
さんちゃん・デ・チワワ 

Ｈｏｌａ トドス 

Ｓｏｙ さんちゃん。 

 ２月４日に金沢からメヒコ（チワワ）へ来て、１週間たちました。関西空港

からまずロサンゼルスで乗り換え、そしてエルモシージョで乗り換えそして や

っとチワワへ着きました。やっぱりチワワは遠かったです。でもロスまでの飛

行機の中でたまたまとなりになった人が、なんと同じチワワに行くと言うこと

で 盛り上がりました。卒業旅行らしく２週間友達２人とドロンズのような旅を

するらしいのです。そして最終目的地がチワワらしいです。チワワで会えたら

すごい けど、はたして会うことができるでしょうか！？ 

 チワワでは、LEX MEXICO のスタッフのアスールの実家にお世話になっていま

す。ルピタ（マードレー）、アブリール（２１歳）、チカ（１６歳）そして私

です。とても素敵なホスト・ ファミリアです。あった瞬間からベッサしてくれ

て、そして３日目くらいからは、何となく思いを伝えることが出来ました。毎

日みんなたくさん話しかけてくれ るので、ポコ・ア・ポキートずつですが、言

葉が増えていっているように感じます。毎晩寝る時にスペイン語のテープを聞

いているのですが、本当にテープの中 には日常使っている言葉がたくさんある

のだなーって改めて感じました。また、テープで聞こえる音が耳に良く残るの

かもしれないですね。来た時もう一度聞き たくて聞こうとするのだけど、その

聞き方が分からなくて、“タシハンボン”じゃなくてー、指で１本と出してゼ

スチャーしても伝わらず、なんとか“オートラ ベス”をゲットしたんだけど、

なかなか覚えられず、つい最近やっと口からでようになりました。ほんとよく

使うからね。毎回“オートラベス・ポルファボー ル”と言っている私です。 

 LEX MEXICO には、ハビエル、マルタ、リス、アスールそして勇さんと倉敷の

なみちゃんがいます。みんなから聞いていたとおり勇さんはとても素敵な人で

すね。そしてもち ろんみんなすごく親切でフレンドリーな感じですぐ打ち解け

る事ができました。話せないけど、当たって砕けろー精神がいいのかも…ヒッ

ポでいつも言ってい る、子供になるとすごく楽です。エヘヘ 

 今こちらでは、大学生交流の最中でみんな大忙しです。アニモートドスー！！

今日メキシコシティーにみんながワクワクドキドキのメヒコの大地を踏ん で



いるはずです。リスが応援にいきました。私は来たばかりで何をしたらいいか

よく分からないですが、勇さんとなみちゃんが作成しているヒッポのマンタ（垂 

れ幕）のお手伝いをしています。あと少しで完成します。来週には、大学生交

流の子達がチワワへ来るのでとても楽しみにしています。 

 毎日があっという間に過ぎていきます。食事もおいしくて食べ過ぎて結構危

険かもしれないです。トルテージャ、フリホーレス（豆）は、トドロスディア

スです。頑張ってたくさん料理の作り方ゲットしますね。 

 みんなももうすぐ楽しい合宿だとおもいますが、またお話聞かせて下さいね。

次回は必ず参加しまーす。 

それではまたね 

アスタルレゴー さんちゃんでーす 

Hola- トドス コモエスター 

 さんちゃんです。少しチワワの生活にも慣れてきましたよ。１２日過ぎくら

いから急にこちらは暑くなってきました。でも朝晩は寒いので、長袖というか

薄手のセーターをきています。日中は半袖で日差しがすごく強いです。 

 今メヒコヒッポでは、アメリカでヒッポしている人がステイに来ていて、ボ

ストンの石子さん（サリー）とニューヨークのはたさんファミリーに会いま し

た。なんとサリーが２人いたのですね。（金沢マイタイＦサリー… サリーのこ

と知ってましたよーサリーが…ウフフ）アメリカ組は、１９日には帰ってしま

うのですが、１７日夜にメキシコシティーから日本大学生交流組が来 て、１８

日にはメヒコヒッポファミリー、ホストファミリー、を加えて何人くらいにな

るか分からないですが、“エクスチェンジ・パーティー”というものがあ りま

す。こちらにきての初めてのイベントなのでワクワクしています。どうもマリ

アッチも見れるらしいです。後日また様子を報告しますので、しばしお待ちく 

ださいね。そして明日は（１７日）オープンファミリーがあります。月１度し

ているらしいです。これもどんなものなのかなーって…… 

 ところでステイ先のことなのですが、私のカッサはたくさん食べ物がでてく

るのですね。しかし 10日くらいあまり野菜ものがでてこなかったのです。 フ

リホーレス（豆）とトルティーヤは毎日で… 野菜食べたいなーって思いながら

いたら、昨日レタスとトマトがすごくたくさんでてきて、もううれしくてうれ



しくてバクバク食べてしまってもう終わり頃に フッと気がついたのですが、

「もしかしてこれはタコスに入れて食べる野菜だったの」って聞くと、「スィ

ー」って答えられてしまいました。ほとんど私が食べ てしまいました。 そし

てーアブリールに「ムイ・ラピド！！」って言われてしまいました。ナハハハ

…でも生野菜すごく食べたかったのですよー！！それでですねーなんと今日の 

お昼ご飯（コミーダ）は、トマトスープにピーマンの中にチーズを入れて揚げ

たもの（名前は忘れてしまいました。）と初ご飯とたくさんのサラダとトルテ

ィー ヤがでてきました。いろんな野菜を使って料理してくれて本当にママはい

い人なのです。チワワは内陸なので、野菜が少し高いらしいです。またメヒコ

シティー では良く野菜を食べるらしいのですが、チワワではあまり食べないら

しいです。 

……次はテープについて…… 

 寝る前に少しでもテープを聞くようにしているのですが、前回書いたと思い

ますが、“オートラベス”を良く使うと言いましたが、テープでも聞こえま し

た。知らなかった！！カバジン見てしまったに「オートラベッコ・ラマニャー

ナ」ってあって“あっ！！”また、よく聞く言葉で“ラピド”がありますが、

関 西空港から大阪へ行く電車で確か“ラピート”ってありましたよね。同じだ

なーと耳に残っていたら、なんとこれもテープにあったのです。カバジンがひ

っくり かえるところで… テープはすごいって楽しみながら聞いています。 

それでは長々と書いてしまいましたが、またメールしますね。 

さんちゃんより 

Hola- トドスー チワワ NO・３ 

 さんちゃんです。今週はとても忙しい１週間でした。前回書きましたが、ア

メリカの交流と大学生交流がかさなりました。その様子を少し書きたいと思い

ます。 

 １７日夜にオープンファミリーがありました。これにはアメリカ組が参加し

たので すが、メヒコのメンバーでない人達が何人か来てヒッポの楽しさを分か

ってもらえたかなーって思います。やはり SADA とかすると、少しずつ緊張がと

けてい くのは、どこでも同じですね。そしてまた、ノレバラの時にマイクをも

つと緊張して“マス・ラピド”な口調になったり…私はスペイン語のファッシ

ョンショー を歌ったのですが、通じたかなー！？ 



 オープンファミリーが終わって大学生組がメキシコシティーからチワワに到

着予定 なので、空港へ行きました。１時間弱遅れて PM１０：４５に到着です。

とてもパワーを感じました。（トラさんベルちゃんに会いましたよー）それか

らみんな をホテルまで案内して、私、ハビエル、勇さんは家路に着きました。

なみちゃんは次の日ホテルからオフィスまでバスでみんなを連れて行くのでお

泊まりしまし た。家についたら、１２時過ぎでしたー。 

 翌日ドキドキワクワクホストとの対面式でした。朝１０時からです。みんな

９時半 にはオフィスについて、ホストを待っていました。１人・２人とホスト

が現れるとみんな緊張ぎみで、ホストも片言の日本語を使っている人もいまし

た。なんか すごくいい光景だなーって思いました。すぐに打ち解けてファミリ

アみたいになって、そしてみんなはそれそれに「アスタルレゴー」と言ってオ

フィスを出て行 きました。私も同じ雰囲気を味わうことが出来てシアワセでし

た。 

 それからが大変です。夜にパーティーがあってみーんなが集まってくるので、

ス タッフは準備を始めました。アメリカ組・大学生組・メヒコヒッポ・ホスト

ファミリー総勢１００人以上いました。ナランハ（オレンジ）を買ってきてそ

れに１ つずつ風船をつけたり、テーブルをならべてテーブルクロスをしいたり、

なにもなかった会場が少しずつ色鮮やかな会場になっていきました。そしてな

んといっ ても勇さんはじめみんなで作った“マンタ”がとてもいい感じでした。

そうこうしているとーあっという間に夜になりました。夜８時頃から始まり終

わったのが １２時を過ぎていました。はじめにアメリカメンバーが前にでてそ

れぞれにあいさつをして、次に大学生組、そしてメヒコメンバーがしました。

それからタコス などを食べた後にＳＡＤＡやダンシングーをして盛り上がり

ました。とても楽しかったです。やはりダンスはラテン系でみんなはじけてい

ました。日本に帰った らこんな感じにみんなで踊りたいーって思いました。パ

ーティーも終わりに近くなった頃に、待望のマリアッチが始まりました。プリ

メラベスの私はとても嬉し かったです。このパーティーはビデオに撮ったので、

楽しみにしていてください。うまく撮れているかはわからないですがー！！あ

っでも勇さんがマリアッチの 演奏でカンタールしたのは撮れてると思います。

そしてこの日も家に帰ったのはＡＭ１時をまわっていたと思います。かなり疲

れたけれど、とても良いパー ティーだったなーって思いました。 

 ここでまたまたこばなしですが、ナランハをおいしそうに２個も食べていた

私を ちゃーんと見ていたホストのママが翌日一緒にスーパーに行ったら、たく

さんナランハを買ってくれて、こうして我が家には徐々に野菜や果物が増えて



いってい ます。 ムーチャド・グラシアス です。そして翌日（１９日）の夜に

アメリカ組はチワワからアメリカへと帰って行きました。空港へ見送りに行き

ましたが、少し寂しかったです。またいつか会 えるかなー…これから１０日間

ほどは大学生のみんなが楽しくステイをします。 

それでは今回はこの辺で…アスタルレゴー 

Ｈｏｌａ トドス チワワ・ＮＯ４ ２月２６日（金） 

 ブエナス・ディアス！！ Ｓｏｙ さんちゃんです。今日もとても良いお天気

のチワワからです。モサール（朝ご飯）が終わってイタリア語のテープを聞き

ながら書いています。ちょっと優雅な気分ですね。 

 今大学生交流がチワワに来ています。と前にも書きましたが、先週のサバド・

ノーチェ ファミリーが終わって一度家に帰ってからなんとーディスコへ行っ

てきました。こちらに来て初めての夜遊びです。なみちゃん、リス、弟のヘル

マン、さかな （アポード）そして私で“オールド・タウン”と言う名前の所へ

行きました。着いてビックリこのディスコは“ロデオ”も見ることができるの

です。ディスコは 木で出来た昔のアメリカ風の作りで、酒場みたいな感じです。

（分かりますか？）そして外にロデオ場があります。確か金・土だけロデオが

あるそうです。駐車 場はもちろん整備されていないところで砂ほこりたてなが

らガタガタ道を通って空いているところに適当にとめます。ここの若者の週末

は、映画かディスコか バーで過ごす人が多いらしいです。 

 ディスコに着くと今日はたくさんの日本人がいました。もちろんみんな知っ

ている顔です。ホストも大学生達も楽しくフロアーで踊っていました。そし て

密かに音楽に合わせて、ＳＡＤＡなんかも踊ったりして…みんなノリノリでし

た。そして時間がきてＤＪが話し出すと、みんな一斉に外へと向かいました。 

（もう終わりなのかなと思った私ですがー）これからがメインイベントーロデ

オの始まりです。 

 はじめて見るロデオはすごく感動しました。真近でみる牛はかなり迫力があ

りました。観客もセルベッサを飲みながらの人や曲に合わせて足踏みしたり し

て、最高―！！ そしてどうも観客からやる人を募集みたいなアナウンスが流れ

てホストの１人とさかながなんと飛び出していきました。牛ではないのですが

３人１組になって子 馬（名前は忘れてしまった）にチャレンジです。みんなか

なり必死に頑張って乗ろうとするけど、乗ったと思ったらすぐ落とされてでも



また押え込んで乗って、 もう土まみれに頑張る姿がとても印象的でした。ラピ

ドなエスパニョールがきっと分からないさかななのに（分かっていたらごめん）

しり込みすることなく飛び 出して、みんなと一緒に頑張ったさかなはほんとに

ケ・パードレ！！ でした。 そしてみんながそう思ったでしょうね。終わって

さかなが戻ってくると、拍手喝采でした。それからまたみんな中に戻って、踊

り出しました。 

 セルベッサにレモン（ライムみたい）を絞って、サルを添えて飲むミチェラ

ーダは結構病みつきになるほど、ムイ・リコーでした。まだまだ夜は終わら な

い感じでしたが、あまり遅くなるとママに悪いので帰ることにしました。すで

にＡＭ１時をまわっていたけど…おそくなってゴメンネ！！ とても楽しい夜

でした。 

 そして話しは変わって、昨日木曜の夜はヒッポファミリーの日でした。たく

さんの大学生達とホストが参加してのＳＡＤＡやメタ活は活気があってよ か

ったです。なんといってもホストも大学生ですからねー。メタ活は、７カ国語

全部して「今のは何語？」なんて言いながらします。はじめて聞く韓国・中国・ 

フランス語とか「日本語―」と言ったりなんかして私もはじめは全然区別出来

なかった時のことを思い出して、今では分かる自分がすごいなーなんて思って

しま いました。ナハハ…そして「ケ・エス・トラカレ？」をトラカレのメンバ

ーがエスパニョールで話していました。なんかとてもすごかったです。数学的

に言葉の 説明をしていました。（タルベス！！）難しい言葉がたくさん出てき

たので、よくわからなかったけれど、ヒッポ・エス・ムイ・インテレサンテ ！！

分からないけれど、少しは分かる気がしました。 

 今週の日曜日にもう大学生達は帰ってしまいます。とてもラピドに感じます。

土曜日に“持ち寄りパーティー”があるので楽しみです。その前に今日の夜は

ヒッポファミリーがあります。また早急に楽しかったこと書きますね。それで

は、また アスタルレゴー 

ブエノー・トドス チワワ Ｎｏ・５ ２月２８日（日） 

 いま空港から帰ってきました。とうとう大学生のみんなが旅立っていきまし

た。一度メキシコシティーへ行って、明日ロス経由で日本へ帰る予定らしい で

す。空港は、ムーチョ・ヘンテ ですごかったです。 ホストも大学生達も泣い

ていたけど、私にはとても良い表情をみんなしているなーって思いました。ハ

ビエルも無事今回の交流が終わることが出来て、一息つけ る感じです。帰りの



車の中では、みんな（ハビエル・勇さん・なみちゃん・私）それぞれの思いが

あったのかほとんど話すことなく帰ってきました。プエスタ・ デ・ソル が ム

イ・ボニーター だなーって思いながら私はいました。 

（２６日の夜） 

 この日のファミリーで思ったことは、ホストファミリーはチワワの大学生で、

たぶんヒッポのことを知らなかった人とかもいたと思うのです。でも今回 の交

流で何度もＳＡＤＡやメタ活をするうちに、いつのまにか“ナーヌン・ヘンモ

カミダ“や”ソウル“などなど出来たりして、またメタ活では「今のフランセ ス・

アレマン・ハポネス」って分かる人もいて、すごいです。ノレバラでは、日々

みんなの言葉が増えてきて、同時にホストとの思い出も増えて来ているので、 

本当の兄弟姉妹のように笑いながら話しているのがとても印象的でよかったで

す。 

（２７日の夜） 

 この日はＰＭ５時頃から、持ち寄りパーティーがありました。私とチカ（妹）

も何か作ろうと私がチャーハン、チカがケーキを作って持っていきまし た。場

所は家から車で５分くらいの大学の一室を借りました。早く着きすぎてみーん

なまだで３０分くらい外で待ってしまった。５時くらいには少しずつみんな 集

まってきて、日本食やメヒコ料理がテーブルに並び出して早く食べたいよーっ

て感じ！！ やっとみんなが集まってはじめはやっぱりＳＡＤＡをして、その後

１家族ずつ前に出て今回の交流について 1言いいました。涙ぐみながら話す人

も…日本の歌を 歌ったり、ホストに教えてもらった歌を口ずさんだりとそれぞ

れにあつい思いをそれぞれの持っている言葉で精一杯表現していました。もち

ろんホストファミ リーもこの 10日でたくさんの日本語と出会えたみたいでし

た。すべての家族が終わるのに 2時間くらいかかりました。それからお食事タ

イムーです。みんな 待っていましたと「どれが日本食？」なんて聞かれながら、

めずらしい日本食をみんなおいしそうに食べていました。もちろん私も久々の

日本のお米だーなんて 3回もカレーをお替わりしてしまった。お好み焼き、ち

らし寿司、白玉、フルーチェ、焼きうどん、チャーハン、タコス、サラダスー

プそしてーとても大きな ケーキ（カバジンの絵が書いてある）などなど…大満

足でした。それから大学生達が“もみじ”と“上を向いて歩こう”を歌いまし

た。ムイコンテンタ！！ とっても楽しいパーティーでした。パーティーの後、

ディスコへバモスーの人達がいました。やっぱり週末はディスコなのですねー。 



 まだまだ書き足りないのですが、なかなか時間が無くてロシエントです。 

それではまた 

さんちゃん 

オラー トドス チワワ・６ 3月 8日（月） 

 さんちゃんです。あっという間に 3月も 1 週間が過ぎましたね。いったい先

週は何をしていたのかな… 

（3月 1日） 

 朝からオフィスへ行きました。もう 1人でバスに乗るのにも慣れました。家

から 5分ほど歩いたところにバス停があります。 “PANAMERICANA”という名前

のバスに乗って、“San Fellepp”でおりまーす。タクシーのように手をあげて

バスを停めるのですが、初めはうまくいかずずーっと待っていたりしました。

また何分おきに同じ バスが来るのかわからずいたけど、00分・15分・30分・

４５分と今では来る時間も覚えてバッチリです。２、６０ペソ乗る時に払いま

す。日本と比べてム イ・バラートですー。バスに乗って座っていると、ポンッ

って膝の上にお菓子（ドゥルセ）を置かれて「どうすればいいんだろーサービ

スでもらえるのかなー」 なんて思ったりしていると一周して集めにきました。

ほしい人が「クワント・クエスタ？」って聞いて買っていました。食べなくて

よかった ！！バス停で待っていると、たまにおばあちゃんみたいな人に話しか

けられたりして本当は言っていること良く分からないのだけど、適当に答えて

います。いつ バスくるかねーなんて聞かれているのに、1ヶ月前にチワワに来

ました。なんて答えたこともありました。ナハハハ… 

 お昼からなみちゃんと一緒にセントロに買い物へ行ったのですが、いかにも

メキシカンって感じのペルソナがいて、（ソンブレロにウエスタンブーツ） あ

まり見かけたことがなかったのでめずらしそうに見ていると、あるカップルが

反対に私達をめずらしそうに見てコソコソ話しているのですー。日本人がめず

ら しいのですね。なんかとてもおかしかった ！！ 

（3月 2日） 

 初めてハビエルの家に泊まりに行きました。ムイ・ボニータ・カッサ ！！日

本のものがたくさんあってすごーく素敵でした。ハビエル家にはなみちゃんが



ステイしていて、勇さんも近くに住んでいます。セーナに明太子スパゲティ を

作って食べました。もちろんＢＧＭはヒッポです。翌朝窓の外に広がる山々が

とてもボニータでビックリしました。日本の山と違って木がないですー。 

 5 日（金）の夜ファミリーの後、メンバーのルピタのヌエボ・カッサへ行きま

した。そしてムイ・リコーパステル（ケーキ）を食べました。6日（土） はメ

ヒコヒッポの 1周年記念ということでファミリー後お祝いで、またパステルを

食べました。そしてこの夜はいとこの結婚式で夜 10時ころからダンスパー テ

ィがあって、またまたパステルがでて食べました。翌日親戚の家でお祝いがあ

り行くと、食事の後またーパステルがでて今日はいらないーと思っていたけど

食 べるとおいしくてついつい食べ過ぎてしまいました。長くなりましたがーこ

の 1ヶ月に 10回は食べたかも…こちらはお祝いには必ず丸い大きなパステルが

でて きます。 

アスタルレゴー 

オラートドス チワワ・７ 3月１５日（月） 

 さんちゃんです。１週間がとてもラピドに過ぎていきます。相変わらずゲン

キに毎日食べています。コミーダにパン・ドゥルセをよく買ってしまいます。 

（3月 10 日） 

 夕方から映画（シネ）を見にいきました。以前車で映画館の前を通ったとき、

「アオラ・ケ・プリクラ？」ってチカがいったのですが、ヘエーシネのこ とを

プリクラって言うんだーインテレサンテと思っていたのですが、最近プリクラ

ではなく“ペリクラ”だということを発見しました。でもプリクラでもちゃん と

通じたのですよ！！メグライアン主演の「Tienes un E-mail」シネもスペイン

語をたくさん聞けるからいいかもって思っていたら、なんと英語で、スペイン

語の字幕だったのです。ガーン ！！シネが始まって英語がスペイン語に比べて

マッタリした感じに聞えて、全然わからないー ！！ でもとても不思議だった

のが、字幕のスペイン語が分かるのです。音が入っているから読めるってこう

いうことなのだー。とーいっても“トゥサベ や ポルケ や ノセ ”なんて簡単

な言葉なのですが、でもとてもー嬉しかったです。英語で分かったり、スペイ

ン語で分かったり、満足してその日は帰りました。毎週水曜日は１５ ペソでシ

ネが見れます。普段は２４ペソです。ルネス９シネマみたいな雰囲気で、ポッ



プコーン、ナチョ、違うところはカウンター横にチレやサルサが置いてあ りま

す。来週も見に行こうと思っています。 

（３月１４日） 

 ヒッポファミリーが終わってから、メヒコスタッフのリスの家に泊まりに行

きました。リスのことを知っている人はたくさんいると思いますが、３年程 前

からホストファミリーをよくしていて、たくさんの写真をみせてもらったので

すが、なんとトシちゃんを発見してしまいました。トシちゃんがメヒコへ来た

時 にオートラ・ムチャチョのホストだったのです。チワワでトシちゃんの写真

を見ることができるなんて ケ・パードレ ！！リスは日本のアニメが大好きで、

マンガもたくさん持っています。前に書いたかな ？ ドラゴンボールがすごく

人気で、あとセーラームーンやセイントセーヤとか… 日本のアニメは世界中で

人気なのですね。 

 全然違うお話ですが、寝る時に“アスタ・マニャーナ”といって寝るのです

が、私はいつも“ケドゥエルマス・ビエーン”とテープにあるフレーズをみ ん

なに言っていたのですが、同じ（ミズモ）意味で“ケドゥエルマス・コン・ロ

サンヘリートス“とも言うそうです。そして返しの言葉が”イグゥアルメンテ 

“なーるほどー ですね。今テープを聞いていたら、“カバジンの見てしまった”

お母さんが確かにー“ロサンヘリートス“って言ってたよー ！！ 見つけた

ー ！！ 

 そして、最近お気に入りの言葉が“ネセシート”なのです。テープにあるか

なーって聞いているのですが、まだ見つけていないです。明日からハビエルと

マルタがウナ・セマナ（１週間）日本へ旅立ちます。２１・２２日に東京であ

るイベントに参加するためです。 

 それでは、アスタ・マニャーナ ！！（ケドゥエルマス・コン・ロサンヘリー

トス） 

さんちゃん 

オラー トドス チワワ・８  

３月２３日（火） 



 さんちゃんです。週末私はデリシャスへ１泊２日の旅へ行ってきました。チ

ワワからデリシャスはバスで１時間１５分（マソメノス）です。デリシャスへ

は、以前トシちゃんがステイした家族がいるということでレガロを持って会い

に行きました。 

 １人で行くのには少し不安もありましたが、チワワバスターミナルまでママ

とアスールが送ってくれて、バスに乗るまで見届けてくれてその上同じデリ シ

ャスへ行くセニョーラによろしくお願いしますと言って…子供が始めての１人

旅へ行く感じです。そのとおりなんだけどね。バスは日本の高速バスと同じで

と ても乗り心地が良くて、テレビではハリウッド版ゴシラをしていました。外

の広大な景色を見たいけど、ゴジラも見たいと大変でした。 

 デリシャスはチワワに比べて小さな町でした。バスを降りて歩いていくと前

もって電話で連絡していたのですが、パティのママが迎えに来てくれて紙芝 居

で見ていた写真と同じ人だー（当たり前ですが）って感動してしまいました。

ママはとてもゆっくり話してくれるのでとても分かりやすかったです。初めお

互 いに言葉が通じないかもって感じがありましたが、時間がたつうちに関係な

くなっていきました。 

 早速家に案内されてコミーダ（お昼ご飯）を食べました。パティは仕事らし

く２人で食べました。トシちゃんという共通の話題があったので話しがつき ま

せんでした。食後パティが働いているラジオ局へ行きました。パティとのご対

面です。またまた写真と同じでやっぱりトシちゃんに似ているなーって思いま

し た。とても明るくて元気でしたよ。 

 ３時に仕事が終わって、恋人のイランとパティがなんとー馬を見せにつれて

行ってくれて、そこで初体験の乗馬をしてしまいました。もうすごく感激 ！！

カバーヨスはムーチョ・ボニートで “プエデ・ポキート・ラピド？”なんて言

って気分はソノコ ！！（でもー私は暴れん坊将軍のしんさんって感じ）デリシ

ャスまで来て本当に良かったなーって思いました。それから恐竜博物館へ連れ

ていってくれました。 とてもとても暑くて私はメロンジュースをパティ達はお

米ジュースを買って飲みました。ムイ・リコー ！！夜はアーニョ・パサド（去

年）に出来た新しいディスコ（ＴＥＸ・ＭＥＸ）へ行きました。ここでも以前

チワワで見たロデオを見ることができました。トド ス・ムーチョ・バイラー

ル ！！１時半ころディスコを後にして家に帰るとママが内鍵をかけてしまっ

ていて中に入ることが出来なくて（毎日とてもカンサードらしいです。）ちょ



っと離れ たおばあさんの家に行くことになり、そこで泊めてもらいました。夜

遅くに申し訳ないです。 

 朝おきて改めておばあさんにあいさつして、朝ご飯をごちそうになりました。

パティママも朝起きて誰もいなくてビックリしておばあさんの家に電話し て

私達がいることを知りホッとしていました。朝ご飯は手作りのトルティーヤ・

デ・アリーナとフリホーレスコンケソとチレを使ったものでした。いつもコン

プ ラールだったトルティーヤだったので作り方ゲットしようと思わずメモっ

てしまいました。 

 今日はパティの仕事場のラジオ局がコンプレアニオス（誕生日）らしくフィ

エスタがあり、早々にパティは食べて１度家に帰って着替えなくてはいけな い

ので出かけていきました。私はパティママとしばらくのんびりしてから家に帰

りました。帰りの車の中で、日本のにわとりは“コケコッコー” で メヒコの

ガーヨは“キッキリキー” インテサンテー ！！ で盛り上がりました。チワワ

に帰ってケロッグスのコーンフレークを見ると確かに“Ｋｉ－ＫｉＲｉＣｒｕ

ｎｃｈ“って書いてありました。日本のは何て書いて あるのかなー… 

 家についてまたまたパティママと話していると、デリシャスで１人日本人を

見たことがあるっていうので会いにいってみるとお店が閉まっていて残念だ 

ねーって帰ってきたのですが、ママはどこかへ電話して夕方からお店をやって

いるという情報を得て再び尋ねることにしました。お店の名前は“多多味（タ

タ ミ）”韓国料理店でした。そしてその女性はもちろん日本人ではなくて韓国

人でした。２年前にここにきてエスポーソはメヒカーノらしいです。２人の共

通語は スペイン語だったので、結局スペイン語で話しました。でもお互い少し

の日本語と韓国語を知っているので話したりもしました。私の韓国語はペルフ

ェクトーっ て言われてとても嬉しかったです。そしてここに豆腐（アメリカ産）

があり、どうしてーって聞くとエルパソで買えるらしいです。いいなー ！！メ

ヒコ料理おいしいねーって話していて、特に“Ｍｏｌｌｅｔｅｓモジェーテス”

が好きって聞いて、お昼はこれを作って食べることにしました。白パンを 半分

に切って、バター、フリホーレス、チョリソー、チーズの順にのせオーブンで

焼きます。ピザみたいですね。 

 ラジオ局へパティを見に行こうとした時、ちょうど仕事で家のそばを通りか

かったパティパパにも会うことができました。またまた写真と同じ ！！ カン

ポとマリアッチの話しをするととても懐かしそうに笑っていました。「今度い

つトシエはくるんだったっけ」ってママに聞いていました。それから私はパ テ



ィのＤＪの活躍を見て、デリシャスを７時ころでました。チワワに着くと電話

してあったのですが、チカとママとアブリールが迎えに来てくれて無事家に着

く ことができました。みんなー本当にありがとう ！！まだまだ話しはつきま

せんが、デリシャスでまた新しい人達との出会いがあって楽しかった。パティ

もママもトシエの友達ってとても喜んでくれました。あ と２人のエルマノはア

メリカ留学中だったので会うことが出来なかったけれど、パパにも少しだけど

会えて良かった。 

 ３月末からメヒコでは“セマナ・サンタ”というお休みがあります。私はハ

ビエル家族と勇さんと一緒にＰｕｅｂｌａへ旅に行きます。その後メヒコシテ

ィーでのオープンファミリーがあるので２週間ほどチワワから離れます。また

どんな人達と出会うことができるか楽しみです。 

それではアディオス 

さんちゃん 

オラー トドス チワワ・９ 

 とてもお久しぶりです。４月（アブリール）もはや半月がすぎました。来週

には春の交流の人達が出発しますね。１番はイタリアのセトゥで、メヒコバー

ビー、Ｙ 上海のアリスですね。準備会もとても盛り上がったみたいですね。 

 私は３月末から、ポエブラ経由メヒコシティへ行く予定が変更になって、４

月６日から１週間直接シティへ向かいました。行きは車で帰りはバスでし た。

チワワからシティまで車で２０時間ほどかかりました。ハビエル一家と勇さん、

リス、私です。車の旅はとても疲れたけれど、メヒコの広大な大地・山・ ずー

っと続くまっすぐな道そして沈む夕日、またチワワからメヒコに向かうにつれ

て水が豊富になっていくのか、カフェ色だった景色が徐々にベルディに変って 

いきました。“世界の車窓から“ を目の当たりに見てしまった（ヤーロエビス

ト）という気分でした。また、今までチワワしか知らなかった私にはこんなに

緑がメヒコにもあるんだーと改めて感 じました。途中サンルイス・ポトシ で

１泊して、翌日シティへ ポルフィーン ！！ 

 シティはすごい 人・車・クラクションでした。カシ・東京ですね。ならばチ

ワワは カシ・金沢って感じです。シティでは、オープンファミリーをしました。

どうなるのだろうとプレオクパドでしたが、ヒッポに興味がある人が多くて良

い感じで した。また、インテルカンビオで受け入れをした家族も来ていました。



ＳＡＤＡやメタ活やノレバラをしました。チワワとはまた違った雰囲気でイン

テレサンテ でした。ノレバラの時、今ある私の言葉でヒッポを語ったのですが、

（ほとんどメ・グスタ・ヒッポの繰り返しだったです）みんな耳を傾けて聞い

てくれて「ブ ラボー。」ってお世辞でも言ってくれてとても嬉しかったです。 

ＶＩＰＳ（ファミリーレストラン）へ行った話… 

 食事を終えてデザートを頼むとき、店員さんに「プランタ・ポルファボール」

と言うと、「コモ ？ 」 オートラベス言うと…・どうも違うらしいマルタ、リ

ス、そして子供たちまでもキョトンとしている。私はプラタノ（バナナ）のつ

もりで言ったのですが、プラ ンタは植木のことなのですよねー。みんな大爆

笑 ！！本当にほしかったのは、フラン（プリン）だったのです。ナハハどれも

聞こえかたが近かったのですよー 

自由時間… 

 半日ほど時間が会った時、リスと２人ソカロへ行きました。ここにはラテン

アメリカ最大の教会建築のカテドラルがありました。完成までに２５０年か か

ったらしいです。私が行った時も修復工事をしていました。すごく大きかった。

あっとうされました。たくさんお金がところどころに使われていました。リス 

いわくディオスはこの大教会をあまり喜んでいないと思う。ポルケ ？なぜなら

たくさんのインディオがこき使われて、なくなったらしい。そう聞くと、どこ

か悲しみが教会の中に充満している感じで肌寒さというか物悲しくなり まし

た。 

話しは変って…… 

 シティーで勇さんのエスポッサとドス・エルマナスに会いました。今チワワ

にも来ています。初めて会ったのですが話しに聞いていたとおりとても素敵 な

人でした。オープンファミリーの時に、スペイン語・フランス語・中国語など

滑らかな話し方にケ・パードレ ！！これがヒッポなんだーって思ってしまいま

した。今週のチワワのファミリーでまた聞けるかと思うとワクワクします。 

それではみなさん 

アスタ・プロント 

 



コモエスター トドス チワワ・１０ 

今回はチワワファミリーについて… 

 今週のファミリーはいつも以上に楽しかったです。やはり勇さんのエスポッ

サのケソ（メヒコアポードちなみに勇さんはフリホーレス。フリホーレス・ コ

ン・ ケソはコミーダメヒカーノで有名）がいたせいでしょうか…普段は「オラ

ー」しか言わない人も、長くはなしていました。ケソさんの中国語・スペイン

語・英語 などなどを聞いていて、これがヒッポで話せるようになった人なんだ

ーってまたまた実感しました。ケソさんは誰にでも“めんと向かって話してる”

感じで、臆 すること無く今持っている言葉を上手に使って話していてケ・ビエ

ーン ！！ 

 チワワＦではカバジン１をよく聞くのですが、アスールがカバジンを歌いま

すと言って「ぼくはなあに」と言うと 「ケソヨ」「ジュ・シ・クゥア」日本語・

スペイン語・フランス語などが次々とみんなの口から自然に飛び出してきて、

歌っているみんながビックリしていまし た。もちろん私もです。（ミオスース

ト）考えるより先に口が動いているのです。インテレサンテ。チワワＦが出来

てやっと１年です。でも２ヶ月前より確実に ファミリーでの言葉が増えてきて

います。やはり大波でも歌うことが大切ですね。試行錯誤しながらもメヒコで

も楽しくヒッポしていますよ。 

エンパナダ・デ・マンサーナ 

 メンバーのオルベカッサに集まってみんなでお菓子を作りました。アリー

ナ・マンテカ・コカを混ぜてリンゴジャムを挟んで焼いたものです。とても簡 単

でおいしかったです。セトゥーやかのこさんカッサに集まってお食事会をした

ことを思い出しました。作りながらみんなでいろんな世間話をしたりして、こ

ー いうのも楽しいのですよねー。作り方はゲットしたので、楽しみにしていて

くださいね。でもこーいう時のしゃべりは、まだまだ私には分からないので笑

いなが らもけっこう必死に聞いていたりするのですよねー。だからすぐ疲れて

「テンゴスェニョ」と言うと「アーイ・ニーニャ」って言われちゃいます。 

フィエスタ… 

 フリホーレスさんがお世話になっているということで、ケソさんと２エルマ

ナスがコミーダ・ハポネスをみんなに作ってくれました。ムーイリコー、サ ブ

ロッソ、でした。たくさんの人が集まったのですが、メンバーのノエリアの友



人でカナダ人４人が来ていて、フランス語圏夫婦と英語圏夫婦（仕事でメヒコ

在 住）久々に生イングレスを聞いて？？？って感じでした。みんなで話してい

る時なんて、英語で質問してスペイン語で答えて、また日本語も入って「スペ

イン語 は早くてわからない」って言っていました。私にしたら、両方ともそう

だよって感じです。フランス語圏の人の話す英語は、より分からない ！！ 

 ハビエルが日本でゲットした言葉で、“ではーそろそろー”があるのですが、

夜も更けて、“そろそろー”とハビエルがいうと、みんなすごいーってす ると

あるセニョーラが「スペルはどう書くの？」みんないっせいにひいてしまいま

した。 ＳＯＬＯＳＯＬＯ…なのかな…この方はいつもスペルを聞くそうです。 

 今週末はエルモシーリョに旅立ちます。チワワからバスで１２時間くらいら

しいです。チワワ以上に暑いらしいです。バービーとも会えるのですごく楽し

みにしています。 

アディオス 

オラー トドス チワワ・１１ 

 お久しぶりです。Hermosillo から帰ってきて１０日が過ぎました。チワワは

とーっても暑いです。日中は３０度を軽く越えているらしいです。夜も８時こ

ろまで明るいですよ。最近近くで 売っているフルーツを買って食べるのが好き

で、ピーニャを買うとサル、チレをかけてくれて、これがまたとてもおいしく

てやみつきです。 

 ええと、春の交流では、たくさんの思い出ができました。久々のバービーと

の再会なのでワクワクしながら空港ロビーで待っていたのですが、１人また １

人と日本からのメンバーが出てくるのにバービーは来ない ！？ なんとースー

ツケースをあけられて大変 ！！これは何って全部開けられて…涙の再会がそ

れどころではなかったです。あまりにもしつこいおじさんなので、途中からフ

ガンドって感じ。でもコーディ ネーターのケニーさんの口添えでなんとかなっ

てホッー 

 なんとー交流では、途中からホストファミリーをかわりました。ずーっと我

慢していたのですが、グラシアスパーティーの時に爆発してしまいまし たー。

チワワに帰ってからハビエルに言うと９９％ hermosillo は良いホストだけど、

残り１％に当たったねってもっと早く替えてって連絡すればよかったのにって

…トホホ…私にしたらカンビオは絶対 だめかなーって真剣に考えていたので



すが、せっかくのヒッポの交流寂しいまま終わりたくないって勇気だしてとい

うか“わがまま”になりました。残り３日間 は、とっても楽しくて楽しくて、

日本へ帰る時にもう１度寄っていこうと思っています。Hermosillo が大好きで

す。結果的にはとても印象深い旅でし た。きっと２倍楽しむことができたのか

なーどうしても自分とは合わないって思ったら、１人悩まず誰かに相談するこ

ともインポルタンテ って思いました。帰ったらまたくわしく報告しまーす。 

 ―チワワとの違いー 

１、町並みがきれいでオシャレ 

２、ペスカードの種類がたくさん（海までカシ１時間） 

３、言葉のアクセント（波が大きい）が違うんですね。 

４、ティエンダ（お店）がたくさん 

５、映画代が少し高い  

などなど… 

 コーディネーターのケニーさんは、とっても良い人でした。バス時間まで時

間があって家で休ませてもらったのですが、すごく話し好きで気さくでヒッポ

が好きで大好きになりました。 

 ５月はマス・ラピドに日々が過ぎていきます。フィン・デ・セマナは、フィ

エスタがあってドミンゴにはオートラベス ジョ・イル・ア・デリシァス ！！ 

それではまた。。。アスタ・プロント 

オラー トドス チワワ・１２ 

オラートドス さんちゃんです。これがウルティマカルタになりまーす。 

…ながい１日… 

 朝９時に勇さんの車でデリシァスへ行ってきました。今回の目的はアリスが

以前ステイしたミゲル一家に会うことそして再度トシちゃんの友達のパティに

会うことです。勇さんもミゲルのことは良く知っていました。 

 デリシァスに着いてまずミゲルの子供たちへのおみやげを買いました。そし

てたしかこの辺がパティの仕事先のラジオ局があるとブスカンドしていた ら、

偶然パティの同僚に会って無事パティと再会できました。そしてなんとパティ



は勇さんとエスポーサのひろこさんのことを知っていました。前に来た時のこ 

とを覚えていたそうです。すごいです！！そしてパティはＤＪしながら私達と

も話していて、勇さんはとーってもプレオクパドそうでした。もちろん私も… 

 ペローパティは“ノーテプレオクーペ”って…そしてなんといつのまにか私

と勇さんもラジオ出演したのですよ。前にトシちゃんが来た時もでたんだ よっ

て言っていました。本当はデリシャスに着いたらミゲルに電話するねって言っ

ていたのにミオスースト（ビックリした）！！ なんとミゲルがラジオ局にあら

われたのですよ。どうしてー 

 …そうなのです…いくら待っても連絡がなくて心配していたらラジオから私

達の声が聞こえてくるではありませんか。あわててかけつけたそうです。ミ ゲ

ル ロシエントームーチョ ！！でもおかげでミゲルもラジオ出演して“ケ・エ

ス・ヒッポ”についてラジオで話してくれました。ムイ・ビエーン ！そしてミ

ゲルとパティも知り合いになりましたー。ドブレ・ビエーン ！！ 

 あとでパティと会う約束をして、私たちはミゲルの家に行きました。アリス

の写真でいつも見ていた赤ちゃんロシーヨに会いましたー。もう３歳になっ た

そうです。すーごくよく話す子で「ハポネシータ・ベン・ベン」って言われて、

とーってもボニーター！！バッチシ写真撮ったので、アリス楽しみにしていて 

下さいね。またエスポーサのロシー、長女エリカもしっかりお姉さんしてまし

た。コミーダに“フラウタ”をごちそうになりましたー。（トルティーヤのア

デン トロにカールネを入れて巻いて揚げたもの）そしてしばらくみんなでプラ

クティカル ！！ 

 それからみんなでパティカッサへ行き、家にはママ・パパ・弟のメモ・パテ

ィ・アミーゴデパパがいました。それぞれムーチョグストやコモエスターな ん

て話していましたよ。とってもすごいですねー。金沢で見ていた写真の人達が

一緒にいるのですよ。パティとミゲルと私と勇さん…友達の友達が…つながる

… 

 アリスｙトシちゃんがオートラベス来るのみんなが待っています。本当にデ

リシァスに来て良かった。ビバ ヒッポ ！！ 

 もっといたかったけれど、５時からのウルティマアクティビダデイッポがあ

ったので名残惜しみながらデリシャスをあとにチワワへと向かいました。 ３０

分遅れでなんとか無事チワワに帰ってきました。ホッファミリーのあとに持ち



寄りで“アディオスさんちゃん“をみんながしてくれたのですが、ケーキカッ ト

の時に初め口でかじってからカットだよって言われて、メヒコ風かーっておも

しろがってかじるとーなんと後ろから頭押されて顔にケーキがー…ケーキの味

は もちろん デリシオッソ、サブロッソー！！（この様子は後日ビデオにて…）

それからセントローにあるオシャレなバルに連れていってもらい、甘―いベサ

メムーチョなど を聞きました。 ケ・ブエナ・ボス ！！またアメリカ人のエミ

リーがポテト日本語で？“じゃがいも”と言うとノエリアに早速「じゃがいも

分かりますか？」「分かりませーん」って言いあってま した。帰る時ロスで１

泊ソラなので、今がチャンス生イングレス聞かなくちゃー密かにアニモーさん

ちゃんでした。おかげさまで何とかなりそうですー。セン キュー 

 帰宅は夜中１時でした。 とっても長い１日だったけど楽しかったです。みな

さん ムチシマ・グラシアス ｙムイアマーブレー 

 チワワにいるのもあと４日です。過ぎてしまえばあっという間ですね。この

カシ４ヶ月間、たくさんの人と友達になりました。メヒコでも同じテープを 聞

いて楽しくヒッポしている仲間がいるのですね。そしてメヒコ料理も大好き、

来た時はのりがきらいって言っていたチカもいつのまにかおいしーって醤油つ

け て食べているしねー。まだまだ言い残したことがあるかもしれないですが、

この辺でフィンということで… 

 私のカルタを読んでくれてグラシアス！！メヒコの雰囲気が伝わったかなー

… 

 ではまた金沢帰ったらよろしくですー。 

 ウナブラッソ さんちゃん 

 アスタ・プロント 

 


