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（写真）ライディ・ゴメス知事ツイッター（出産２日前のタチラ州知事） “１２月２３日に女児出産” 

 

 

２０１８年１２月２４日（月曜） 

 

政 治                     

「マチャド党首 ガイアナ問題で政府と同じ主張 

～Exxon Movil 船を止めた軍の働きを称賛～」 

「ドゥケ大統領 マドゥロ政権の孤立化を求める」 

経 済                     

「CENDAS １１月の基礎食費 BsS.４．５万」 

「通信問題による経済損失は約１４００億ドル？」 

社 会                     

「タチラ州知事 女児を出産」 

２０１８年１２月２５日（火曜） 

 

政 治                    

「ルイス・フロリダ議員 強硬方針に苦言 

～ツイッター利用者 フロリダ議員を非難～」 

社 会                     

「パン・デ・ハモン購入で行列」 

「ベネズエラの年末年始行事」 

「コロンビアで凶悪犯罪者逮捕 

～ベネズエラに送還される～」 

「Francisco de Miranda 通り 誘拐未遂事件」 
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２０１８年１２月２４日（月曜）                         

政 治                       

「マチャド党首 ガイアナ問題で政府と同じ主張    

  ～Exxon Mobil 船を止めた軍の働きを称賛～」       

 

１２月２２日 ガイアナ政府は、ガイアナ海域で原油探

査活動をしていたとされる Exxon Mobil の船がベネズ

エラ軍に妨害されたと訴えた。 

 

この訴えに対して、ベネズエラ政府は「Exxon Mobil は

ベネズエラ海域を運行していた」と主張。船舶を止めた

とされる海域を写真で示している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.232」１２月２２日～２３日付の記事参照）。 

 

１２月２４日 本件について、ベネズエラ主導党（VV）

のマリア・コリナ・マチャド党首はベネズエラ政府の主

張に追随し、Exxon Mobil 船を止めた軍の活動を称賛し

た。 

 

「１２月２２日 海軍のパトロールのおかげでベネズ

エラ海域を探索する 2 隻の船を発見、活動を阻止するこ

とができた。本件は明らかに我が国主権を犯す行為だ。 

私は国際条約を順守する海軍の行動を認める。」 

 

 

（写真）マチャド VV 党首ツイッター 

 

 

 

軍部の反政府因子は、野党政治家の中でもマチャド VV

党首を支持するグループが多いと言われている。 

 

今回の発言は、国境問題だけではなく、マチャド党首を

支持する軍内部関係者への配慮、軍内部の支持拡大など

の狙いもあったのだろう。 

 

なお、マチャド VV 党首は急進派の政治家で米国政府は

彼女の活動を支持している。 

 

１２月２２日 ガイアナ政府が訴えを起こした後、米国

国務省報道官はベネズエラ政府に対して国際条約を順

守するよう苦言を呈していた。 

 

マチャド VV 党首の主張は米国政府のスタンスと衝突

することになり少し違和感を覚える部分もある。 

 

「ドゥケ大統領 マドゥロ政権の孤立化を求める」              

 

１２月２４日 コロンビアのドゥケ大統領はラジオ番

組に出演。諸外国に１月１０日以降、ベネズエラから大

使を帰国させるよう求めた。 

 

また、民主主義と自由を取り戻すため各国は今まで以上

にマドゥロ政権に圧力をかけるべきとの見解を示した。 

 

「ベネズエラ独裁政権によりベネズエラは凄惨な状況

になった。１月１０日に民主主義を守ろうとする諸外国

がマドゥロ政権を認めない意思を示すため、大使を本国

に帰国させることを期待している。 

 

国際社会がマドゥロ独裁政権に最大級の圧力をかける

ことにより、ベネズエラに民主主義が戻ると考えてい

る。」とコメントした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
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経 済                         

「CENDAS １１月の基礎食費 BsS.４．５万」              

 

毎月「CENDAS-FVM」が公表する月額生活費、食費を

紹介している。同組織は基本的に各店舗で価格を調査し、

５人家庭の生活費・食費を割り出している。 

 

これと同じ調査をしている組織がもう一つ存在する。 

「CENDAS」だ。 

 

「CENDAS」も５人家族の月額生活費・食費の定点観測

をしている。 

 

「CENDAS-FVM」は「CENDAS」から分離独立した団

体。「CENDAS」はより低所得者階級の生活地域に重点

を当てて調査をしている一方で、「CENDAS-FVM」は、

より中所得者層を意識した調査になっている。 

 

このCENDASが公表する１８年１１月時点の月額食費

は BsS.４４，９５４．０１。先月比９９．７％増になる。 

 

１８年１１月時点の最低賃金は月額 BsS.１８００。食

料チケットを合わせても BsS.１９８０。 

夫婦共働きだとしても、最低賃金では BsS.３９６０に

しかならない。 

 

つまり月額の最低賃金だけでは５人家族３日分の食費

も賄えないことになる。 

 

「通信問題による経済損失は約１４００億ドル？」            

 

「Netblocks」「Internet Society」という団体が、インタ

ーネット通信のブロック、携帯電波の切断など通信環境

の悪さがどの程度、経済に実害を与えているかを計算す

るシステムを開発したと報じられている。 

 

 

同組織によると、ベネズエラはインターネット通信が遮

断されたことで１日当たり４億ドル超の機会損失をし

ているとの結果を公表した。つまり、１，４７０億ドル

の機会損失をしていると報じられている。 

 

正式な統計は公表されていないものの２０１８年のベ

ネズエラの年間原油輸出額は３００億ドル前後になる

と推測される。 

 

確かにベネズエラのインターネット環境は著しく悪い

が年間１，４７０億ドルの経済損失は言い過ぎではない

か。 

 

社 会                         

「タチラ州知事 女児を出産」                        

 

１２月２３日 PM９時３５分  

野党、行動民主党（AD）に所属するタチラ州知事ライ

ディ・ゴメス氏が女児を出産した。名前はルシアと名付

けるようだ。 

 

ライディ・ゴメス知事は、世論調査会社「Episteme」が

カラカス中・低所得者層（所得階層 C、D、E 層）を対

象に実施したアンケート調査で最も好感度の高い政治

家に選ばれている（「ベネズエラ・トゥデイ No.205」１

０月２０日付の記事参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d28f643a774dd09e35b5798679b359e3.pdf
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２０１８年１２月２５日（火曜）                         

政 治                        

「ルイス・フロリダ議員 強硬方針に苦言        

  ～ツイッター利用者 フロリダ議員を非難～」           

 

１２月２１日 ベネズエラ主導党（VV）のマチャド党

首は、「１月１０日以降の大統領空白を埋めるため、国

会議長が移行政権を発足するための役割を担うべき」と

主張した。 

 

大衆意志党（VP）を離党したルイス・フロリダ議員はこ

のマチャド VV 党首に異論を呈している。 

 

「２０１６年、国会は憲法に従い最高裁判事１３名と２

０名の代理判事を任命したが、彼らは政府に追われて亡

命した。 

 

フレディ・ゲバラ議員はチリ大使館にかくまわれており、

ファン・レケセンス議員は SEBIN に１３７日間も拘束

されている。 

 

１月１０日にマドゥロ大統領を認識しないため、国会議

員は一掃される。」 

と強硬的な方針に苦言を呈した。 

 

この投稿に対して、 

「おまえは共犯者だ」「裏切り者」「野党自身も自分たち

が任命した最高裁を認めず、彼らを見限った」 

といった批判のコメントが数多く投稿されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                         

「パン・デ・ハモン購入で行列」                      

 

１２月２４日 カラカス市内のパン屋には定番料理パ

ン・デ・ハモンを購入するための行列ができた。 

 

現地情報サイト「El Nacional」によるとパン・デ・ハモ

ンは１本 BsS.５，０００～６，０００。 

 

１２月に最低賃金が月額６，０００に改定されたので、

最低賃金１か月分に相当する。なお、並行レートで換算

すれば１，０００円位だろう。 

 

 

（写真）El Nacional 

“サンタ・エドゥビヒスの Punta del Sol” 

 

 

（写真）Nibbles & Feasts  “パン・デ・ハモン” 
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「ベネズエラの年末年始の行事」                  

 

カトリック教徒のベネズエラ人は一般的に言って年末

年始よりもクリスマスを重要視する人が多いようだ。 

 

とは言え、年末年始にもいくつか恒例行事が存在する。 

 

以下では代表的な恒例行事を紹介したい。 

 

１．大掃除 

日本と同様、ベネズエラでも年末は家の大掃除を行う習

慣がある。なお、家の内側から外側に向かって掃除する

のが習わしのようだ。 

 

綺麗な部屋で年明けを迎えることで幸福とエネルギー

が得られると言われている。 

 

２．黄色い下着をつける 

幸福と繁栄をもたらすため、１２月３１日には黄色い下

着を着用する習慣がある。 

 

３．親族で集まる 

こちらも日本と同様だが、ベネズエラは特に家族のつな

がりを大切にする。年末年始は親族で過ごすのが一般的

だ。ただ、昨今の移民増加により年末年始に家族が集ま

ることができなくなっていると報じられている。 

 

４．豆を食べる 

レンズ豆は「富、お金」の象徴と言われる。ゆえに年末

にはレンズ豆を食べることで翌年の経済的な繁栄を願

う習慣がある。 

 

５．１２の鐘に合わせて１２個のブドウを食べる 

年末の習慣として最も一般的と言われるのが１２回鳴

る除夜の鐘に合わせて１２個のブドウを食べる習慣。繁

栄と来年の願いを込めて食べるという。 

 

６．スーツケースを持って外を歩く 

旅行に行くという夢が叶うようスーツケースを持って

外を歩く習慣もある。 

 

なお、筆者は５回ベネズエラで年末年始を過ごしたが、

筆者が住んでいた地域で年末年始にスーツケースを持

って歩く人は見かけなかった。 

 

７．現金を身に着ける 

新年に現金を手、ポケットや靴の中に入れて過ごす習慣

がある。 

 

８．１２時合わせて乾杯と花火 

１月１日の０時０分を待って乾杯するのもベネズエラ

恒例の習慣の一つ。また、同時間帯を待って花火を打ち

上げる習慣もある。 

 

筆者が着任して間もない２０１３年１月、まだベネズエ

ラ経済が比較的好調で日をまたいで大量の花火が打ち

上げられていた。経済状況の悪化とともに花火の数は減

っていった印象だ。 

 

「コロンビアで凶悪犯罪者逮捕             

        ～ベネズエラに送還される～」         

 

１２月２５日 スリア州マラカイボ市の暗殺者集団の

リーダーとされるベネズエラ人 Randy Jose Vargas 氏が

コロンビアのマイカオで逮捕された。 

 

Vargas 氏は少なくとも１５名を殺害した容疑で指名手

配されていた人物。バスでバランキージャに向かう途中、

一般人がコロンビア警察に通報し逮捕されたという。 

 

コロンビア検察はベネズエラ出入国管理局（Saime）に

同氏の身柄を引き渡したと報じられている。 
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「Francisco de Miranda 通り 誘拐未遂事件」         

 

日本人駐在員が多く住んでいるチャカオ市のグスタボ・

ドゥケ市長は１２月２３日にフランシスコ・デ・ミラン

ダ通りで誘拐未遂事件が起きたが、チャカオ市警の活躍

で事件は未然に防がれたとコメントした。 

 

被害者はタクシー運転手。 

２人組のカップルがタクシーを止め、タクシーに乗った

ところで後ろから拳銃を突きつけ、誘拐されそうになっ

たという。 

 

しかし、チャカオ市警が交通コントロールをしている際

に車内の異常に気づいたという。犯人のうち１名は逃走

を試み、拳銃で撃たれた。病院に搬送されたが死亡した

という。もう一人はその場で逮捕されたという。襲われ

たタクシー運転手にケガはなかった。 

 

以上 

 


