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担当課 国際課 秘書課 

担当者 筒井、鷲岡 奥田 
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♦♢♦♢「和歌山県人会世界大会」開催概要♦◇♦♢ 
～海外・県外の県人が一堂に会し、ふるさとを離れた方々の郷土への誇りを高め、 

県民との相互交流と県民の移民の歴史に対する理解を深める機会を創出～ 

 

 

 
 

 

 

○記念式典・記念コンサート 

日 時：令和元年１１月２４日（日）１６：００～１８：００ 

会 場：和歌山県民文化会館 大ホール 

内 容：開会宣言、国歌・和歌山県民歌斉唱（和歌山児童合唱団）、主催者・来賓挨拶、 

参加県人会の紹介、県人会への顕彰楯贈呈、県人会代表挨拶、大会宣言、 

合気道「植芝盛平」の紹介及び演武、移民の歴史紹介映像上映、記念コンサート 

※出演：宮沢和史、大城クラウディア、星林高等学校吹奏楽部、和歌山児童合唱団 

    ※ウェルカム演奏（大ホールロビー）：和歌山琴美国際交流合奏団 

参加者：海外県人会（２８０人参加予定） 
アルゼンチン和歌山県人会（８人）、ブラジル和歌山県人会（５０人）、 
東部カナダ和歌山県人会（４５人）、メキシコ和歌山県人会（４８人）、 
パラグアイ和歌山県人会（５人）、ペルー和歌山県人会（７１人）、 
南加和歌山県人会（４０人）、シアトル紀州クラブ（８人）他 

国内県人会等（１６９名参加予定） 
 在京和歌山県人会（１０人）、東海和歌山県人会（２０人）、 

京都和歌山県人会（１０人）、大阪和歌山県人会（３４人）、 
堺和歌山県人会（１８人）、神戸和歌山県人会（１７人）他 

       一般参加者、来賓等を含め、約２，０００人が参加 

○歓迎レセプション 

日 時：令和元年１１月２４日（日）１８：３０～２０：３０ 

会 場：ホテルアバローム紀の国 ２階 鳳凰の間 

内 容：開会挨拶、来賓挨拶、県人会代表挨拶、鏡開き、乾杯、 

    参加県人会によるパフォーマンス、県人会代表謝辞 

参加者：海外県人会、国内県人会、来賓等 約６５０人 

 

○和歌山県人会長会議       

日 時：令和元年１１月２４日（日）１２：００～１３：００  

会 場：ホテルアバローム紀の国 ４階 せせらぎ 

内 容：大会宣言の採択および意見交換 

出席者：海外県人会長、国内県人会長、（公財）和歌山県国際交流協会他 

○和歌山体験ブース 

日 時：令和元年１１月２４日（日）１４：００～１５：３０ 

会 場：ホテルアバローム紀の国 ３階 孔雀の間 

内 容：和歌山が誇る伝統文化、食文化を海外県人会の参加者が体験。別紙参照。 

対 象：海外県人会 

○記念式典・記念コンサートを１１月２４日（日）１６時から開催します。 

○記念式典では、和歌山県の移民の歴史や先人の苦労を県民に広く知っていただくとともに、各

県人会を顕彰し海外・国内から集う県人会の皆さんをあたたかくお迎えします。 

○記念コンサートでは、宮沢和史さん（元『THE BOOM』）をメインに、アルゼンチン出身 

二世歌手の大城クラウディアさん、和歌山児童合唱団、星林高等学校吹奏楽部が出演されます。 



○ふるさと巡りツアー 

概 要：和歌山県人会世界大会に参加する海外県人会会員が県内各地を訪問し、縁故者、地

域住民、国際交流団体等からの歓迎を受けつつ、交流を図るとともに和歌山が誇る

自然・名所旧跡を訪問。加えて次世代を担う高校生等に、各国で活躍する県人会員

がスピーチをしたり、小グループでの懇談を行うなどして、移民の歴史と世界を知

ることの大切さを伝える。 

 

【紀北コース（参加者５６名）】和歌山市、湯浅町、日高川町、高野町、九度山町、紀の川市 

【紀中コース（参加者 4６名）】美浜町、御坊市、日高川町、白浜町、田辺市、海南市 

【紀南コース（参加者 1７１名）】和歌山市、白浜町、串本町、那智勝浦町、新宮市 

１１月２５日（月） 

午前 湯浅醤油（有）、道成寺見学 

午後 
開智高等学校訪問 

（校内見学、グループ座談会） 

１１月２６日（火） 
午前 

高野山訪問 

（壇上伽藍、金剛峯寺表敬訪問、奥之院） 

午後 道の駅くどやま訪問 

１１月２７日（水） 
午前 

駿河屋工場見学 

わかやま南北アメリカ協会との交流会 

（会場：ダイワロイネットホテル和歌山） 

午後 青洲の里視察 

１１月２５日（月） 

午前 
美浜町三尾地区訪問 

（カナダミュージアム見学、民謡おどり体験等） 

午後 

日高高等学校訪問 

（講演会、交流会） 

地元歓迎会・夕食会（美浜町、日ノ岬・アメリカ村等主催） 

（語り部ジュニアによる発表、パフォーマンス披露等） 

（会場：旧三尾小学校） 

１１月２６日（火） 

午前 三段壁洞窟、千畳敷見学 

午後 
とれとれ市場視察 

中田食品工場見学 

１１月２７日（水） 
午前 道成寺見学 

午後 蒔絵塗体験（会場：うるわし館） 

１１月２５日（月） 

午前 
智辯学園和歌山高等学校訪問 

（講演会） 

午後 

三段壁、千畳敷見学 

中南米県人会長シンポジウム（和歌山県中南米交流協会主催） 

歓迎交流会（会場：むさし） 

１１月２６日（火） 

午前 串本海中公園見学 

午後 

橋杭岩見学 

那智山見学 

歓迎交流会（会場：勝浦御苑） 

１１月２７日（水） 

午前 

太田の郷施設見学 

那智勝浦町主催交流会 

（会場：太田小学校体育館） 

午後 

熊野速玉大社参拝 

新宮市主催交流会 

（会場：新宮市役所別館） 



梅ジュースづくり体験
定員２７人×２回＝５４人（約３０分）

①14:00～14:30②15:00～15:30
和歌山県特産の梅を使い梅

ジュース作り体験が出来ます。

梅と砂糖を使い誰でも簡単に

作り方を学べます。体験ブー

スでは、梅ジュースのミルク割

り、ソーダ割り、水割の試飲が

出来ます。

紀州てまりづくり体験
定員３０人（約９０分） １４：００～１５：３０

てまりは、日本の伝統工芸品です。和歌山県で

作られている「紀州てまり」は、昔から結婚のお

祝いに贈る習慣があり縁起物とされています。

「紀州てまり」を

実際に刺繍（一部分）

して完成させていただ

く体験です。

平安衣装体験 定員なし（女性限定） １４：００～

平安衣装とは、平安時代（西暦７９４年ころ）

に女性貴族が着ていた衣装です。当時の人

は平安衣装に身を包み、世界遺産の熊野古

道を寺社参詣の旅をしました。このブースで

は平安衣装を着て写真を撮ることが出来ます。

フルーツカッティング体験
定員１８人×３回＝５４人（約３０分）

①14:00～14:30 ②14:30～15:00
③15:00～15:30
身近なフルーツを美しくおしゃ

れに切る技法を学べます。フ

ルーツカッティングを教えてい

る先生がフルーツの切り方、テ

クニックを優しく分かりやすく教

えます。フルーツ王国の和歌

山県でフルーツ

カッティングの

体験をしてみ

て下さい。

和菓子づくり体験
定員３６人×２回＝７２人（約４５分）
①１４：００～１４：４５②１４：４５～１５：３０

和菓子の美しい見た目と上品な甘さは、

古くから日本人に愛され続けています。

和歌山城近くにある和菓子屋「紫香庵」

の職人が、わかりやすく教えてくれます

ので和菓子作りが初めての方でも気軽

にご参加いただけます。

香の護符おまもりづくり体験
定員２０人×２回＝４０人（約４０分）

①14:00～14:40 ②14:50～15:30
古くから仏教で使われていた

香木を使ってあなただけのお

守りを作っていただきます。こ

の体験では、高野山発の塗香

のお守りを作っていただけます。

出来上がったお守りは一年間、

あなたの健康と幸福をサポート

してくれます。

醤油づくり体験
定員３０人×２回＝６０人（約４５分）

①14:00～14:45②14:45～15:30
日本の伝統調味料である醤油

は、日本古来の先人の知恵で作

られ、守り継がれてきた発酵食

品です。日本の醤油発祥地、湯

浅地方の醤油作り体験が出来ま

す。ペットボトル

で簡単に自

分だけのマ

イ醤油を作

って、お持ち

帰りいただき

ます。

山椒の石臼挽き実演 先着２００名（おみやげを用意） 14:00～
山椒とは、東アジアと日本が原産とされる植物です。さわやかな

芳香とビリビリ痺れる辛味に特徴があり、

焼き鳥などの薬味、最近ではスイーツに

も使われます。山椒を石臼で挽く様子を

見学出来て、お土産（山椒の小袋）をお

配りします。

和歌山体験ブース
１１月２４日（日） １４：００－１５：３０

ホテルアバローム紀の国3階 孔雀の間

和歌山体験ブースは、和歌山が誇る伝統文化、

食文化などを体感することが出来ます。ふる

さと和歌山の魅力を五感で味わって下さい。

＜展示コーナー＞

紀州てまり、梅・醤油パ

ネルなどを展示

する予定です。

どうぞご覧下

さい。

茶道体験 先着２００名 １３：００～ （会場：２階ギャラリー龍門）

茶道は、日本の伝統的な芸道の一つです。

くつろげるスペースでお茶やお菓子をいた

だき、心を和らげて茶会の雰囲気を楽しむ

ことが出来ます。旅の疲れを癒せるように、

日本のお茶でおもてなしいたします。

（JA紀南） （新谷睦子氏） （佐藤妙泉氏）

（紀州てまり さゆ紀） （紫香庵）

（湯浅醤油（有））

（和歌山文化協会）

（山本勝之助商店）

（那智勝浦町観光協会）



和歌山県人会世界大会おもてなしプラン 

 県人会世界大会に御参加いただく県人会の皆さまをあたたかく歓迎するため、児童、

学生、企業、団体等多くの方々に関わっていただく機会とするとともに、公共施設を無

料開放し、おもてなし精神を皆様に感じていただく。 

 

１ おもてなしバッグ及び歓迎レセプションへの企業協賛  ※別紙写真参照 

 
２ ボランティア協力 

和歌山大学、信愛大学、JICA ボランティア、国際交流団体から５２名が英語・ス

ペイン語・ポルトガル語通訳および参加者の交流をサポート。また、和歌山県商工会

議所青年部連合会、青年会議所近畿地区和歌山ブロック協議会から２１名が記念式典

等の大会運営をサポート。 

 

３ マラカスにおかえりなさいのメッセージを込めて（移民史理解出張講座） 

  小学校にて和歌山県の移民の歴史を講義し、小学生にマラカスに「おかえりなさい」

のメッセージを記入してもらい、記念コンサートでの演出に利用。 

白浜町立富田小学校、紀の川市立中貴志小学校 

 

４ おもてなしパス（11 月 23 日（土）・24 日（日）共通） 

和歌山県立博物館・美術館、和歌山城、和歌山歴史館無料見学 

 

摘　要 品物 協賛企業

生姜丸しぼり　Wakayama Ginger Ale JAわかやま

飴（みかんちゃん・和歌山みかん飴） 川口製菓（株）

梅干(勝喜梅　梅おもひ（はちみつ仕立て）２粒（箱入り） （株）勝喜梅

ＪＯＩＮみかん 和歌山県農業共同組合連合会

みかん JAありだ

黒飴　那智黒 （株）那智黒総本舗

ドライフルーツ南高梅 ＪＡ紀南

紀州産南高梅　梅と塩（タブレット） マルヤマ食品（株）

ミックスあられ（８５ｇ） 増田米菓（株）

熊野の香りチョコレート （株）エムアファブリー

キクロンA　キッチン用スポンジたわし キクロン（株）

金鳥の渦巻１０巻 大日本除虫菊（株）

洗顔料/ミニボディタオルセット 花王（株）和歌山工場

クリアファイル・３色ボールペン 日本製鉄（株）

ＪＯＩＮみかん 和歌山県農業共同組合連合会

かげろう、柚子もなか （株）福菱

和歌浦せんべい 総本家駿河屋

柿（富有柿）・柿酢飲料 JA紀北かわかみ

味付け海苔 （株）北畑海苔店

金山寺味噌 湯浅醤油（有）

和歌山の地酒　１２種 和歌山県酒造組合連合会

和歌山の本格梅酒　７種 本場紀州産梅酒の会

車坂山廃純米大吟醸 （株）吉村秀雄商店

おもてなし
バッグ

サロンデ
県人会

レセプション

海外県人会参加

者のホテルの部

屋へサプライズ

プレゼントを用

意 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（おもてなしバッグ：協賛商品） 

別紙写真 


