
ブラジル漫画協会創立 35周年（2019年） 
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ブラジル石川県人会は､1937 年に共存共

栄をモットーに創設され現在も 83 年の足
跡を残しながら、活動を続けております。
1995年には念願の石川県会館が完成し今活
動拠点としてさまざまな日本、石川の文化
の紹介を中心に活用されております。 

他の県人会館を借りながら行われていた
行事が石川県会館で集中でき会員の集まり
も増加につながりました。又陶芸、生け花、
絵手紙、水彩画、俳句、宝生流うたい、能楽
などの文化活動教室にも活用いたしており
ます。 

 

2000年に文化祭と名付けて郷土石川の伝
統文化の紹介並びに文化活動教室で出来上
がりました作品の展示会を毎年行い、現在
にいたっております。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
会館建設に当たり石川県、並びに各市町

村の多大なるご支援で完成いたしました事
を改めてお礼を申し上げます。 
2005年から世代交代に伴い県人会の空気

が一新いたしました。それまで一世を中心
だった執行部が全部二世、三世で構成され
初の二世会長が誕生いたしました。会員も
二、三、四世の来館も見られるようになりま
した。 

都道府県連合会主催のフェスティバル 

ド ジャポン（FESTIVAL  DO  JAPÃO ）に
毎年参加いたしおりますが、会館で会員の
参加のもとに(役員、夫人部、青年部)が集ま
り、銘菓、並びにひじきおこわなどを作成し 
石川文化の宣伝と販売をいたしております。
これも会館あってのことです。 
新体制に伴い県人会の年間行事も増え 

会員の集いにより新しい人たちの交わりも
見られるように成りました。繰り返しに成
りますが行事増加も会館という場所がある 
ことで可能になりました。 
石川県の支援で、青少年育成事業により

高校生のホームステイを含む短期の日本訪
問、又は大学生を対象とした日本語研修に
より将来の県人会指導者の育成もおこなわ
れております。 
最後になりますが今年は新型コロナの感

染予防対策のため、会館でのすべての活動
をやむなく休止いたしておりますが、早く
収束し会員の皆様と活動再開ができること
を願っております。 

アルゼンチンの花 （セイボ） 

ブラジル・「サンパウロ」から 

文化祭での餅つき（ブラジル石川県会館） 

絵手紙のワークショップ 

生け花を楽しむ皆様 

たよりが届きました！ 

ブラジル石川県人会相談役 小堀 勇ジェラルド 



 

 
 

 
 

 

ブラジルには１９０８（明治４１）年以来
１１０余年に及ぶ日本移民の歴史があり、
様々な日本由来の文化があります。能楽も 
１９３９（昭和１４）年に結成された伯謡会
を中心に根付いてきました。現在すでに伯謡
会は存在しませんが、鈴木威『伯謡会の回顧』
（１９８４年）によれば、往時の会員の８割
が宝生流だったといいます。ときどき石川県
立能楽堂で公演のお手伝いをさせていただく
私は、そのことを興味深く感じていました。 

 調査旅行でサンパウロに行っていた私が家
族を伴って１０カ月間の滞在に踏み切ったの
は２０１６年のこと。到着間もない６月１１
日に参加したブラジル石川県人会の文化祭で、
はじめて謡と仕舞の発表を拝見する機会を得
ました。リーダーの竹下康義さんは金沢市出
身で県人会の元会長。県人会館では竹下さん
を先生として、非日系のブラジル人を含む受
講者に謡の教室を開催していました。また、
県人会館は竹下さんを会長とするブラジル能
楽連盟の稽古場としても活用されていました。 

 

 

そのブラジル能楽連盟が『第１０回能楽の
集い ２０１６／春』として１１月２７日に
能「船弁慶」を上演すると聞いて、私は県人会
館でのお稽古を見学し、当日もモジ・ダス・ク
ルーゼス市にあるカザロン・ド・シャ（日本移
民が建てた製茶工場をリフォームした文化施
設）に出かけました。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

「船弁慶」は海上で源義経主従が平知盛の
亡霊と出会い、退散させるという能です。初
めて能楽を鑑賞するブラジル人にわかりやす
くなるよう、世相風刺を交えたポルトガル語
台本の間狂言を導入する工夫がありました。
また、知盛が揚幕のところで振り返る演出に
は、移民の万感が胸に迫る思いをしました。     
シテを務める方の流儀に従ったため宝生流

ではありませんでしたが、ブラジルの能楽が
石川県会館を根拠地として継承されているこ
とをうれしく感じました。 

ところで、ブラジルで能楽を嗜まれている
方々は、面や装束などの用意に苦労しておら
れました。手作りの面や装束にひたむきな情
熱を感じたこともたしかですが、石川県在住
者として、なにかお手伝いできることはない
だろうかと考えています。 

加賀宝生をブラジルで 
杉山欣也（金沢大学教授） 

 

文化祭で謡の発表 ブラジル石川県会館 

カザロン・ド・シャ 

「船弁慶」の稽古 ブラジル石川県会館 

杉山欣也 プロフィール 1968年静岡県生まれ。金沢大学卒業後、筑波大学大学院修了（博士）。 
2016年にサンパウロ大学客員教授としてブラジルに滞在。 

たよりが届きました！ 



日系人がブラジルで読んだ漫画 
佐藤フランシスコ紀行（ブラジル漫画協会会長） 

 

手塚治虫先生と私 （1984 年） 

ブラジル漫画協会創立 35 周年記念のお祝い（2019年） 

日本の漫画は今では国際的で世界の何所
に行っても売っていて当たり前の物ですが、
私たち戦後に育った日系人にはもっと深い
意味が有ります。 
私は南米で人口が一番多いサンパウロ市

で生まれました。小学校で 40人のクラス
中 10人いた日系人の中に日本語が分から
ない子が半分以上いました。これは第二次
世界大戦の影響で日本の敵になったブラジ
ルに住んでいた日本人は戦後、子供は日本
語より英語かフランス語を学んだ方が良い
と考えたのでしょう。 

 
私たち日本語の読める子供にはただひと

つ得をする物があった。それは漫画の雑誌
でした。日本から輸入された漫画は単行本
ではなく重い雑誌でした。しかも週刊誌で
あれば四冊一緒に縛って有りました。それ
は日本からの船が月一回しか来ないからで
した。好きな漫画の続きを読みたくても一
ヶ月待たなくてはいけない。でも友達も別
の雑誌を買っているから自分のを読んだら
すぐ持って行って借りて帰る。それを何人
かで繰り返すから何時でも読む漫画は有り
ましたし、青年漫画や少女漫画も読みまし
た。 

日本の漫画は素晴らしいと思いブラジル
の漫画やアメリカのコミックはほとんど見
ませんでした。これは別の世界でした。そ
の世界では日本人がヒーローであり、夢を
持って将来に挑む素晴らしい内容でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

現実の世界では日本人の子供 1960年代、
町を歩いていると馬鹿にされる可能性が有
りました。1960年から 1970年代の漫画と
言えば熱血物語とか一生懸命努力を重ねる
主人公の姿が思い浮かべます。名前で表す
と千葉てつや先生の「明日のジョー」。 
東京オリンピックの四年前、1960年にプ

ロレスの力道山がブラジルへ来て地元のプ
ロレスラーたちと戦って勝利したと、お父
さんから後で聞かせてもらいました。その
時、ブラジルに住んでいた青年アントニオ
猪木を日本へ連れて行ったとの事。私の父
はサンパウロ市の中央市場でスイカの卸売
りをしていました。猪木さんは同じ市場で
荷物をトラックから降ろすバイトをしてい

たと父は言いました。確かに、猪木さんみ
たいに身体の大きな青年がいたら、何所で
も目立っていたでしょうね。 
でも、子供にとって一番大きなインパク

トだったのは日本のスーパーヒーロー、ナ
ショナル・キッドのテレビ放送でした。ブ
ラジルの音楽番組の後で流された第 1部
「インカ族の来襲」は、今でも思い出しま
す。宣伝も予告も無く突然現れたスーパー
ヒーロー。ブラジルとは関係無いと分かっ
ていながらなぜ面白かったのだろう。1964
年でした。当時のブラジルのテレビには日
本人は出ていなかったので、めずらしいこ
とで日本人がヒーローだとは考えらません
でした。 
1960年代もお終まいに向っていたころ 

私は中学の卒業を迎えるとこでした。その
ころ新しいブラジルの漫画雑誌が沢山連載
されるように成り、良く見ると日系人の作 
者が書いている物がありました。これは日
系人の南ケイジさんが 1967 年に始めた出 

版社の物でタイトルも「サムライ」「忍
者」とか「空手」、日本の漫画の影響を受
けていた事が分かる物が多かったのです。
ブラジルの軍事政権の為、大人用の雑誌も
発行していたエドレルは毎日の様に警察に
呼び出され、オーナたちもやる気を無くし
て 1975年に閉鎖してしまいました。 
それから三年後、私は大学生でした。 

エドレル出版社で漫画家として活躍してい
た瀬戸クラウジオさんがパラナ州の出版社
の編集長になり漫画雑誌を出版しました。
「エロス」と言うタイトルの小型雑誌でし
た。この雑誌のヒットに続き瀬戸さんは
色々新しいタイトルを考え発行しました。
そのため沢山の漫画原稿が必要に成り、私
も新米漫画家で友達の楠本ロベルトさんと
共にこの会社でデビューしました。 
それから漫画の世界との関係は続いて、

1984年に
はブラジ
ル漫画家
協会を創
り、 手
塚治虫先
生の来伯
に恵まれ、
漫画の神
様に色々
教えて頂き
ました。 
今は非日系人が日本の文化に興味有り、

日本語学校でも非日系人の方が多くなって
います。これは日本漫画の影響です。 

佐藤フランシスコ紀行 JICA日系研修員として

2014年 10月から 3 カ月間、石川県金沢市を訪れ 
金沢大学国際機構留学生センターに通い、伝統工
芸を体験、同大の授業にも参加､研究に取り組む。 

 

たよりが届きました！ 



 

 

 

 
「マナウスの盆踊り」 

Bianca Hidemi Nozawa Shishido 
 

私はマナウス生まれの日系三世です。私
の家族は日本から移住しており、マナウス
の日系社会に深く関わってきました。 
私は幼い頃に日本で 5 年間過ごしたこと

があり、ブラジルに帰国した時はポルトガ
ル語を忘れていました。そのこともあって、
帰国後は地元で開催される日系人のイベン
トに頻繁に参加していました。 
 日本に住んでいた時には興味がなかった、
よさこい、太鼓、盆踊りもマナウスに来てか
らは興味を持ち始めました。 

この中でもマナウスの盆踊りは、日本人だ
けではなく一般のブラジル人も気軽に参加
しています。そして本来の盆踊りだけでな
く、盆踊りからインスピレーションを得た
「祭りダンス」も存在します。私自身盆踊り
も祭りダンスも大好きなのですが、祭りダ
ンスのおかげで若い層の人たちもイベント
に参加することが多くなっていて、いいと
思います。日本の文化から少し離れてマナ
ウスの文化になっていて面白いです。 
 私は今、日本に留学しているのですが、昨
年日本の盆踊りに参加したときに、マナウ
スの盆踊りが恋しくなりました。日本の友
達をマナウスに招待するのは、夏にしよう
と思っています。マナウスの盆踊りに参加
して、一緒に踊りたいです。 

 
 
 
 
 

 
｢ブラジル日系人に生まれた
幸せ｣ Adelia Nanae Suzuki Miyamoto 
 
食べるのが大好きな友達がいる。 
彼女と折に触れ食事を共にすると、「あーブ
ラジルで生まれ育ってよかった、両国の美
味しいものを美味しいと感じられて幸せ」
と嬉しそうに言う。 
私は料理するのが好きな方で、彼女は美味
しいものを食べるのが大好き。 
私はアマゾン北部の食材と日本の食材、そ
の他を組み合わせた創作料理っぽいものを
作り、彼女がそれらを食するとき、本当に幸
せそうな顔で美味しい！と言ってサムズア
ップしてくれる。 
それが嬉しくてついつい作りすぎてしまう。 
ブラジルも日本も良いところはたくさんあ
るけれど、食文化はその最たるものだろう。 
何より食材の豊富さ、彩り、食文化の多様
性。どれをとっても「美味しいに決まってる
よね！」と言うしかない。 
ブラジルには日本に負けず劣らず、美味

しいものがたくさんある。日本でも有名な
シュラスコだけでなく、黒人やラテン系移
民がベースになっている料理は、ブラジル
食文化の魅力を引き立てている。 
・フェイジョアーダ：黒豆と豚の干し肉の煮込み 
・ハバーダ：牛テールのトマトソースシチュー 
・アカラジェー：生豆をパームオイルで揚げコロッ
ケにしたて、干しエビを挟んだこってり系おやつ
もしくは前菜 

ブラジルの美味しい物を語ったら話は尽
きないが、特にお勧めなのはブラジル北部
発祥のキャッサバ芋から作られる Tucupi
という発酵液調味料。インディオから伝わ
った調味料液で非常に万能。魚介、豚、牛、
鶏肉と何にでも合い、日本の発酵食品とも
合う。この発酵液の作り方も、餡やヨーグル
トの作り方と似通っていて難しくはない。 
日系移民の方々も醤油が手に入らない入植
当時、煮詰めて醤油代わりに使っていたも
のでもある。 
私も友達も、食べ物の好き嫌いが無いよ

うに育ててくれた両親に感謝の気持ちしか
ない。そのように育ててくれて、美味しいも
のを美味しいと感じ、それを子供達にも伝
えることが出来る。 
お父さん、お母さん、ありがとう。 

ブラジル・「マナウス」から 

たよりが届きました！ 



 

私はマナウス市で生まれ育った日系二世で、
自分には日本とブラジルの文化が半分ずつ存
在していると思います。そんな、私が暮らす
ブラジル・マナウスで、毎年参加している日
本を感じさせる行事等がいくつかありますの
でご紹介します。 
【成人式】 
1月は成人式があります。私や兄弟、娘も参加
させていただきました。主催は西部アマゾン
日伯協会で、毎年開催されています。今では、
新成人もハーフの人が多くなっています。 
 

 

 

 

 

成人式はマナウス石川県人会の会員の家族も参加します 

【敬老慰安会】 
6月には 70歳以上の方々を対象にした敬老慰
安会が行われます。高齢者の方と脳トレーニ
ングをやったり、懐かしい日本の歌や踊りの
発表、抽選会などもあり、会場は盛り上がり
ます。 

 

 

 

 

脳トレーニングを楽しむ高齢者の方々 

【盆踊り＆花火大会】 

8 月には盆踊り＆花火大会が各移住地（マナ
ウス地区、エ・サーレス移住地、旭移住地）開
催で行われます。みんな浴衣やはっぴを着て
踊りや屋台を楽しみます。ブラジル人もたく
さん参加しています。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【カラオケ大会】                                       
9 月には西部アマゾン日伯協会主催のカラオ
ケ大会が行われます。チーム対抗で日本 
語の歌をカラオケで歌います。私は、カラオ
ケ大好きなので、毎年、着物を着て参加しま
す。ブラジル人も多く参加します。入賞する
と賞品としてメダルとトロフィーの他、もら
えてうれしい日本米 5Kgもあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【アマゾン日本人移住 90周年記念行事】 

2019 年はアマゾン日本人移住 90 周年の記念
すべき年でした。9 月にアマゾナス劇場で記
念式典と参加型イベントも行われ、盛大に祝
いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
私は記念式典ではコーラスで歌を歌い、参加
型イベントでは浴衣の着付けのコーナーで他
のボランティアの方と 200 人以上の人たちに
浴衣を着つけました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年はコロナ禍で様々な行事が中止になり、
残念ですが､これからも､日本から遠い地球の
裏側で国籍や世代を繋いでいくアマゾンの中
の日本文化を大切にしていきたいものです。 

たよりが届きました！ 

恒例の盆踊り大会で浴衣を着て記念撮影 

日本の歌をコーラスで。アマゾナス劇場にて。 

大好きなカラオケ歌って楽しんでいます。 

参加型イベントの浴衣の着付けコーナー 

「ブラジルの中の日本」 野沢美香 

ブラジル・「マナウス」から 



 

 

 

  

 
その日は北陸地方には珍しい雲一つない、

快晴の日で、私たち、家族 6 人の出発を祝っ
てくれるような日でした。昭和 33年（1958年）
9月 22日でした。 
 その日にたくさんの方々がお別れの挨拶に
来てくださいました。 
 最初に、向かいの家の竹林国昭さん兄弟が
朝早く挨拶に来られました。 
 それから、午前 8 時頃、鳴和中学の 3 年 4
組の担任の藤田先生と同級生一同もお別れに
来られ、寄せ書きをいただきました。 
 9 時頃には金沢駅へ向かいましたが、そこ
には 300 人ほどの方たちが見送りに来ていま
した。親戚一同、町内会の方々、父の戦友の
方々、松任の聖興寺の住職・中野さん、県庁職
員の北川さん、私の友人で能瀬（のせ）君や野
村君、西井君は車内まで乗り込んでくれまし
た。 
 駅のホームから「宮本竹一！バンザイ！バ
ンザイ！バンザイ！」という声に送られて、
戦友の松田さんが出発する時に走り出す汽車
の窓から父の手を握り、涙しながらホームの
端まで走りました。汽車は大阪方面へと出発
しました。 

 
その後、1週間ほど、神戸の斡旋所でブラジル
移住の準備を終え、9月 30日にアルゼンチナ
丸に乗船した時、吉田道路の会長の吉田さん
が会いに来てくださいました。私たちは横浜
を経由し、太平洋を渡り、パナマ運河を通り、 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11月 1日にブラジル・ベレンに到着しました。
そこから、アマゾナス州政府がチャーターし
てくれたアクレ号船に乗り換え、11 月 10 日
にマナウスに到着しました。それが、私たち
の入植記念日です。 
 
マナウス到着から、5か月後、西外居さんが移
住地を訪れ、激励してくれました。また、2002
年に竹林国昭さんは「竹の子会」の会長とし
て、竹林夫妻をはじめ、5人の会員の方々とそ
して、2008年に移住地の 50 周年記念にも、20
名の会員と再び慰問してくださり、日本舞踊
を披露して頂きました。 
 60年以上、達った今も、それらの出来事を
鮮明に覚えており、忘れることができません。
現在、私たちが健康で、過ごせることは石川
県の皆様からの応援があってのことだと強く
思います。 
 ありがとうございました！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

マナウスに到着して数年後の宮本家の胡椒畑で。 
 

左からみり子（妹）、須賀子（妹）竹一（父）、きみ子
（母）、倫克（私） 

 

在マナウス日本国総領事館主催の天皇誕生日祝
賀会で マナウス市長と 

2018年 12月 6日、旭日單光章を授与 

家族＆関口総領事との記念写真 

「金沢の出発の思い出」 宮本倫克 

 

たよりが届きました！ 

ブラジル・「マナウス」から 



 

 

「マナウスと日本の文化」 

 マナウス石川県人会会長錦戸ブルーノ 

マナウスはブラジル、アマゾナス州の首
都であり、森の孤島、つまり大自然に包ま
れている場所にあります。 
こんな地球の正反対にあるマナウスの文

化は何もかも日本と違い、当時の移住者た
ちには様々な苦難を乗り越えて来たと聞い
ています。 

 
移住して多分、一番ショックだったこと

はおそらく食べ物だと思います。日本の独
特な味噌、醤油、豆腐が見つからないとこ
ろで移民はどんな思いで過ごしたのだろう
か。更に、マナウスの食べ物で豆はしょっ
ぱいスープで食べたり、お米の代わりにキ
ャサバ（アマゾンの特殊ないも）から作っ
た堅い粒しかなかったり、果物は見たこと
のない不思議な物ばかりで慣れるまではど
れだけかかったのだろうか。 
環境も一年中真夏のように蒸し暑く、当

時はクーラーがなかったのはとても過ごし
にくかったのではないかと思ったりしま
す。そして、周りはジャングルでいつヒョ
ウや蛇などに襲われるかわからないところ
に家を建てたりした石川県の移住者も数多
かったです。 
マラリアなどの病気にかかったり、治療

方法もさっぱりわからなかったりして、想
像を超えるつらい思いがたくさんあったと
聞きいています。 
しかし、こんな困難であっても、石川県

の移住者たちはほかの日本移民たちと同じ
く、心を一つにして立派な社会を作り上げ
ることができました。そのくじけず、頑張
る日本人の精神でどんな苦難も乗り越え、
ブラジル人からも認められ、信頼できるイ
メージを作り上げました。 
今は、日本の文化はマナウスにでも広が

っており、特に漫画やアニメなどでブラジ
ル人からすごく注目になっています。それ
をきっかけで日本語を勉強したり、日本に
留学している人たちも段々増えてきていま
す。 
世界の反対であっても、日本人とブラジ

ル人は心が温かいです。そして、そのやさ
しさに包まれて、お互い仲良く過ごしてい
ます。 

 

 
 
 
 

 
 
アルゼンチン石川県人会の近況をお知ら

せします。現在の家族数は 75家族、235名
です。会員のほとんどが 2世・3世です。石
川県からアルゼンチンに移住が始まったの
は、1920年ごろで石川県人会が発足したの
は、中西知事の時です。その時から研修生、
実習生を石川県に送り、大変お世話になり
ました。 

 アルゼンチン石川県人会では年 2 回会員
が集まって親睦会を開催していますが、今
年度はコロナウイルスの影響で出来ません
でした。 
 これまで、実習生、研修生が石川県で国際
交流課の皆様、海外移住家族会の皆様に大
変お世話になり本当にありがとうございま
す。彼らは故郷石川県の伝統文化を実際に
体験し、たくさんの思い出を胸に、アルゼン
チンに帰り彼らの将来の活躍が期待されま
す。将来、石川県とアルゼンチンとの架け橋
となってくれるものと確信します。石川県
とアルゼンチン石川県人会とのつながりが
深くなることを心よりお祈りしております。 
 

 

 

 

（ハワイ県人会 薗田ともみさん） 

「10月よりアメリカ本土からの観光客が増えて少しずつ
賑わいを取り戻しています。 

11月より日本の医療機関での PCR検査の陰性証明の提示
で 14日間の隔離が免除となるようになって、フライトも
増えてきました。日本の方にも気軽に来ていただける時

が近づいているのだと願っております。」 
 

  

ブラジル･「マナウス」から 

たよりが届きました！ 

  アルゼンチンから 

アルゼンチン県人会の皆様 （平成 29年秋） 

アルゼンチン石川県人会会長 山八 進 

 ハワイから 
ハワイ県人会薗田ともみさんに、リモートで

インタビュー しました。（令和 2年 12月） 
 

石川県から海外に移住して百年以上がたち、努力をつみ重ねて人生を歩み、活躍している石川県からの移住者家族
と県民とのつながりを深めることを目的にこのパンフレットを作成しています。 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ブラジル・「マナウス」から 

たよりが届きました！ 
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 ハワイ石川県人会 薗田ともみ氏からのハワイ情報  
  (ハワイと石川県をズームインタビュー；令和 2年 12月 10日) 

 

◇(中西会長)    今日のハワイは？ 
◆(薗田ともみ氏) 今日の気温は 27度くらい、私は半袖です。 
 
◇プロフィールは？ 
◆ハワイに移住して 9 年目くらいです。英語が中心の生活にもう慣れましたね。高校
まで石川県にいましたが、大学は関西地方に行き、今の夫に出会いました。 

 
ハワイで夫は和食レストランのシェフを、私は旅行会社に勤務しています。10 月ごろ、
日本に一時帰国した時は、リモートワークをしていましたよ。 
 
◇県人会の状況は？ 
◆ハワイ石川県人会はランチ会などをすると家族や子供も入れると 30人以上出席し

ています。 
 
◇ハワイの今の様子は？ 
◆今ハワイには、日本人は１週間で 400 人くらい来ています。昨年の同じ時期には、 
1日で３千人から５千人、多い時は 6千人来ていました。 

 
小学生の子どもはオンライン授業が続いていますが、ハワイ州政府は、アメリカ本土
からの人にワーケーションをしてもらうように展開しています。 
 
◇ハワイの花は？ 
◆ハワイのまちなかには、ハイビスカスやヤシの木、ブーゲンビリア、プルメリア、  
モンキーポットが咲いています。ハワイ州の花は、黄色のハイビスカスでとってもきれ
いですよ。お花の写真を送ってもいいですよ。 
 
◇食に関心がありますか？ 
◆ハワイの人はお寿司、のどぐろの刺身や炙りなども好きです。 

 
◇今年、したかったことは？ 

◆カウアイ島に行きたかったけど、規制が非常に厳しくて行けていません。ハワイに

はオアフ島、マウイ島、ハワイ島、カウアイ島などがありますが、それぞれ行き来する

時ではなく、カウアイ島のみ現在陰性証明があっても隔離が必須となっています。 

今年は石川県より両親が来る予定でした。また、夏休みには子供達を能登に帰省

させるつもりでしたが叶いませんでした。早く状況が回復して気軽に行き来できる時

が来ることを願っています。 

 
それでは、みなさんお元気で！ ハワイの香りがする写真を送りますね。 

 

ハワイの香りがする写真を送っていただきました。ありがとうございました。 


