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6 新年会 ブラジル ペルナンブコ州レシフェ市 レシフェ日本文化協会 会員間の連携強化のための懇親会。 150

6 日系人運動会 ドミニカ(共) サントドミンゴ ドミニカ日系人協会日本語学校運営部
各移住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、父兄をはじめとした日系人、大使館、JICAも参加。
100

6
ペルー沖縄県人会新役員就任宣誓

式・新年会
ペルー リマ市 ペルー沖縄県人会，ペルー沖縄婦人会

ペルー沖縄県人会の新役員就任宣誓式及び沖縄県にルーツをもつ日
系人が集い新年の門出を祝う会。

300

上旬 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

12 メキシコ日本商工会議所新年会 メキシコ メキシコシティ メキシコ日本商工会議所 新年会，会員相互間の親睦 150

12 成人式 ボリビア サンタクルス市 サンタクルス中央日本人会 会員子息女の成人者祝賀会 100

12 成人式 ボリビア オキナワ移住地 オキナワ日ボ協会 会員子息女の成人者祝賀会 120

12 成人式 ボリビア サンフアン移住地 サンフアン日ボ協会 会員子息女の成人者祝賀会 120

12 ガルアペ盆踊り アルゼンチン ミシオネス州ガルアペ市 ガルアペ日本人会 ２０１４年にスタートし、2019年で5回目。 2,000

12 ラプラタ盆踊り アルゼンチン ブエノスアイレス州ラプラタ市 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

13 日系4団体共催新年会 メキシコ メキシコシティ
日本大使館，日墨協会，メキシコ日本商工

会議所，日本メキシコ学院
当地における日本関係4団体共催により合同の新年会を開催するもの。

日本舞踊や餅つきなども併せ行われる（於：日墨会館）。
300

13 ペロタス新年会 ブラジル RS州ペロタス市 ペロタス日本人会
ポルトアレグレ南方300kmのペロタス市、日系移住者を中心とした新年

会。餅つき、カラオケ等あり。
70

18 新年会 エクアドル キト市 在エクアドル日本国大使館 当館主催で在留邦人を対象とした昼食会 150

18 ペルー日系人協会主催新年会 ペルー リマ市 ペルー日系人協会
当地主要日系団体の代表者等が出席し新年の門出を祝うとともに日系

団体の団結を確認する。
３００～３５０

19
ペルー日系人協会主催コングレッソ

〈日系団長会議）
ペルー リマ市 ペルー日系人協会

ペルーの日系団体（ＡＰＪ，ＡＥＬＵ，日系婦人会，日系校，県人会，地方
ＡＰＪ等）の幹部や青年部代表等が一同に会し一年間の計画等について

議論するとともに団結を図る。
150

19 グラバタイ家族慰安運動会 ブラジル RS州グラバタイ市 グラバタイ日本人会
ポルトアレグレ近郊のグラバタイ市日系移住者を中心とした真夏の運動

会。各種目入賞賞品あり、非日系家族の参加も多い。
300

19
平成30年度グァテマラ日本人学校「も

ちつき＆ジャンボかるた大会」
グアテマラ グアテマラ市 グァテマラ日本人学校及び同PTA

参加する在留邦人が餅つきを行い，来場者に対して雑煮を振る舞うイベ
ント。また，その後ジャンボかるた大会や日本の昔の遊びをして，新年の
気分を味わう。参加者の大多数は在留邦人（大使館員，JICA関係者含
む）であるものの，2016年からグアテマラ人にも広く参加を呼びかけ。

50

19
日本人ボリビア移住120周年記念移住

史巡回展
ボリビア ラパス市 ラパス日本人会 日本人移住者及び日系人の歴史やデータに関するポスター等の展示 200

20 新年会兼若手懇談会 コロンビア カリ市 コロンビア日系人協会
新年会にあわせ，平成３０年度現地日系ネットワーク形成事業による若
手向け料理教室（お節料理）及び日系人のアイデンティティに関するセミ

ナーを実施予定。
100

20 鹿児島県人会総会 ドミニカ(共) サントドミンゴ 鹿児島県人会
当国日系社会の１/３をを占める鹿児島県人会が主催する総会・懇親

会。鹿児島県人以外も参加可能。
100

中旬 福岡県人会新年会 メキシコ メキシコシティ 福岡県人会 新年会，会員相互間の親睦 150

中旬 熊本県人会新年会 メキシコ メキシコシティ 熊本県人会 新年会，会員相互間の親睦 100

25～27 第２回リオ祭り ブラジル リオデジャネイロ市 主催者：ＧＬイベントス、ＴＡＳＡイベントス
リオ市バッハ地区にあるリオセントロで開催。第１回リオ祭りとなった昨年
は、３日間で３万５千人の集客があった。ポップカルチャーから、日本の

伝統文化まで幅広く紹介する大規模な日本祭り。
３万人以上

25～27
第69回ブラジル・日系コミュニティ卓球

大会
ブラジル ブラジリア ブラジル中西部日伯協会連合会

全伯700人もの日系人競技者が参加する卓球大会で、第69回大会はブ
ラジル中西部日伯協会連合会が主催、当館が後援で初めてブラジリア
で開催。スポーツを通じて日系コミュニティ間の交流を促進することを目

的とする。

700

26 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

26～2/3 コスキン国際音楽祭 アルゼンチン コルドバ州コスキン市 コスキン市役所
世界各国からミュージシャンが集う国際音楽祭。約６０年間継続し，日本

の福島県川俣町から毎年音楽グループが参加。
80,000

27 サルミエント盆踊り アルゼンチン ブエノスアイレス州ホセ・Ｃ・パス市 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

27 新年会 ボリビア コチャバンバ市 コチャバンバ日ボ文化協会
会員、会員家族及び日本語教室の生徒が集い、1年の始まりを祝い、日

本の正月文化を紹介する
60

31 新年健勝会 ウルグアイ モンテビデオ市 在ウルグアイ日本国大使館
当館主催で当地日系人及び在留邦人（在ウルグアイ日本人会役員，６５

歳以上の高齢者及び成人を迎えた若者）を対象に実施する新年会。
50

下旬
日本文化週間２０１９（岡山市サンホセ

市姉妹都市締結50周年記念事業）
コスタリカ サン・ホセ

在コスタリカ大使館，サンホセ日本人学
校，

コスタリカ日本人会，コスタリカ日本語教師
会

本年は，岡山市・サンホセ市姉妹都市制定から50周年となる記念年であ
ることをうけ，岡山から岡山市長を含む訪問団が来訪し，50周年をお祝

いする予定。

下旬 メキシコ日本商工会議所年次総会 メキシコ メキシコシティ メキシコ日本商工会議所 新年会，会員相互間の親睦 150

下旬 琵琶湖の会（滋賀県人会）新年会 メキシコ メキシコシティ 琵琶湖の会（滋賀県人会） 新年会，会員相互間の親睦 100

FENIX（パラグアイ日系青年交流会及
び国際日系青年交流会）

パラグアイ イタウグア市 セントロ日系パラグアイ
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。７０名程度が参加。
70

全パラグアイ小学生野球大会
全パラグアイ少年野球大会

パラグアイ イグアス市
パラグアイ少年野球連盟

イグアス日本人会
パラグアイ国内の各移住地・地区からチームが参加し競う。夕方には毎

年、父兄等約400人が参加する親睦交流会が開催される。
150

夏祭り パラグアイ ラパス市 ラパス日本人会 毎年恒例の夏祭り。 700

全パラグアイ青年野球大会 パラグアイ エンカルナシオン市 エンカルナシオン日本人会 毎年恒例となっている青年世代の全パラグアイ野球大会。 300
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パラナグア日伯文化体育協会新年会 ブラジル パラナ州パラナグア市 パラナグア日伯文化体育協会 新年祝賀式として日系社会において伝統的に開催。 200

若手リーダー養成セミナー ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 パラナ日伯文化連合会
日系青年交流イベント。パラナ州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。
150

クリチバ日伯文化援護協会新年会 ブラジル パラナ州クリチバ市 クリチバ日伯文化援護協会 新年祝賀式として日系社会において伝統的に開催。 300

日系社会合同新年会 ブラジル ベレン
汎アマゾニア日伯協会、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
太鼓や日本舞踊などを行っている。

200～300

マナウス石川県人会新年会 ブラジル アマゾナス州マナウス市 マナウス石川県人会 当地石川県人会主催新年会。同会関係者約100人が出席。 100

西部アマゾン日伯協会主催
成人式・新年会

ブラジル アマゾナス州マナウス市 西部アマゾン日伯協会
同協会関係者子弟で成人を迎える日系人子弟を対象とした成人式に併
せて，同協会関係者及び当地進出日本企業関係者等が参加する新年

会を開催。
100

日系青年国際交流「リーデル・カンビ
オ2019」

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ことを目的に１９８１年１０月に設立したグ
ループ。モビメント・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。
2019年で22回目。参加国は，アルゼンチン，ブラジル，ボリビア，チリ，メ

キシコ，パラグアイ，ペルー。

ペルー日系婦人会主催新年会 ペルー リマ市 ペルー日系婦人会 日系人女性が集い新年の門出を祝う会。

ラウニオン運動場協会主催新年会 ペルー リマ市 ラ・ウニオン運動場協会 ラ・ウニオン運動協会の創設者・終身会員を労い，新年の門出を祝う会。 600

叙勲者協会主催叙勲者祝賀会 ペルー リマ市 ペルー日系人協会 ２０１８年度の叙勲受賞者をお祝いする会 150

3 長野県人会新年会 メキシコ メキシコシティ 長野県人会 新年会，会員相互間の親睦 150

4 日本語、日本文化教室開講 ボリビア コチャバンバ市 コチャバンバ日ボ文化協会
学習者及び協会の関係者に、日本語及び日本文化の教室行事の心得

などを理解してもらい、参加者の意欲を促進する
30

4
日本人ボリビア移住120周年記念移住

史巡回展
ボリビア コビハ市 コビハ日系人会 日本人移住者及び日系人の歴史やデータに関するポスター等の展示 100

6～11 日系青年交流イベント　ＤＡＬＥ！ アルゼンチン ブエノスアイレス市 ＤＡＬＥ！実行委員会
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.
80

7 新年会（在外公館長表彰授与式） アルゼンチン ブエノスアイレス市 大使館
在外公館１００周年を記念し，功績のあった日系人・日系団体等に対して

表彰を行う。
350

10 キト補習授業校バザー エクアドル キト市 キト補習授業校
当地一般市民、在留邦人等を対象としたガレージセール。日本食の販売

も行う。
300

上旬 和歌山県人会新年会 メキシコ メキシコシティ 和歌山県人会 新年会，会員相互間の親睦 100

11
日本人ボリビア移住120周年記念移住

史巡回展
ボリビア ペルベニール市 ポルベニールボリビア日本クラブ 日本人移住者及び日系人の歴史やデータに関するポスター等の展示 50

16 日本フェスティバル ニカラグア マナグア市
在ニカラグア日本国大使館

ＪＩＣＡニカラグア事務所
日本人アーティストを招へいしての公演等。 200

16 日本語スピーチコンテスト ニカラグア マナグア市 在ニカラグア日本国大使館
中米大学語学センター日本語コースの学生等，日本語学習者によるス

ピーチコンテスト。
200

22～24 第８回ミナス日本祭り ブラジル ベロオリゾンテ市 主催者：ACCTBJ
例年２万人以上を集客する大規模な日本祭り。毎年、様々なテーマの展
示を実施。来年は、日本の城がテーマ。リオ祭り同様、ポップカルチャー

から日本の伝統文化まで幅広く紹介。
2万人以上

23 夏祭り ペルー リマ市 掲示板クラブ・ラ・ウニオン運動場協会
アニメ等日本のポップカルチャーを中心とした公演やワークショップを開

催。
日ペルー交流年のキックオフ・イベント。

24
マルデルプラタ日本人会主催パークゴ

ルフ大会領事杯
アルゼンチン ブエノスアイレス州マルデルプラタ市 マルデルプラタ日本人会

毎年マル・デル・プラタ，ラ・プラタ及びエスコバルの各日本人会が持ち回
りでパークゴルフ大会領事杯を開催。

100

26
日本人ボリビア移住120周年記念移住

史巡回展
ボリビア ラパス市 ラパス日本人会 日本人移住者及び日系人の歴史やデータに関するポスター等の展示 100

草の根無償供与式 アルゼンチン ブエノスアイレス州ホセ・C・バス市
ホセ・セパス市ボランティア消防隊

サルミエント日本人会
ホセ・Ｃ・パス市ボランティア消防隊中古消防車整備計画供与式典を実

施予定。
80

全パラグアイバレーボル大会 パラグアイ エンカルナシオン市
全パラグアイ日系人バレーボール連盟

エンカルナシオン日本人会

全パラグアイ移住地及び都市部の日系人バレーボール愛好者が集って
競うとともに参加者の親睦を深める。各移住地の日本人会が持ち回りで
開催しており、３０数年間毎年開催されている。男女合わせ約２５チーム

が参加。

250

夏祭り パラグアイ エンカルナシオン市 エンカルナシオン日本人会 毎年恒例の夏まつり。 1000

カーニバル仮装ダンスパーティー 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 100

パラナ州西部日系協会総会 ブラジル パラナ州クリチバ市 パラナ州日系協会連合会 各日系団体の統合会議として，様々な意見交換が行われる。 300

カスカヴェル農業見本市 ブラジル パラナ州カスカヴェル市 カスカヴェルアグロインダストリー農業組合
カスカヴェルアグロインダストリー農業組合が主催し、市内の農産物展示

を実施。
200

第４７回パラナ日本語教師会 ブラジル パラナ州クリチバ市 クリチバ日伯文化援護協会 パラナ州における日本語教師が集まり意見交換会等を実施。 60

イビポラン卓球大会 ブラジル パラナ州イビポラン市 イビポラン文化体育協会 卓球を通じ、日系及び非日系社会との交流活性化を図る。 80

運動会 ブラジル ペルナンブコ州レシフェ市 レシフェ日本文化協会 日系及び非日系を問わずスポーツを通じた交流及び連携強化。 300

相撲大会 ブラジル トメアス トメアス文化農業振興協会 参加者約３０名。 30

合同大運動会 コスタリカ サン・ホセ 日本人会，サンホセ日本人学校
日本人会が主催する運動会。コスタリカ大使館をはじめとして，多くの日

本人が参加する予定。

節分 エクアドル グアヤキル市 グアヤキル補習授業校 グアヤキル補習授業校内で行われる小イベント。 15

２月
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沖縄祭り ペルー リマ市 ペルー沖縄県人会
沖縄県の伝統音楽・舞踊等を中心にした公演が行われ，会場には屋台

も出店する。廉価な入場料で一般公開している。
2500

1 ブルサコ祭り アルゼンチン ブエノスアイレス州アドミランテ・ブラウン市 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。 5,000

3及び10 ダリア祭り ブラジル サンパウロ州スザノ市
サンパウロ日伯援護協会（イペランジア

ホーム）
日系の高齢者向け施設で行われる祭り。１万人規模。 10,000

3 新春祝賀会・成人式 ドミニカ(共) 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春祝賀会を開催。
200

10 ソフトボール大会 ドミニカ(共) ハラバコア ドミニカ日系人協会青年部
日系二世を中心とした移住地対抗のソフトボール大会。大使館、JICAも

参加。
80

19 父の日祝賀会 ボリビア ポルベニール市 ポルベニールボリビア日本クラブ 日系人父親向け行事

中旬 日系ミリン陸上競技大会 ブラジル サンパウロ州サンベルナルド・ドカンポ市 日系青少年陸上協会「ANMA」 日系の青少年が多く参加する陸上競技大会。 400

29
日本人ボリビア移住120周年記念移住

史巡回展
ボリビア コチャバンバ市 コチャバンバ日ボ文化協会 日本人移住者及び日系人の歴史やデータに関するポスター等の展示 100

30 キト補習授業校卒業式・修了式 エクアドル キト市 キト補習授業校 平成３０年度小学部の卒業式、小・中学部修了式 40

下旬
サンパウロ州相撲連合会青少年・女

子相撲大会
ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 サンパウロ州相撲連合会 サンパウロ州の選抜選手を対象とした相撲大会。 200

下旬 日墨協会年次総会 メキシコ メキシコシティ 日墨協会 ２０１８～２０１９年　日墨協会年次総会

日本食祭り パラグアイ シウダ・デル・エステ市 エステ日本人会
年数回開催される和食を中心とした料理イベント。パラグアイ人、台湾

人、アラブ系住民が参加して盛大に行われている。
500

第２回梨祭りラーモス農産展 ブラジル サンタカタリーナ州フレイロジェリオ市 ラーモス日伯文化協会
日本の梨（超大型種「アスカ」）の収穫を祝うとともに、当地におけるニン

ニクなどの農産展。
800

第１７回シアノルチ親睦カラオケ大会 ブラジル パラナ州シアノルチ市 パラナグア日伯文化体育協会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
300

第２９回花祭り ブラジル パラナ州サンジョゼドスピニャイス市 トモダチ　セントロ・アジア
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

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他
日系人人口が比較的に少ないピアウイ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

ポルト・ベーリョ日本文化週間 ブラジル ロンドニア州ポルト・ベーリョ市
在マナウス日本国総領事館

ロンドニア日伯文化協会
当館文化事業。ロンドニア日伯文化協会と連携し，日本食及び日本文化

を紹介する事業、同市市民が参加。
300

１００周年記念事業報告会 エクアドル キト市 １００周年実行委員会
日本語スピーチコンテスト優勝者の日本訪問報告も交えた、２０１８年度

に実施された事業についての報告を行う。
70

グアヤキル補習授業校修了式 エクアドル グアヤキル市 グアヤキル補習授業校 平成３０年度小学部の卒業式、小・中学部修了式 25

お彼岸法要 ペルー カニエテ町 ペルー日系人協会，カニエテ日系人協会
カサブランカ及びサンビセンテにある日本人墓地及び慰霊碑へのお参り
とともに，カニエテ町にある慈恩寺において先駆移住者等先没者への法

要を実施。
100

4 日秘友好の日記念式典 ペルー リマ市 ペルー日系人協会
日本人のペルー移住記念及び日秘友好の日（４月３日）を祝う式典。当

日は夜の式典の他に，日秘友好橋への献花〈日中），ＡＰＪ大講堂におけ
る先没移住者への法要が行われる。

250

初旬
Buenos Aires Celebra Japón （秋の

祭）
アルゼンチン ブエノスアイレス市

在亜日系団体連合会(FANA)/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８千名を集客。

5,000

7～11 マリリア日本祭り（ジャパン・フェスチ） ブラジル サンパウロ州マリリア市 マリリアニッケイ文化体育協会 日系人の多い地域で開催される代表的な日本祭り。6万人規模。 60,000

上旬 モジ・ダス・クルーゼス　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

上旬 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

上旬 こどもの園　牛の丸焼きパーティー ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 こどもの園 障がいを持つ日系児童支援施設が実施する慈善事業。 500

11～13

第29回日秘総合診療所主催国際シン
ポジウム・研修会

第10回百周年記念病院国際シンポジ
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
百周年記念病院

医学及び医療技術に関する情報共有を目的としたシンポジウムと研修

13 子供の日 ボリビア ポルベニール市 ポルベニールボリビア日本クラブ 日系人子女を対象とした行事 50

19～21 日亜友好日本祭り アルゼンチン ブエノスアイレス州チャスコムス市 亜日文化財団（日本庭園） 亜日文化財団が地方都市と共催開催する日本祭り。 2,000

20 イボチ運動会 ブラジル RS州イボチ市 イボチ日本人会
ポルトアレグレ近郊日系移住地イボチ市の移住者中心のこじんまりとし
た家族運動会。各種目入賞賞品あり。地元メディアも関心示す日本式運

動会。
100

20 日本文化祭 ボリビア ポルベニール市 ポルベニールボリビア日本クラブ 日本文化広報事業 100-500

21 運動会 ボリビア オキナワ移住地 オキナワ第一日ボ校 学校生徒向け運動会 300

22
ポルベニールボリビア日本クラブ設立

記念式絵展
ボリビア ポルベニール市 ポルベニールボリビア日本クラブ 会員との交流会 80

22～26 第６回日系文化祭り ペルー リマ市 ペルー日系仁協会 日本及び日系の文化や芸術を紹介する展示会や公演等を開催。 2,000

26
ペルー福岡県人会創立60周年記念行

事
ペルー リマ市 ペルー福岡県人会 ペルー福岡県人会の創立60周年を記念する行事を開催。

27 日本人ペルー移住１２０周年記念式典 ペルー リマ市 ペルー日系人協会 日本人のペルー移住120周年を記念する式典を開催。

28 日系大運動会 ペルー リマ市
ラ・ウニオン運動場協会，ペルー日系人協

会，ペルー日系婦人会
県人会，地方日系人協会，日系校等が参加して開催される日系社会全

体の大運動会。

２月

４月

３月
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下旬 日本民謡ブラジル大会 ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 日本民謡協会ブラジル支部
日本民謡の伯全国大会で、優勝者は日本の民謡大会の代表として出席

する。
200

下旬 日墨協会　春祭り メキシコ メキシコシティ 日墨協会
日墨協会で毎年開催される，日本の各種文化を総合的に紹介したお祭

りイベント。
5,000

合同運動会 アルゼンチン ブエノスアイレス市 在亜日本語教育連合会（教連） 教連加盟団体が参加，７団体から４～１２歳の約１５０名が参加。 150

ラプラタ日本人会主催パークゴルフ大
会領事杯

アルゼンチン ブエノスアイレス州ラプラタ市 ラプラタ日本人会
毎年マル・デル・プラタ，ラ・プラタ及びエスコバールの各日本人会が持ち

回りでパークゴルフ大会領事杯を開催。
100

サルミエント日本人会歌祭り アルゼンチン ブエノスアイレス州ホセ・Ｃ・パス市 サルミエント日本人会 サルミエント日本人会主催の歌祭り。例年，約５００名を集客。 500

よさこいバザー パラグアイ アスンシオン市 パラグアイ高知県人会
全パラグアイ移住地の高知県出身者及びその子弟が屋台を出店し、郷

土料理等を低価格で販売する。
400

全パラグアイパークゴルフ大会 パラグアイ エンカルナシオン市 パラグアイパークゴルフ協会
全パラグアイ移住地及び都市部の日系人パークゴルフ愛好者が集って
競うとともに参加者の親睦を深める。各移住地の日本人会が持ち回りで

開催している。
200

イタプア・ゲートボール大会 パラグアイ ラパス市
ラパス日本人会

イタプア県内の各日本人会に所属するゲートボールクラブが参加する毎
年恒例の競技大会。

100

セントロ・ルビアセア協会カラオケ発表
会

ブラジル セントロ・ルビアセア協会 セントロ・ルビアセア協会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
170

第１０回パラナ日伯文化連合会親睦
歌謡祭

ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 パラナ日伯文化連合会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
200

第２０回パラナ演歌大会 ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 ACENBロンドリーナ
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
150

第５２回西部パラナ日本歌謡曲大会 ブラジル パラナ州カスカヴェル市 カスカヴェル文化体育協会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
200

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
日系人及び日本人会の各種教室に通うウルグアイ人等が参加し，徒競

走，綱引き等の種目を行い交流を図る。
100

「ウルグアイ移住史」発行 ウルグアイ 在ウルグアイ日本人会
在ウルグアイ日本人会移住史編集委員会編集による「移住史」を発行予

定

キト補習授業校入学式・始業式 エクアドル キト市 キト補習授業校 平成３１年度中学部入学式。小・中学部始業式。 40

グアヤキル補習授業校始業式 エクアドル グアヤキル補習授業校 グアヤキル補習授業校 平成31年度始業式 25

1 援協家族慰安運動会 ブラジル RS州ポルトアレグレ市 南日伯援護協会
ポルトアレグレ、グラバタイ、イボチ等南日伯援護協会会員を中心とした
家族運動会。入賞賞品も豊富で、非会員の非日系家族の参加も多い。

800

4 第38回スポーツ交歓会 ボリビア サンタクルス市 ボリビア日本語教育研究委員会 各地区日系中学生スポーツ交流会 300

5 ペロタス運動会 ブラジル RS州ペロタス市 ペロタス日本人会
ポルトアレグレ南方300kmのペロタス市、日系移住者を中心とした運動

会。
100

5もしくは
12

バレーラ祭り アルゼンチン ブエノスアイレス州フロレンシオ・バレーラ市 フロレンシオ・バレーラ日本人会
フロレンシオ・バレー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

12 運動会 ボリビア オキナワ移住地 ヌエバエスペランサ日本語学校 学校生徒向け運動会 200

17-19 第八回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。2018年
は、4日間で約4万人を集客。当館もブースを出展し、雛人形・五月人形
の展示、日本酒の試飲会、国費留学生制度の説明、観光ビデオの上映

を実施。

5万人

18 三地区高齢者交流会 ボリビア オキナワ移住地 オキナワ日ボ協会 サンタクルス/オキナワ/サンフアン地区高齢者交流会 300

中旬 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。 10000

中旬 FANA日本舞踏発表会 アルゼンチン ブエノスアイレス市 FANA
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

下旬 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。
80,000

下旬 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。
5000

25 シニアのど自慢大会 ボリビア オキナワ移住地 オキナワ日ボ協会 高齢者カラオケ大会 150

下旬 カンポグランデ運動会 ブラジル マトグロッソ・ド・スル州カンポグランデ市 カンポグランデ文化福祉協会
同市における日系社会の恒例行事で同市２大日系行事の１つ。3000人

規模。
3000

下旬 ブラガンサ日本祭り ブラジル サンパウロ州ブラガンサ市 ブラガンザ地域日伯文化協会
日系人の多い地域で開催される代表的な日本祭り，2日間で5千人規

模。
5000

アスンシオン日本語学校父母会バ
ザー

パラグアイ アスンシオン市 アスンシオン日本語学校父母会
アスンシオン日本人会運営の日本語学校を支援するため同校の父母会
が前年和食や日本関連グッズを販売している。現地のパラグアイ人も参

加している。
400

ラ・コルメナ入植祭 パラグアイ ラ・コルメナ市
ラ・コルメナ市役所及びラ・コルメナ日本文

化協会

パラグアイ最初の日本人移住地であるラ・コルメナ市で入植記念日に開
催されイベント。当国の独立記念日と同日となっているため，学生を中心

としたパレードなど，様々な記念行事が行われる。
100

全パラグアイ老人クラブ連合会懇親会 パラグアイ ラパス市
全パラグアイ老人クラブ連合会

ラパス日本人会
パラグアイ各地の日本人会に所属する老人クラブ関係者が一同に集ま

り、懇親を深めるための集い
500

日本人祭 パラグアイ ペドロ・フアン・カバリェロ市 アマンバイ日本人会
和食を中心として日本舞踊等の日本文化を紹介している。同祭りには数

多くのパラグアイ人やブラジル人が参加して盛大に賑わっている。
600

Larga Noche de Museos ボリビア ラパス市 ラパス日本人会 各博物館における夜間展示会

父母の日発表会 ボリビア 各地区日本語学校 各地区日本語学校 学校生徒による父母への発表会 100-300

アサイ市運動会 ブラジル パラナ州アサイ市 アサイ文化体育協会
アサイ市日系移住者を中心とした真夏の運動会。非日系家族の参加も

多い。
350

４月

５月
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運動会 ブラジル パラナ州パラナグアー市 パラナグアー文化体育協会
パラナグアー市の日系団体が主催する運動会。日本文化紹介も兼ねて
おり、市外（クリチバ市、ポンタグロッサ市、カストロ市）からも参加があ

る。
500

運動会 ブラジル パラナ州マリンガ市 マリンガ文化体育協会
マリンガ市の日系団体が主催する運動会。若者から高齢者まで年齢層

まで幅広い年代が参加。
2000

第２５回すし祭り ブラジル パラナ州カストロ市 カストロ文化体育協会
カストロ市で年２回日系団体が主催するすし祭りは、日本文化紹介やビ

ンゴを開催もあり、市外からの参加も多い。600人を集客。
600

グラバタイ家族慰安会 ブラジル ＲＳ州グラバタイ市 グラバタイ日本人会
1908年からの日本人移住先没者に思い馳せて供養する家族会。リー

ファが有り非日系家族の参加も多い。
100

第２９回アマチュア・カラオケ大会
第２３回民謡親睦大会

ブラジル パラナ州マリアルヴァ市 マリアルヴァ文化体育協会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
200

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

ベレン日系協会文化祭 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

漫画・絵画コンクール ブラジル アマゾナス州マナウス市

西部アマゾン日伯協会
ジョゼフィーナ・デ・メーロ校

ジジャウマバチスタ日本語バイリンガル校
愛幼稚園

当地日本語教育機関で学ぶ学生を対象とした，漫画・絵画コンクール。
年ごとにテーマが定められる。

100

ミスニッケイアマゾナス ブラジル アマゾナス州マナウス市 西部アマゾン日伯協会 サンパウロで行われる全伯ミスニッケイコンテストのマナウス予選。 300

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
　日本人会会員等が出店し，多くの日系人，ウルグアイ人が訪れる。バ
ザーの他，くじ引きやゲーム等も実施。大使館からも館員が有志で物品

を提供，販売し，その収益を日本人会に寄付。
200

第１８回日本語弁論大会 コスタリカ サン・ホセ
在コスタリカ日本大使館，コスタリカ日本語

教師会
コスタリカの日本語学習者を対象として，日本語学習意欲の向上とコスタ

リカにおける日本語の普及促進を目的とする。

ボーリング大会 エクアドル キト市 日本人会 日本人会主催、会員対象の大会。

こどもの日 エクアドル グアヤキル市 グアヤキル補習授業校 グアヤキル補習授業校内で行われる小イベント。 25

ペルー日系婦人会主催敬老会 ペルー リマ市 ペルー日系婦人会 日系高齢者を対象とする敬老行事。 600

8 敬老会・演芸会 ブラジル RS州ポルトアレグレ市 南日伯演芸会実行委員会
ＲＳ州全域の日系移住地から参加者を募ったカラオケ大会、敬老会も兼
ねる。ポルトアレグレ市内教会の付属ホールを終日借り切って歌い続け

る。3～4世子供の参加も多い。
200

上旬
希望の家「フェスタジュニナ牛の丸焼

き」
ブラジル サンパウロ州イタクアケセトゥバ市 希望の家福祉協会 日系の障がい者支援施設が実施する慈善事業。2000人規模。 2000

上旬 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。 30000

上旬 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

15 グラバタイ家族慰安会 ブラジル RS州グラバタイ市 グラバタイ日本人会
1908年初代入植の日本人移住先没者に思い馳せて供養する家族会。

リーファが有り非日系家族の参加も多い。
300

16 学習発表会 ドミニカ(共) サントドミンゴ ドミニカ日系人協会日本語学校運営部
各移住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）。2019年は卒業式及び終了式もあわせて実施。

70

16 日亜友好日本祭り アルゼンチン ブエノスアイレス市 亜日文化財団（日本庭園）
２０１７年に開園５０周年を迎えたパレルモ日本庭園における恒例の日本

祭り。例年１０万人を集客。
100,000

18
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

18
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

18
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

中旬 日亜友好日本祭り アルゼンチン ブエノスアイレス州ビセンテ・ロペス市 亜日文化財団（日本庭園） 亜日文化財団が地方都市と共催で開催する日本祭り。 2,000

中旬 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。 50000

中旬 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。
10000

23 かりゆしバレーボール大会 ボリビア オキナワ移住地 ボリビア沖縄県人会 年齢別バレーボール大会 300

27 母の日 ボリビア ポルベニール市 ポルベニールボリビア日本クラブ 日系人母向けの行事 60

30 第27回駅伝大会 ボリビア オキナワ移住地 オキナワ日ボ協会 移住地縦断駅伝 500

下旬
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。 30000

下旬 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。
10000

下旬 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。 1200

下旬
ホンジュラス日本人会

ソフトボール大会及び昼食会
ホンジュラス テグシガルパ市 ホンジュラス日本人会

参加者は在留邦人（大使館員，ＪＩＣＡ関係者を含む）。３チームに分か
れ，総当り戦のソフトボールの試合を行う。ソフトボール大会後，参加者

で昼食会を実施。

下旬 七夕祭り メキシコ ヌエボレオン州，モンテレイ 東北部日墨協会
毎年恒例の日本文化イベント，日本の各種文化を総合的に紹介したお

祭りイベント。
1,500

５月

６月
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合同卓球大会 アルゼンチン ブエノスアイレス市 在亜日本語教育連合会 ７団体から４～１２歳の約１５０名が参加。 150

日本人学校運動会 ベネズエラ カラカス ベネズエラ日本人会連盟 日本人学校の児童生徒，ベネズエラ人がともに参加する運動会を実施。 500

アスンシオン婦人部バザー パラグアイ アスンシオン市 アスンシオン日本人会婦人部
日本文化の普及を目指し、和食や日本関係グッズを低価格で販売して

いる。
500

日本食祭り パラグアイ シウダ・デル・エステ市 エステ日本人会
年数回開催される和食を中心とした料理イベント。パラグアイ人、台湾

人、アラブ系住民が参加して盛大に行われている。
500

敬老会 メキシコ メキシコシティ 日墨協会 日系人のお年寄り間の親睦 150

第６回国際カラオケ大会／
第２１回パラナチャンピオン歌合戦

ブラジル パラナ州マリアルヴァ市 マリアルヴァ文化体育協会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ

せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、ブラジルにおける親日家
の育成を図る。

200

第６６回 ウライ市農業見本市 ブラジル パラナ州ウライ市 ウライ文化体育協会 ウライ市の日系団体が主催する農業物産展。 2000

第２３回東部パラナ協会歌謡コンクー
ル

ブラジル パラナ州ウライ市 ウライ文化体育協会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
200

ブラジ開拓先亡者慰霊祭 ブラジル パラナ州ローランジア市 パラナ日伯文化連合会
パラナ日伯文化連合会が主催し、在ローランジア、パラナ日本移民セン

ターにおいて開催する慰霊祭。太鼓、コーラスなどの演奏がある。
300

第８７回エキスポＡＳＡ ブラジル パラナ州アサイ市 アサイ市役所
アサイ市の日系団体が主催する展示会。農業物及び農耕器具展示のほ

か、日本食、太鼓、武道の紹介など。
10000

日本エキスポ ブラジル パラナ州マリンガ市 パラナ日伯文化連合会 日伯文化連合会主催の日本文化関連祭り。例年２日間で６万人を集客。 60,000

第２９回移民祭り ブラジル パラナ州クリチバ市 クリチ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

第７６回アサイ農業見本市 ブラジル パラナ州アサイ市 アサイ文化連合会 アサイ市の日系団体が主催する農業物産展。 2000

第２５回すし祭り ブラジル パラナ州カストロ市 カストロ文化体育協会
カストロ市で年２回日系団体が主催するすし祭りは、日本文化紹介やビ

ンゴを開催もあり、市外からの参加も多い。600人を集客。
600

アプカラナ桜祭り ブラジル パラナ州アプカラナ市 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。
30000

エキスポ・ジャパン ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 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２万５千人を集客。
25000

サンジョアン祭 ブラジル ペルナンブコ州レシフェ市 レシフェ日本文化協会 日系団体が行う当地の季節行事 150

日本祭り ブラジル ブラジリア
ヴァルゼン・ボニータ日伯スポーツ文化協

会
日本文化等発信行事 1000人

運動会 ブラジル ブラジリア ブラジリア連邦区日伯文化体育娯楽協会 日系人，非日系人が参加予定 100人

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

敬老慰安会 ブラジル アマゾナス州マナウス市
西部アマゾン日伯協会
マナウス日本人学校

愛幼稚園

西部アマゾン日伯協会の高齢会員及びその家族が対象。児童・生徒に
よる各種発表の他，食料品などを提供する。

100

第５５回敬老会 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。大使館からも毎年参加。
200

日本人会球技大会 コスタリカ サン・ホセ 日本人会，サンホセ日本人学校
日本人会会員相互の親睦を図る目的でソフトボール，サッカー、卓球等

の球技を楽しむ。

こどもの日 エクアドル グアヤキル市 グアヤキル補習授業校 グアヤキル補習授業校内で行われる小イベント。 25

父の日 エクアドル グアヤキル市 グアヤキル補習授業校 グアヤキル補習授業校内で行われる小イベント。 15

ペルー沖縄県人会主催敬老会 ペルー リマ市 ペルー沖縄婦人会 沖縄県にルーツをもつ高齢者を対象とする敬老行事。 500

ペルー日系人協会主催父母謝恩会 ペルー リマ市 ペルー日系人協会
日系高齢者のデイケアセンター施設であるペルー日系人協会神内先駆

者センターによる高齢者を対象にした謝恩会。
950

アントヒートス食べ物祭り ペルー リマ市 ペルー日系婦人会
収益の福祉団体への寄付を目的に，県人会等の参加を得て日本食を中

心とした軽食の売店を設けて食事を楽しむチャリティー行事。

5日～7日
サンパウロ日本祭り（フェスティバル・

ド・ジャパン）
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。
2018年は３日間で21万人以上の来場者。

200,000

7 日本文化祭 ボリビア リベラルタ市 リベラルタ日ボ文化協会 日本文化広報事業 500

7
日本人ボリビア移住120周年記念移住

史巡回展
ボリビア リベラルタ市 リベラルタ日ボ文化協会 日本人移住者及び日系人の歴史やデータに関するポスター等の展示 100

上旬 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

上旬 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

中旬 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

中旬
ブラジル全伯男子相撲大会及びブラ

ジル女子相撲選手権大会
ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 ブラジル相撲連盟 ブラジル全土の各州代表選手が集まる相撲大会。500人が出場。 500

中旬 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

中旬 第１４回ビブラ・ホベン メキシコ モレロス州ティクマン 日墨協会青年部
日系青年国際交流イベント。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。
約100人

７月

６月
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20 文化祭 ボリビア ルレナバケ市
ルレナバケ ・サンブエナベトゥーラ日本ボ

リビア ボリビア 文化協会
日本文化広報事業 100

21 日秘友好ウォーキング大会 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

徒歩で往復するイベント（約8㎞）。
1,200

28 ドミニカ移住入植６３周年記念式典 ドミニカ(共) サントドミンゴ ドミニカ日系人協会
移住者・日系人の慰霊碑及びドミニカ日本人農業移住記念碑において
入植記念式典を実施。移住者や日系二世を中心にＪＩＣＡボランティア等

も参加。

28 運動会 ボリビア オキナワ移住地 オキナワ日ボ協会 移住地内大運動会 500

28 運動会 ボリビア ラパス市 ラパス日本人会 会員向け運動会 200

下旬 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

下旬 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。2000

人規模。
2,000

下旬 さくら祭り ブラジル
サンパウロ日伯援護協会（カンポスさくら

ホーム）
サンパウロ州カンポス・デ・ジョルダン市 高齢者介護福祉施設主催の桜まつり。 15000

下旬 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）
毎年７月下旬に３日間行われ，２０１８年は第１１回目を迎える。３万人を

超える来場者数を誇る。
30,000

全パラグアイ小学生野球大会
全パラグアイ少年野球大会

パラグアイ ピラポ市
パラグアイ少年野球連盟

ピラポ日本人会
パラグアイ国内の各移住地・地区からチームが参加し競う。夕方には毎

年、父兄等約400人が参加する親睦交流会が開催される。
150

道産子バザー パラグアイ アスンシオン市
北海道人会及びアスンシオン日本人会共

催
会場で販売される北海道郷土料理の他焼き鳥、ラーメン、寿司等が人気

となり、現地のパラグアイ人達も参加し毎年大盛況となっている。
500

南部卓球大会 パラグアイ ラパス市 ラパス日本人会 イタプア州内の各日本人会の卓球愛好者が出場する毎年恒例の大会。 100

日本人ボリビア移住120周年記念移住
史巡回展

ボリビア グアヤラメリン市 グアヤラメリン日系人会 日本人移住者及び日系人の歴史やデータに関するポスター等の展示 100

移住120周年記念式典 ボリビア サンタクルス市 ボリビア日系協会連合会 日本人移住120周年祝賀会 500

フロリアノポリス市における七夕祭り ブラジル SC州フロリアノポリス市博物館クルスソウザ ニポ・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

第５５回運動会 ブラジル パラナ州カストロ市 カストロ文化体育協会
カストロ市の日系団体が主催する運動会。近隣（ポンタグロッサ市、クリ

チバ市）からの参加もある。
300

第６回パラナカラオケ大会 ブラジル パラナ州マウア市 マウア文化体育協会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
200

第３４回ブラジル日本歌謡曲コンクー
ル

ブラジル パラナ州マリンガ市 マリンガ
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。

子どもパーティー ブラジル ペルナンブコ州レシフェ市 レシフェ日本文化協会
非日系及び日系を問わず子供達にミニワークショップ等を通じて日本文

化を体験して貰う。
40

盆踊り ブラジル トメアス トメアス文化農業振興協会 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 トメアス文化農業振興協会 参加者約２００～３００人。 200～300

マナウス・カントリークラブ
日本食フェスタ

ブラジル アマゾナス州マナウス市
マナウス・カントリークラブ

当地進出日本企業

同クラブ運動場において当地の日本食料理店等が出店し，日本食を販
売するイベント，当地進出日本企業もサポートし，ビンゴ大会などの景品

を提供。
2,000

七夕 エクアドル グアヤキル市 グアヤキル補習授業校
グアヤキル補習授業校内で行われる小イベント。校外で実施することも

有。
15

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）を祝う祝賀会。 1000

3 先没者法要ミサ ブラジル RS州ポルトアレグレ市 南日伯援護協会
日本人移住先没者を法要する仏教、キリスト教カトリック、プロテスタント

３様式によるミサ。日系１～２世の参加が多い。
50

8日～11
日

カンポ･グランデそば祭り ブラジル マト・グロッソ・ド・スル州カンポ・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。3日間で10万人規模。
100,000

上旬 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

上旬 ブラジル郷土民謡全伯大会 ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 ブラジル郷土民謡協会
民謡の伯全国大会で、優勝者は日本の民謡民舞大会の代表として出席

する。
100

上旬 ジャカレイ市移民祭 ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 ジャカレイ市日伯文化体育協会
ジャカレイ市で開催される文化祭り。日本をはじめ、イタリア、ロシア、ア

ルゼンチン、ドイツ等の文化を紹介する祭り。
30,000

上旬 日系医療セミナー メキシコ メキシコシティ 日系医師会 日系医師相互間の親睦，交流 100

17,18 第8回RS州日本祭り ブラジル RS州ポルトアレグレ市 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
ばの土日に開催。回を重ねる毎に集客数が増え2018年は週末2日で約

９万人。2019年はスポーツを主題として開催方検討中。
90,000

中旬 おきなわ祭り ブラジル サンパウロ州サンパウロ市
ブラジル沖縄県人会、ブラジル沖縄文化セ

ンター、ビラカロン沖縄県人会
ブラジルで最大規模の沖縄祭り，沖縄の伝統芸能の披露や郷土料理を

販売。２万人規模。
20,000

中旬 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

中旬 盂蘭盆会法要 メキシコ メキシコシティ 日墨協会
先亡者，及び２０１８年８月から２０１９年８月までの１年間に亡くなられた

日系人の方々の法要
200

中旬 日墨協会　夏祭り メキシコ メキシコシティ 日墨協会
日墨協会で毎年開催される，日本の各種文化を総合的に紹介したお祭

りイベント。

中旬 青年の島お盆行事 キューバ 青年の島 青年の島日系人会 先祖への墓参り、日本文化紹介イベントなどを実施 200

７月

８月
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30～01 サルバドール日本文化祭 ブラジル バイア州サルバドール市 サルバドール日伯文化協会
連邦政府，州・市政府からの支援を通じ，サルバドール日伯文化協会に

より，盆踊りをはじめとする日本文化全般を紹介。
40000

下旬 ラ・プラタ日本人会歌謡フェスティバル 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

下旬 カンポ・グランデ盆踊り ブラジル マトグロッソ・ド・スル州カンポグランデ市 カンポグランデ文化福祉協会
同市における日系社会の恒例行事で同市２大日系行事の１つ。6000人

規模。
6,000

下旬 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

下旬 サルト市日伯祭り ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 サルト市日伯協会 サルト市で開催される日本文化祭り，１万人規模。 10,000

下旬 花展 ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 華道家元池坊南米支部
日本を代表する文化の一つである生け花を広くブラジル社会に紹介す

る。
1,200

下旬 ニッポン・フェスチ ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 ニッポンカントリークラブ 日系総合スポーツクラブが開催する日本祭り。2日間で約1万人が来場。 10,000

月末
ペルー広島県人会主催広島県人ペ

ルー移住１２０周年記念行事
ペルー リマ市 ペルー広島県人会 広島県人のペルー移住120周年を記念する行事。

ピラポ入植記念祭　(ピラポ創立記念
祭）

パラグアイ ピラポ市
記念祭推進委員会（ピラポ日本人会・ピラ

ポ市関係者がメンバー）

移住者物故者の追悼式の後、記念運動会が開催されることが多い。下
旬には、蘭祭りが開催され、蘭の展示会の他、様々な国の移住者による

舞踊等が市民により実演される。広場で「ピラポ音頭」を市民が踊る。
800

全パラグアイ日本語スピーチコンンテ
スト

パラグアイ アスンシオン市 パラグアイ日本人会連合会
全移住地の日系人及び日本語学習に励むパラグアイ人が参加するコン

テスト。学生、教員及び保護者を含め３００名程度が参加。
300

全パラグアイ作文コンクール パラグアイ アスンシオン市 パラグアイ日本人会連合会
パラグアイ国内各移住地の日系人及び日本語学習に励むパラグアイ人
が参加するコンクール。学生、教員及び保護者を含め３００名程度が参

加。
300

全パラグアイゲートボール大会 パラグアイ ラパス市 パラグアイゲートボール協会
全パラグアイ移住地及び都市部の日系人ゲートボール愛好者が集って
競うとともに参加者の親睦を深める。各移住地の日本人会が持ち回りで

開催している。
200

イグアス入植記念祭 パラグアイ イグアス市 イグアス日本人会
イグアス移住地の入植記念を祝う記念祭を毎年開催している。開拓時代

の苦労話に花を咲かせる交流の場となっている。
400

イグアス農産品展示会 パラグアイ イグアス市
イグアス市役所、イグアス日本人会、イグ

アス農協

エキスポ・イグアスと称した農産品展示会が開催されている。主要農産
品の他、大型農業用農機具や農薬や肥料のメーカーも参加している。週

末の三日間に開催して地元住民に加え、全国からの来訪者がある。
2,000

パークゴルフ南米交流大会 パラグアイ ピラポ市 パラグアイパークゴルフ協会
南米各国の日系人パークゴルフ愛好者が集って競うとともに参加者の親

睦を深める。
150

国際食祭り パラグアイ シウダ・デル・エステ市 エステ日本人会
様々な国籍の人々が居住するシウダ・デル・エステ市の特徴をいかし、
各国の郷土料理を販売する屋台が出店され、国際色豊かな食祭りが盛

大に行われている。
700

第１２回カストロ桜祭り ブラジル パラナ州カストロ市 カストロ文化体育協会
カストロ市の日系団体が主催する祭り。日本食、武道、華道の紹介、歌

謡の講演のほか、Ｊ－ＰＯＰ、Ｋ－ＰＯＰの紹介も行っており多様化する参
加者に合わせた演目。

5,000

第２０回すき焼きフェス ブラジル サンタカタリーナ州イタジャイ市 イタジャイ日伯協会 イタジャイ市の日系団体が主催。 1,000

ジョインビレ平和週間 ブラジル パラナ州クリチバ市 タチバナ合気道場

ジョインヴィレ市の合気道研究所が主催し、中心部にあるショッピングセ
ンターにおいて開催。原爆被爆者についての黙祷を捧げ折り紙のワーク
ショップを開催（2000羽の鶴を配布）。合気道は調和を尊重する武道とし
て披露し周知。５日間実施中、記帳への署名は600名（ショッピングセン

ター内でのアピール度は集計不能）。

600

第２７回東部パラナ団体歌合戦 ブラジル パラナ州カンバラ市 パラナ日伯文化連合会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
200

第７回日本語教師セミナー ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 パラナ日伯文化連合会
パラナ州における日本語教師が集まり日本語教授法の向上等を目的と

し、セミナーや意見交換会等を実施。
60

第１３回西部パラナ歌謡総合体会 ブラジル パラナ州シアノルチ市 パラナ日伯文化連合会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
200

アサイ照真寺法要 ブラジル パラナ州アサイ市 アサイ照真寺
アサイ市に加え、ロンドリーナ、マリンガ等周辺地区からも日系人が参加

する法要行事。
約５００名

イタジャイ市日本祭り ブラジル サンタカタリーナ州イタジャイ市 イタジャイ日伯文化協会
参加者はすき焼きを食べながら、太鼓や日本舞踊、歌といった多くの公

演をみることができる日本祭り。
約５００名

フレイホジェリオ市桜祭り ブラジル サンタ・カタリーナ州フレイ・ロジェリオ市 フレイ・ロジェリオ協会、他
フレイ・ロジェリオ市の日系団体が主催し、同市人口3000名の街に、4000
名が訪れる日本文化紹介事業。武道、華道、茶道、日本食の紹介のほ

か、平和教育も講演会を通じて実施。
7000

ヤキソバ・カレー大会 ブラジル ペルナンブコ州レシフェ市 レシフェ日本文化協会 日本のＢ級グルメの紹介及び普及。 200

盆踊り大会 ブラジル バイア州マッタデサンジョアン市 ＪＫ移住地日伯文化協会他 ＪＫ移住地日伯文化協会他による盆踊りを通じた日本文化紹介。 400

盆踊り ブラジル ゴイアニア ゴイアス日伯文化協会 日本文化等発信行事 ６０００人

ブラジリア・イチゴ祭り ブラジル ブラジリア アレッシャンドレ・グスモン農村文化協会

２００１年からはブラジリア連邦区政府の公式行事に登録されたことによ
り多くの市民に周知されることとなり、有名歌手のコンサートの実施の

他、現地の日系農家が栽培する農産物の品評会、また、焼きそば、天麩
羅、海苔巻きなどの様々な日本食を販売し、日本食文化の紹介にも務め

ている。

１０万人

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

西部アマゾン日伯協会主催
先没者慰霊祭・盆踊り

ブラジル アマゾナス州マナウス市 西部アマゾン日伯協会 同協会が主催する盆踊り。参加者の7割以上は非日系ブラジル人。 500

エフィジェニオ・デ・サーレス移住地
先没者慰霊祭・盆踊り

ブラジル アマゾナス州マナウス市
エフィジェニオ・デ・・サーレス移住地自治

会
同自治会が主催する盆踊り。当地進出日本企業も花火，バスなどの経

費を負担協力。
300

アサヒ移住地
先没者慰霊祭・盆踊り

ブラジル アマゾナス州イランドゥーバ市 アサヒ移住地自治会
同自治会が主催する盆踊り。当地進出日本企業も花火，バスなどの経

費を負担協力。
200

企業対抗ソフトボール大会 ブラジル アマゾナス州マナウス市 マナウス・カントリークラブ
当地日系社会の他，当地進出日本企業駐在員及び従業員が参加する

ソフトボール大会。
300

盂蘭盆法要 ペルー カニエテ町 ペルー日系人協会，カニエテ日系人協会
カサブランカ及びサンビセンテにある日本人墓地及び慰霊碑へのお参り
とともに，カニエテ町にある慈恩寺において先駆移住者等先没者への法

要を実施。
100

1もしくは
8

バレーラ春祭り アルゼンチン ブエノスアイレス州フロレンシオ・バレーラ市 フロレンシオ・バレーラ日本人会 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

８月
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8 盆踊り大会 ドミニカ(共) 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。
500

上旬 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

上旬
「MimiParty」ブラジル公式カワイイ文

化事業
ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 MimiParty運営委員会 ２日間に亘る日本ポップカルチャーを紹介するイベント，３千人規模。 3000

上旬
「スキヤキ・ド・ベン」チャリティー・

ディーナ
ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 アトリエHideko Honma 日系のアーティストによる慈善事業。 350

１２日 日本人アマゾン移住90周年記念式典 ブラジル アマゾナス州マナウス市
日本人アマゾン移住９０周年記念実行委

員会
式典会場調整中（候補：アマゾナス劇場）：ベレン・トメアスと連携して，日

本人アマゾン移住９０周年記念式典を実施する。
700

15 ペロタス敬老会 ブラジル RS州ペロタス市 ペロタス日本人会
ポルトアレグレ南方300kmのペロタス市、日系移住者を中心とした敬老

会。
100

17 移住65周年記念豊年祭 ボリビア オキナワ移住地 オキナワ日ボ協会 豊年祭・式典 1500-3000

17 慰霊祭 ボリビア オキナワ移住地 オキナワ日ボ協会
豊かな移住地造りに邁進し、ボリビアの大地に帰られた同胞の御霊に哀

悼の意を捧げる。
200

中旬 スザノＡＣＥＡＳ文化祭り ブラジル サンパウロ州スザノ市 汎スザノ文化体育農事協会（ＡＣＥＡＳ）
日系人の多い地域での文化祭り。スザノ日伯学園の生徒及び婦人部に

よる発表や展示会等が行われる。2日間で5000人。
5000

中旬 花展示 ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 華道家元池坊華道会ブラジル支部
日本を代表する文化の一つである生け花を広くブラジル社会に紹介す

る。
200

中旬 オベラ移民祭 アルゼンチン ミシオネス州オベラ市 オベラ日本人会
日本も含めた１６カ国のコミュニティーが、歌・ダンス・楽器・料理等を披
露し、当国の移民祭の中では最大規模。２０１８年は、１６カ国の各国領

事を招待予定。
10,000

24 盆踊り祭り ボリビア サンフアン移住地 サンフアン日ボ協会 盆踊り・展示会 1500-3000

25 運動会 ボリビア サンフアン移住地 サンフアン日ボ協会 会員向け運動会 500

29 敬老会 ドミニカ(共) 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慰労。 70

下旬 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。 20000

下旬 サンパウロ　スピーチコンテスト 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及びブ

ラジル日本語センター
サンパウロ州内の日本語学習者を対象としたスピーチコンテスト。 180

下旬 第２０回全米州日系人大会（COPANI） 米国 サンフランシスコ 全米日系人協会
米州各国から日系団体が参加して開催される。＊当国日系団体も参加

予定

下旬 エスコバル花祭り アルゼンチン ブエノスアイレス州エスコバル市 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

ブエノスアイレス州南部卓球大会 アルゼンチン ブエノスアイレス州アドミランテ・ブラウン市
ラ・プラタ日本人会，フロレンシオ・バレーラ

日本人会，プルサコ日本人会の輪番制

ブエノスアイレス州の南部の３つの日本人会が持ち回りで企画・実施す
る卓球大会。今年は、ラ・プラタ日本人会が主催し、

２０１８年度はブルサコ日本人会もしくはフロレンシオ・バレーラ日本人会
が主催する。ＪＩＣＡボランティアも協力する。

300

全パラグアイ・ママさんバレーボール
大会

パラグアイ アスンシオン市 全パ日系婦人団体連絡協議会
全パラグアイ移住地の日系既婚女性でバレーボール愛好家が集い、親
睦交流を兼ね二日間の大会を実施。参加チームはシニア部門を含め１２

チーム。
150

セントロ日系大アサード大会 パラグアイ イタウグア市 セントロ日系パラグアイ 恒例行事となっている大規模なバーベキュー大会。 500

日本人ボリビア移住120周年記念移住
史巡回展

ボリビア ルレナバケ市
ルレナバケ ・サンブエナベトゥーラ日本ボ

リビア ボリビア 文化協会
日本人移住者及び日系人の歴史やデータに関するポスター等の展示 100

カラオケ大会 ボリビア ラパス市 ラパス日本人会 主に日本の曲、日本語で歌うカラオケ大会 150

メキシコ空手道60周年 メキシコ メキシコシティ 日墨協会

ニッケイ寿司祭り ブラジル パラナ州クリチバ市 クリチバ日伯文化援護協会 クリチバ日伯文化援護協会内が主催。 約３００人

第２４回春祭り ブラジル パラナ州パラナバイ市 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。
20000

第１１回フルーツフェス ブラジル パラナ州カルロポリス市 カルロポリス市役所
カルロポリス市役所が主催し、市内の農産物展示を実施。遊園地施設と

合わせて有名歌手、バンドなどによる舞台演奏あり。
10000

第１７回ロンドリーナ祭り ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 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。
20000

第２１回桜祭り ブラジル サンタ・カタリーナ州フレイ・ロジェリオ市 フレイ・ロジェリオ協会、他
フレイ・ロジェリオ市の日系団体が主催し、同市人口3000名の街に、4000
名が訪れる日本文化紹介事業。武道、華道、茶道、日本食の紹介のほ

か、平和教育も講演会を通じて実施。
7000

第２９回春祭り
第３７回パラナ芸能祭

ブラジル パラナ州クリチバ市 クリチ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１万
人を集客。太鼓等の講演のほか、州内各地の生け花の流派が合同で展

覧会も開催。若者から高齢者まで幅広い年代が参加。
10,000

第３０回日伯文化祭 ブラジル パラナ州マリンガ市 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。

100000

第２６回すし祭り ブラジル パラナ州カストロ市 カストロ文化体育協会
カストロ市で年２回日系団体が主催するすし祭りは、日本文化紹介やビ
ンゴを開催もあり、近隣（ポンタグロッサ市、クリチバ市）からの参加も多

い。600人を集客。
600

第３回日本フェス ブラジル サンタカタリーナ州ジョインヴィレ市 ジョインヴィレ日伯協会 ジョインヴィレ市の日系団体が主催する日本文化紹介フェスティバル。 3000

イボチ市花祭り ブラジル リオグランデドスル州イボチ市 イボチ市役所
ドイツ移民が開拓した初期のイボチ市セントロ地区で毎年恒例の花祭り
が開催される。イボチ市は花卉栽培で有名。日系移住者の多くも参加。

10000

第６回日本文化祭・ジャパンフェス ブラジル ロンドリーナ市 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。
20000

第３０回灯篭流し ブラジル パラナ州カルロポリス市 カルロポリス文化体育協会
カルロポリス市の日系団体が、お盆に合わせて開催。太鼓などの日本文

化紹介も兼ねた夕食会と共に開催、州内外各地から参加がある。
3000

第３０回パラナ子供お話大会（５～１６
歳）

ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 パラナ日伯文化連合会
パラナにて日本語を学習する５歳～１６歳を対象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。
100
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第２６回西部パラナ連盟婦人会 ブラジル パラナ州トレド市 パラナ日伯文化連合会
西部パラナ移住地における日系人女性及び日系人との既婚女性を対象
とした親睦交流会。健康や医療等当地の暮らしに関わるセミナーや食事

会を実施。
500

第３８回パラナカラオケベテラン大会 ブラジル パラナ州アサイ市 パラナ日伯文化連合会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
300

第３５回パラナスピーチコンテスト ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 パラナ日伯文化連合会
パラナにて日本語学習者を対象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。
200

第７回日本祭り ブラジル パラナ州ウムアラマ市 ウムアラマ文化体育協会
ウムアラマ市の日系団体主催。日本食、日本文化紹介だけでなく有名歌

手、バンドの演奏などがあり、幅広い年齢層を集客。
10000

第６５回パラナ歌謡大会 ブラジル パラナ州クリチバ市 クリチバ日伯文化援護協会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
200

パライバ日本祭 ブラジル パライバ州ジョアンペソア市 パライバ伯日文化協会
折り紙，生花，手工芸，アニメ・漫画のワークショップ，日本のコーラス，コ

スプレイ，和太鼓演奏、邦楽演奏等を実施し，日本文化全般を紹介。
3000

第３回アナポリス日本祭り ブラジル アナポリス（ゴイアス州） アナポリス日伯文化協会

2016年までの9年間「アナポリス日本文化紹介（約700名規模）」として映
画紹介を行ってきたが、2017年に第10回目を機に「日本祭り」に格上げ、
アナポリス日伯文化協会と当館共催の日本文化祭りを実施し、約1万人
を集客。2018年は、選挙期間中のため市の施設を利用できず小規模と

なったが、2019年は規模拡大のため実施計画中。

5000～1万
人

運動会 ブラジル ブラジリア ブラジリア日伯文化娯楽クラブ 日系人，非日系人が参加 200人

日本食祭り ブラジル ブラジリア
ヴァルゼン・ボニータ日伯スポーツ文化協

会
和食等発信行事 1000人

ベレン日本週間 ブラジル ベレン
汎アマゾニア日伯協会、在ベレン領事事務

所
当地最大級の日本文化関連祭り。参加者の大多数は非日系人。 9,000

アマゾン日本人移住９０周年記念式典 ブラジル ベレン
汎アマゾニア日伯協会、在ベレン領事事務

所
500

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

敬老会 ブラジル トメアス トメアス文化農業振興協会 対象者約１００人。 100

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

マナウスチーム対抗カラオケ大会 ブラジル アマゾナス州マナウス市
西部アマゾン日伯協会

当地進出日本企業
当地日系社会と進出日本企業関係者との融和を目的としたカラオケ大

会。
300

マナウスお話・弁論大会 ブラジル アマゾナス州マナウス市
西部アマゾン日伯協会

各日本語教育機関
当地日本語教育機関で学ぶ児童・学生を対象としたスピーチコンテスト。

全伯弁論大会のマナウス予選。
150

マナウス日本文化月間 ブラジル アマゾナス州マナウス市
在マナウス日本国総領事館

アマゾナス州文化局
当館文化事業。アマゾナス州文化局，同教育局等と連携し，同市各所で

日本食，日本文化を紹介する事業。
1000

第２８回日本語弁論大会 ウルグアイ モンテビデオ市 在ウルグアイ日本人会
　弁論，朗読の部があり，日本語を学ぶウルグアイ人が参加。国際交流
基金海外日本語教育支援（助成）プログラムの一環で，大使館から審査

員として出席し，ウルグアイ日系企業が協賛。
30

日本祭り ウルグアイ モンテビデオ市
在ウルグアイ日本国大使館主催，在ウル

グアイ日本人会協力

　外交関係８０周年を記念して建設された日本庭園で，武道，生け花，茶
道等の伝統文化から，コスプレ等ポップカルチャーまで総合的に日本文
化を発信する在外公館文化事業。日本人会は日本食販売，将棋，剣

玉，武道，盆踊り，和太鼓演奏等を実施。

5,000

日本人会バーベキュー大会 コスタリカ サン・ホセ 日本人会，サンホセ日本人学校
日本人会会員相互の親睦を図る目的でバーベキュー、フリーマーケット

を開催する。

第５回南米スペイン語圏日本語教育
連絡会議

ペルー リマ市 ﾍﾟﾙｰ日系人協会
南米スペイン語圏の日本語教育関係者が参集し，日本語教育における

課題を検討し，より良い日本語教育をめざすもの。

思い出の宝箱 ペルー リマ市 ペルー日系人協会，ラ・ウニオン運動場協会 日系人歌手も参加する１９７０年代の音楽を中心にしたコンサート。 2000

5 お話大会 ボリビア サンフアン移住地
ボリビア日本語教育研究委員会及びサン

フアン学園（主管校）

オキナワ第一日ボ学校、ヌエバ・エスペランサ日本語学校、サンタクルス
日本語普及学校、ラパス日本語補習授業校、コチャバンバ日本語教室、

サンフアン学園の参加生徒が朗読またはお話しを発表
30

6 ソフトボール大会 ドミニカ(共) ハラバコア ドミニカ日系人協会青年部
日系二世を中心とした移住地対抗のソフトボール大会。大使館、JICAも

参加。
80

上旬 アルモニア学園文化祭 ブラジル サンパウロ州サンパウロ市 アルモニア学園 日本文化を紹介する学園祭で一般公開もされる。 1500

10 コロン墓地日系人慰霊堂供養行事 キューバ ハバナ県 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。
50

16～19 移住９０周年祭 コロンビア カリ市 コロンビア日系人協会
移住９０周年を記念し，慰霊祭，文化事業及び記念レセプションを実施予

定。
500

19 盆踊り祭り ボリビア サンタクルス市 サンタクルス中央日本人会 日本文化広報事業 3000

19 日本文化祭 ボリビア コチャバンバ市 コチャバンバ日ボ文化協会 日本文化広報事業 80

20 日本文化祭 ボリビア ポルベニール市 ポルベニールボリビア日本クラブ 日本文化広報事業 20

中旬
全国協会若手日系リーダーフォーラム

（REVI)
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

中旬 文協統合フォーラム（FIB） 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
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

中旬 文協総合美術展 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
文協が主催する美術展。抽象，具象，陶磁器の３つのカテゴリーに分か

れ実施される。
2500

26 島唄カラオケ大会 ボリビア オキナワ移住地 ボリビア沖縄県人会 沖縄方言によるカラオケ大会 500

27 慰霊祭 ドミニカ(共) 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で故人を慰霊。移住者や日系二世を中心にJICA

ボランティア等も参加。
50

28,30 日系校対抗スポーツ大会 ペルー リマ市 ラ・ウニオン運動場協会
日系校の生徒がサッカー，バレーボール等様々なスポーツ種目で競い

合う大会。

10月
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下旬 日墨協会　秋祭り メキシコ メキシコシティ 日墨協会，メキシコ日本商工会議所他
日墨協会で毎年開催される，日本の各種文化を総合的に紹介したお祭

りイベント。

下旬 日本メキシコ学院　大運動会 メキシコ メキシコシティ 日本メキシコ学院 2,000

日本語スピーチコンテスト アルゼンチン ブエノスアイレス市
在亜日系教育連合会（教練）/日亜学院主

催
教練・日亜学院主催スピーチコンテスト 200

ブルサコ日本人会子ども祭り アルゼンチン ブエノスアイレス州アドミランテ・ブラウン市 ブルサコ日本人会 3歳～１８歳の子供が日本の歌のコンテストに参加し、入賞を競う大会。 500

日亜友好日本祭り アルゼンチン トゥクマン州サン・ミゲル・デ・トゥクマン市 亜日文化財団（日本庭園） 亜日文化財団が地方都市と共催で開催する日本祭り。 2,000

エスコバル日本人会主催パークゴルフ
大会領事杯

アルゼンチン ブエノスアイレス州エスコバル市 エスコバル日本人会
毎年マル・デル・プラタ，ラ・プラタ及びエスコバルの各日本人会が持ち回

りでパークゴルフ大会領事杯を開催。
100

日系幼少年陸上大会 アルゼンチン ブエノスアイレス市 輪番制
元比嘉マサヤ（元陸上選手及びコーチ）記念大会。ブエノスアイレス市及

び地方輪番制。
200

文化祭・カラオケ大会 ボリビア サンタクルス市 サンタクルス中央日本人会 各種発表会・カラオケ大会 300

日本食祭 パラグアイ シウダ・デル・エステ市 エステ日本人会
年数回開催される和食を中心とした料理イベント。パラグアイ人、台湾

人、アラブ系住民が参加して盛大に行われている。
500

野口英世博士来墨１００周年イベント
（開催時期：9月ないし10月）

メキシコ メキシコシティ，メリダ 日墨協会，ユカタン大学等
野口英世博士の当国訪問100周年を記念し，その功績を讃えるイベント

を各種日本文化紹介イベントと併せて行うもの。
2000

第２５回パラナ第三世代会 ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 パラナ日伯文化連盟
日系青年交流イベント。パラナ州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。
300

第１６回パラナ太鼓祭り ブラジル パラナ州ポンタグロッサ市 パラナ州にある太鼓チームの持ち回り
パラナ全州から7チームが参加し2日間にわたって演奏を実施する。初日

がワークショップ、翌日が演奏会。
350

第３８回カルロポリス灯籠流し パラナ州カルロポリス市 カルロポリス文化体育協会
カルロポリス市の日系団体が、お盆に合わせて開催。太鼓などの日本文

化紹介も兼ねた夕食会と共に開催、州内外各地から参加がある。
3000

パラナ婦人の会 ブラジル パラナ州カンベ市 パラナ日伯文化連盟
パラナ移住地における日系人女性及び日系人との既婚女性を対象とし
た親睦交流会。健康や医療等当地の暮らしに関わるセミナーや食事会

を実施。
300

盆踊り ブラジル ペルナンブコ州レシフェ市 レシフェ日本文化協会
レシフェ日本文化協会により，武道演武・ワークショップ，折り紙，手毬，

盆踊り，夜店の営業等を実施し，日本文化全般を紹介。
1,500

日本語弁論大会 ブラジル ベレン 汎アマゾニア日伯協会 域内各地の日本語学校生徒による弁論大会 100

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 ベレン 汎アマゾニア日伯協会 移住先没者への慰霊祭。

ボアビスタ日本祭り ブラジル ロライマ州ボア・ビスタ市
在マナウス日本国総領事館

ロライマ日伯協会
当館文化事業。ロライマ日伯協会と連携し，日本食及び日本文化を紹介

する事業。同市市民が参加。
1000

マナウス大運動会 ブラジル アマゾナス州マナウス市
マナウス・カントリークラブ
西部アマゾン日伯協会

当地進出日本企業

当地日系社会及び当地に進出する日本企業駐在員及びブラジル人従
業員などの融和を目的とした日本式の運動会。

300

合同慰霊祭 ウルグアイ ラス・ピエドラス市 在ウルグアイ日本人会
　日本人会共同墓地にて毎年行われ，大使館からも参列。慰霊祭終了
後，日本人会館（モンテビデオ市）において６５歳以上の日系人を対象と

した食事会を実施。
50

日本文化紹介事業　殺陣パフォーマン
ス・グループ「かむゐ」中南米公演

コスタリカ サン・ホセ
在コスタリカ日本大使館，サンホセ日本人

学校
コスタリカ日本人会

日本の伝統武道，武士道を表現した殺陣パフォーマンスグループ「かむ
ゐ」中南米公演を開催し，日コスタリカ両国の友好親善と文化交流の促

進を図る。

お彼岸法要 ペルー バランカ町 バランカ日系人協会 スペ・サンニコラス日本人墓地へのお参り，バランカ市内での法要。 100

第３９回ペルー全国日本語弁論大会 ペルー リマ市 ペルー日系人協会 日本語による弁論大会。

ジャパンデイ ベリーズ ベリーズシティ
在ジャマイカ大使館，ベリーズ日本人会，Ｊ
ＩＣＡベリーズ支所，アニメニアックス（アニメ

同好会）

ベリーズ唯一の総合的な日本文化紹介事業。邦楽演奏・歌の披露、日
本語入門ワークショップ、折り紙デモストレーション、コスプレ大会、浴衣

体験、書道等を組み合わせ、日本文化を多面的に紹介する。
1200

1～8 日本文化週間 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。

2 慰霊祭 ボリビア サンタクルス市 各地区日系団体 会員物故者慰霊祭 100

9 ＭＡＴＳＵＲＩ ペルー リマ市 ラ・ウニオン運動協会・ペルー日系人協会
日本文化週間の締めくくり行事。日系団体，県人会，日系校が手作りの
神輿を繰り出す一大イベント。屋台等も置かれ一般ペルー人も多数参

加。
20000

9
日本人ボリビア移住120周年記念移住

史巡回展
ボリビア トリニダ市 トリニダ日系人会 日本人移住者及び日系人の歴史やデータに関するポスター等の展示 100

上旬 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

市
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。 20000

上旬 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。
30000

上旬 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。 20000

上旬 レジストロ灯籠流し ブラジル サンパウロ州レジストロ市 日伯レジストロ文化福祉協会 日本人及び日系人の無縁仏の合同供養及び盆踊り。２万人規模。 20000

16 ポルトアレグレ・ブックフェア ブラジル RS州ポルトアレグレ市 RS州政府文化庁
1954年発足のポルトアレグレ市最大の文化行事"ブックフェア"。日本祭
り実行委員会も2018年、初めて招かれ参加。2019年は大々的に参加方

意気込みを見せている。
50000

17 日本語学校お話し大会 ドミニカ(共) サントドミンゴ ドミニカ日系人協会日本語学校運営部
各移住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。
50

24 バレーボール・卓球大会 ドミニカ(共) サントドミンゴ ドミニカ日系人協会青年部
日系二世を中心とした地区対抗のバレーボール大会及び個人参加の卓

球大会
50

下旬 江戸村協会主催榎本公園記念祭 メキシコ チアパス州アカコヤグア市 江戸村協会（アカコヤグア日系団体） 榎本協会設立の周年行事 500

10月
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下旬 大使杯ゴルフ大会 メキシコ プエブラ州
日墨協会，メキシコ日本商工会議所，日本

メキシコ学院等

当地日系社会を統合した唯一のゴルフ大会で，当地に永住されている日
系人の方々と日本人長期滞在者とのゴルフを通じた交流を目的として開

催。
100

下旬 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

沖縄市町村人会陸上インターハイ アルゼンチン ブエノスアイレス州カステラル市 在亜沖縄県人連合会 在亜沖縄県人連合会主催の陸上大会。 400

Ｍａｔｓｕｒｉ　２０１９（日本食と日本文化
祭り）

ベネズエラ カラカス ベネズエラ日系人・日本人連盟

日本の祭りをテーマに、日本文化及び日本食を一般国民に紹介するも
の。

（太鼓演奏，武道のパフォーマンス，縁日，日本食の出店，盆栽の展示，
政府機関による紹介ブースの設置等）

700

日本祭 パラグアイ アスンシオン市 アスンシオン日本人会

2016年の日本人移住80周年を契機に恒例となっていた夏の盆踊りの規
模を拡大し、日本祭りとして開催している。和食と洋食の屋台が並び大

盛況となっている。現地のパラグアイ人も多数参加して盛り上がりを見せ
ている。

3000

コスタネラ祭 パラグアイ エンカルナシオン市 エンカルナシオン日本人会
日本の伝統芸能の公演や和食の屋台が並ぶ。老若男女が楽しめる行

事。
500

セントロ日系バザー パラグアイ イタウグア市 セントロ日系パラグアイ 日系農家の新鮮な野菜や和食等を販売している。 500

アスンシオン日本人会紅白歌合戦 パラグアイ アスンシオン市 アスンシオン日本人会
アスンシオン日本人会員及び当市在住の長期滞在者らの参加者が自慢
の喉を聞かせる。出場者の多くはカラオケ愛好会のメンバーで今年で６

回目となる。
100

文化祭 ボリビア リベラルタ リベラルタ日ボ文化協会 日本文化広報事業 500

日本文化週間・盆踊り ボリビア ラパス市 ラパス日本人会 武道、日本文化の展示、盆踊り等の開催 800

文化祭 ボリビア トリニダ、ポルベニール 各地区日系団体 日本文化広報事業 100-1000

敬老会 メキシコ メキシコシティ 日墨協会 日系老人間の親睦 100

慰霊祭（キリスト教関係） メキシコ メキシコシティ 日墨協会 80

第７回紅白歌まつり ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 ロンドリーナ文化体育協会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
350

第２２回パラナ懐メロ大会（１９８６年ま
で）

ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 ロンドリーナ文化体育協会
日系人・非日系人ともに参加可能。カラオケを通じ日本の音楽を普及さ
せるとともに、日系・非日系社会の親睦を深め、パラナ州における親日

家の育成を図る。
200

クリシウーマ祭り ブラジル サンタカタリーナ州クリシウーマ市 クリシウマ合気道協会
クリシウマ市内の合気道団体が、ＳＥＮＡＣ（国立商業実習サービス）と共

催で行う日本祭り。武道、書道などの日本文化紹介。
2,000

第２４回日伯友好テニス大会 ブラジル パラナ州クリチバ市 クリチバテニスクラブ
クリチバ市テニスクラブ主催で、友好親善のための大会を開催。非日系

人の参加もあり、市外からの出場もある。400人程の選手が参加。
500

第３７回パラナ芸能祭 ブラジル
未定（クリチバ市内移民、もしくは春祭りと共

催
パラナ日伯文化連合会 日伯文化連合会主催の芸能祭り。 30000

第１4回踊りフェス ブラジル パラナ州ロンドリーナ市 ヒカリグループ
ロンドリーナ市内の踊りグループが主催。日本食、日本文化紹介、祭り
ダンスのほか、餅シャワーと称し、舞台より投げるのが目玉（1000個配

布）。
10000

折紙コンクール ブラジル ペルナンブコ州レシフェ市 レシフェ日本文化協会
折紙の普及のため国際交流基金海外巡回展に合わせて展示し，市民に

よる投票を行う。

出品者20名
投票者1500

名

レシフェ日本市 ブラジル ペルナンブコ州レシフェ市 レシフェ日本文化協会
レシフェ市政府の支援を通じ，歩行者天国を参道に見立てて、野外で日

本文化全般を紹介。
30000

移住者慰霊祭 ブラジル トメアス トメアス文化農業振興協会 移住先没者への慰霊祭。

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。参加者約３０

０人。
300

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、その半数が非日系人。 200

ベレンカラオケ愛好会紅白歌合戦 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

第6回マナウス日本文化祭 ブラジル アマゾナス州マナウス市 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、千人を集客。
400

マナウス・カントリークラブ
日本食フェスタ

ブラジル アマゾナス州マナウス市 マナウス・カントリークラブ
同クラブ運動場において当地の日本食料理店等が出店し，日本食を販
売するイベント。当地進出日本企業もサポートし，ビンゴ大会などの景品

を提供。
2000

日本人学校合同学習発表会 ブラジル アマゾナス州マナウス市
マナウス日本人学校

西部アマゾン日伯協会
当地日本語学習機関が合同で日頃の学習の成果を発表する。生徒，父

兄などが参加。
100

日本文化作文コンクール ブラジル アマゾナス州マナウス市
在マナウス日本国総領事館

アマゾナス州教育局
ジジャウマバチスタ日本語バイリンガル校

当館文化事業。同校で日本語を学ぶ児童・生徒を対象に日本語及び日
本文化を学ぶ意義についての作文を募集し，優秀者に対し表彰すること

で，学習意欲を高める。同校児童・生徒1000人が参加。
1000

花博 ウルグアイ ラ・パス市
ラ・パス市及び在ウルグアイ日本国大使館

主催，在ウルグアイ日本人会協力

日系人が多く居住するラ・パス市で，日本文化を総合的に発信する在外
公館文化事業。日本人会は日本食販売，日本語教育に関する発信，将

棋クラス，武道，盆踊り，和太鼓演奏等を実施。
2,000

グァテマラ日本人学校大運動会（第一
週土曜日）

グアテマラ グアテマラ市 グァテマラ日本人学校
グァテマラ日本人学校の運動会であるも，多数の在留邦人が参加（大使

館員，JICA関係者含む）。
50

グアテマラ日本人会秋祭り（グァテマラ
日本人学校大運動会終了後）

グアテマラ グアテマラ市 グアテマラ日本人会

日本人学校大運動会終了後，日本人会主催で実施されるイベント。食事
が振る舞われるほか，子供用遊具等も業者からレンタルし，参加者全員
が楽しめるものとなっている。参加者のほとんどは，上記日本人学校大

運動会参加者。

50

サンラモン市日本祭り（予定） コスタリカ サンラモン市
在コスタリカ大使館，コスタリカ日本語教師

会，
サンホセ日本人学校

サンラモン市に於いて総合的な日本文化紹介事業を開催し，日コスタリ
カ両国の友好親善と文化交流の促進に貢献する。

餅つき大会 エクアドル キト市 日本人会 在エクアドル日本人会主催で、会員、非会員を対象に行う。 80

日本大使杯ゲートボール大会 ペルー リマ市 ペルー・ゲートボール協会
ゲートボールを愛好する日系人のチームが多数参加して行われる大

会。
100

7 沖縄祭り アルゼンチン ブエノスアイレス州カステラル市 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

11月
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8 援協忘年会 ブラジル RS州グラバタイ市 南日伯援護協会
ポルトアレグレ、グラバタイ、イボチ等南日伯援護協会会員を中心とした

家族忘年会。リーファの賞品も豊富で、非日系家族の参加も多い。
200

14 ノバペトロポリス日本文化祭 ブラジル ＲＳ州ノバペトロポリス市 地元合気道道場師範
日本文化をこよなく愛す非日系ヒベイロ合気道師範が日本文化に馴染
みのないこの地域で普及・啓発したいとして2015年に開始。2018年は、

日本祭り実行委員会に加え在伯大使も参加した。
500

上旬
セントロ・ニッケイ・アルヘンティーノ若

手日系人表彰式（Jovenes
destacados）

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

上旬 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。
80,000

上旬 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。
130000

上旬
ホンジュラス日本人会

総会及び忘年会
ホンジュラス テグシガルパ市 ホンジュラス日本人会

総会で会計報告，次期会長を選出した後，忘年会を開催。
参加者は在留邦人（大使館員，ＪＩＣＡ関係者を含む）。

上旬 日本語能力試験 エクアドル キト市 エクアドルJLPT教師会 当地日本語学習者を対象とした能力試験。 70

上旬
日系優秀学生表彰式（11月下旬に変

更の可能性あり）
メキシコ メキシコシティ 日墨協会

中学から大学までの各最終学年生を対象に実施するもの（在校時の成
績が平均９．０以上の日系学生を表彰）。

80

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。 50000

下旬 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。

1200

下旬 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

忘年ソフトボール大会 パラグアイ アスンシオン市 アスンシオン日本人会
アスンシオン日本人会会員及び日系進出企業駐在員等の在留邦人が

参加。参加者が交流し、親睦を深める大会となっている。
100

夏盆 パラグアイ イグアス市 イグアス日本人会
地域活性化のためにイグアス市観光推進委員会が開催するイベント。日
本の伝統芸能の公演や和食の屋台が並ぶ。老若男女が楽しめる行事。

1000

フルーツ展示会 パラグアイ ラコルメナ市
ラ・コルメナ市役所及びラ・コルメナ日本文

化協会

当地で栽培している葡萄、スモモ、梨、リンゴ、メロン等の果物を主に展
示している。第９回目となり、近隣住民のみならず全国からの来訪者が

ある。果樹生産者の大半は日系人。
1500

アマンバイ日本人会紅白歌合戦 パラグアイ ペドロ・フアン・カバリェロ市 アマンバイ日本人会
紅白歌合戦は恒例行事となり今年は第４２回となる。男女合わせて４０名
ののど自慢が参加している。歌を介して故郷である日本を偲んでいるた

めか演歌系の歌が多い。
100

ノーバペトロポリス日本文化祭 ブラジル ＲＳ州ノーバペトロポリス市 ノーバペトロポリス日本文化祭実行委員会
非日系団体主催による日本祭り。柔道、合気道、剣道等伝統武道の他、

生け花、墨絵、カラオケ等の催しもある。
4000

第９回日伯友好週間 ブラジル サンタカタリーナ州フロリアノポリス市 若宮丸協会及びサンタカタリーナ州議会 若宮丸（日本団体）とサンタ・カタリーナ州議会が日本文化紹介事業。 3000

敬老忘年会 ブラジル ペルナンブコ州レシフェ市 レシフェ日本文化協会 高齢者の慰労及び会員間の連携強化のための懇親会。 150

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１００名の半数は伯企業関

係者。
100

アマゾナス日系商工会議所忘年会 ブラジル アマゾナス州マナウス市 アマゾナス日系商工会議所
同商工会議所主催による忘年会。当地進出日本企業関係者の他，日系

人経営者等約70名が参加。
70

日本人会総会及び忘年会 グアテマラ グアテマラ市 グアテマラ日本人会
日本人総会で次期会長を選出した後，忘年会を開催。余興としてビンゴ

大会も実施。参加者は在留邦人（大使館員，JICA関係者含む）。
20

国際交流基金・日本語能力試験
（JLPT)

コスタリカ サン・ホセ
在コスタリカ日本大使館，コスタリカ日本語

教師会
日本語を母国語としない人の日本語能力を測定し認定する試験の実施

日本人会総会・忘年会 コスタリカ サン・ホセ 日本人会 1年間の活動を振り返るとともに，在留邦人・日系人との交流を深める。

日本人会クリスマス会 コスタリカ サン・ホセ 日本人会・サンホセ日本人学校 日本人会会員相互の親睦を図る目的でクリスマス会を開催。

総会・忘年会 エクアドル キト市 日本人会
在エクアドル日本人会主催で、会員、非会員を対象に行う総会兼昼食

会。
80

チョコラターダ ペルー リマ市
エンマヌエル協会，ペルー日系人協会，そ
の他多数の日系人団体，日系企業が協賛

エンマヌエル協会を中心に日系人有志，日系団体等が協力して貧困層
の子供達を対象にクリスマス・プレゼント（お菓子，玩具）を無償配布する
行事。地方の施設に食料等を贈る他，エンマヌエル協会のある貧困地区

の子供達には当日直接プレゼントを手渡しで贈る。

ペルー日系人協会主催神内センター
忘年会

ペルー リマ市 ペルー日系人協会
ペルー日系人協会内にある神内センターを利用している高齢者に対す

る一年間を労う演芸会。
900

2020年

12月


