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パラグアイ訪問記 ︵ 二〇〇 五年六月 一八日 ー二九 日︶︵文：飯野貞夫︶
六月一八日にＮＹを発って︑アスンシオンに向かった︒
日 本は 夏に入 った が︑ パラ グア イは 短い秋 の季 節で ︑涼 しい しの ぎ
易 い気 候であ った ︒空 港か ら市 街地 に向か う街 並み の石 垣の 上に も
時折︑枝を伸ばした早咲きのラパッチョがピンク色に咲いていた︒
レダ の方面 が小 雨で ︑滑 走路 に降 りれな いと いう 情報 で︑ 急遽 ︑
日 本人 移住地 ラパ ス市 を訪 ねる こと にした ︒ア スン シオ ンか ら車 で
国 道一 号線を 四〇 〇ｋ ｍ程 南東 のア ルゼン チン との 国境 の街 ︑エ ン
カ ルナ シオン 方面 に向 かっ た︒ ラ パス市 はエ ンカ ルか ら北 に四 〇
ｋ ｍほ ど手前 にあ る︒ その 途中 に世 界遺産 とな った トリ ニダ ード 遺
跡 があ る︒映 画の ﹁ミ ッシ ョン ﹂の 舞台と なっ た所 で︑ 一七 世紀 初
め ︑ザ ビエル と同 じ旧 教の フラ ンシ スコ派 の宣 教師 が︑ 現地 人イ ン
デ ィヘ ナと共 に理 想郷 建設 に燃 えて 七〇年 間栄 えた が︑ スペ イン 本
国 によ って攻 めら れ︑ 遂に 潰さ れて しまっ たと いう ︒観 光施 設は 小
さ な売 店があ るだ け︒ 全く の廃 墟の 残骸で ︑当 時の 面影 をか ろう じ
て とど めてい るが ︑案 内書 も説 明の 掲示板 も何 もな い︒ 近く の大 学
の 学生 さんが ︑遺 跡入 り口 でお 客を 待って いて わず かな 手当 てで 案
内 して くれた ︒ 理想 を求 めた とい う意味 にお いて は我 らの 先達 で
も ある ため︑ ある 種の 共感 する もの を感じ た︒ 話が 前後 して しま っ
た が︑ ラパス 市で は︑ 田岡 大使 の実 家の大 きな 門を 潜っ て進 むと ︑
土 塀に 囲まれ て中 門が あり ︑そ こに 息子さ んが 待っ てい て︑ 笑顔 で
出 迎え てくれ た︒ 昔の 庄屋 か陣 屋の ような 家に 案内 して くれ て︑ 昼
食 まで 準備し て歓 迎し てく ださ った ︒﹁親 父か ら大 切に と言 われ て
い るも のです から ︒﹂ と言 いな がら ︑ご夫 人や お子 さん 達を 紹介 し
て くだ さり︑ 歓談 の一 時を 過ご した ︒食後 ︑ト ヨタ のラ ンド クル ー
ザ ーに 乗せて 頂い て︑ 町中 をガ イド してく ださ った ︒田 岡大 使は じ
め 数少 ない日 本人 が半 世紀 を懸 けて 苦労し 開拓 して 築き 上げ た街 で
す ︒途 中で亡 くな った 方も ︑脱 落し て行っ た人 たち もい ます ︒森 林
原 野を 開拓し て見 事な 農場 が一 面に 広がっ てい まし た︒ 四月 から 九
月 に小 麦︑九 月か ら三 月ま で大 豆を 作って いる 方が 多い そう です ︒
開 拓者 の苦労 の上 にこ の街 や畑 があ ると思 うと 感無 量で した ︒翌 日
も 未だ レダの 天候 が芳 しく ない とい うこと で︑ 吉村 ︑三 石︑ 私の 三
人 でシ ュウダ デル エス テに 飛び まし だ︒初 めて 降り たパ ラグ アイ 側
の イグ アス空 港に は︑ ベニ グノ さん が出迎 えて くれ て︑ タク シー で
案 内し てくれ まし た︒ 空港 から 二〇 ｋｍ程 のと ころ にあ るイ グア ス
日本 人移住地は千人 近くの人が住 むパラグア イ最大の日本 人町です︒

さ す が に 中 央 農 協 ︑レ ス ト ラ ン や
スーパーマーケット︑公民館︑学校︑
病院な ど︑日本 人が住み 易い環 境が
整えら れていま した︒街 の中央 には
快晴の 青空に赤 い鳥居が くっき りと
聳えた 公園があ りました ︒園内 には
昭和五 十三︵一 九七八︶ 年︑当 時の
皇太子 ご夫妻︵ 現天皇陛 下ご夫 妻︶
が植樹 をされた ケブラッ チョの 木が
二〇ｍ を越える ほどの大 木に育 って
いまし た︒郊外 を走ると 広々と 広が
る丘陵の畑には大豆︑トウモロコシ︑
小麦︑ 米︑菜の 花畑︵菜 種油︶ など
が作ら れていま す︒薬草 になる 植樹
園も一 部見られ ましたが ︑牧畜 は余
り大掛 かりにや っている ところ は少
ないそうです︒
殆どの 日本人家 族は農業開 拓で基盤を 作り︑今 では二世 ︑三世が 引
継 ぎ ︑学 校 も立 派 にあ り ます が ︑
大 学 は日 本 やア メ リカ に 留学 し て
い る 人も 増 えて い るそ う です ︒ そ
の 人 達は 農 業を 引 き継 ぐ ので は な
く ︑ 親の 築 いた 資 産を 元 に土 地 を
更 に 求め ︑ それ を 他に 貸 すこ と で
収 益 を上 げ てい く とい う スタ イ ル
に な った り ︑他 の 事業 に 手を 広 げ
て い くか ︑ 人に よ って は 日本 に 出
稼 ぎ に行 き ︑そ の まま 居 つい て し
ま う 若者 も 居る よ うで す ︒勿 論 ︑
農 業 をし っ かり 引 き継 ぐ 二世 ︑ 三
世 も いま す が︑ 天 候異 変 や作 物 相
場 の 変動 で ︑絶 え ず何 を 耕作 す る
か 研 究し て ︑市 場 ニー ズ との バ ラ
ン ス を考 え なが ら 対応 し てい く 必
要があり︑中々大変なようです︒
飯野氏、田岡氏、佐野氏（大使の自宅前）

﹁レストラン白澤﹂で︑ バイキング
スタ イル のパ ラグ ア イ料 理︵ １人 三
ドル ！︶ を頂 いた 後 は︑ イタ イプ ー
︵ガ ラニ ー語 で歌 う 石︶ ダム に回 り
まし た︒ ブラ ジル 側 から の案 内は 今
まで あり まし たが ︑ 昨年 から パラ グ
アイ 側か らも 無料 で バス が出 て︑ 女
性ガ イド がダ ムの 案 内を して くれ る
よう にな りま した ︒ お客 が殆 ど居 な
いと いう こと もあ っ てと ても 丁寧 に
ダム の施 設を 案内 し てく れま した ︒
お陰 で時 間を 取り 過 ぎて しま った ほ
どで した ︒世 界一 の 発電 量を 誇る 二
〇基 ︵内 十基 がパ ラ グア イ用 ︑後 は
ブラ ジ ル 用︶ か ら の発 電 ター ビ ン
︵ド イツ ・シ ーメ ン ス社 製︶ は︑ パ
ラナ 川か らの 豊か な 水量 を使 って 毎
日稼動 して︑今 日ではパ ラグアイ の貴重な 外貨収入 源になっ ています ︒
とい うの は︑ パラ グア イの 電力 使用量 は︑ ター ビン 一基 の約 半分 でま
かな える ので ︑他 はブ ラジ ルに 売って いる ので す︒ とい う事 は︑ ブラ
ジル の電 気使 用量 が︑ その まま パラグ アイ との 産業 の規 模の 違い に見
えます︒
近 くに 動物 園が 出来 たと いう ので寄 って みま した ︒昨 年八 月に 開館
した との 事で すか ら︑ 全て が新 しく出 来て いま した ︒小 さい なが らも
博物 館も 併設 して いて ︑イ ンデ ィヘナ の歴 史的 土器 や生 活用 具な ども
きれ いに 展示 され てい まし た︒ パラグ アイ の貴 重な 動物 達も 照明 つき
のガ ラス ケー スの 中に 剥製 で展 示され ︑説 明が され てい まし た︒ 時間
が無 いの で素 通り して 行こ うと したら ︑数 少な い客 に見 ても らえ なく
ては 大変 とば かり に︑ 数名 の女 性職員 が熱 心に 鑑賞 を薦 めら れ︑ 結局
足早 なが ら見 るこ とに なり まし たが︑ 今後 の観 光ツ アー や青 年ボ ラン
ティ ア隊 のこ とな ど考 えて ︑参 考にな りま した ︒動 物園 の動 物も でき
る限 り自 然に 近い 形で 飼わ れて いて︑ 都会 の狭 い檻 の中 に入 れら れて
いる 動物 から 比べ れば ︑幸 せそ うでし た︒ ここ も身 近に パン タナ ール
の動 物を 確認 でき ︑良 かっ たと 思いま す︒ 全て 無料 とい うの が︑ やっ
と観光に力を入れるパラグアイの政府の姿勢を見る思いでした︒

シュー ダデルエ ステ︵東 の街︶は ︑パラ
グ アイ第二の都市といわ れ︑ビルも沢山並
ん でいますが︑何といっ てもここは︑自由
市 場になっていて︑メル コスルの商品をは
じ め様々な国の工業製品 も︑農産物も︑日
常 品も売られていて︑安 い為︑香港に次ぐ
賑 わいとなって︑担ぎや さんが仕入れに沢
山 来るそうです︒商いは 朝４時くらいから
始 まり︑夕方５時で終わ ります︒日が沈む
前 の５時頃着いたのです が︑店はどんどん
シャッターを下ろしたり︑片付けたりして︑
道 路は至るところゴミの 山が築かれていま
し た︒この時間帯︑この 様は香港と似てい
るようで似ていない街です︒
早 朝までにはゴミ回収車 がきれいにしてし
ま うそう です ︒その ゴミ だけで も︑ すさま じい エネル ギー の一端 を垣
間見るようでした︒
夜は九 時頃 から︑ 食事 と踊り のシ ョウが ある という ブラ ジル側 のレ
ス トラン に行 きまし た︒ ビザが なく ても行 ける のがみ そで す︒毎 晩３
百 席以上 の椅 子が満 席だ という ので すから ︑観 光で知 られ た人気 のス
ポ ットと いう 感じで す︒ 食事は バイ キング ︑シ ョウは 南米 のダン スを
中 心に︑ 様々 曲芸ま がい のステ ージ が繰り 広げ られ︑ 客席 の熱気 を高
めていました ︒一人二五ドルというの がブ
ラジル物価で は︑ちょっと高いかなと 思い
ますが︑南米 の夜のひと時を楽しむ貴 重な
場所です︒余 りに遅くなり︑吉村さん も風
邪気味で食事 が出来ず過労気味のため ︑夜
行バスで帰る のをやめて︑三人部屋で 三〇
ドルという木 賃宿に宿泊して︑朝アス ンシ
オ ンに 戻 りま した ︒︵ 飛行 機は 一 人七 〇
ドル︶
︑六月二二日 午後二時二〇分︑アスン シオ
ン空港を五人 乗りセスナ機は曇り空へ と飛
び立ちました ︒パイロットと三石さん ︑吉
村さん︑そして私の四人が後ろに荷物を
日本人スタッフと現地労働者

青年奉仕隊が８月２
５日に出発します。
建設資金が十分に集
まっていません。よ
ろしくお願いします。
送り先：郵便口座
南北米福地開発協会
事務局 代表
柴沼邦彦１０１８０
−７７６８０４７１

建設資金と付記して下さい

〒二一三︱〇〇〇一
神奈川県川崎市高津区
溝口三ー十一ー十五
電話 〇四四︱八二九︱二八二一
ＦＡＸ〇四四︱八二九︱二八二〇

南北米福地開発協会事務局

沢 山載 せて のフ ライ トで す︒ 次第 に上 昇し ︑雲 を突 き破 って 白雲 の海
原 の上 に出 ると ︑陽 が輝 き四 方八 方真 っ青 で吸 いこ まれ るよ うな 青空
で した ︒飛 行時 間二 時間 二〇 分で 遂に レダ に到 着し まし た︒ 中田 先生
中 心に ︑懐 かし いご 苦労 され てき た方 々が ︑等 しく 笑顔 で出 迎え てく
れ まし た︒ 私に とっ て昨 年の １２ 月以 来の レダ 訪問 です ︒常 駐し てい
る警察官や海軍の方達もニコニコと歓迎の手を差し伸べてきました︒
レ ダは 今に も降 りそ うで 降ら ない 曇り の一 日だ った そう で︑ よく も堪
え て降 らな いで くれ まし たと 思わ ず天 に感 謝し まし た︒ 早速 ︑会 長が
さ れる よう に中 田さ んが 車を 運転 して ︑吾 等到 着の 三人 を連 れて ︑園
内 を見て 回りま した︒ 新農場 地や︑ 養殖場 も
植樹園に沿って作られていました︒馬の厩舎︑
牧 童の住 居︑農 場研究 所など ︑次々 に未来 に
向けての基盤が準備されていました︒
奥 地に向 かって の道路 脇も椰 子の木 が伐採 さ
れ ︐藪が 取り払 われて 整地が されて 両脇２ ０
０ ｍ位の 幅でズ ーと︑ 牧場用 に奥地 まで準 備
が進められていました︒
今 は毎日 牛の数 が確認 されて ︑きち っと管 理
さ れてい るそう です︒ 会長の 基準を しっか り
相 続され た中田 先生を 中心に ︑数少 ないメ ン
バ ーでよ くここ まで着 実に進 めてき たもの だ
と 深い感 銘を覚 えまし た︒ま だ明け 染めぬ 夜
空にたった一つの星︑何処かで鳴きつづける︑
虫 の音︑ 早くも さえず る小鳥 たち︑ レダは 皆
早 起き です ︒６ 時か らの 朝食 後︑ 今日 の打 ち合 わせ がさ れて ︑６ 時３
０ 分︑ 労動 者の 点呼 と指 示が なさ れ︑ 大空 一面 まだ らで 灰色 の曇 り空
の下︑一斉に一日の出発がなされました︒︵二十四号に続く︶

マジョ村学校建設
支援金のお願い

魚の養殖場

