
 

新年のご挨拶 
                   メキシコ・日本アミーゴ会 
                        会長 上原尚剛 

 
 皆様、明けましておめでとうございます。皆様には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。 
 昨年の日本の状況は安倍内閣による三本の矢政策に基づく所謂アベノミクスが功を奏したのか、経済もやや明

るさを取り戻しつつあるかの感じがしますが、今年は 4 月からの消費税の増税がやや気懸りではあるものの、こ

れを乗り越えて更に景気が上向く事を期待したいと思います。安倍総理は対外的にも積極的に諸外国を歴訪して、

沈滞気味だった外交関係の修復に努めて来ましたが、隣国の中国と韓国との関係は依然として冷え切ったままで、

特に中国に至っては尖閣諸島を含む空域に突如一方的に防空識別圏を設定するなど、日本のみならず東南アジア

諸国を巻き込んでの紛争の種を撒いており、今後不測の事態に発展しない事を願うのみです。 
一方、メキシコの状況はどうかと言いますと、専門機関の分析では、多くの新興国では通貨安によりインフレ

が進む中で、メキシコは米国の景気が比較的堅調に推移している事もあってペソ貨もどちらかと言うと安定して

おり、インフレも沈静化して、景気が落ち込む可能性は少ないと見ています。一昨年発足した Peña Nieto 政権の

エネルギー分野などに於ける構造改革や、多くの国との自由貿易協定等により、経済発展の信頼度が高まってい

るとの見方が強く、外国からの投資も増え、JETRO の報告によると日本からも自動車産業への投資を中心に 2012
年には 17億ドルと前年に比べ 90％近い大幅な伸びとなっているとの事で、昨年は更に伸びたのではと予想され、

両国の関係が益々緊密になって来て居るのは喜ばしい限りです。 
 さて、昨年もアミーゴ会は『アミーゴ会だより』を 4 回発行し、会員の皆様に色々な情報を提供すると共に、8
月には横浜の赤レンガ倉庫でのアレグリア・デ・メヒコへの後援、9 月には恒例のお台場でのフィエスタ・メヒ

カーナへの参加などの活動を行って来ました。また同じく 9 月に開催されたアミーゴ会西日本の総会には東京か

ら代表として市井勇人幹事に出席頂きました。一方、例年行って来た歴史文化講演会は予定していた講師のご都

合などで昨年は残念乍ら実施出来ませんでしたので、今年は何とか 2 回ほど行う様努力致す所存です。アミーゴ

会の懇親ゴルフ会も 11 月に湯河原 CC で行いましたが、生憎当日は激しい雨に降られハーフで終わらざるを得ま

せんでした。 
例年行っているリセオの学生さんの訪日に伴うホームステイは、従来は各地で研修した後の帰国前の二泊でし

たが、昨年は 6 月末到着後に行う事になり、男子 9 名、女子 13 名の計 22 名を会員並びに会員の紹介先でお引き

受け頂きました。今年は御宿の土屋武彌さんにも 5 名引き受けて頂き、石田義廣町長さんへの表敬訪問にお連れ

頂いたり、御宿での皇帝ダリアの植樹祭に参加させて頂くなどの大変有意義な体験をさせて頂いて、学生達にと

っても忘れ得ぬ思い出となった事と思います。土屋さん初めホームステイお引き受け頂いた皆様に厚く御礼申し

上げます。 
 処で一昨年10月にメキシコのTecamachalcoのRubén Balcázar市長さんが御宿を訪問され、石田町長さんと、

御宿との姉妹都市関係の樹立に就いての打ち合わせが行われましたが、昨年 10 月に合意に達し、御宿から石田町

長さんを団長とするメキシコ友好親善使節団がTecamachalco 市を再訪、姉妹都市提携の調印式が行われました。

今後、御宿と Tecamachalco を中心としたメキシコとの交流が益々盛んになる事は大変喜ばしい事で、アミーゴ

会としましても引き続き御宿との連携を深めて行きたいと思います。 
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 11 月には会の総会後、恒例の会員懇親会を開催、70 名の会員が参加される盛況でしたが、今年はアルパ奏者の

今村夏美さんに友情出演頂いた上に、支倉常長一行の訪欧 400 周年記念演奏会で来日中だったメキシコ人音楽家

3 名の特別出演も加わって、大変賑やかな懇親会になりました。また、メキシコ大使館からは Arriaga 公使と López
首席領事が大使に代わって出席された他、小野正昭前駐メキシコ大使にもお出で頂き、最後まで会員と親しく懇

談頂きました。さらに御宿からは土屋さんが、アミーゴ会西日本からは秦清子さんが代表で出席されました。 
なお、懇親会に先立って開催された総会では、2002 年に作成した会の会則を全面的に再検討し修正したことを

ご報告しました。新しい会則に就いては別項に掲載されていますのでご参照下さい。それと同時に、これまでは

会の会計年度は 9 月 1 日から翌年の 8 月 31 日までとなっていましたが、色々不都合もあるのでこれを今年から 1
月 1 日から 12 月 31 日までとする事と致しました。またこの総会では、長年副会長として会の発展にお力添えを

頂いた玉置修一郎さんがご都合で副会長を辞任され、新たに中嶋誠さんと鴻巣勝明さん、それにアミーゴ会西日

本の鹿内竣一さんが副会長に就任された事が報告されました。玉置さんにはこれまでのご尽力に感謝しますと共

に中嶋さん、鴻巣さん、鹿内さんには今後のご活躍を期待したく、皆様の暖かいご支援をお願い致します。 
 最後に、アミーゴ会としましては今年も『アミーゴ会だより』の発行を初めこれまで同様の活動を行って参り

ますが、皆様からのご提案やご意見などございましたら検討致しますので事務局宛にお申し出頂ければ幸いです。 
改めて今年が景気が益々上向き、会員の皆様にとって良い年になります様心から祈念して、新年のご挨拶とさ

せて頂きます。                                       （了） 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

メキシコ・日本アミーゴ会会員の皆様へ新年のご挨拶 
   駐日メキシコ合衆国大使 クロード・ヘレル 

創立以来 12
年の長きにわ

たり大変有意

義な成果を上

げて来られた

メキシコ・日本

アミーゴ会に

心よりお祝い

を申し上げま

す。また、この

間のメキシコに関わる数多くの行事やプロモーシ

ョンの場では、皆様よりご丁寧な支援を賜って参り

ました。豊富な経験と知識をお持ちの会員の皆様の

お蔭で、多くの日本の方々がメキシコをより身近に

知ることができ、さらには人的、学術的な交流ある

いはビジネス分野での関係を一層強化することが

でき、墨日間の理解がより深まることになりました。 
メキシコ大使館にとりましては、私共が主催しま

す諸行事の広報や今後多方面において実りある活

動を相互に見出す作業に、皆様のご協力を頂きます

事は大変意義深いものであります。特に毎年お台場

で開催されますフィエスタ・メヒカーナに対しての

ご支援には感謝申し上げます。このフィエスタは在

日メキシコ人社会の絆を新たにし、母国メキシコへ

の敬愛をも新たにするものであります。 
特に上原尚剛会長にはメキシコに関するフォー

ラム、会議や諸行事に常にご参加頂いており、この

事はアミーゴ会員の皆様が我が国との繫がりを何

時までも持ち続けたいと言うお気持ちの表われと

改めてお祝い申し上げる次第であります。 
ビジネス、政治および他の分野で強固な二国間関係を構築するには、常に人的交流を大きく豊かにする事が重

要であります。それ故にアミーゴ会の皆様が引続き友情を培われ、観光、ビジネス、文化の分野やメキシコ人の

生き方など、メキシコが持つ多彩な魅力を日本の方々にご理解頂く様にお勧めくだされば幸甚に存じます。 
今年は支倉常長が率いた慶長遣欧使節 400 周年にあたります。かくも古き時代より日本との友好関係があった

という事を皆様とご一緒に誇りを持って祝いたく存じます。この出来事が広く人々に周知され、墨日間の友好に

寄与する事を祈念するものであります。¡2014 年が皆様にとり良き年となりますように!       [編集部訳] 
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活動報告 

２０１３年アミーゴ会総会・懇親会の報告 
 

アミーゴ会事務局長 笠井道彦 
2013 年 11 月 7 日(木)午後 6 時から、恒例のアミー

ゴ会総会と懇親会が開催されました。第 14 回総会・懇

親会には 70 名の参加者があり、盛会となりました。 
総会では上原会長より以下の報告がなされました。 

【2012年度(平成 24年 9月～25年 8月)主要活動報告】 
・協力：フィエスタ・メヒカーナ 2012 in お台場(9/15
～17)／アレグリア・デ・メヒコ 2012(8/11~12、横浜) 
・御宿アミーゴ会との交流：テカマチャルコのバルカ

サル市長歓迎パーティ出席(2012/10/6) 
【注：御宿町は 2013 年 10 月、メキシコ友好親善使節団を派

遣し、テカマチャルコ市と姉妹都市提携に調印】 
・アミーゴ会西日本懇親会(2013/9/15；市井幹事派遣) 
・リセオ高校生ホームステイ受入れ(2013/6/29～7/1；
男子 9 名、女子 13 名の計 22 名。ホストファミリーは

アミーゴ会 5 家族、他 11 家族の計 16 家族) 
・ゴルフ大会(2012/10/16；6 組 24 名参加＠清川 CC) 
・季刊『アミーゴ会だより』の発行(季刊 No.12～15) 
・メルマガの配信＆問い合せ対応 
【アミーゴ会幹事会の構成】（敬称略） 

アミーゴ会幹事会：上原尚剛会長、中嶋 誠副会長、

鴻巣勝明副会長、鹿内竣一副会長(西日本会長)、[幹事]
石井あけみ、市井勇人、河嶋正之、瀬下昭直、日笠 徹、

森 和重、下条宗男、笠井道彦(事務局長)、[監査役]
南郷茂伸 (計 13 名)、メキシコ・シティー代表委嘱 遠

藤滋哉(メキシコ在住)、[退任]玉置修一郎、伊藤 勇、

大石正樹、酒田健二、高山智博 
アミーゴ会西日本：鹿内竣一会長(副会長)、[事務局]

伊藤宜則、[幹事]大熊康雄、奥西保彦、出雲良治、[新
任]曽我省吾、秦 清子、斉藤 仁(計 8 名)、[退任]渡
辺正明、瀬山雅博、葭谷 修、市川啓一、小茂田一希 
【注：総会ご出席のアミーゴ会西日本の秦 清子幹事および御

宿アミーゴ会の土屋武彌会長(会員)を紹介】 
【会則の改訂】中嶋幹事より要点説明(次頁参照) 
【2012(平成 24)年度会計報告】笠井事務局長より報告 

登録会員：242 名＜注：他に会費 3 年未払い会員 60 名＞ 
うち御宿会員 17 名／海外会員 31 名 

総収入：790,097 円 ＜注：会費/懇親会費/広告料＞ 
総支出：737,614 円 ＜注：主な支出は以下の通り＞ 
総会・懇親会           300,000 円 
システム費&事務費            127,662 円 
通信・電話代                     86,114 円 
交通費              52,790 円 
東京幹事会費用          38,708 円 
西日本アミーゴ会幹事会費用補助  42,000 円 
リセオ・ホームステイ交通費補助  37,840 円 
フィエスタ・メヒカーナ補助        52,500 円 
次期繰越金             2,040,353 円 

【2013 年度(平成 25 年 9 月～25 年 12 月)活動計画】 
上原会長より下記を報告しました。 

【注：会則改定で 2013 年度は 12 月終了。4 ヵ月予算承認済も

掲載せず。2014 年度は 1 月開始。14 年 3 月に総会を開催】 
・協力：フィエスタ・メヒカーナ 2013 in お台場(9/14
～16：台風で外会場閉鎖縮小し屋内開催)／アレグリ

ア・デ・メヒコ 2013(8/10~11、横浜) 

・ゴルフ大会(10/29；21 名参加＠湯河原 CC) 
・第 14 回総会・懇親会(11/7) 
・季刊『アミーゴ会だより』の発行(季刊 No.16) 
・メルマガの配信＆問い合せ対応 
【懇親会】会員参加者 70 名を得て鴻巣幹事司会により

午後8時30
分まで開催。

アルパ奏者

の今村夏美

さんとメキ

シコからの

3 名の音楽

家グループ

によるアル

パの演奏(約 30 分)が大好評でした。同グループは支倉

常長訪欧使節団 400 周年記念演奏会で来日中のところ

友情出演。また、メキシコ大使館よりアリアガ公使と

ロペス首席領事がヘレル大使の代理で参加されました。 
                      (了) 
 

親睦ゴルフ大会の報告 
幹事 日笠 徹 

 恒例のアミーゴ会親睦ゴルフ大会は 2013 年 10 月

29 日、湯河原カンツリー倶楽部で開催されました。あ

いにくの強い雨で中止も検討しましたが、雨は弱まる

であろうとの予報が出て予定より 30 分遅らせてスタ

ートしました。しかし残念ながら天候は回復せずハー

フで切り上げましたが、コンペは成立したものとして

結果発表を行いました。結果は下記の通りです。 
優勝：前田昭一(昨年に続いての連続優勝) 
２位：上原尚剛／３位：香坂雅俊 
４位：日笠 徹／５位：佐伯登祥 
ベストグロス賞：香坂雅俊、南郷茂伸 

当初の参加予定者は 24 名でしたが、悪天候による辞

退者もあり最終的には 21 名の方に参加して頂きまし

た。コンペ後の懇親パーティでは、AEROMEXICO や

K-LINE よりの寄贈品に、ハーフで終了したため残っ

たニアピン賞のボール、余った参加賞の干物などの「あ

みだ籤」をやり、当たった人は童心にかえり大喜びで

景品を受け取っていました。優勝者には副賞として上

原会長よりボヘミアグラスが贈呈されました。 
恒例によりこの他の入賞者にも挨拶をして頂きまし

たが、それぞれ心に期すものを披露されました。パー

ティの最後に全員で来年も元気で会いましょうと誓い

合いました。今回の大会は南郷さん、鴻巣さん、瀬下

さん、笠井さん及

び上原さんと一緒

に準備してきまし

たが、我々には参

加者の皆様が喜ん

で下さったのが何

よりの賞でした。 
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会則の改訂について 
                                   

副会長 中嶋 誠 
2013 年 11 月 7 日の総会で承認を得た当会の会則改

訂について、『アミーゴ会だより』の紙面をお借りして、

改訂に至った背景並びに改訂した会則の骨子とその意

味合いについて今一度ご説明します。 
従前の正式な会則は、2000 年のアミーゴ会発足当時

に作られたもので、それ故現在の会の活動等実情に沿

っておらず、改定の必要がありました。前会則は 7 か

条から成り、条項の大半が会の目的や事務局の居所等

の会を紹介する規定であったため、今回の会則改訂作

業は文字通りゼロからのスタートとなりました。この

点は 2012 年の総会の場でも報告した通りです。 
改訂の作業は、第１章総論、第２章目的及び事業、

第３章会員及び会費と言った具合に第６章の会計と決

算に至るまで、会則で規定すべき章とその章を構成す

る各条項の項目を決め、併せあるべきアミーゴ会の姿

を①個人の②開かれた③分かりやすい会をキーワード

に念頭に置きました。その上で、小生なりの改訂案を

幹事各位のご意見を伺うためのたたき台として作りま

した。各幹事のご意見を容れ、昨年 3 月開催の幹事会

で、幹事会として総会に諮る草案とする旨認められ、

その後の 5 月、9 月の幹事会で一部補足修正が加えら

れ、去る 11 月の総会での承認となったものです。 
改訂会則の中から、アミーゴ会の運営に関連する基

本的な事項や会員の皆さんに特段気に留めて頂きたい

事項について、以下に簡潔にご説明します。 
先ず第一に、アミーゴ会の構成員(第 5 条～第 10 条)

ですが、メキシコに関心を持った者の個人会員と既に

メキシコの機関との間で親善交流を行っている団体を、

それぞれ個人会員と団体会員としています。いずれの

会員にあっても個人の積極的な会への参加が、会の運

営上欠かせません。また第 9 条、第 10 条で会員の会

費納入義務、資格喪失について規定しています。会員

間での fair treatment を明文化しました。 
第二に、アミーゴ会を運営する機関(第 11 条～第 16

条)ですが、意思決定機関として総会、幹事会を設け、

総会を意志決定の最高の機関とし、幹事会は具体的な

活動・事業を決め、これを執行して行く機関としまし

た。また、幹事の役割を会の「世話人」と規定しまし

た。ここでもアミーゴ会は会員のための会であるとご

理解頂けると思います。 
第三に、アミーゴ会の活動と活動費の予算化(第 4 条、

第 19 条)についてです。会則では活動を事業と記して

います。年初の 1 月に開催される幹事会に於いて、個々

の事業計画と、計画実現の為の必要経費が予算化され

ると規定しました。その内容は 3 月初旬に開催すると

定めた総会(第 16条)で会員に報告することになってい

ます。 
最後に、今回の会則改訂に併せて事業年度と会計年

度を暦年の 1 月 1 日から 12 月 31 日と致しました。今

までの会計年度は、ご承知の通り、9 月 1 日から翌年

の 8 月 31 日でした。詳細は別項をご参照ください。（了） 
【編集部注：事業年度と会計年度は新会則により、2013 年度は

2013 年(平成 25 年)9 月から同年 12 月までの 4 ヵ月、2014
年度以降は毎年 1～12 月となり、毎年 3 月に総会を開催】 

 メキシコ・日本アミーゴ会会則  
 

第一章 総則 
（名称） 
第一条 本会は、「メキシコ・日本アミーゴ会」（LA 
ASOCIACION DE AMIGOS MEXICO-JAPON）と称

す。 
（事務局）  
第二条 本会は、事務局を郵便番号：248-0007 住所： 
神奈川県鎌倉市大町 1-4-26-101 セイブプラニング気

付に置く。 
第三条  

第二章 目的及び事業 
（目的） 
第三条 本会は、会員相互の親睦を図り、メキシコ・

日本間の友好親善の増進に寄与することを目的とする。 
（事業） 
第四条 本会は、前条の目的を達成するため、個人情

報防止法を含む関連法規を遵守の上、次の事業を行う。 
（友好親善の増進） 
１）インターネット上に本会の活動を紹介するホー

ム・ページを常設する。 
２）会員にメキシコ関連情報を発信し、“アミーゴ会

だより”を発行する。 
３）メキシコの文化や歴史、経済等に関する講演会を

開催する。 
４）メキシコ・日本間人事交流事業を支援する。 
５） 会員が企画するメキシコ関連文化活動を支援する。 
６）会員によるメキシコ関連情報の入手を支援する。 
（会員相互の親睦） 
７）スポーツ大会や懇親会を開催する。 
（他団体との親睦） 
８）本会と目的を一にする他団体との親睦を図る。 
（その他） 
９）その他、幹事会が本会の事業と認めた事業。 
 

第三章 会員及び会費 
（会員） 
第五条 かつてメキシコに業務等で在勤あるいは滞在

した、または同地で学んだ者やメキシコに関心をもっ

た者の個人会員とメキシコの郡や市或いは州との間で

既に親善交流活動を行っている団体の団体会員からな

る。 
個人会員は、所定の申込書を本会の事務局に提示し、

本会の幹事会の了承を得て会員となる。団体会員は、

本会の目的に賛同し本会の事業を支援する意思を持っ

た団体が、本会の幹事会に於ける審査承認を得て会員

となる。 
（会費） 
第六条 個人会員の会費は会計年度単位で年 3,000 円

とし、既納の会費は如何なる事由があっても返却しな

い。 
団体会員の会費及び入会金は、本会の幹事会によって

入会審査の際、決定される。 
（入会及び退会） 
第七条 個人会員の入会は、入会金 3,000 円の納入あ

り次第、本会の事務局より会員に e-mail により通知さ 
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れ、この通知を以って成る。尚、入会した個人会員の

会費は、入会金を納めた会計年度は、免除される。 
団体会員の入会は、個人会員同様、事務局からの会員

間への e-mail 通知を以って成る。 
第八条 会員が退会するときは、退会届（書式は問わ

ず）を本会の事務局に提出するものとする。 
（会員の義務） 
第九条 会員は所定の会費を、所定の期日までに納入

する義務を有する。 
（資格喪失・除名） 
第十条 会費を一年以上滞納したときには、会員の資

格を失う。会員が本会の名誉を傷つけ、また本会の目

的に反する行為を行ったときは、幹事会は除名するこ

とが出来る。 
 

第四章 役員 
（役員） 
第十一条 本会に次の役員を置く。 
     会長   一名 
     副会長  三名以内 
     監査役  一名 
     事務局長 一名 
     幹事   五名以上  
また必要に応じ、幹事会の承認を得て顧問及び会友を

置くことができる。 
（役員の任務） 
第十二条 会長は本会を代表する任を負う。副会長は

会長を補佐する任を負う。事務局長は、本会の事業遂

行に伴う事務の任を負う。監査役は、全会員に代わり

事業報告及び決算を監査する任を負う。幹事は本会の

世話人としての任務を負う。 
（役員の選出） 
第十三条 幹事並びに監査役は、幹事会にて推挙され、

総会の承認を得る。 
会長、副会長は、幹事の中から、互選によって、事務

局長は、幹事会の推挙で選出される。                   
（役員の任期） 
第十四条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 
第五章 会議 

（幹事会） 
第十五条 本会に幹事会を設ける。幹事会は１月（第

一回）５月（第二回）９月（第三回）と年三回、定期

的に開催される。当幹事会では、全幹事の３分の１以

上の出席がなければ、議決を要する事項は、付議され

ない。     
この定期幹事会の他、会長及び事務局長は必要の都度、

幹事会開催を要請出来る。この場合、全幹事を対象に

した e-mail 交信に依る e-mail 幹事会に代えることも

出来る。 
付議事項は文書化され、事務局にて保存される。 
幹事会にて付議される事項は次の通り。 

１．団体会員の入会（審議・決定） 
２．会則の変更（審議） 
３．施行細則（審議・決定） 
４．新規事業（審議・決定） 
５．本会の次年の事業計画・予算（含む経費予算） 

（審議・決定） 
６．事業報告及び決算（審議） 
７．事業の期中の年計画の進捗状況（掌握） 
８．事業の期中の年計画に関連する経費（掌握） 
９．事業の年計画に関連しない経費（審議・決定） 

１０．会長、副会長並びに事務局長の選出 
１１．顧問、会友の推挙と選出 
１２．幹事並びに監査役の総会への推挙 

（総会） 
第十六条 本会に会員の参加によって成る総会を会の

最高決定機関として設ける。年一回３月初旬に開催さ

れる。開催一ヶ月前に事務局長より会員に開催通知が

される。  
付議される事項は、次の通り。付議される事項の関連

書類は、総会の席上、会員に配布されると共に、付議

後文書化され、事務局にて保存される。 
１．団体会員の入会（幹事会からの報告） 
２．会則の変更（承認） 
３．事業報告及び決算（承認） 
４．本会の次年の事業計画・予算（幹事会からの報告） 
５．幹事並びに監査役の就任（承認）幹事並びに監査

役の退任（幹事会からの報告） 
６．顧問、会友の就任並びにその他役員の人事（幹事

会からの報告） 
 

第六章 会計と決算 
（会計） 
第十七条 本会の会計年度は１月１日から１２月３１

日までとする。 
第十八条 本会の経費は、第六条の会費並びに寄付金

等他の収入を以って充当する。 
第十九条 本会の経費の支出先は、第四条の本会の事

業に限定した費用と事務局にて発生する事務遂行に係

わる交通費、会議費に限定される。いずれも定例第一

回幹事会に置いて、予算化される。 
（決算） 
第二十条 本会の事業報告及び決算は、事務局で作成

され、幹事会で審議された後、監査役の監査を受け、

総会の承認を得なければならない。 
平成 25 年 11 月 7 日改訂 

【編集部注：新しい会則の URL は下記の通りです。 
 http://docs.mex-jpn-amigo.org/Constitution_131107.pdf 】 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

2014 年総会は 3 月!詳細別途案内します 

あとがき：新年明けましておめでとうございます。四季報

『アミーゴ会だより』は今号で通巻第 17 号となり、創刊 5
年目に入ります。引き続き会員のご協力を得て魅力ある誌

面づくりを目指したく存じます。近年は自動車産業を中心

に日本企業のメキシコ投資が相次ぎ、在墨日系企業数は600
社を数えるようですが他方、メキシコ観光局によるとメキ

シコへの日本人渡航者数が 2013 年に前年比 20％増と通年

で初めて 10 万人を超えたとのこと。本誌「メキシコへの誘

い」シリーズの効果も大といえましょうか!?メキシコ観光情

報(http://www.visitmexico.com/ja)も満載です。アミーゴ会

HP(http://www.mex-jpn-amigo.org/)と併せてご活用くだ

さい。新年に相応しい新発見がありますよ。［か 20131226］ 
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活動報告 

アミーゴ会西日本の親睦会の報告 
 

アミーゴ会西日本幹事 秦 清子 
 

アミーゴ会西日本の親睦会が昨年 9 月 22 日、いつ

もの大阪梅田スカイビルの地階レストランで開催され

ました。総勢 24 名で美味なお料理を味わい、テキーラ

やワイン等を飲みながら楽しいひと時を過ごしました。 
西日本地区の親睦会は毎年 9 月、大阪梅田のスカイ

ビルで開催されるメキシコ祭り“Fiesta Mexicana 
Osaka”に合わせて開催されます。それゆえ親睦会の日

は早目の時間に行けば、メキシコの音楽や踊りなどが

一緒に味わえます。親睦会が始まる前には、すでにメ

キシコの楽しい雰囲気を味わうことが出来ますので、

この日はいつも心もウキウキします。そして久しぶり

にお会いするアミーゴ会のメンバーと会うと懐かしさ

もひとしおになります。 

毎年参加されるメンバーが少しずつ変わりますが、

今年も新規で若い方などが何人か参加され、その方達

が入会を希望されています。関西では親睦会が新たな

会員を募る良い機会になっています。 
東京の本部からは今回、市井勇人様にお出でいただ 

き、東京でのアミーゴ会やメキシコの日本でのプレゼ

ンスなどをご紹介していただきました。市井様には私

たちがテキーラを大変気に入って飲んでいたのをご覧

になって、わざわざテキーラを１本選んで差し入れし

てくださりました。この場をお借りして、市井様にお

礼を申し上げます。 
今年も催し物としては、大阪在住のメキシコ人歌手

エミリオ・モラレスさんをお迎えしてラテン音楽を披

露していただきました。今年はさらに、フィエスタに

参加されていた美人歌手ハラミーニョさんが飛び入り

で参加してくださり、大いに会が盛り上がりました。 
私は 11 月の東京でのアミーゴ会の総会・懇親会に今

回初めて大阪から参加させていただきました。東京の

親睦会は人数が関西よりずっと多く、また多様な会員

様がおられ、メキシコ料理を味わいながらの盛大な会

でした。本部主催のアミーゴ会に出席して思ったこと

は、アミーゴ会の体制はきちっとしている組織だなと

感じたことです。 
西日本地区のアミーゴ会は代表の鹿内様と事務局長

の伊藤様の尽力の御蔭で、会が毎年開催されています。 
ただ会員の人数が少ないので、東京のように会員数を

増やすのにいろいろと工夫がいるかなと思っています。

親睦会等で会員様より、アミーゴ会はいい会だなと思

われるような会にすることが、これからの関西のアミ

ーゴ会の課題かなと思っています。 
関西は会員数が少ないので、関東ほど活動が活発で

はありませんが関東に見習い、関西も会員数を増やす

ためにいろんな催しもの等を行うとかして、一工夫を

しながら、みんなでアミーゴ会の発展に尽力していき

たいと思っております。（平成２５年１２月２０日記） 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
私とメキシコ 

テカマチャルコ市との姉妹都市締結に念うこと 
～「御宿町・テカマチャルコ市姉妹都市提携使節団紀行録」～ 

 
メキシコ友好親善使節団員／御宿町国際交流協会会長 

アミーゴ会会員 土屋武彌 
 

はじめに 
三年程前から私は、御宿町国際交流協会の冊子執筆

と編集作業に携わることになりました。『日本とメキシ

コの友好 400 年～未来に向けて～』（2011 年 3 月）の

中で、「甦るドン・ロドリゴの生誕地テカマチャルコと

霊廟サン・フランシスコ修道院」を執筆し、次に「ロ

ドリゴ・デ・ビベロの遺言書」を取り上げました。 
テカマチャルコ市を一度是非訪れたいとの思いは、

この度の御宿町メキシコ友好親善使節団（2013 年 10
月 21 日～30 日）への参加により叶いました。 
私たちのメキシコ訪問の主な目的の一つに、テカマ

チャルコ市民との友好交流がありました。10月22日、

そぼ降る雨の夕闇の中に歓迎式典を見ようと市庁舎前 

のソカロに集まった 1,000 人を超す市民たち、マリア

ッチの演奏、詩の朗読、先住民の舞踏などで、使節団

は大歓迎を受けました。 
御宿町とテカマチャルコ市が姉妹都市に 

翌 23 日の夕方、使節団は最大のイベントに臨みまし

た。ライトアップされたサン・フランシスコ修道院前

の特設会場では、400 人以上の招待客が見守る中で姉

妹都市調印式が挙行され、ルーベン・バルカサール・

テカマチャルコ市長と石田義廣御宿町長の厳粛な調印

により、新しい歴史の 1 ページが綴られました。調印

式後、音楽が奏でられる修道院中庭で交流の宴が始ま

り友好の輸が広がっていきました。 
特にこの日のために御宿町から寄贈した、御宿アミ 
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ーゴ会の女性会員たちが製作した「吊り飾り」は優美

な日本文化への驚きと感動を与え、式典後は修道院内

の博物館に

永く展示さ

れることに

なりました。 
テカマチ

ャルコ市は

9月30日を

「御宿の日」と制定しております。今回の姉妹都市締

結を記念して市庁舎前ソカロには、1609 年 9 月 30 日

に岩和田沖で遭難したサン・フランシスコ号から 317
人が救出された人間愛をモチーフにした、「エルマーノ

(兄弟)」の像が建立されました。サン・ フランシスコ

修道院はオープンミサの前庭をはじめ院内が修復され、

何と新たに「テカマチャルコ・御宿姉妹都市通り」の

記念プレートが掲げられた 200 メートル程の小径がつ

くられておりました。これらの場所は「テカマチャル

コ市のシンボル」とするという、バルカサール市長の

熱い想いと市民の御宿町に寄せる暖かい心に深く感動

いたしました。 
さて、テカマチャルコ市は、メキシコシティからの

高速道路を抜けて 3,000 メートルを超える山を下った

シティから 3 時間余りのメキシコ中部に位地する人口

72,000 人の都市で、面積 2,100 万 815 ヘクタールの農

業・牧畜を主産業とした平地に所在します。 
ドン・ロドリゴの母は、16 世紀半ばに前夫から相続

したエンコミエンダとして、スペイン国王から先住民

8,000 人の統治信託を受け、徴税権と労役権を管理し

たテカマチャルコの大権力者でした。 
テカマチャルコ市は昔から水に恵まれないことから

水資源開発や、八王子市のような学園都市づくり構想

をもっていると聞きました。滞在中に訪れた農地では、

雨水により賄われる農業用水は 20%に満たないと大き

な課題のようでした。また、学園都市構想は 5 校の大

学設置を目指すものの、現在はメキシコ革命後に創設

されたブアップ総合大学（プエブラ州立大学）と建学

17年のテカマチャルコ工科大学の2校が運営されてい

ます。 
２０１４年夏、工科大学生が御宿で交流へ 

使節団最終日の 10 月 28 日、予定を急拠変更して石

田町長、中村町議会議長と私はシティのメキシコ文部

教育省のガブリエラ・マンシージャ・ダビデ国際副局

長を訪問、テカマチャルコ工科大学のホセ・アントニ

オ・ガリド学長とともに、御宿町とテカマチャルコ市

の姉妹都市締結の報告を行い、併せて 2014 年夏にテ

カマチャルコ工科大学生との交流を御宿町で行うべく

文部教育省の助成協力を要請し、御宿町のプロジェク

トへの理解をいただくことができました。 
今回の姉妹都市締結は青少年、特に学生交流という

日墨の未来に向けた具体的推進の一歩になるものと考

えております。御宿町は日墨交流発祥の地として「両

国の懸け橋」になれる筈です。 
先般、メキシコ訪問時に会談した在メキシコ目賀田

周一郎特命全権大使、帰国報告時に会談した在日本ク

ロウド・ヘレル大使はともに、「歴史に裏打ちされた御

宿町の姉妹都市交流が、他都市の模範となる学生交流 

のような新しい交流を開拓することを期待します」と

言われました。御宿町が取り組もうとしている事業は

正にこの事に尽きるのではないでしょうか。 
使節団帰国後の 11 月に入り、学生を派遣する側のテ

カマチャルコ工科大学は日本語講座を開設することに

なり、日本人講師の採用が決まりました。受入れ側の

御宿町では、交流カリキュラムの検討と関係者間の調

整を進めております。 
支倉常長使節団ルートを辿る友好と交流の旅 

私たちはメキシコ滞在中に太平洋岸のもう一つの姉

妹都市であるアカプルコ市の庁舎を訪れ、歓迎式典に

出席された多くの関係者たちと交流を深めました。そ

して 2012 年 7 月に市内の「日本広場」に縮尺建設さ

れた「日墨交通発祥記念碑」を見るに、太平洋の向う

にある日本が日墨交流の強い絆で結ばれていることを

実感いたしました。 
使節団―行は「支倉常長・慶長遣欧使節団 400 周年」

の記念をメキシコの地で味わいました。幸運にも常長

―行が辿ったアカプルコ～タスコ～メキシコシティ～

プェブラ～ベラクルスなどを訪れながら、さらにメキ

シコ（ベラクルス港）からスペインに旅立った常長の、

長くて遠い「侍の執念」を思い浮かべておりました。 
使節団一行はびっしりと組まれたスケジュールと移

動時間にあって、トラヤカパンの黒沼ユリ子先生ご夫

妻のご自宅にご招待をいただき、邸内のご案内、心づ

くしの手料理とヴァイオリン演奏のおもてなしに寛ぐ

ことができ、ご夫妻の見送りに感謝しつつ黒沼邸を後

にしました。 
青少年交流と視察は、

テカマチャルコ市では、

テカマチャルコ工科大

学のガリド学長が挨拶

で「御宿町との姉妹都市

提携に協力して友好関

係に参加を始める」と語

り、学長自らが学内の案

内をされました。そして

2013 年 5月にバルカサール市長の特使として御宿町

に来町した、フェルナンド・シルバ先生―行の空手道

場を見学しました。三歳児から青年まで幅広い年齢層

に対して、礼儀正しく日本武道の指導と普及活動をさ

れる氏に敬服いたしました。 
メキシコシティでは日墨学院（リセオ）を訪問、2013

年 6 月に日本文化旅行の一環として御宿町にホ―ムス

テイした高校生 5 人に再会いたしました。突然の訪間

に驚いていましたが、生徒たちが記念植栽したメキシ

コ原産の「皇帝ダリア」が順調に発育していることを

伝えると皆嬉しそうでした。心和むひとときでした。 
結びに、大変慌ただしいメキシコ滞在中、現地でお

会いしたメキシコ人の方々は優しく暖かく、皆が“ア

ミーゴ”でした。そしてメキシコ在住の日本人の方々、

特に日墨協会の方々から身に余るご厚意をいただき深

謝いたします。皆様のお陰ですばらしい友好親善旅行

を体験できました。「一度訪れたい国は、また訪れたい

国」に変わりました。「メキシコ在住の皆様、御宿町に

是非ご来町下さい。心から歓迎申し上げます」ことを

お伝えし、紀行録とさせていただきます。  （了） 
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　前回、会場を訪れたプロレスラーの方から、ここでルチャ・リブレをやっ
てみたいと相談を持ちかけられました。そうだメキシコにルチャがあっ
たとすぐにその気になった実行委員。何度も実行委員会で討議を重ね実
現にこぎつけました。ルチャの開催はマスコミにも広まり、問合せも多
く確実にフアンを集めた手応えがありました。リングで繰り広げられた
プロレスラーの方々の熱演、初めて観るメキシコの文化 = ルチャ、空き
時間リンクに上ってぶら下がったりポーズをとったり得意げな子供たち、
レスラーの方達と記念写真を楽しむカップル等々…。残念ながら台風 18
号の到来で、野外のイベントは 1 日限りとなってしまい、フィエスタ・
メヒカーナ始まって以来の悲しい結果となりましたが、ルチャの登場が
次回に向けての希望となりました。
　出店者は飲食・物販・特別テント合わせて 26店 37 テントにもなりま
した。しかし、台風のためとはいえ 2 日間の休業は出店者に大変ごめい
わくをかけてしまいました。野外イベントはお天気次第と分かっていま
すが、このところの世界の天気事情を考えると 15 回目を迎える 2014
年はどのようになるか今から心配です。出店者の皆様も同じ気持ちだと
思いますが、年に一度、懲りずにご参加のほどよろしくお願い申し上げ
ます。そして関係者の皆様のご協力も頼みの綱です。

晩夏のお台場の風物詩としてすっかり定着した「フィエスタ・メヒカーナ」

▲オープニング・セレモニー、
　 メキシコ -日本アミーゴ会上原会長の挨拶

フィエスタ・メヒカーナ2013 in お台場 TOKYO 
●タイトル　フィエスタ・メヒカーナ2013 in お台場 TOKYO
●開催目的　メキシコの文化・芸術・音楽・芸能等を通じてメキシコと日本の友好の輪を広げ、
　　　　　　日墨の文化交流を促進することを目的としています。　今年も東日本大震災チャリティー募金を行いました。
●開催日時　 9月14日(土)　11:00～19:00　出店及びステージ・イベント(ウエスト・プロムナード／アクアシティ・アクアアリーナ)
                  　  15日(日)   12:00～18:30　ステージ・イベント(アクアシティ・アクアアリーナ)
　　　　　　　  16日(月)　14:00～18:30　ステージ・イベント(アクアシティ・アクアアリーナ)
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　恒例の「メキシコ写真入賞者展」も、メキシコの魅力を知って
いただくために続けて来ました。今回もレベルの高い写真が集り、
プロや愛好家の中でも高い評価をいただきました。
　野外イベントは中止となりましたが、一部はアクアシティに移
動して、台風で到着がキャンセルとなった 1 グループを除いて華
やかに開催されました。アクアシティに集ったお客様の中には、
悪天候にもかかわらず地方から訪れた熱心な方も多く驚かされま
した。最終日呼び物の大抽選会でメキシコ旅行を射止めた方も、2
日目台風の余波の中大阪から新幹線でやってきた学生さんでした。
メキシコのプロ写真家集団による「ルチャ・リブレ写真展」も好
評でした。
　毎年協賛そして特別参加して下さる御宿も、可愛らしいえびア
ミーゴを飾ったり、アクアシティ会場には御宿国際交流の年間報
告展、大抽選会には賞品等のご協力をいただきました。
　協賛いただいたアミーゴ会の皆様も終日本部に詰めていただて
大いにご協力いただきました。今後ともメキシコのためにご一緒
に頑張っていきたいと願っています。
　　　　　    日本ラテンアメリカ文化交流協会事務局長 渡部暁美

▲メキシコ写真コンテスト入賞者表彰式

▲司会の
　マルガリータ

▼ピニャータ割り

▲アクアシティ・アクアアリーナ会場全景

▲今井夏海
▲シルビアと踊ろう

▲マリアッチ・アガベ

▲峰万里恵 

▲神山里映子と天使のはぽねっちとメキシコ人協会

ラテンを歌おう会

▲

大 抽 選 会
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メキシコへの誘い  

レフォルマに並ぶ歴史② 
～銅像でたどるメキシコ偉人案内～ 

 
[編集部注：メキシコで活躍している若いお二人の力作その②をお届けします。通常の旅行ガイドにも載っていない内容で本邦初演とも言えるもので

す。これであなたも“レフォルマ通”です。筆者は山内さん(チケット課)と酒井さん(ペリカントラベルネットワーク課)です。お楽しみください。] 
 

メキシコ観光(メキシコ) 山内勇志／酒井梢恵 
 

レフォルマ通りに立つ独立記念塔といえば、誰しもがその姿を思い出すことは難しくないだろう。独立記

念塔、ディアナ像、コロンブス像……多くの像が道路の中心にある中、独立記念塔から北にかけて設置され

ている、まるでレフォルマ通りを見守るかの様な銅像の数々をご存知だろうか。銅像は独立記念塔から

Caballito 像区間の 38 体と、Caballito 像から北のレフォルマ通りに沿って 40 体の合計 78 体設置されてい

る。下記の地図の A 地点が独立記念塔、B 地点が Caballito 像である。今回もこの区間の銅像にスポットを

当てて紹介する。 

 
 

 General Don Leonardo Bravo （地図中 5） 
レオナルド・ブラボ 

1764 年、ゲレロ州の州都チルパンシンゴのクリ

オーリョ(メキシコ生まれのスペイン人)の家庭に生

まれた将軍。メキシコ独立戦争の父 Miguel Hidalgo
を熱狂的に支持し、独立軍の大儀のために戦った。 

1811 年、Bravo のもとへ独立戦士 Morelos の遣

いとして Galeana 一行が物資提供を求めて訪れた。 

Bravo 一族は彼らに相当量の武器や兵糧を提供し、

これを期に独立軍に入隊した。入隊したばかりの

Bravo と Galeana 一行が川で水浴びをしていると、

跡をつけていた政府軍が彼らを急襲した。 不意を撃

たれた Galeana 一行であったが、強い独立への思い

と Bravo 一族の支援により見事に相手を撃退した。 

(議事堂正面の国旗の両端に立つ計 4 本の柱に、 
メキシコの英雄たちの名が刻まれている。その 
中の 1 つが Leonardo Bravo の名前である) 
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その後 Leonardo Bravo は将軍として Cuautla の

戦いで植民地政府を相手に 72 日間の篭城の末、植

民地政府の広大な荘園 San Gabriel で政府軍に捕ら

えられた。間もなく裁判にかけられ絞首刑を言い渡

された。Morelos が Bravo の命と引き換えに 800 人

もの捕虜の返還を申し出たにも関わらず、1812 年 9
月 14 日、公衆の面前で刑は執行された。  
しかし、スペイン系の裕福な家庭で生まれ育ちな

がら、先住民の苦悩を分かち合い、独立運動に奔走

した彼の姿勢は、その死後も多くの同士を惹きつけ

独立戦争において大きな貢献となった。彼の生き様

を称え、モレーロス州から Reforma 通りに彼の銅

像が寄贈され、また立法議会の壁に彼の名が金色の

文字で刻まれている。 議員たちが彼の名前を身近に

感じることで、メキシコ国内の格差や差別が是正さ

れるのであれば、 Bravo にとって本望ではないだろ

うか。 

**********************************************   
Don José María Chávez Alonso （地図中 6） 

ホセマリア・チャベス・アロンソ 

「努力の男」と呼ばれた、アグアスカリエンテス州

(以後アグアスと表記)生まれの自由主義の政治家。

1812 年 2 月 26 日、ハリスコ州とアグアス州の境に

ある Alamio 村の農家に生まれる。 
José María の両親は彼を地元の小学校に通わせ

たが、 それでは飽き足らず芸術や工学のあれこれを

独学で習得した。家族は 1818 年にアグアス市内に

引越し、彼は家計のために大工のもとで助手として

働き始めた。そこで非凡な才覚を発揮した彼は、師

匠のミスさえも正すようになり、自身の工場を設立

するまで長くはかからなかった。専門は大工・鍛冶・

配管・出版など多岐に渡り、新聞社や雑誌社の経営

も行った。José María は祖国の発展を願い、仕事

に勤しんだ。周囲は彼を「努力の男」と呼んだ。 

1854 年にメキシコの民主化を求めた「建国の父」

Benito Juárez ら自由主義者が、11 回にも渡って大

統領に就任し、「終身独裁官」を名乗った Santa Ana 
を失墜させようと「アユトラの陰謀」を起こした。

その際 José María は出版社という立場を利用して、

まるで兵隊のように言葉を武器に戦った。 
Santa Ana の失墜後、1854 年の憲法制定議会で

彼は地方議員に選出された。1858 年、アグアス市内

が保守派に占拠されたが、1859 年には José María 
ら自由主義者の力で一掃し、彼は臨時州知事に任命

された。 
そんな中、1861～1867 年にかけて、ナポレオン 3 

世によるフランス干渉戦争が始まり、1863 年 12 月

にはアグアスにもフランス軍の侵攻が進んだ。 José 
María は州知事として、小規模であるが軍隊を再編

成した。しかし、1864 年 3 月、サカテカス州の荘園 
Malpaso まで逃げたところで敗北した。その時、彼

の軍隊は約 150 人の兵士と 80 頭の馬だけという無

残な状態であった。翌日 Jerez という村で槍による

怪我を負ったまま捕虜となった。 
彼はそのままサカテカス市内に連行され、軍法会

議にかけられた。 そこで下された判決は死刑であっ

た。彼の免罪を請う民衆の嘆願むなしく、1864 年 4 
月 5 日、サカテカス市内で銃殺の刑に処された。 

彼の遺体は 1865 年 10 月、生まれ故郷アグアスに

移され、現在は市内の中央広場 Plaza de la Patria 
に安置されている。 祖国の発展や民主化に努めた英

雄はいま、住み慣れた土地で穏やかなときを過ごし

ている。 
彼は死刑の前、妻に向けて 1 通の手紙を認めた。 

 
 
 
 

 
 
 

(自由主義者の代表 Ignacio Comonfort が 
 Santa Ana 更迭の書類に署名をする様子) 

（了） 
 

[編集部注：MEXICO KANKO S.A de C.V.のウエブ： 
http://www.mexicokanko.com.mx/es/bienvenida ] 

“… muero por haber intentado defender 
la independencia de mi patria, no creo 
haber cometido una falta…” 
（．．．私は祖国の独立を守るために死ぬのだ。 

私の人生に悔いはない．．．） 
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メキシコビジネス事始め 

メキシコでのヤクルト事業について 
 

Yakult, S.A. de C.V. 社長 小川 透 
 

「健康の輪を世界に」のもと、ヤクルトは 1964

年台湾を皮切りに海外にフィールドを広げ、現在、

アジア、米州、欧州など 31 の国と地域に進出し、一

日当たり約 2,400 万本以上(日本を除く)のヤクルト

の乳製品が世界中で愛飲されるまでになりました。 

 メキシコへは 1980 年

に進出、翌年に販売を開

始し、販売本数が 10 万

本に達するまでには発

売開始から8年を要しま

したが、現在、一日当た

り約340万本以上が販売

され、国民に親しみのある商品として愛飲されるま

でになりました。しかし、販売当初はヤクルトの知

名度もなく、ましてや商品特性もなかなか理解され

ず、販売にあたっては非常な苦労があったと聞いて

おります。 

販売展開として当初は首都圏を中心とした営業活

動でしたが、今ではメキシコ市から 3.000 ㎞弱離れ

た米国と国境を接するティファナ市からグアテマラ

と国境を接するタパチューラ市まで、137 の営業拠 

点と 2 工場により、全国どこでもお求めいただける

販売網を構築し、社員 3.000 名により事業活動を行

っております。 

 販売体制としては、日本と同様、ヤクルトレディ

による宅配と、スー

パーなどの直販によ

る販売活動によりお

こなっております。   

宅配システムでは、

多くは家庭の主婦で

ある 8,600 名のヤク

ルトレディによりヤクルト・ソフールを各家庭にお

届けする、地域に密着した活動を全国で展開してお

ります。 

宅配以外では量販店、事業所、病院や学校などに

おいて、いつでも、どこでも、より多くのお客様に

ご愛飲いただけるよう、市場での取り組みをしてお

ります。 

 予防医学の見地からこのメキシコで人々の健康に

貢献する企業として、一歩一歩着実に進化していく

考えです。                （了） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
私とメキシコ 

メキシコ年金の取得について 
 

アミーゴ会副会長 鴻巣勝明 
団塊世代の方々の定年退職に関連しているのでしょ

うか、メキシコ在勤中に支払った社会保険の年金が昨

今話題に上がっている様です。そして取得に関しての

色々な疑問や照会がアミーゴ会に来ているとの事です

ので、現在メキシコ年金で生活をしている身分の私が

手元の資料を基に、皆さまに年金取得手続きの基本情

報をお知らせする事に致しました。 
これが少しでも会員の皆さまの参考になればと思い

ますが、メキシコ年金の支給申請を現在居住する日本

から行うのは大変難しい作業を必要とする事を申し上

げておきます。それは多くの方々のメキシコ在勤中の

社会保険支払いは会社の総務や会計が直接行っておら

れた筈ですので、ご自分の手元に色々な資料が無い事

が大きな理由です。これらの必要資料を揃えるのは帰

国後の時間が永く経過した現時点で、また更に日本で

探す事は大変難しい訳ですので、当然在勤したメキシ

コ会社に依頼したり、また代行する会社を探す必要が

生じる事は十分留意する必要があります。 
受給金額とそれに関わる時間・費用を計算して断念

された方も居られたと聞いておりますが、アミーゴ会

としては本稿での情報提供だけに留まり、代行会社等

の斡旋は出来かねますのでご了承の程お願いします。 
最後に、私がメキシコにおいて個人で行った年金取

得の経験談を別記 URL よりお読み頂けますので、宜

しければ参考にして下さい。但し、文中の情報は取得 

時(2006～07 年)のものですのでご了解願います。 
(☆私の「経験談」の URL は下記の通り： 
https://docs.google.com/document/d/1u35j78jLcl_KNHWezS1
jrotvnP0H89dfMbfA_Gky2aU/pub ） 

メキシコ年金取得の基本情報 
１．年金受給可能者 
a)社会保険に加入し最低 500 週以上支払済み者のみが

権利を取得。年齢 65 歳の時点で IMSS(社会保険庁)
に申請可能。1997 年以前からの加入者が該当。 

b)社会保険に加入し最低 1,250 週以上支払済み者のみ

が権利を取得。年齢が 60 歳の時点で IMSS に申請

可能。1997 年以降からの加入者が該当。 
c)大部分の駐在員は上記の支払期間を満たさないため、

年金ではなく「積立金の一括払い」を IMSS に申請。 
２．手続きに必要な主要書類 
a)戸籍抄本（スペイン語訳。日本政府のアポステイー

ユ認証付き） 
b)AFORE(拠出年金)契約会社の最後の明細書（IMSS
が申請者の支払履歴を追跡する一番重要な必要書類

で、IMSS の登録番号が記載されている書類） 
c)メキシコ在勤中の最後の visa(FM2 類)と旅券。これ

らのコピーを在京メキシコ大使館領事部で認証して

貰う事 
d)IMSS への登録証および最終の解約書 
e)CURP(住民登録証) 

（2013 年 12 月記） 
1/112/12

https://docs.google.com/document/d/1u35j78jLcl_KNHWezS1jrotvnP0H89dfMbfA_Gky2aU/pub
https://docs.google.com/document/d/1u35j78jLcl_KNHWezS1jrotvnP0H89dfMbfA_Gky2aU/pub

