
日本とブラジルは1895（明治28）年11月5日、「日伯修好通商航海条約」調印により外交関係
を樹立しました。2020年は125周年に当たり、ブラジルでは、記念切手も発行されています。日
本とブラジルの長い友好関係は、多くの人たちの交流と絆によって力強く支えられています。
愛知県国際交流協会では、“ Boa tarde! ~ こんにちは！”と題してブラジルを特集しています。

ブラジルには、約１９０万人の日系人が住む世界最
大の海外日系社会があります。

愛知県からも多くの皆さんが移住され、特に日系人
の多いサンパウロには、愛知県にゆかりのある人た
ちでつくるブラジル愛知県人会があり、活発に活動
しています。

ブラジルのことをもっとよく知っていただくためブ
ラジル愛知県人会をご紹介します。

■ 2020ワールドコラボフェスタ “ Boa tarde! ~ こんにちは！” ■

■ 2020ワールドコラボフェスタ 公益財団法人愛知県国際交流協会 ■

ブラジル愛知県人会
Associação Aichi do Brasil

サンパウロ・リベルダーデ地区にある愛知県人会館



愛知県人会発足の経緯
愛知県からブラジル移住の先駆けは、1909年にリオデジャネイロに到着後、蜂谷
商会を開いた名古屋出身の蜂谷五輔氏とされています。
1958年に創立された「愛友会」をルーツとして、1959年9月26日に県を襲った伊
勢湾台風を契機に、義援金や支援物資を送付すること、並びにブラジルにおける
同県出身者の親睦を図ることを目的として、「ブラジル愛知県人会」が発足しま
した。

◆名称 ブラジル愛知県人会 Associação Aichi do Brasil

◆所在地 サンパウロ州サンパウロ市 ◆支部： サンパウロ州ロンドリーナ市
サンパウロ州カッポンボニート市
パラナ州クリチバ市

◆会長 沢田功（2020～2022年） ◆役員 21名（2020年4月現在）

◆会員 214世帯594名（2020年9月現在）
8割はサンパウロ州在住で、ほかパラナ州、ミナスジェライス州、
マトグロッソ州、ゴイアス州、ブラジリア等に住んでいます。
会員のうち移民一世は2割程度で、現在は二世・三世が、主力メンバーとして活躍し
ています。

◆創立 1958年10月1日 ◆法人登録 1973年7月1日

◆県人会会館開館 1983年3月3日 ◆愛知県出身移住者 約4,000名（推定）



歴代会長(1958-2008)
■ 1958-1972 蜂谷專一（初代）

蜂谷輸出入商会を起業、ブラジル東京銀行頭取、ブラジル日
本商工会議所会頭、ブラジル日本文化協会副会長等の要職を
務め、日系コロニア草創期において重要な役割を果たした。
勲五等瑞宝章受章。

■ 1972-1984 池田正雄

池田ホテル創業、日本料理協会ブラジル支部長も務める。ブ
ラジル愛知県人会館の建設を推進した。勲五等瑞宝章受章。

■ 1984-2000 羽田宗義

8期16年に渡り会長を務め、県人会の躍進と安定化に尽くし
た。1996年に愛知県表彰（海外在住功労者）。

■ 2000-2001 安東都明

県人会の若手後継者育成に尽力するも、志半ばで逝去。

■ 2001-2006 林アンドレー亮

安東会長の遺志を継ぎ、県人会役員の若返りを実現。2017
年に愛知県表彰（社会活動功労者） 。

■ 2006-2008 伊藤アンテノール

将来を見据え、20代、30代の新規会員獲得に注力し、若手
が参加しやすい雰囲気作りを行い、同世代の会員を増やした。

県人会創立45周年(2003年）で挨拶をする
神田真秋愛知県国際交流協会会長

（当時：愛知県知事）

県人会創立25周年(1983年）で挨拶をする
鈴木礼治愛知県国際交流協会顧問

（当時：愛知県知事）



■ 2008-2012 豊田瑠美

1966年度県費留学生で初の女性会長。役員を2世・3世中
心の編成とし、県人会のさらなる若返りに尽力。在任中に
県人会創立50周年、日本移民100周年の節目を迎えた。

■ 2012-2014 小松ジェニ清香

30歳代で会長就任。会のイベントにキッズスペースを設置
するなど、家族で楽しめる県人会を演出。

■ 2014-2016 沢田功

1974年度県費留学生。長く日本テレビの在中南米特派員
として活躍。

■ 2016-2018 沢田克己

サンパウロ地下鉄公社に勤務し、長年地下鉄駅の設計に携
わる。和太鼓を始め、アニメ、コスプレ、K-POPなど、
ポップカルチャーのイベントでの会館利用増加に尽力。

■ 2018-現在 沢田功

バリアフリー対策として、会館内にスロープやエレベー
ターを設置。

歴代会長(2008-現在)

県人会創立60周年(2018年）での
大村秀章愛知県知事



愛知県人会の活動紹介
～ 愛知県への留学生・技術研修員派遣 ～

1963年から海外移住者子弟留学生制度、1984年には研修員制度が始まり、これら制度を活
用して、現在までに累計200名近い留学生と研修員を母県に派遣しています。

1990年代前半には派遣のピークを迎え、年間留学生4名、研修員4名と盛況でした。他の都
道府県も同時期に多くの留学生、研修員を受け入れており、日本行きの航空機内ではブラジ
ル日系人の留学生・研修員が大勢おり、同志で意気投合し、日本への道中も楽しい派遣だっ
た様です。

その後、2003年には最後の研修員を送り出し、2004年からは毎年、留学生が1ないし2名と
なりました。
※ 愛知県の海外移住者子弟留学生制度は、現在も継続して実施されており、2020年までに、
136人の移住者子弟を受け入れています。

多くの留学生ＯＢが当県人会を初め、ブラジル各地の日系文化福祉協会等で活動して日本文
化を周知・継承する一助となっています。
※ 県人会の歴代会長のうち、林アンドレ―亮はじめ4人が留学生OBです。

また、留学生や技術研修員OBの中には、日本での経験を活かして日系企業などに勤めてい
る者も多く、ブラジルでのビジネス展開の要として間を取り持つなど、日本とブラジルの相
互理解の架け橋として幅広く活躍しています。



愛知県内の１０校から選ばれた農業高校生徒を当県人会のパラナ州ロンドリーナ、サン
パウロ州カッポンボニート、ブラジリア各支部の農家会員が受け入れ、コーヒー農園、
果樹園、セラード地帯で実習を行いました。

事業は20年間続き、学生200名と共に教師40名が
来伯されました。

この制度は残念ながら現在は行われていませんが、
機会があれば、また受け入れたいとの声が聞か
れます。

当時の実習生らもこれらの生活体験を心の糧として、
日本に帰国後は愛知を始めとする日本の農業後継者
として活躍していることでしょう。

愛知県人会の活動紹介
～ 農業高校生海外実習ブラジル派遣の受入れ ～

1990年の農業高校生のみなさん



日本祭り2019の愛知県ブース。メニューはおにぎ
りと味噌カツ丼、手羽先、抹茶など愛知のおいしい
ものがたくさん！

愛知県人会の活動紹介
～ 県人会の部会活動 ★ 婦人部 ★ ～

県人会の各種イベントで裏方として活動することが多く、当会に無くてはならない存在
で、特にイベントで販売する料理や県人会内の会食用の料理を作るなどしています。

ブラジル都道府県人会連合会(県連)が主催するお祭りで、来場者20万人規模の
世界最大規模の日本祭りです。

愛知県人会では、毎年郷土食フードコートに屋台を出店し、味噌カツ・味噌煮
込みうどん・きしめんなど愛知の味を紹介しています。

日本祭りでの愛知県人会ブース

★動画★ 愛知県人会ブースの舞台裏…日系人もそう
でない人も、総出で名古屋めしづくり！！

※写真をクリックしてください

https://youtu.be/MESUA7HL5rE


高齢者が集まる倶楽部です。老化防止運動やビンゴなど
で毎月1回、楽しく元気に活動しています。

健康体操で、みんな長生き！

愛知県人会の活動紹介
～県人会の部会活動 ★ カラオケ愛好会・ひまわり会 ★ ～

ブラジルでも、カラオケは大人気です。
毎週講師を招いてカラオケレッスンを行
うほか、300名を超える参加者が集うカ
ラオケ大会を毎年主催しています。

愛知カラオケ愛好会

ひまわり会

ずらっと並んだ
トロフィー

大観衆を前にして歌う
カラオケ大会



餅つき大会

盆踊り

正月はブラジルでも餅つき！
毎年、大勢の会員が集まって
餅つきをします。
餅つきの後は、お汁粉タイム
です。

夏の盆踊りは外せません！
会員が集まっての練習風景
です。
子どもたちも、大好きです。

太鼓ワークショップ

和太鼓の音やリズムは、ブラジ
ル人にもぴったりです。
若い人たち向けにワークショッ
プを開いて、日本文化の継承を
めざしています。

愛知県人会では、餅つき大会や盆踊りなど、四季折々の日本のイベントも開催して
います。また、太鼓ワークショップなども開催しています。

愛知県人会の活動紹介
～ 季節のイベント ～



愛知県人会館において、複数の県人会・日系団体と合同で年に1～2回行っているイ
ベントです。愛知のほか、長野、滋賀、奈良、和歌山、大分などが参加しています。

各県人会による食べ物の屋台のほか、ステージ上で歌や踊りなどの出し物を行い、
毎回盛況です。

2020年には、群馬、福井、三重、岐阜、奈良などとも新たな祭りも行う予定でした
が、コロナ禍で延期となりました。

屋台祭り2018の様子です！
各県のブースが並び、舞台では、お国
自慢の踊りなどが披露されます。

愛知県人会の活動紹介
～ 屋台祭り ～



子供の誕生日会

みんなでお祝い
の歌を大合唱！

（動画）
※写真をクリックして

ください

コスプレイベント

日本でもおなじみのキャラクター
がたくさん（動画）
※写真をクリックしてください

愛知県人会の活動紹介
～ 県人会館の貸出し事業 ～

愛知県人会館は年間を通じて名種カルチャー教室、講習会、カラオケ大会、結婚式、誕生日会、
幼稚園の卒園式等、幅広く利用されています。

ブラジル愛知県人会館とは

◆愛知県や企業などからの支援を受けて、

1982年に完成

◆地上３階、地下１階

（延べ1,970㎡、敷地853㎡）

◆事務室、ホール、会議室、宿泊室等県人会館の中庭にある日本庭園

https://youtu.be/Pjo73CskeDE
https://youtu.be/8VVUYMFbFnc


愛知県人会の活動紹介
～ クラッシック音楽会 ～

県人会のグランドピアノを活用し、ピアノ教室をはじめ声学オペラ管弦楽のレッスン
を行なっています。
また、県人会とサンパウロフィルハーモニー交響楽団との共催でクラッシック音楽会
を２０年以上にわたり開催していました。

県人会館の広いホールを活用し
て、コンサートを催しています。



■ ありがとうございました ■

「ブラジル愛知県人会紹介」をご覧いただき、ありがとうございました。

私どものサイトでは、このほかに、愛知県の日系ブラジル人の様子を知っていただける
動画や、ブラジルの基本情報、ブラジル料理紹介、ブラジルあるある、写真で見るブラ
ジル、愛知県の外国人の状況、といったトピックの記事を用意しています。

ぜひそちらもご覧ください。

■ 2020ワールドコラボフェスタ “ Boa tarde! ~ こんにちは！” ■

■ 2020ワールドコラボフェスタ 公益財団法人愛知県国際交流協会 ■

果てしなく続くビーチ<パラ州ブラガンサ市のアジュルテワ海岸> （写真提供：ルーカス・サンタナ氏）


