
 
新年のご挨拶 

メキシコ・日本アミーゴ会 
                        会長 上原 尚剛 

皆さん明けましておめでとうございます。ご一家お揃いで良いお正月をお迎え

の事とお慶び申し上げます。今年が皆さんにとりまして明るく希望の持てる年に

なりますよう祈念致します。 
 さて、昨年はメキシコ独立 200 周年とメキシコ革命 100 周年の年に当たり色々

なイベントが行われ、アミーゴ会としましても、7 月に横浜の赤レンガ広場で行

われた歌と踊りを中心として食べて飲んでの Alegría de México、9 月にグアダラ

ハラと姉妹都市の京都で行われた Kyoto-México Hermanas 2010、同じく 9 月に開催された大阪(新
梅田)と東京(お台場)での Fiesta Mexicana、11 月の杉並区交流協会の「海外文化セミナー～メキシコ」

等へ協賛、後援また人的支援を通じて協力しました。 
アミーゴ会独自の活動としまし ては、『アミーゴ会だより』を 4 回

発行し、メルマガニュースも 60 回 に亘って配信しました。恒例の親善

ゴルフ会は 10 月 14 日に 30 名の参 加を得て横浜カントリーで開催、10
月 28 日には銀座の Zest Cantina を 借り切って会員総会とメキシコの

ルイスカバーニャス大使ご夫妻を お迎えしての懇親会を開催しまし

たところ、70 名を超える参加者を得 て盛会でした。またこの際には鴻巣

幹事が千葉県と交渉して貰いうけた千葉県発行の『ドン・ロドリゴの幸運～交流の始まり～』を出席

者全員に差し上げました。 
 一昨年は、この『ドン・ロドリゴの幸運』で描かれている、メキシコと日本の交流が始まる契機と

なった、ロドリーゴ・デ・ビベロ一行を乗せたガレオン船サンフランシスコ号が御宿の海岸に漂着し

て 400 年になるのを記念して様々な行事が行われましたが、これを機に一昨年末に御宿町に「御宿ア

ミーゴ会」が結成され、昨年 9月 13日には石田町長を団長に 25名の方がメキシコを訪問されました。

一行は一週間滞在されてロドリーゴ・デ・ビベロの生誕地であり墓地もあるテカマチャルコや姉妹都

市のアカプルコ等を訪問され、丁度メキシコ独立200周年、革命100周年の祝賀行事の最中でもあり、

石田町長は大統領主催の祝賀晩餐会にも招待されるなど、メキシコとの友好親善の絆を深める目的を

充分果たされて帰国されました事は誠に喜ばしい事でした。なお、一行の出発前には御宿で河嶋幹事

にメキシコの最近の事情について講演をして頂き、また現地では先遣隊として猪股せい子さんが諸般

の準備を整えられ、さらに遠藤滋哉さんにアミーゴ会メキシコ代表として種々お手配頂きました。 
 今年もアミーゴ会としましては、昨年は都合で実現出来なかったメキシコについての文化・歴史講

演会など、機会を見て会員相互の親睦とメキシコとの友好に繋がる行事を企画して参りたいと考えて

おります。また御宿ではメキシコ・フェステイバルの計画をお持ちとも伺っていますので、こちらに

も会としましては全面的に

協力したいと考えておりま

す。 
今後とも皆様の暖かいご支

援を宜しくお願い申し上げま

して新年のご挨拶とさせて頂

きます。 
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｢メキシコ・日本アミーゴ会｣ 

会員の皆様へ 

新年祝賀メッセージ 
 

2011 年正月 
 

メキシコは独立 200 周年記念事業の

挙行により、我が国の歴史に新たな頁

が加えられました。独立 200 周年の世

代を生きる我々メキシコ人は、数千年

の過去から着想を得ると同時に未来志

向のビジョンをもって、次の世紀に向

けてより良い国家を建設するために更

に邁進する考えであります。メキシコ

と日本の友好・信頼関係はこの道程に

おいて更に強化され、両国はさまざま

なチャンスを活用し、400 年前に始まっ

た深い友好の絆により両国間に存在す

る潜在的可能性を拡大し続けることと

確信いたします。 

両国民の「出会いと協力の橋」とし

てアミーゴ会の役割は、現在において

も将来においても極めて重要でありま

す。アミーゴ会、並びに会員の皆様は、

メキシコと関係のあるコンサート、講

演会、展覧会、フェスティバル、その

他の文化活動などを組織、支援またご

参加いただき文化面での橋渡し役を担

っておられます。 

メキシコと日本は、素晴らしい未来

を共有しています。現在、メキシコに

は、2万人を超える日系移民が住んでお

られます。我が国は、世界で日本人観

光客が最も多く訪れる観光地の一つで

す。メキシコは、ラテンアメリカにお

ける日本の最も重要な貿易パートナー

です。メキシコ・シティから直行便が

週三便運行しています。日墨の文化は

両国が交流を始めて以来、お互いを惹きつける魅力の源（みなもと）であります。 

アミーゴ会のご支援を得て、将来、メキシコと日本の絆を更に深めて参りたいと存じます。観光面では、よ

り多くの日本人の方々がメキシコを訪問し、ユネスコに登録された 29 ヵ所の世界遺産、更には去る 11 月、ユ

ネスコにより「人類の無形遺産の代表的な一覧表」（代表リスト）に記載された無形文化遺産（三件）を知っ

て頂くようプロモーション活動を行って参ります。同無形文化遺産とは、「メキシコの伝統料理」、「プレペチ

ャ族（ミチョアカン州）の伝統的歌謡であるラ・ピレクア」、及び「チアパ・デ・コルソ村（チアパス州）の

パラチコスの祭典 (1 月)」であり、昨年、登録された「トリマン村（ケレタロ州）のオトミ族・チチメカ族の

小礼拝堂と今に生きる伝統」、及び「ベラクルス州のボラドーレスの儀式」を加えると五件の無形文化遺産を

有することになります。 

年頭のご挨拶にあたり、新年が「メキシコ・日本アミーゴ会」の会員の皆様にとり、健康に恵まれ、ご繁栄

とご多幸に満ちた年となりますよう心から祈念いたします。 

 

駐日メキシコ合衆国大使 

ミゲール・ルイスカバーニャス 
（メキシコ大使館訳） 



投稿依頼記事 

独立 200 周年・革命 100 周年を祝った 2010 年のメキシコ 
 

中央大学名誉教授 国本 伊代 

2010 年のメキシコは、300 年に及んだ植民地統治か

らの解放を目指した独立戦争が勃発してから 200 年

目、さらに現代メキシコの基盤をつくった「メキシコ

革命」の勃発から 100 年目の、まさに歴史的な年であ

った。展示会、講演会、出版物、テレビ番組、記念行

事、記念碑的建造物の建設などが、この歴史的な年を

祝って数多く企画された。しかし 2010 年がそれらの

記念すべき行事で国中が湧いた年となったと言った

ら、それは言い過ぎであろう。むしろ経済と治安の悪

化が国中に蔓延した年であったと言った方が、正確で

あるように思える。 

とりわけ麻薬密売組織による残虐な殺害事件の多

発、貧困層と経済格差の拡大、「ni ni」族と呼ばれる

「働かず、学校にも通わない」若者の問題、カトリッ

ク社会であるにもかかわらず頻発する自殺、国際的に

指摘された低すぎる教育水準と「幽霊教員」をめぐる

汚職問題などを代表として、あまりにも多くの問題が

深刻化している状況が表面化したのが 2010 年であっ

た。とくに麻薬密輸組織による諸問題は深刻で、組織

犯罪によって虐殺された人の数は 2010 年 1 月 1日か

ら 9月 15 日までの間に少なくとも 6,700 人にのぼっ

た。メキシコを代表する『エクセルシオール』紙は、

虐殺された被害者数を毎日報道し続けているほどで、

麻薬カルテルの活動とそれを阻止しようとする国軍

との間で繰り広げられている「麻薬戦争」は、アメリ

カのヒラリー・クリン

トン国務長官から「メ

キシコは 20 年前のコ

ロンビアの状態にあ

る」と指摘されたほど、

深刻化している。 

それでも「愛国の月

＝mes patrio」とも呼

ばれる 9月に入ると、例年通り、緑・白・赤色の国旗

が街中に溢れた。もっとも筆者がいた首都メキシコ市

では、9 月 16 日の独立 200 周年の祭典に間に合わせ

るためのいくつもの公共工事で、9月に入っても都心

部は騒然としていた。マデロ通りは工事が続いて閉鎖

状態にあり、ソカロも同様で、観光客が観光を楽しむ

ような状況ではなかった。赤い車体の観光バスは、従

来のルートのほかに「独立ルート」と「革命ルート」

が追加され、同じ料金で乗り継ぎができたが、いくつ

もの工事が集中していた都心部では狭い道路を迂回

してまわり、興味は半減してしまうという状態であっ

た。これで 9月 15 日の「グリート」は大丈夫なのだ

ろうかと誰もが考えたに違いない。 

しかしそこがメキシコのすごさなのだろう。15 日

の午後からレフォルマ大通りの独立記念塔で始まっ

た独立 200 周年の記念祭典は、豪華な 14 台の山車の

パレードがソカロに向けて出発し、到着したソカロで

は光の祭典とも言うべき華麗な行事が展開され、夜の

11 時には大統領の「グリート」とそれに続く盛大な

花火の打ち上げで、15 日の行事を締めたのである。

さらに翌朝 7時には、イダルゴ神父が「独立の第一声」

を放ったグアナフアト州のドローレス・イダルゴで、

カルデロン大統領が「グリート」を叫んだ。そして例

年通り、11 時にソカロから始まった軍隊のパレード

の出発時には、カルデロン大統領は大統領政庁舎に戻

っており、ソカロに面したテラスに家族と一緒に立っ

ていた。国民の支持率 60％前後を保持する、若い大

統領の精力的で実直さ溢れる姿が、強い印象として筆

者には残っている。 

ソカロでの式典では、空軍がパラシュート部隊を空

から広場に降下させ、戦闘機が上空を飛んだ。独立

200 周年を祝って、18 カ国の軍隊の代表が出席した。

メキシコの事情に精通しておられる方々はご存じで

あろうが、メキシコの軍隊は国民に愛されている。『エ

クセルシール』紙の世論調査によると、教員、警官、

政治家、聖職者および諸組織

の中で一番国民が信頼してい

るのは軍隊であった。警察と

政党に対する国民の信用度が

極端に低い中で、軍隊への信

頼度はとびぬけて高い。自然

災害や麻薬対策で活動する軍隊のイメージが強いか

らなのだろうか。もちろんメキシコの軍隊はほかの多

くのラテンアメリカ諸国の軍隊とは異なり、政治に関

与しないことで知られている。軍隊のパレードが通過

するレフォルマ大通りは例年以上に人で埋まり、あと

から割り込めるような状態ではなかった。正装した、

あるいは武装した各種部隊が通過するごとに、「ビー

バ、メヒコ」の歓声と拍手が上がり、あたり一帯が熱

狂的な雰囲気に包まれた。 

11 月 20 日の革命 100 周年の記念式典もまた、前日

まで工事の後始末で騒然としていた革命記念塔に国

旗がはためく中で、盛大に行われた。サパタ農民軍、

女性兵士（ソルダデーラ）などをテーマにした山車が

レフォルマ大通りからソカロに向けて繰り出した。ビ 

リャとサパタとソルダデーラが主役であった。しかし

このような「革命 100 周年」の祭典は「独立 200 周年

祭」の付け足しにすぎず、むしろ国民の多くが「メキ

シコ革命は何であったのか」を考えさせられたのでは

ないだろうか。革命が目指した民主政治、公正な社会、

国民が豊かに暮らせる社会は、21 世紀に入っても、

実現されるどころか、むしろ悪化の一途をたどってい

るからである。 

滞在 3カ月の前半をメキシコ市で、後半のほとんど

をユカタン半島で過ごした筆者にとって、2010 年の

メキシコの現実は日本の抱える問題をタブらせてさ

まざまなことを考えさせられた滞在となった。 (了) 



投稿依頼記事 

柔道と私とメキシコ 
 

アミーゴ会会員   山口 友孝 

伊豆市土肥出身の私は、小学 5年生で近所の子供た

ちと警察道場で柔道を習い始めました。夏は海、冬は

山、伊豆の自然と遊び、加えて家業の海運業を手伝っ

たことにより、強靭な体力を身につけました。その結

果、柔道は習い始めから群を抜いて強かったのです。 

沼津商業高校在学中は 3 年連続で国体柔道の静岡

県代表となり、東海四県総合スポーツ大会の柔道の部

で個人優勝しました。明治大学在学中は、全日本学生

柔道大会に 1年生から抜擢され団体優勝しました。 

1961 年に(株)博報堂に入社。1963 年には 25歳で東

京都選手権準優勝。全日本選手権に出場。東京代表と

して岡山国体で団体優勝。第 1回日ソ対抗柔道東京大

会中量級でソ連選手に快勝しました。東京オリンピッ

ク強化選手に指定されました。強化選手に指定された

ことから、体力の限界に挑戦して 1日 8時間の練習を

1週間続けましたが、最後の日に疲労から肝炎を発病、

その日から約 1ヶ月入院しました。この結果、選手生

活を一時断念することになり、このことが私がメキシ

コに柔道指導に行くきっかけとなりました。 

 東京オリンピックの年の 1964 年 3 月、メキシコ柔

道協会技術顧問として講道館からメキシコに派遣さ

れました。メキシコでは YMCA、CDI(ユダヤ人クラブ)、

チャピンゴ(国立農業大学)、陸軍士官学校、武士道道

場で指導し、また毎週土曜日午後 12 時から 2時間、

テレビの柔道指導番組に約 2年間出演し、メキシコで

の柔道の普及に精力を注ぎました。 

 

 1968 年、メキシコオリンピックの年(残念ながら柔

道は不参加)に、メキシコのオリンピック組織委員会

選手強化合宿所内に柔道場が完成して、同委員会に勤

務することになり本格的に選手強化に当たりました。 

 メキシコ柔道ナショナルコーチとして、ミュンヘン

(ドイツ、1972 年)とモントリオール(カナダ、1976

年)のオリンピックに参加しました。その際の開会式

入場行進は素晴らしい体験でした。また、パンアメリ

カスポーツ大会、中央アメリカ・カリブ海スポーツ大

会、世界選手権大会等々にも、メキシコ選手のコーチ

として参加し、世界中の人々との楽しい出会いがあり

ました。世界を舞台に素晴らしい体験を致しました。 

 カナダオリンピック後にナショナルコーチを引退。

低年齢からの選手育成強化の必要性を痛感していた

ことから、メキシコ市の中心地に、床下にスプリング

を取り付けた 90 畳の柔道専用の山口道場を弟子のメ

キシコ人の好意で新築し、帰国までの 10 年間指導に

当りました。その間メキシコ在住の日本人の方々にも

大変お世話になりました。 

 「黄金の腕」と讃えられた私の腕も、長年の酷使に

傷つき、日本に帰国して右肘関節軟骨除去手術を行い

ましたが、回復が思わしくありませんでした。相手を

投げ飛ばすことに柔道の面白さを知って指導に当っ

てきました私には、稽古の出来ない指導は耐え難いこ

とでした。 

メキシコの永住権も取得してあり、多数の友人や生

徒達が私のメキシコ残留を願ってくれましたが、メキ

シコ大地震後に治安も悪くなり、子供の教育も考え、

私の家族の日本での生活を勧めてくれた親類の心温

まる誘いに甘え、本当に楽しく充実した私の 23 年に

及んだ、メキシコでの柔道指導生活に悔いなく終止符

を打ち、帰国を決心しました。 

 1987 年に帰国後は東京の親族会社の役員として 10

年勤務し、その後生まれ故郷の伊豆市土肥に帰り、メ

キシコ料理のペンション「ラ・ポサーダ La Posada」

を1995年、57歳の時に開業、16年目を迎えています。

ラ・ポサーダは天然温泉の湯を楽しみ、本格的なメキ

シコの家庭料理を満喫できる、日本で唯一のペンショ

ンと自負しております。 

 メキシコ・日本アミーゴ会の皆様の集会、ご家族の

記念日等々のご旅行に、是非ラ・ポサーダをご利用し

て頂きたく、この機会に御願い申し上げます。 

 インターネットの驚異的な普及で、メキシコが大変

近くになりました。メキシコ柔道協会(Federación 
Mexicana de Judo A.C.)や弟子達のメールが頻繁に届

くようになり、私の名前がついた試合が毎年盛大に開

催されていること、また 2007 年には、メキシコに滞

在した外国人コーチの中で私が一番実績を残したと

評価され、メキシコのスポーツ殿堂入りを果たしたこ

とをメールで知り喜んでいます。       (了) 
【編集部注】メキシコで山口先生にお世話になった方々、

伊豆で本格的なメキシコ料理と天然温泉を楽しみたい

方々、是非｢黄金の腕｣を賞味に一度お出かけください。 
＊ペンション・メキシコ料理

La Posada の連絡先： 
山口 友孝 様 
(やまぐち ともよし) 
〒410-3320  
静岡県伊豆市土肥 46 番地 
TEL：0558－98－2227 
FAX：0558－98－2727 
ホームページ： 
http://www.laposada.co.jp 



第 11 回 総会・懇親会の報告 
事務局長 関口 重雄

毎年恒例のメキシコ・日本アミーゴ会の総会・懇親会

が 10月 28 日(木)18:00 より、銀座 Zest Cantina(メキ

シコ料理店)で開催されました。駐日メキシコ大使ルイ

スカバーニャス大使ご夫妻、在日メキシコ人協会会長ル

イス・ロドリゲス氏も参加され、にぎやかに、楽しく行

われました。 

当日は寒くて、豪雨の中にもかかわらず、石川聖四郎

様はじめメキシコからの特別参加の方々も含めて、総勢

約 70名がお集まり頂き誠に有難うございました。 

また、本総会にマルコ・ドミンゲス会員よりプレミア

テキーラ「Rancho La Joya Reposado」を半ダースご寄

贈賜り、参加者皆さん、美味しく頂き感謝しております。 

本年は、おかげさまで、会員の皆様のご支援の下、従

前に増して多彩な活動を行う事が出来ました。会員の皆

様方のご指導とご協力に厚く御礼申し上げます 

総会にて上原会長から下記の通り、日墨交流 400 周年

行事、関西グループの活動、懇親ゴルフ大会などの活動

実績及び新年度活動計画、幹事選任、会計報告がなされ、

すべて承認されました。 

引き続き 鴻巣幹事の司会により懇親会が開催され、

メキシコ駐在時代の思い出話、日本におけるメキシコ関

係者同士の情報交換、大使へのご挨拶など多彩な話題を

前に、参加者はメキシコ料理、コロナはじめ各種ビール、

マルコさん寄贈のテキーラを楽しみながら、和気藹々の

うちに懇親会を終了しました。 

 総 会 議 題  
Ⅰ.平成 22年度(H21 年 9月－H22 年 8 月)活動内容 

１.日墨交流 400 周年記念行事等 

フィエスタメキシカーナ(東京、大阪)、アレグリア

メヒコ(横浜)、京都エルマノス(京都) 杉並区交流

会(メキシコ講演)の後援及び人的支援等 

２.リセオ日本文化交流旅行のホームステイ協力 

３.日墨交流 400 周年記念陶板製作支援 

４.御宿訪墨団(友好親善使節団)支援 

５.当会メキシコ代表に遠藤滋哉氏就任 

(メキシコ在住の遠藤さんの入会により、メキシコ

最新情報が会員の皆様に提供できるようになり、メ

キシコでのイベントを考えている方にさらに有益

なアドヴァイスができるようになりました。) 

６.西日本地区懇親会＋エミリオ・モラレス氏の演奏 

７.アミーゴ会便りの発行(季刊 No.1～4) 

８.メルマガニュースの配信(年間約 60 回) 

９.親睦ゴルフ大会の開催(H21/12/21) 

Ⅱ.現在会員 登録者数 294 名＋海外会員(会費免除) 

新入会員数(36 名) 退会会員数(11 名)  

＊現会員総数は家族を含めて約 500 名 

Ⅲ.幹事選任(任期２年) (敬称略)     

会 長：上原 尚剛 

副会長：玉置 修一郎、櫻田 武 

幹 事：(東京地区 15 名) 石井あけみ、市井勇人、

伊藤 勇、大石正樹、河嶋正之、鴻巣勝明、酒田

健治、下条宗男、瀬下昭直、高山智博、中嶋 誠、

南郷茂伸、日笠 徹、森 和重、渡辺道雄 

（西日本地区 9名）市川啓一、伊藤宜則、大熊康雄、 

奥西保彦、小茂田一希、鹿内竣一、出雲良治(新任)、 

葭谷 修、渡邉 正明、 ＊退任：荒木道介様 

Ⅳ.会計報告＜下記参照＞ 

Ⅴ.平成 23 年度(H22 年 9月－H23 年 8 月)活動計画 

１.歴史文化講演会の開催 

２.リセオ日本文化交流旅行のホームステイ協力 

３.懇親ゴルフ大会(秋期：H22/10/14) 

４.フィエスタメヒカーナ等各種行事の協賛・後援 

５.情報提供活動(メキシコ関連の講演会・展示会・映

画会・行事等をホームページ及びメルマガニュース

を通じ提供) 

６.メキシコ進出企業等の照会・相談への助言 

７.アミーゴ会便りの季刊、メルマガニュースの配信 

Ⅵ.懇親会 (司会：鴻巣幹事) 

挨  拶：上原会長 

来賓挨拶:駐日メキシコ大使ルイスカバーニャス閣下 

乾  杯：玉置副会長 

 

 平成 22 年度会計報告(H21 年 9 月～H22 年 8 月)  
(H22 年 8 月 31 日現在、単位：円) 

収  入 金  額 備  考  

 会費収入 689,000     

 広告収入 83,000     

 講演会収入 61,500     

 CD・陶板収入 161,370     

 ブロンズ記名収入 26,000     

 懇親会残金 42,118     

 その他 24,191 利息等   

① 収入計 1,087,179     

支  出 金  額  備  考   

 郵送料 93,105 アミーゴ会便り等 

 幹事会費用 166,860     

 講演会費用 165,497 講師謝礼・夕食代 

 フィエスタ協賛 71,400     

 交通費 55,590 関西地区等 

 ﾊﾟｿｺﾝ関連費用 62,669     

 ＣＤ・陶板制作費 170,671 今年度   

 ゴルフ大会補助 23,394    

 電話代 47,198 設置代も含む 

 その他 64,554 バッジ代等 

② 支出計 920,938     

 今年度増加額①-② 166,241     

 前期繰越額 1,561,322     

 次期繰越額 1,727,563     
◇メール会員登録のお願い：送料等節約のためにも、郵送会員でメール

アドレスをお持ちの会員はぜひ事務局(info@mex-jpn-amigo.org)へ登録

してくださるようにお願いします。 



会員投稿記事 

タコスって好き? （連載 2/2） 

幹事 葭谷 修 
【編集部：葭谷流｢タコス手作り講座｣の完結編をお届けします。】 
 

前回はメキシコ料理に必須の salsa mexicana や

guacamole の作り方を紹介しましたが、肝心の tacos
はどうしたらよいのかとの疑問をお持ちの方もおら

れたでしょう。今回は、我が家で作る tacos の具につ

いて述べさせて頂きますので、ご参考にして下さい。 
先ず tortilla の入手方法や準備の仕方ですが、簡単

にはメキシコ料理店や輸入物産販売店で、高いですが

出来合いの tortilla を買えるでしょう。もう一つの方

法としては、海外旅行時での調達です。最近米国（勿

論ハワイやグアムでも）やオーストラリアのスーパー

では、tortilla の販売が一般的になっており、こまめに

探せばその販売を発見出来ます。但し、maíz と harina
の 2 種類が販売されておりますので、お好きな方を選

択して下さい。しかし、オーストラリアでは harina
が主流ですので注意下さい。 
我が家では、出来合いの tortilla と harina de maíz を

捏ねた生の tortilla と両方を使います。生のものは、

harina de maíz に温水を加えたものを手で捏ねて 1 個

80g 位のものに分けて、上下をラップで囲み

tortilladora で伸ばします。我が家で使ってますメキシ

コで手に入れました tortilladora の写真を添付してお

きます。tortilladora がなければ、餃子の皮を作るのに

使う延ばし棒（麺棒）で、片栗

粉を使い延ばして tortilla を作っ

てください。                             
具に関しましては、①粉吹芋、

②野菜炒め、③炒り卵、④ひき

肉炒め、⑤とろけるチーズ、⑥

チョリソ又は代わりにソーセージ、⑦レタスきざみな

どで、各家庭で自己流の具を考え出されても良いので

はないでしょうか。殆どの食材は一般市場で手に入り

ますが、チョリソは入手困難です。そこで、市販され

ているソーセージを後述します様に加工されては如

何ですか。 
一般的に具には辛いものが多いのですが、その味に

類似させる為に我が家では、米国系スーパーの

COSTCO で見付けた Taco Seasoning を使ってます。こ

れは結構便利な調味料で②、④、⑥の調理に使えば、

十分に辛味の加わった良い味になります。特にチョリ

ソ代わりに使うソーセージに応用すれば、チョリソに

近い味に変化させます。 
出来合いの tortilla を使う場合は、具を上に乗せて

トースターで温めます。生の tortilla の場合は、熱し

たフライパンの上で軽く焼いてください。これで立派

な tortilla になります。また我が家では、生の tortilla
に餃子の具を包み込む様にして具を包んで半月状に

し、油で揚げて empanada にします。結構いける味に

なります。 
皆様も一度ご自宅で、自家製の tacos を愉しまれた

ら如何でしょうか？            (了)         

メキシコ経済トピックス 
幹事 河嶋 正之 

2010 年 1～9 月の実質ＧＤＰは 5.8％成長 
メキシコ経済は 2010 年第 3 四半期に前年同期比 5.3％成

長し、1～9 月では同 5.8％成長した(INEGI:10 年 11 月 22
日)。10 年通年では 5％近傍の成長率が見込まれる。メキシ

コ経済は回復過程にあるが、この比較的高い成長率は 09
年の急激な減速の反射効果であり、生産額は景気後退前の

08 年水準にやや及ばない。10 年経済の原動力は米国市場

の底打ち反転に伴

う製造業輸出の増

加で、とくに自動車

の生産と輸出  (10
年 1～9 月で 531.7
億ドル、前年同期比

62.1％増 )の復調が

目覚ましい。課題は内需の活性化と米国経済依存構造の変

革であり、頓挫している諸改革の進展が望まれる。 
世銀予測：10 年 5.2％、11 年 3.6％、12 年 3.8％ 
 世界銀行は 1 月 12 日、世界経済展望でメキシコ経済の

成長率予測を掲題のように明らかにした。前回 10 年 6 月

の世界経済展望では 11 年 4.0％、12 年 4.2％と高めの予測

をしていたが、米国経済が 10 年下期に減速したためメキ

シコ失業率の高止まりが続き成長を阻害すると見ている。

他方、メキシコ政府は 11 年成長率を従来の 3.8％から 4％
に、シティ系 Banamex は 1 月 10 日付週報で同 3.9％から

4.8％に上方修正している。一方、米国経済について世界銀

行は 10 年、11 年ともに 2.8％、12 年は 2.9％の成長を見込

む。しかしブルーチップ経済予測調査(1 月 10 日発表)は 11
年 3.1％、12 年 3.2％と、12 月調査の 11 年 2.6％予測を上

方修正した。またバーナンキ FRB 議長は 1 月 13 日、11 年

成長率は 3～3.6％と発言した。上方修正の背景には、米国

で昨年末成立した大型減税延長など一連の景気刺激策が

奏功するとの見方がある。 
日本とメキシコ：貿易と直接投資の動向 

2009 年の日本の対墨輸入(日財務省)は 28 億ドル、メキ

シコの対日輸入(墨経済省)は 114 億ドルだったが、在墨日

系企業 355 社(JETRO MEXICO の 10 年 4 月推定)の輸出貢

献などを斟酌すると日墨貿易は実質均衡している。他方、

日本企業の対墨投資(99－

09 年累計額)は 20 億 85 百

万ドルで、在米日系法人などの投資を加味すれば日本企業

関連の対墨投資額は 60 億ドル超となろう。近年は自動車

部門を中心に増勢傾向が顕著だ(墨経済省)。 

ＧＤＰ　実質/年率(％)　（*10年1-9月)
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＝ 編 集 後 記 ＝ 
今年もメキシコ大使の新年挨拶を掲載出来ました。ご理解とご

協力にお礼を申し上げます。また、国本先生には臨場感溢れる

現地報告を、山口さんには柔道が結ぶ絆を、葭谷さんからはタ

コスへの愛をご寄稿いただき誠に有り難うございます。多くの

会員に支えられ『アミーゴ会だより』は創刊 2 年目に入ります。

ウサギのように本年もアミーゴ会は飛び跳ねます。  ［か］ 




