣＡ関係者含む）。

日本語スピーチコンテスト ニカラグア マナグア市
在ニカラグア日本大使館，ＪＩＣＡニカラグ
ア，中米大学等

１９９０年代より日本語教育を実施してきた中米大学の学生を中心とした
スピーチコンテスト。日本語学習者の勉学へのインセンティブを高める。

新年会 ペルー リマ市 ペルー日系人協会
当地日系主要団体代表者約200名が出席し，その年の門出を祝うととも
に，日系社会の団結を再確認する。

200

成人式 ボリビア オキナワ移住地 オキナワ日ボ協会 成人式終了後相撲大会が行われる。

2 日系人若手国際交流イベントＤＡＬＥ アルゼンチン ブエノスアイレス市 セントロ・ニッケイ・アルヘンティーノ
アルゼンチンのみならず，中南米各国より若手日系人が集う，国際交流
事業。例年，参加者数８０名（含むスタッフ）程度であり，２０１７年に１０周
年を迎える。

80

17～19 第６回ミナス日本祭り ブラジル ベロオリゾンテ ミナス名誉総領事が関与
例年２万人以上を集客する大規模な日本祭りイベント。２０１７年で第６回
目。アニメソング歌手，もしくはＪＰＯＰグループを派遣し，特に若年層の
日本への関心を高める。

20,000以上

18,19 ボア・ビスタ日本文化祭 ブラジル ボア・ビスタ市 ロライマ日伯協会
現地ロライマ州政府の協力を得て日系団体が主催する日本文化行事。
昨年初開催，２日間で5千人を集客(人口20万都市)。参加者の大多数は
非日系人。

5,000

26 敬老会（26日） ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ
ドミニカ日系人協会
日・ド友の会

７０才以上の移住者を対象に大使公邸で対象者を慰労。（注：例年は9月
開催だが、昨年は館務都合により開催できなかったため、同月に延期と
なったもの）

27
パラグアイ・セントロ・ニッケイ設立３０
周年祭

パラグアイ イタグア市 パラグアイ・セントロ・ニッケイ
２月２７日（月）１７時～、パラグアイ日系社会、中南米日系社会の関係者
を多数招待する予定（規模は未定ながら約３００～４００名規模となる見
込み）

300～400

カラオケ大会 ブラジル サンタイザベル サンタイザベル日伯協会 参加者約２００名前後。 200

新年会 アルゼンチン ブエノスアイレス市 在アルゼンチン日本国大使館
当館主催で，当地日系人及び在留邦人を対象に実施する新年会。２０１
７年は，在亜日本人会（ＡＪＡ）の１００周年を祝うとともに，各界で活躍す
る若手日系人に対する公館長表彰を行う予定。

サルタ夏祭り アルゼンチン サルタ市 サルタ日本人会主催 サルタ日本人主催の日本文化関連祭り。例年，約３００名を集客。 300

沖縄祭り ペルー リマ市 ペルー沖縄県人会
沖縄県の音楽・舞踊公演，郷土料理が楽しめる。低額の入場料で一般に
も開放。

餅つき大会 ニカラグア マナグア市 ニカラグア日本人会
木の臼と杵を用い，餅つきを行う。参加者は在留邦人（大使館員，ＪＩＣＡ
関係者含む）。在留邦人間の親睦を深めるとともに，餅つき風景を子ども
たちに見せることで，日本の伝統行事を次世代に継承する。

日本文化の日 パナマ パナマシティ
主催：在パナマ日本大使館
協力団体：日本愛好団体（各種文化、武
道、芸術、日本語、ＪＩＣＡ隊員等）

毎年２月に行っている大型日本文化行事であり、参加者は数千人規模
（昨年は2500人）で、そのほとんどが現地パナマ人である。当地在住の日
本関連団体の協力を得つつ様々なアクティヴィティを実施。

2,500

カーニバルパーティー ボリビア ラパス市 ラパス日本人会
ボリビアのカーニバルに合わせた仮装パーティーであり、会員及び一般
の約３００人が参加する。

300

3～8 リベルダーデ花祭り ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
リベルダーデ日伯文化福祉協会，ブラジル
仏教連合会及びサンパウロ市

日本の伝統文化事業としてサンパウロ市公式行事カレンダーに掲載，5
万人規模

50,000

18,19 18日・19日　ポルト・ヴェーリョ日本祭り ブラジル ポルト・ベーリョ市 ロンドニア日伯文化協会
日系団体が主催する日本文化行事。例年３日間で2万人を集客。参加者
の大多数は非日系人。

20,000

24
１２０周年日系人祭り「日本の四季と着
物」他（２４日）

チリ サンティアゴ 中央日本人会
日智修好１２０周年の２０１７年のオープニングを飾る大型事業の一つとし
て、中央日本人会が実施する事業。日本の四季を通じて日本を紹介する
というコンセプトの下、実施される着物ショー。現地劇場、大使館が共催。

文協文化祭り ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 ブラジル日本文化福祉協会
日系社会の代表団体であるブラジル日本文化福祉協会で開催される日
本文化祭り，5000人規模。

5,000

マラニョン州日本週間 ブラジル サンルイス
在ベレン領事事務所、CEMP職業訓練学
校、マラニョン日伯協会他

マラニョン州に於ける唯一の日本文化紹介イベント。折紙、生花、民謡、
アニメ、武道、浴衣着付け講習会等を実施。参加者約１，６００人予定。

1,600

叙勲者祝賀会 ペルー リマ市 ペルー日系人協会 当該年度の春・秋の叙勲受章者に対する祝賀行事。

お彼岸法要 ペルー カニェテ町 カニェテ日系人協会 日本人墓地等における先没移住者への法要。約150名が出席。 150

ブルサコ日本人会祭り アルゼンチン ブルサコ市 ブルサコ日本人会 ブルサコ日本人会主催の日本文化関連祭り。例年，約２千名を集客。 2,000

第５回国際親善ゲートボール大会（平
成２９年予定）

ウルグアイ サルト県アラペイ市
ウルグアイ・ゲートボール協会，在ウルグ
アイ日本人会

  サルト県スポーツ局が協力し，ウルグアイ・ゲートボール協会が主催し，
約３日間に渡り試合が行われる。毎年アルゼンチン，ブラジル，パラグア
イ，ペルー等から老若男女の選手が参加する。毎年大使館が招待され，
参加しているが，景品等の授与はなし。

日本人会運動会 ウルグアイ モンテビデオ市 在ウルグアイ日本人会
　日系人老若男女約５０人が参加し，徒競走，綱引き，騎馬戦等を行い，
各競技の優秀者には日本人会から商品が提供される。

50

ソフトボール大会 ドミニカ共和国 ハラバコア ドミニカ日系人協会青年部
日系2世を中心とした地区対抗のソフトボール大会。大使館、JICAも参
加。80名程度。

80

日本フェスティバル ニカラグア マナグア市
在ニカラグア日本大使館，ＪＩＣＡニカラグ
ア，ニカラグア日本人会，ニカラグア日本の

日本・日本文化に関係の深い団体が一堂に会するニカラグアで最大の日
本文化イベント。毎回１５００人以上が来場。

1,500

茶道 ボリビア コチャバンバ市 コチャバンバ日本ボリビア文化協会 茶道教室を実施し、一般客に発表する。

1,2,8,9 モジ秋祭り ブラジル サンパウロ州モジ・ダス・クルーゼス市 モジ・ダス・クルーゼス文化協会 日系人の多い地域で開催される代表的な日本祭り，10万人規模。 100,000

3 日秘友好の日記念式典 ペルー リマ市 ペルー日系人協会
日本人ペルー移住記念及び日秘友好の日（４月３日）の記念式典の他，
日秘友好の橋への献花，先没移住者への法要が行われる。

花祭り ブラジル クリチバ トモダチアジアセンター
クリチバ市内語学学校主催で実施する日本文化関連祭り。例年２日間で
２万人を集客。若者から高齢者まで幅広い年代が参加。

20,000

寿司祭り ブラジル カスタニャル カスタニャル日伯協会 参加者約２００～３００人で、大多数が非日系人。 200～300
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2017年　中南米日系人関連行事年間予定表
平成２９年１月

第27回日秘総合診療所主催国際シン
ポジウム・研修会
第8回百周年病院国際シンポジウム・
研修会

ペルー リマ市

ペルー日系人協会
日秘総合診療所
百周年病院

医学一般・テクノロジーの進歩について共有。2017年は，日本を含む海
外から１５人の医師がプレゼンテーターとして参加。

大運動会 ペルー リマ市 ラ・ウニオン運動場協会
県人会等の日系団体，日系校，日本人学校等が参加する日系社会全体
の大運動会。約1,000名が参加。

1,000

秋祭り アルゼンチン ブエノスアイレス市
在亜日系団体連合会
ブエノスアイレス市

現地ブエノスアイレス市と在亜日系団体連合会共催の日本文化関連行
事。例年，約６千名を集客。

6,000

22～28
日秘文化会館建設５０周年記念行事
（22日～28日）

ペルー リマ市
ペルー日系人協会
同協会周年事業実行委員会

ペルー日系人協会関連施設が所在する日秘文化会館の建設５０周年を
記念した各種記念行事が行われる予定。24日が記念式典。

中旬（第
２週）

ブラジリア日本祭り ブラジル ブラジリア ブラジル中西部日伯協会連合会
ブラジル中西部日伯協会連合会と当館共催の日本文化祭り。２０１６年
は、２日間で約４万人を集客。当館もブースを出展し、文化紹介や留学説
明会を実施。

40,000

日系協会文化祭 ブラジル ベレン ベレン日系協会
ベレン日系協会の日本語学校が主催する文化祭。同校の学生が主体と
なって、様々な催しが披露される。約３００名集客。

300

ミスニッケイコンテスト ブラジル ベレン 汎アマゾニア日伯協会 参加者約２００人。 200

厚生ホーム夏祭り ブラジル ベレン アマゾニア日伯援護協会
アマゾニア日伯援護協会主催で厚生ホームにて行われる年配者を対象
としたイベント。参加者約１００～２００人。

100～200

ピエダーデ柿祭り ブラジル サンパウロ州ピエダーデ市
ピエダーデ市及びピエダーデ文化体育協
会

地元特産の富有柿の祭りとして定着，1万人規模 10,000

敬老会 ペルー リマ市 ペルー日系婦人会 日系人高齢者を対象とする敬老行事。約700名が出席。 700

敬老会 ペルー リマ市 ペルー沖縄婦人会
ペルー沖縄県人会（ペルーで最大規模の県人会）の高齢者を対象とする
敬老行事。約500名が出席。 500

フロレンシオ・バレラ祭り アルゼンチン フロレンシオ・バレラ市 フロレンシオバレラ日本人会
フロレンシオ・バレラ日本人会主催の日本文化関連祭り。例年，約５千名
を集客。

5,000

コミコン アルゼンチン ブエノスアイレス市
ヤマト・コーポレーション（私企業，ブラジル
日系人が本社を創設）

当地で開催される大規模の大型アニメイベント。５月と１２月に年２回，実
施される。

日本舞踊発表会 アルゼンチン ブエノスアイレス市 在亜日系団体連合会
在亜日系団体連合会主催の日本文化関連行事。例年，約５００名を集
客。

500

全パラグアイ老人クラブ親睦交流会 パラグアイ イグアス市 パラグアイ老人クラブ連合会

各移住地のの老人クラブに所属している会員全員を対象とした親睦交流
会（食事を取りながら、アトラクションを見つつ、親睦を含めるもの）例年約
１５０名程度が参加（開催場所各移住地の持ち回りであり、今年はイグア
スでの開催を調整中）

150

Larga Noche de Museos（博物館の長
い夜）

ボリビア ラパス市
ラパス市が共催・ラパス日本人会の資料館
を展示

資料館展示会。現地ラパス市と同市内の全ての博物館との共同行事で
ある。客年は、一晩で約３，０００～４，０００を集客。参加者の大多数は一
般人。日にちはラパス市が決める。

3,000～
4,000

盆踊り祭 ボリビア コチャバンバ市 コチャバンバ日本ボリビア文化協会
JICA青年海外協力隊の送別にあわせて盆踊りが行われる。参加者は館
員等の約５０人。

50

子供の日イベント メキシコ メキシコ市 日墨協会
日墨協会で毎年開催される，子供絵画展及び日本文化紹介（太鼓演奏，
茶道等）を中心とした子供向けイベント。

8～11 8～11日　桜祭り ブラジル アプカラナ アプカラナ文化体育協会
アプカラナ市の日系団体が主催する日本文化関連祭り。例年４日間で３
万人を集客。桜の開花にあわせて開催される。若者から高齢者まで幅広
い年代が参加。

30,000

24（予定） 第53回敬老会（24日予定） コロンビア カリ市 コロンビア日系人協会
協会会員による敬老会。老若男女が一堂に会し、毎年200名程の会員が
参加。

200

ウバツーバ日本文化祭 ブラジル サンパウロ州ウバツーバ市 ウバツーバ市及びウバツーバ日伯協会
日系人の少ない海岸地域の観光地で開催され，注目されている。1万人
規模。

10,000

カンポ・グランデ日本週間 ブラジル マト・グロッソ・ド・スール州カンポ・グランデ市
カンポグランデ日伯文化体育協会及び近
隣団体

日系人の多い地域で開催される代表的な日本祭り，5万人規模。 50,000

カンピーナス日本祭り ブラジル サンパウロ州カンピーナス市
カンピーナス市及びカンピーナス日伯文化
協会

工業，商業の発展著しいカンピーナス市及び近隣地域で代表的な日本祭
り。1万人規模。

10,000

オザスコ日本祭り ブラジル サンパウロ州オザスコ市
オザスコ市及びオザスコ日伯文化体育協
会

大サンパウロ圏で有名な日本祭りの一つであり，3万人規模。 30,000

ブラジル日本移民開拓先没者慰霊ミサ ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
ブラジル日本文化福祉協会及び日系各団
体

日本人移住者を追悼するキリスト教式ミサ，200人規模。 200

ブラジル日本移民開拓先没者慰霊法
要

ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
ブラジル日本都道府県人会連合会主催，
各県人会，各日系団体

開拓先没者慰霊碑にて開催される日本人移住者を慰霊する仏式法要，
200人規模。

200

ブラジル日本移民開拓先没者追悼法
要及び式典

ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
ブラジル日本文化福祉協会及び日系各団
体

ブラジル日本文化福祉協会大講堂にて開催される日本人移住者を追悼
する仏式法要及び式典，800人規模。

800

サンベルナルド・ド・カンポ日本移民祭
り

ブラジル サンパウロ州サン・ベルナルド・ド・カンポ市
サン・ベルナルド・ド・カンポ市及びサン・ベ
ルナルド・ド・カンポ日伯文化協会連合会

大サンパウロ圏で有名な日本祭りの一つであり，3万人規模。 30,000

コロニア芸能祭 ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
ブラジル日本文化福祉協会及び日系各団
体

日系社会で伝統的な日本芸能祭，1200人規模。 1,200

移民祭り ブラジル クリチバ クリチーバ日伯文化援護協会
クリチバ市の日系団体が主催する日本文化関連祭り。例年２日間で２万
人を集客。若者から高齢者まで幅広い年代が参加。市内の公園内にある
大規模展示施設内にて実施。

20,000

EXPO　JAPAN ブラジル ロンドリーナ ロンドリーナ文化体育協会
ロンドリーナ市の日系団体が主催する日本文化関連祭り及び農業祭り。
仮設の茶室があるのが特徴。例年５日間で２万人を集客。

20,000

寿司祭り ブラジル サンタイザベル サンタイザベル日伯協会 参加者約２００～３００人で、大多数が非日系人。 200～300

ヴァレンサ日本祭り ブラジル ヴァレンサ ヴァレンサ日系協会
リオデジャネイロ市から約２５０ｋｍ離れた地方都市ヴァレンサ市におい
て、日本武道のデモ（空手、柔道、剣道）を行うとともに、折り紙、切り絵教
室、漢字教室、浴衣の着付け、和食のデモ等を行う。

すき焼き会 アルゼンチン ブエノスアイレス市 在亜沖縄県人連合会
在亜沖縄県人連合会主催，すき焼きを囲み，太鼓のデモンストレーション
等を鑑賞する日本文化関連行事。例年，日系人を中心に約３００名が参
加。

300

在コルドバ州日本人会８５周年記念式典アルゼンチン コルドバ州コルドバ市 在コルドバ州日本人会 日程は未定。参加者は，約４００名を想定。 400

学習発表会 ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ ドミニカ日系人協会日本語学校運営部
各地の日本語学校の生徒と補習校の生徒が、日ごろの学習の成果を発
表する（劇、歌など）。本年は卒業式、終了式が行われる（隔年）。観覧者
を含め70名程度。

70

第２５回駅伝大会及び第１５回健康
ウォーキング大会

ボリビア オキナワ市 オキナワ日ボ協会 第１～第３オキナワ移住地の家族が集まる。約５００人の参加者。 500

1,2又は
15,16

リベルダーデ七夕祭り ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
リベルダーデ日伯文化福祉協会及びサン
パウロ市

日本の伝統文化事業としてサンパウロ市公式行事カレンダーに掲載，１
週間で18万人規模

180,000

5,6 カルモ公園さくら祭り ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 ブラジル桜イペー連盟，サンパウロ市 サンパウロ市内で最大規模の桜祭り。5万人規模。 50,000

7～9
サンパウロ日本祭り（フェスティバル・
ド・ジャパン）（7～9）

ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
ブラジル日本都道府県人会連合会主催，
各日系団体，サンパウロ州，サンパウロ
市，サンパウロ総，各省庁参加

海外の日系最大の日本祭りとしてブラジル国内で大きな影響力を持つ。
2016年は18万人以上の来場者。

180,000

22 カラオケ大会（22日） ボリビア サンタクルス市 サンタクルス中央日本人会 会員とその家族が参加。

28 ペルー独立記念日祝賀会 ペルー リマ市 ペルー日系人協会 ペルー独立記念日（７月２８日）の祝賀会。約1,000名が出席。 1,000

30
第４０回コロニア・オキナワ大運動会
（30日）

ボリビア オキナワ市 オキナワ日ボ協会 第１～第３オキナワ移住地の家族が集まる。約５００人の参加者。 500

ガルサさくら祭り ブラジル サンパウロ州ガルサ市 ガルサ市及びガルサ日系文化体育協会
ガルサ市内の公園に植樹された桜の花祭りとして同市及び周辺地域でも
有数の祭りとして定着，1万人規模。

10,000

こどもの園フェスティバル ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 社会福祉法人子供のその及び各日系団体 福祉団体による慈善バザー及び日本文化祭り，1万人規模。 10,000

文協桜祭り ブラジル サンパウロ州サン・ホッキ市 ブラジル日本文化福祉協会
ブラジル日本文化福祉協会の国士舘スポーツセンターで開催される桜祭
り。1万人規模。

10,000

グアタパラ移住地入植記念祭 ブラジル サンパウロ州グアタパラ市 グアタパラ農事文化体育協会
戦後開拓された移住地で，例年開催される慰霊祭及び日本まつり。２００
０人規模

2,000

アルバレス・マッシャード招魂祭 ブラジル サンパウロ州アルバレス・マッシャード市
アルバレス・マッシャード日伯農事文化体
育協会，汎ソロカバナ日伯文化連合会，ア
ルバレス・マッシャード市

日系最古の慰霊祭として地元に定着し，非日系の参加者も多い，5000人
規模。

5,000

バストス卵祭り ブラジル サンパウロ州バストス市
バストス市，バストス文化スポーツニッケイ
協会

戦前からの日系移住地として知られ，日本祭りと共に養鶏に関する農業
講演会等も開催。3万人規模。

30,000

アルジャー花祭り ブラジル サンパウロ州アルジャー市 汎ヅットラ花卉生産協会，アルジャー市 ヅットラ街道の日系人による花卉生産組合が実施する祭。４万人規模。 40,000

４月

５月

６月

７月
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盆踊り ブラジル トメアスー トメアスー文化農業振興協会 参加者約４００～５００人で、半数以上が非日系人。 400～500

アニマゾンの大会 ブラジル ベレン アニマゾン文化協会他
毎年当地学校で２～３日間、約５，０００人以上の若者を集めるアニメ・漫
画イベントを開催。コスプレイ大会、カラオケコンテスト、当事務所発案の
「ミスかわいいパラー」コンテスト、ゲーム等を実施。

5,000

運動会 ブラジル トメアスー トメアスー文化農業振興協会 参加者約２００～３００人。 200～300

七夕祭り ブラジル フロリアノポリス ニッポ・カタリネンセ協会
フロリアノポリス市の日系団体が主催する日本文化関連祭り。例年２日
間で１万人を集客。会場は屋外で，七夕飾りで装飾されている。

10,000

日秘友好強歩大会（Caminata de la
Amistad）

ペルー リマ市 ペルー日系人協会
ペルー日系人協会からカンポ・デ・マルテ公園内の日秘友好の橋までを
徒歩で往復（約８㎞）。約600名が参加。

600

アニメフレンズ アルゼンチン ブエノス・アイレス市
ヤマト・コーポレーション（私企業，ブラジル
日系人が本社を創設）

当地で開催される日本アニメに特化した大規模の大型アニメイベント。５
月と１２月に年２回，実施される。参加者数は約２万５千名。

25,000

日亜荘白寿祝い アルゼンチン ブエノスアイレス市 日亜荘
日亜福祉センター「日亜荘」主催の入所者祝賀行事。例年，参加者は数
十名程度。

数十名

運動会（日程未定） コロンビア カリ市 コロンビア日系人協会 協会会員による運動会。毎年150名程の会員が参加。 150

アスンシオン日本語学校運動会 パラグアイ アスンシオン市 アスンシオン日本人会
例年アスンシオン日本人会が主催する運動会。日本語学校の生徒だけ
ではなく、日本人学校、日本パラグアイ学院等も参加して行われ、規模
は、約３００名。館員が審査員として参加。

300

第12回Vivra Joven (中旬） メキシコ モレ-ロス 日墨協会青年部
メキシコ及び中南米の日系の若者が様々な活動を通じて連帯を深め，自
分達と日系社会の将来について考え，次世代のリーダーを育成すること
を目的としたイベント。

9～11 カンポ･グランデそば祭り ブラジル マト・グロッソ・ド・スール州カンポ・グランデ市
カンポグランデ中央市場，カンポグランデ
日伯文化体育協会，カンポグランデ市

沖縄ソバを中心とした中央市場をカンポグランデ市が常設設置。同祭り
では日本文化普及を実施。開催期間中通算10万人規模。

100,000

19,20 第6回RS州日本祭り ブラジル ポルトアレグレ 日本祭り実行委員会

リオ・グランデに初の移民船が到着した1956年8月18日を祝し例年8月半
ばの週末に開催。回を重ねる毎に集客数が増え2016年は週末2日で約7
万人。8月の行事として風物詩化しつつあり参加者の大多数は若い非日
系人。

70,000

26,27 サルバドール日本祭り ブラジル サルバドール サルバドール日伯文化協会
現地日系団体が、連邦政府、州・市政府から支援を得て開催。毎年4万
人が参加

40,000

土佐祭り ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 ブラジル高知県人会，サンパウロ市
ブラジル高知県人会の若手が企画・運営，サンパウロ市公式行事として
認定。１万５千人規模。

15,000

第１６回フラメンゴ日本祭り ブラジル リオデジャネイロ
リオデジャネイロ日伯文化体育連盟、日伯
文化協会、リオ日系協会

毎年来場者が２万人を超える日本文化祭り。折り紙、切り紙ワークショッ
プ、武道のデモンストレーション（合気道、剣道、居合い）、コスプレ
ショー、日本民族舞踊の紹介、和太鼓の演奏、日本の歌謡曲の演奏を実
施。

20,000

ペトロポリス日本祭り ブラジル ペトロポリス ペトロポリス日系協会

生け花展示・ワークショップ、武道のデモンストレーション（合気道、剣道、
居合い、相撲）、コスプレショー、和太鼓演奏、日本の歌謡曲の演奏を実
施。日本の伝統文化，ポップカルチャー等の紹介を同時に実施すること
によって，より多層的な対日理解が育まれることが期待され、生け花教室
はペトロポリス市周辺では開講されていないことから、同市市民が新たな
日本文化の魅力に触れる数少ない機会となっている。

ピアウイ州日本週間 ブラジル テレジーナ
在ベレン領事事務所、ピアウイ日本文化セ
ンター他

ピアウイ州に於ける総合的な日本文化紹介イベント。折紙、生花、民謡、
アニメ、武道、浴衣着付け講習会等を実施。参加者約２，５００人予定。

2,500

盆踊り ブラジル サンタイザベル サンタイザベル日伯協会 参加者約２００～３００人。 200～300

盂蘭盆法要 ペルー カニェテ町 カニェテ日系人協会 日本人墓地等における先没移住者への法要。約150名が出席。 150

神内センター設立25周年記念式典 ペルー リマ市 ペルー日系人協会

神内センターは，1992年（平成４年）に開所した日系高齢者向けレクリ
エーション施設。月曜日から金曜日まで，一日平均170名（78歳以上の日
系１世及び２世の高齢者100名，68歳から77歳までの日系人70名）が利
用している。一人週１日の登録制で，参加費は実費のみ。

ラプラタ歌祭り アルゼンチン ラプラタ市 ラプラタ日本人会
ラプラタ日本人会主催の日本文化関連祭り。例年約５００人を集客。近隣
国の日系社会からも参加。

500

北海道人アルゼンチン移住１００周年
記念式典

アルゼンチン エスコバル市 北海道県人会
在亜北海道県人会主催で北海道人アルゼンチン移住１００周年を祝う式
典を実施。同県人会より，北海道知事等に案内状を送付。

総合日本文化紹介「日本の風」 アルゼンチン ブエノスアイレス市 在亜日本人会主催
在亜日本人会主催の総合日本文化紹介イベント。１ヶ月で総計約１５００
名を集客。

1,500

青年の島お盆行事 キューバ ヌエバヘロナ市 青年の島日系人連絡会
青年の島日系人会主催の日本文化祭。毎年約２００人を集客。非日系人
の若者も積極的に参加しており、現地人の日本文化に対する興味の深さ
を感じさせる。

200

ビンゴうどん チリ サンティアゴ 中央日本人会
うどんを食べながらビンゴゲームを行い親睦を深める会。毎年約１００名
参加。

100

移住写真展 チリ サンティアゴ 中央日本人会 チリへの移住者の写真を展示し、歴史を顧みる。

全パラグアイスピーチコンテスト パラグアイ アスンシオン市 パラグアイ教育推進委員会
全移住地の日系人及び日本語の習得に励むパラグアイ人が参加する。
規模は３００名程度。

300

カラオケ大会 ボリビア ラパス市 ラパス日本人会
会員・ラパス市在住の日系人及び日本語普及校生徒が参加。約４００人
を集客。

400

入植記念祭（運動会、農産物展示会と
盆踊り）

ボリビア サンフアン市 サンファン日本ボリビア協会

入植記念祭は、運動会に1日を当て、生徒３００人以上及び集客を合わせ
て約８００人が参加する。翌日、農産物展示会（午前）と盆踊り（19時～23
時半）に1日を当て、周辺のサンタクルス市、オキナワ市等の２，０００人
以上を集客。

2000以上

第一地域豊年祭 ボリビア オキナワ市 オキナワ日ボ協会
収穫の時期に合わせたお祭りで、農産物販売、踊り等が行われる。２，０
００人以上を集客。

2000以上

夏祭り メキシコ メキシコ市 日墨協会
2016年に初開催。日本食レストラン，日本産品販売店等が出店。日本の
ポップカルチャー紹介等のイベントも開催される。

1,7及び9
月中の全
土日

アチバイア花と苺祭り ブラジル サンパウロ州アチバイア市
アチバイア・オルトランジャ協会，アチバイ
ア日伯文化体育協会，地元日系団体，ア
チバイア市

日系人が中心として農業振興した花卉生産及び苺の祭りとして定着，５
万人規模

50,000

2～11 マリンガ日伯文化祭 ブラジル マリンガ マリンガ文化体育協会

マリンガ市の日系団体等４団体が共催で実施するパラナ州最大規模の
日本文化関連祭り。和食が充実している。例年１０日間で１０万人を集
客。日本企業も数社出展している。若者から高齢者まで幅広い年代が参
加。

100,000

8～10
南米スペイン語圏日本語教育連絡会
議（8日～10日）

ペルー リマ市 ペルー日系人協会
南米スペイン語圏（2016年はアルゼンチン，ウルグアイ，エクアドル，コロ
ンビア，チリ，パラグアイ，ベネズエラ，ペルー，ボリビアが参加）の日本語
教育関係者が参集し，日本語教育における課題を討議する。

24 お祭り（24日） ボリビア ラパス市 ラパス日本人会 日本文化関連祭り。５，０００人を集客。 5,000

全国協会若手日系リーダーフォーラム ブラジル サンパウロ州サン・ホッキ市 ブラジル日本文化福祉協会，各日系団体 日系の若手によるリーダー育成事業。200人規模。 200

緑の祭典 ブラジル サンパウロ州イタクアケセツーバ市 希望の家福祉協会 日系福祉団体による慈善イベントで日本文化祭り，2万人規模。 20,000

マトグロッソ・フェスティバル・ド・ジャパ
ン

ブラジル マト・グロッソ州クイアバ市
クイアバ・バルゼアグランデ日伯文化協
会，同州内日系団体，マト・グロッソ州，ク
イアバ市

マト・グロッソ州で隔年で開催される唯一の日本祭り，3万人規模。 30,000

ロンドリーナ祭り ブラジル ロンドリーナ サンセイグループ
ロンドリーナ市の日系三世が主体となって開催する日本文化関連祭り。
例年３日間で２万人を集客。若者の参加が多い。

20,000

春祭り ブラジル パラナヴァイ パラナヴァイ文化体育協会
パラナヴァイ市の日系団体が主催する日本文化関連祭り。例年２日間で
２万人を集客。若者から高齢者まで幅広い年代が参加。

20,000

ベレン日本週間 ブラジル ベレン 汎アマゾニア日伯協会
当地最大級の日本文化関連祭り。毎年約５，０００人が訪れる。参加者の
大多数は非日系人。

5,000

未定　第３０回生け花展 ブラジル ブラジリア ブラジル中西部日伯協会連合会
ブラジル中西部日伯協会連合会と当館共催の日本文化祭り。２０１６年
は、２日間で約４万人を集客。当館もブースを出展し、文化紹介や留学説
明会を実施。

40,000

ベレン日本週間 ブラジル ベレン 汎アマゾニア日伯協会
当地最大級の日本文化関連祭り。毎年約５，０００人が訪れる。参加者の
大多数は非日系人。

5,000

敬老会 ブラジル ベレン 汎アマゾニア日伯協会 対象者約１５０人。 150

盆踊り ブラジル カスタニャル カスタニャル日伯協会 参加者約２００～３００人。 200～300

７月

８月

9月
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合同敬老会 アルゼンチン ブエノスアイレス市
在亜各都道府県人会
在亜日系団体連合会

在亜各都道府県人会と在亜日系団体連合会が共催し，敬老会を実施。
例年，約２百名

200

フロレンシオ・バレラ春祭り アルゼンチン フロレンシオ・バレラ市 フロレンシオバレラ日本人会 フロレンシオバレラ市主催の日本文化関連祭り。例年，約５千名を集客。 5,000

日本人会バザー ウルグアイ モンテビデオ市 在ウルグアイ日本人会

　日系人，ウルグアイ人約２００人がバザーを訪れる。
　バザーの他，くじ引きや太鼓演奏等の日本に関する出し物も行われる。
　日本人会にとって会費以外で唯一の収入源。大使館から転出者等が残
していった物品を寄付している。

200

サンティアゴ日本庭園拡張計画関連行事 チリ サンティアゴ 中央日本人会
現地サンティアゴ市公園局と中央日本人協会が協力し，サンティアゴにあ
る日本庭園を拡張する計画であり、桜の植樹も実施予定。

ビニャ・デル・マール植物公園日本庭園建設関連行事チリ ビニャ・デル・マール バルパライソ日系人協会
東京都神代植物園と姉妹園締結をしている現地ビニャ・デル・マール植
物公園、バルパライソ日系人協会が協力し、同植物園内に日本庭園を建
設する計画。東京都公園協会が技術協力を実施。

盆踊り大会 ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ ドミニカ日系人協会日本語学校運営部
サントドミンゴ日本語学校にて行われ、出店などもある。大使館もブース
を設けバザーを行い、収益金は日本語学校に寄付。日系人のほか、日
本語を学ぶドミニカ人も多く訪れる。参加者500人程度。

500

敬老会 ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ
ドミニカ日系人協会
日・ド友の会

７０才以上の移住者を対象に大使公邸で対象者を慰労。

ホンジュラス日本人会ソフトボール大
会（未定）

ホンジュラス テグシガルパ市 ホンジュラス日本人会 参加者は約５０名。参加者の大多数が大使館とＪＩＣＡ関係者。 50

1 第2回文化祭 ボリビア サンタクルス市 サンタクルス中央日本人会 会員、日系人向けでフリーマーケット、遊び等が開催される。

14
第１３回オキナワ親善ソフトボール大
会

ボリビア オキナワ市 オキナワ日ボ協会 会員及びその家族の約２００人を集客。 200

14 第１３回文化祭 ボリビア オキナワ市 オキナワ日ボ協会 手芸品、舞台発表等。

28 盆踊り祭 ボリビア サンタクルス市 サンタクルス中央日本人会
サンタクルス市の周辺の地域等の日系人及びボリビア人が参加する行
事。日本食店等が出展するため客の８割がボリビア人。集客は２，０００
人以上。

2000以上

30～11/5
ペルー日系人協会創立100周年
記念行事（10月30日～11月5日）

ペルー リマ市
ペルー日系人協会
同協会１００周年記念事業実行委員会

ペルー日系人協会の創立１００周年を記念。日本文化週間，第19回パン
アメリカン日系人大会（COPANI）とリンクさせて実施予定。11月3日が記
念式典。

30～11/5
日本文化週間
（10月30日～11月5日）

ペルー リマ市 ペルー日系人協会・日本大使館共催 日本の現代及び伝統文化に関する紹介イベントを集中的に実施。

カラオケ大会 ブラジル サンタイザベル サンタイザベル日伯協会 参加者約２００名前後。 200

運動会 ブラジル ベレン アマゾンカントリークラブ 参加者約５００人、そのほとんどが非日系人。 500

移住者慰霊祭 ブラジル トメアスー トメアスー文化農業振興協会 戦後移住者への慰霊祭。

JAPAN　FEST ブラジル ロンドリーナ パラナ日伯文化連合会
パラナ日伯文化連合会が主催する日本祭り。例年2日間で2万人を集客。
若者から高齢者まで幅広い年代が参加。

20,000

県人会対抗運動会 ペルー リマ市
ペルー日系人協会
ラ・ウニオン運動場協会

リマ市と地方の県人会関係者の交流を目的とする運動会。

お彼岸法要 ペルー バランカ町 バランカ日系人協会 日本人墓地等における先没移住者への法要。約150名が出席。 150

エスコバル花祭り アルゼンチン エスコバル市
エスコバル日本人会
エスコバル市

現地エスコバル市とエスコバル日本人会が共催し，花祭りを実施（※当地
日系社会は花卉栽培業で有名）。花の展示やパレード，品評会が行われ
る。例年，６万人を集客。

60,000

第２７回弁論大会（平成２９年予定） ウルグアイ モンテビデオ市 在ウルグアイ日本人会
　朗読，弁論の部がある。参加者は約２０人。国際交流基金海外日本語
教育支援（助成）プログラム，ウルグアイ日系企業の協賛により商品が提
供されている。

20

スピーチコンテスト（日程未定） コロンビア カリ市 コロンビア日系人協会
協会内日本語学校「光園」で日本語を学ぶ日系人及びコロンビア人によ
るスピーチコンテスト。

サンティアゴ花見 チリ サンティアゴ 中央日本人会 毎年恒例の行事で、約700人が参加。 700

バルパライソ花見 チリ ビニャ・デル・マール バルパライソ日系人協会 毎年恒例の行事で、3000人が参加。 3,000

日本語弁論大会 チリ サンティアゴ 中央日本人会、日智文化協会等
例年、大使館や日本商工会議所の協力を得つつ開催される弁論大会で
あり，毎年約２０名の出場者、来場者８０名となる大会。

100

慰霊祭 ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ ドミニカ日系人協会
日系移住者の慰霊碑を訪問。移住一世、二世を中心にJICAボランティア
等も参加。50名程度。

50

ソフトボール大会 ドミニカ共和国 ハラバコア ドミニカ日系人協会青年部
日系2世を中心とした地区対抗のソフトボール大会。大使館、JICAも参
加。80名程度。

80

アスンシオン日本人会　盆踊り大会 パラグアイ アスンシオン市 アスンシオン日本人会
例年アスンシオン日本人会の敷地を利用して行われる盆踊り大会。規模
は約３００名程度。日本食等販売の出店有。

300

秋祭り メキシコ メキシコ市 日墨協会
毎年開催。2016年は５千人以上が来場。日本食レストラン，日本産品販
売店，県人会及びJICA等がブースを設置。日本文化紹介イベントも開催
される。

5000以上

2～5
第19回パンアメリカン日系人大会
（COPANI）（2日～5日）

ペルー リマ市
ペルー日系人協会
ラ・ウニオン運動場協会
パンアメリカン日系協会ペルー支部

パンアメリカン日系人大会は，２年ごとに北米・南米の日系代表が集まり
行われる国際会合。参加者は約500名。

500

4 ＭＡＴＳＵＲＩ（4日） ペルー リマ市 ラ・ウニオン運動場協会
日本文化週間の締めくくり行事。日系団体，県人会，日系校等が手作り
の神輿を繰り出す一大イベント。一般ペルー人も含め約３万名が参加。

30,000

13～19 日本文化週間（13日～19日） ボリビア ラパス市 ラパス日本人会
武道、折り紙の発表、日本のカレンダー展示、盆踊り等の開催。1週間の
参加者は約２，０００人。

2,000

上旬　アナポリス日本文化紹介 ブラジル ブラジリア アナポリス日伯文化協会
アナポリス日伯文化協会と当館共催の日本文化紹介イベント。２０１６年
は、日本映画上映や留学説明会を２日に亘り実施。

ドウラードス・ジャパン・フェスチバル ブラジル マト・グロッソ・ド・スール州ドウラードス市
南マットグロッソ州日系団体連合会，ドウ
ラードス日伯文化体育協会，ドウラードス

マト・グロッソ・ド・スール州南部で開催される日本文化祭り，2万人規模。 20,000

サントス日本文化祭り ブラジル サンパウロ州サントス市 サントス日本人会，サントス市
サントス地方で開催される日本祭りとして，観光客も多く参加。3万人規
模。

30,000

ビラカロン沖縄祭り ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
ビラカロン沖縄県人会，ブラジル沖縄県人
会，サンパウロ市

ブラジルで最大規模の沖縄祭り，５万人規模。 50,000

コクエラふるさと祭り ブラジル サンパウロ州モジ・ダス・クルーゼス市
コクエラ農産協会及びモジ・ダス・クルーゼ
ス市

日系農業者の多い地方での農産展及び日本文化祭り，２万人規模 20,000

下旬の日曜　レシフェ日本市 ブラジル レシフェ レシフェ日本文化協会
現地日系団体が、市政府から支援を得て中心部で開催。毎年２万人が参
加

20,000

移住者慰霊祭 ブラジル ベレン アマゾニア日伯援護協会 戦後移住者への慰霊祭。

厚生ホームバザー ブラジル ベレン アマゾニア日伯援護協会
アマゾニア日伯援護協会主催で厚生ホームにて行われる年配者を対象
としたイベント。参加者約１００～２００人。

100～200

相撲大会 ブラジル ベレン アマゾニア日伯援護協会 参加者約５０名、そのほとんどが非日系人。 50

運動会 ブラジル カスタニャル カスタニャル日伯協会 参加者約２００名前後、そのほとんどが非日系人。 200

下旬　第4回マナウス日本文化祭 ブラジル マナウス市 西部アマゾン日伯協会
アマゾナス州州都マナウスでは通年で様々な日系関連行事が催されると
ころ、その年の終わりを飾る文化行事として定着しつつある、日系各団体
による文化行事で、１日間でのべ１千人を集客。

1,000

ゲートボール大会日本大使杯 ペルー リマ市 ペルー・ゲートボール協会
ペルー国内のゲートボール愛好者チームが参集して行われる全国大会。
約150名が出場。

150

日亜学院文化祭「日本マニア」 アルゼンチン ブエノスアイレス市 日亜学院
現地トリリンガル校である日亜学院主催の日本文化関連行事。約３千人
を集客。

3,000

コロン墓地日系人慰霊堂供養行事 キューバ ハバナ市 日系人連絡会
コロン墓地内に設立されている日系人慰霊堂に日系人が集い、先祖供養
を実施する。毎年数十人の日系人が参加。

数十名

物故者慰霊祭（日程未定） コロンビア カリ市 コロンビア日系人協会 故人を偲ぶ会。

日本食フェア チリ サンティアゴ 中央日本人会 日本食スタンドを設置し、日本食の良さをチリ人及び日系人に紹介する

敬老会 チリ サンティアゴ 中央日本人会 チリ移住者の７５歳以上の方をお祝いする会

日本語学校お話大会 ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ ドミニカ日系人協会
各地の日本語学校の生徒が行うスピーチコンテスト。大使館は審査員と
して参加。観覧者を含め50名程度。

50

8 天皇誕生祝賀会及び会員祭（8日） コロンビア カリ市 コロンビア日系人協会 天皇陛下の誕生日を祝うと共に、会員間で一年の労をねぎらう。

9,10 東洋祭り ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
リベルダーデ日伯文化福祉協会及びサン
パウロ市

日本及び東洋文化祭りとしてサンパウロ市公式行事カレンダーに掲載，
13万人規模

130,000

11月

12月

9月

10月
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31 餅つき祭り ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
リベルダーデ日伯文化福祉協会及びサン
パウロ市

日系社会における恒例行事，5万人規模。 50,000

日系福祉４団体チャリティ夕食会 ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
社会福祉法人救済会「憩の園」，社会福祉
法人こどものその，希望の家福祉協会，サ
ンパウロ日伯援護協会

日系福祉4団体による慈善夕食会で，日系社会の要人等参加，1200人規
模。

1,200

ブラジル日系ゴルフ大会 ブラジル サンパウロ州アルジャー市 ブラジル日系ゴルフ連盟 ブラジル全土から参加する代表的なゴルフ大会，500人規模。 500

文協統合フォーラム（FIB） ブラジル サンパウロ州開催地は毎年異なる
ブラジル日本文化福祉協会他日系主要団
体

各日系団体の統合会議として，様々な意見交換がなされ，日系社会に
とって重要な位置付けとなっている。300人規模。

300

忘年会 ブラジル ベレン パラー日系商工会議所
同商工会議所主催による忘年会。参加者約２００名の半数は伯企業関係
者。

200

Chocolatada de EMMANUEL（貧困層
の子供達へのクリスマス・プレゼント配
布会）

ペルー リマ市

ペルー日系人協会
エンマヌエル協会
その他多数の日系人団体・日系企業が協
賛

日系慈善団体のエンマヌエル協会所在地周辺に居住する貧困層の子供
達を対象に，クリスマスプレゼント（食料，玩具）を無償配布する慈善行
事。集められた援助物資の一部は，地方の援助団体にも届けられる。

セントロ・ニッケイ・アルヘンティーノ若
手日系人表彰式

アルゼンチン ブエノス・アイレス市 セントロ・ニッケイ・アルヘンティーノ
アルゼンチン社会で活躍する若手日系人の表彰式。例年，表彰者は３～
４名，参加者数は約１００名。

100

沖縄祭り アルゼンチン ブエノスアイレス市 在亜沖縄県人連合会
在亜沖縄県人連合会主催の日本文化関連祭り。太鼓デモンストレーショ
ン，日系人歌手の演奏等有り。例年約５千人を集客。

5,000

コミコン アルゼンチン ブエノスアイレス市
ヤマト・コーポレーション（私企業，ブラジル
日系人が本社を創設）

当地で開催される大規模の大型アニメイベント。５月と１２月に年２回，実
施される。

餅つき大会 チリ サンティアゴ 中央日本人会 餅つきを通じ、日本の伝統を伝える会

ＦＥＮＩＸ（第１５回パラグアイ日系青少
年交流会及び第１３回国際日系青少
年交流会）

パラグアイ イタグア市 パラグアイ・セントロ・ニッケイ
パラグアイ若手日系人、中南米若手日系人が集う人物交流の促進のた
めの親睦交流会。食事をしながら歓談。７０名程度が参加

70

2018年2月

Confraternidad Deportiva Internacional
Nikkei（日系国際スポーツ友好大会。
野球・フットサル・ゴルフ・柔道・水泳・
テニス・卓球バレーボール等10種目の
競技が行われるラテンアメリカの日系
人スポーツ大会）

チリ サンティアゴ 中央日本人会等

２年に一度ラテンアメリカで開催されている日系人スポーツ大会。本年は
９月にメキシコで開催され、チリからは約３０名の若手日系人がチリ日系
代表として参加した。２０１８年はチリで開催される予定で準備が開始され
ている。アメリカ大陸の日系人約1000名が参加予定。ブラジルからは毎
回数百名が参加。

1,000

12月


