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（写真）米国国務省 “３月３１日 ポンペオ国務長官 移行政権発足のための「国家評議会」の発足を提案” 

 

 

２０２０年３月３０日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 野党関係者への暴力を非難」 

「マドゥロ大統領への懸賞金は内部混乱が目的」 

「アルカラ氏 コロンビアの麻薬重鎮と関係あり」 

「西政府 カルバハル被告を引き渡さない理由」 

経 済                     

「ロスネフチの PDVSA 事業撤退の影響」 

「Fedecamaras 更なる経済対策を求める」 

「１９年３月 ベネズエラは日量６７万バレル」 

社 会                     

「Hotel las Mercedez Covid-１９感染者受け入れ」 

２０２０年３月３１日（火曜） 

 

政 治                    

「米国 政権移行のため国家評議会発足を提案 

～進展に応じて制裁を段階的に解除～」 

「野党国会 国家緊急政府を承認」 

「マドゥロ政権 米国の提案を拒絶」 

「３月末の Covid-１９感染者 １４３名」 

「検察庁 テロ容疑でグアイド議長に出廷命じる」 

経 済                    

「Chevron 関係会社 ベネズエラ事業を停止」 

社 会                     

「チャカオ市公園で Covid-１９感染者」 
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２０２０年３月３０日（月曜）             

政 治                       

「グアイド議長 野党関係者への暴力を非難」       

 

３月３０日 野党国会は、マドゥロ政権の「特別警察部

隊（FAES）」が、グアイド議長の支援メンバーであるラ

ファエル・リコ氏の彼女（恐らく内縁の妻）のアンドレ

ア・ビナチ氏（女性）を誘拐したと訴えた。 

 

また、今回の誘拐事件について国連のバチェレ人権高等

弁務官に通報したと発表した。 

 

野党国会の説明によると、誘拐されたのは３月３０日の

早朝。FAES がチャカイート地区にあるアンドレア・ビ

ナチ氏の自宅に突然押し入ったという。また、FAES は

その場にいた家族に暴力を振るったという。 

 

そして、その場にいたアンドレア・ビナチ氏を誘拐した

としている。なお、ビナチ氏は誘拐後、すぐに解放され

ている。 

 

同日、グアイド議長はツイッターを投稿。 

「ビナチ氏は服を脱がされ、裸のまま高速道路に投げ出

された。彼女の母親は暴力を振るわれた。」 

とマドゥロ政権の非人道性を訴えた。 

 

 

（写真）国家通信センター（野党国会） 

“FAES と思われるグループに誘拐される様子” 

「マドゥロ大統領への懸賞金は内部混乱が目的」         

 

３月２６日 米国政府はマドゥロ大統領らベネズエラ

政府高官１４名を訴えた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.424」参照）。 

 

特にマドゥロ大統領、カベジョ制憲議長、カルバハル元

国会議員、アルカラ元将軍については懸賞金をかけて拘

束の協力を求めた。 

 

「EFE 通信」は、米国政府関係者（匿名）から入手した

情報として、米国政府がマドゥロ大統領に懸賞金をかけ

た理由は、マドゥロ政権を内部から崩壊させるためのイ

ンセンティブのためと報じた。 

 

匿名の米国政府関係者は EFE 通信のインタビューに対

して 

「米国当局に協力しない人物に幸せが待っていないこ

とは歴史が証明している。パブロ・エスコバル、ホアキ

ン、グスマンなど過去の麻薬犯がそうだった。」 

と述べたという。 

 

なお、今回の懸賞金にパドリーノ・ロペス国防相やマイ

ケル・モレノ最高裁判長らは入っていない。 

 

その理由については様々な憶測が存在するが、最も有力

とされるのは、ロペス国防相とモレノ最高裁は米国側に

協力する可能性がまだ残っているからという説だろう。 

 

１９年４月末に起きた「自由オペレーション」の際、マ

ドゥロ政権は崩壊の一歩手前だった。その際にマドゥロ

政権崩壊に水面下で協力していたのはモレノ最高裁だ

ったとされている（「ウィークリーレポート No.96」参

照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf
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また、「自由オペレーション」の当日にロペス国防相の

家族がロペス国防相に対して、マドゥロ政権から離反す

るようビデオメッセージを流した（「ウィークリーレポ

ート No.95」参照）。 

 

「米国 政権移行のために国家評議会発足を提案」で後

述するが、米国政府は軍幹部体制の維持を前提とした移

行政権の発足を提案しており、協力者を優遇する姿勢を

示している。 

 

「アルカラ氏 コロンビアの麻薬重鎮と関係あり」                  

 

コロンビアのメディア「El Tiempo」は、コロンビア警

察当局がアルカラ氏に関する調査を開始したと報じた。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、アルカラ氏の妻が、

コロンビア北部の麻薬取引グループの重鎮の娘だと指

摘した。 

 

「El Tiempo」によると、アルカラ氏の妻であるマルタ・

ゴンサレス氏は昨今コロンビアでドゥケ大統領との関

係が指摘され問題になっている麻薬犯ホセ・ギジェルモ

氏（通称、Ñeñe’ Hernández 氏、下写真赤丸の人物）の

関係者のようだ。 

 

 

（写真）El Tiempo 

“１８年のドゥケ大統領選挙キャンペーンの写真” 

 

アルカラ氏およびドゥケ大統領との関係を指摘されて

いるギジェルモ氏は家畜をベネズエラに輸出すること

を表立った家業としており、家畜の輸出を隠れ蓑にベネ

ズエラへ麻薬を輸出していた可能性は高そうだ。 

 

なお、３月２３日に武器密売で逮捕されたモリナレス・

ドゥケ氏の証言によると、武器はジャシット・アルバレ

スという人物の指示により、リオアチャで「Pantera」と

いう人物に引き渡す予定だったという。 

 

この「Pantera」という人物は、ロベルト・コリン・イバ

ラ氏というアンドレス・イサラ観光相のボディーガード

を務めていた元軍人だという。 

 

この情報は「ベネズエラ・トゥデイ No.425」でロドリ

ゲス情報通信相が説明した内容と全て一致している。 

 

ただし、一番の問題となるクリベル・アルカラ氏が誰の

味方だったのかは明らかになっていない。 

 

「西政府 カルバハル被告を引き渡さない理由」         

 

急進野党系メディア「PanAm Post」は、米国政府関係

者からの情報として、スペイン政府がウーゴ・カルバハ

ル元国会議員の身柄を米国に引き渡そうとしない理由

について報じた。 

 

「PanAm Post」によると、スペイン政府はベネズエラ

で行われていた麻薬取引に関与していたという。 

 

カルバハル元議員がベネズエラの諜報機関（GIM）のト

ップを務めていた当時、スペインは現与党「社会労働党

（PSOE）」のロドリゲス・サパテロ政権だったという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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当時、故チャベス政権とサパテロ元西首相が麻薬取引で

協力関係にあり、カルバハル氏の持つ情報が米国に渡る

ことを恐れていると報じた。 

 

経 済                        

「ロスネフチの PDVSA 事業撤退の影響」           

 

３月２８日 ロスネフチはベネズエラでの事業を全て

終了し、ロシア政府が１００％株式を保有する会社に事

業を移譲すると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.425」参照）。 

 

本件について「Konzapata」はどのような影響が起こり

得るかを報じた。 

 

主な内容は以下の通り。 

 

１．ロシアとベネズエラ間の取引の不透明さが増す 

 

ロシア政府が１００％株式を保有する会社と PDVSA

との取引は完全に国家間の交渉となる。 

これまでロスネフチがロシア政府との間に立って取引

をしており、ロスネフチの PDVSA 事業はロンドン証券

取引で一部が報告されていたが、今後はそれらの報告が

無くなる。 

 

２．ロシアとベネズエラの関係強化 

 

ロスネフチがベネズエラ事業から撤退した意味は小さ

くない。しかし、ロシア政府は引き続きマドゥロ政権へ

の支援の意志を示しており、両国の関係が一層強化され

ることが予想される。 

 

 

 

 

 

３．シェブロンなど他国企業の事業にも影響 

 

シェブロンなど米国エネルギー事業者は、４月２２日に

PDVSA との取引ライセンスの期限が切れる。このライ

センスが延長されない場合、ロスネフチが空白を埋める

懸念がある。また、その際にシェブロンと共同出資をし

ている少数株主も何らかの決定をしなければいけない。 

シェブロンに限らず外国の石油業者がベネズエラから

事業を撤収した場合、ロシア政府が空白を埋める懸念が

ある。 

 

４．ロシア政府と米国政府の対立強化 

 

ロシア政府が PDVSA との関係を強化すれば、ロシア政

府と米国政府の対立が深化する。米国はロシア政府に直

接的な制裁をかけるかどうかを検討する必要が生じる。 

 

５．ロシアの野党派国会との決別 

 

ベネズエラの「石油炭化水素法」では、PDVSA の資産

を処理するには国会の承認が必要になる。 

 

グアイド政権率いる野党派国会がロスネフチの資産を

ロシア政府１００％出資会社に移譲することを承認す

るとは考えにくく、PDVSA 資産の移譲は与党派国会の

承認を経ることになる。つまり、ロシア政府と野党派国

会の関係は悪化する。 

 

「Fedecamaras 更なる経済対策を求める」                  

 

３月３０日 「Fedecamaras」のリカルド・カサノ代表

はマドゥロ政権に対して、現在の経済対策では不十分で

あると非難。更に経済対策を施行するよう求めた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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「緊急事態で、国家が結束しなければならない状況にあ

る。我々は経済危機に対峙するため様々な提案を行った。

マドゥロ政権の施行した政策は我々の提案とは異なる

もので、ベネズエラの民間セクターを危険にさらしてい

る。Fedecamaras は税制の柔軟化を求めている。CLAP

の継続は危機克服の回答にはならない。 

 

我々は国民の生命を守るため、引き続き生産活動を継続

したい。しかし、燃料不足、水不足、電力不足が企業活

動を妨げ、食料や医薬品の安定的な生産に悪影響を与え

ている。 

 

政府は民間セクターと問題の解決に努めなければなら

ない。Fedecamaras として、国民が求めている国際支援

を受け入れることを求める。」 

と述べた。 

 

３月２３日、２４日とマドゥロ政権は一連の経済政策を

発表（「ベネズエラ・トゥデイ No.422」「No.423」参照）。

融資関連では一部、Fedecamaras の提案が反映されてい

るが、税金関連の免除・柔軟化は発表されてない。 

 

 

（写真）Reporte Ya 

“リカルド・カサノ Fedecamaras 代表” 

 

 

「１９年３月 ベネズエラは日量６７万バレル」                  

 

「ロイター通信」が入手した内部情報によると、先週（３

月２３～２７日）のベネズエラ産原油の産油量が日量６

７万バレルだったという。 

 

オリノコ流域で産出された原油は日量３６万４，９３０

バレル。２０年１月には日量５０万バレルほど算出して

いたため、この２カ月で大きく減少した。 

 

スリア州で産出された原油は日量１５万バレル。 

 

北西部で産出された原油は日量４万バレル。なお、同地

域では３月に爆発が起きたため、日量１０万バレルあっ

た生産が大きく落ち込んだという。 

 

なお、前述の産油量の合計は日量５５．４万バレルでロ

イター通信の報じた日量６７万バレルと差がある。この

差については記事では特に説明されていない。 

 

社 会                        

「Hotel las Mercedez Covid-１９感染者受け入れ」           

 

日本人の行動範囲でもあるラスメルセデス地区にある

宿泊施設「ホテル・ラス・メルセデス」は、Covid-１９

感染者の一部をホテルに宿泊させると発表した。 

 

病院では患者の増加に伴い寝る場所が不足しており、こ

れに対応するためとしている。 

 

先だって、マドゥロ政権は患者の寝る場所を確保するた

め、必要に応じて国営ホテルには軽症患者を宿泊させる

と発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.422」参照）。 

 

「ホテル・ラス・メルセデス」は「Inversion Velicomen」

が出資するホテルで民間セクターのホテル。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/80bacd6a8895f154b8f52bc85d3ccf44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aefcc4447f639c928610b2e08772fb45.pdf
https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-petroleo-produccion-idLTAKBN21H2QH
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/80bacd6a8895f154b8f52bc85d3ccf44.pdf
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今後、感染者が増えれば民間セクターのホテルにも

Covid-１９の感染者が宿泊するようになるのかもしれ

ない。 

 

少なくとも出張でベネズエラを滞在する際には、宿泊施

設が民営のホテルであったとしても Covid-１９受け入

れホテルになっていないか十分に確認した方が良さそ

うだ。 

 

 

（写真）Maduradas 

“ホテル・ラス・メルセデス” 

 

２０２０年３月３１日（火曜）               

政 治                        

「米国 政権移行のため国家評議会発足を提案      

    ～進展に応じて制裁を段階的に解除～」        

 

３月３１日 米国のポンペオ国務長官は、ベネズエラ国

会に対して「民主主義移行のための枠組み（Marco para 

la Transicion Democratica）」と題して、国家評議会の発

足を提案した。 

 

米国の提案では、６～１２カ月以内に選挙管理委員会

（CNE）と最高裁判所の役員が交代し、自由選挙が行わ

れる。 

 

 

 

また、移行政権発足の進展状況に合わせて段階的に制裁

を緩和すると発表した。 

 

ポンペオ国務長官の提案は以下の通り。 

 

１．国会の権限復帰。 

 

最高裁は、国会（グアイド派国会）の権限無効化を解除

し、国会の権限を全て回復させる。また、制憲議会は解

体する。制憲議会の解体を受けて、米国政府は制憲議員

に科していた制裁を解除する。 

 

２．全ての政治犯の解放。 

 

３．外国に駐屯するベネズエラ軍関係者を本国に送還さ

せる（ベネズエラ国会の４分の３が駐屯継続を承認した

場合を除く）。 

 

４．国会が CNE 役員と最高裁判所判事を任命。 

 

全ての政党が参加し CNE 役員と最高裁判事を任命する。

CNE 役員・最高裁判事の任命に当たっては、マドゥロ

政権側の社会主義統一党（PSUV）にも野党グループに

も拒否権がある。 

 

新たな CNE 役員および最高裁判事が任命され次第、米

国政府は CNE、最高裁に関連する制裁対象者の制裁を

解除する。 

 

５．国会が「国家評議会（Consejo de Estado）」を発足

させる。 

 

「国家評議会」を組織し、移行政権の協議を行う。 

「国家評議会」の構成員は与党から２名、野党から２名。

そして、与野党の協議で更に１名を決定する（与野党と

もに拒否権あり）。 
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「国家評議会」は合計５人で構成され、与野党の協議で

選ばれた１名が国家評議会議長を務める。なお、国家評

議会代表は次に行われる大統領選、国会議員選に出馬す

ることはできない。議題は多数決で決定する。 

 

なお、ベネズエラ国軍はアドバイザーとして「国家評議

会」に関与する。 

 

６．出馬者の制裁を解除 

 

大統領選に関わる決定は全て「国家評議会」が権限を有

し、米国および欧州連合は候補者に科していた制裁を解

除する。 

 

７．「国会評議会」の発足完了 

 

「国家評議会」が発足し、外国に駐留する軍部が撤退し

た後、米国政府はベネズエラ政府および PDVSA に科し

ていた制裁を解除する。 

 

８．「国会評議会」による新たな官僚の任命 

 

「国家評議会」は新たな閣僚を任命する。米国政府は任

命された閣僚に科していた制裁を解除する。 

 

９．軍関係者への制裁解除 

 

米国政府は同評議会に関わる軍人の制裁を解除する。 

 

１０．「真実と調和委員会」の発足 

 

１９９９年から現在にかけてベネズエラで起きた人権

侵害の真相を解明するための「真実と調和委員会」を発

足させる。「真実と調和委員会」のメンバーは５名。 

「国家評議会」の承認の下で、国連が任命する。 

 

 

 

１１．１２カ月以内に大統領選、国会議員選を実施。 

 

「国家評議会」は、１２カ月以内に大統領選と国会議員

選を実施する。選挙が実施された後、米国政府はベネズ

エラに科していた全ての制裁を解除する。 

 

１２．経済復興協議、債務再編協議の開始 

 

新国会は債務再編および経済復興のための委員会を組

織する。 

 

１３．軍高官は現状維持 

 

軍高官（パドリーノ・ロペス国防相、レミヒオ・セバジ

ョ軍部戦略オペレーション指令室長（Cofanb 長））は移

行政権プロセスが完了するまで現職を維持する。 

 

１４．市長・州知事は現状維持 

 

また、ポンペオ国務長官はグアイド議長が大統領選に出

馬することは問題ないとしているが、マドゥロ大統領に

ついては大統領選に出馬できないとしている。 

 

「野党国会 国家緊急政府を承認」             

 

３月２９日 グアイド議長は「国家緊急政府」の発足を

提案していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.425」参照）。 

 

内容は与野党共同の政府の発足であり、ポンペオ国務長

官が発表した「国家評議会」とほぼ同じものを指してい

ると言えそうだ。 

 

３月３１日 グアイド議長率いる野党国会は、「国家緊

急政府」の発足を承認した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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他方、野党内で急進野党に属するグループは「国家緊急

政府」の発足に否定的な見解を示している。 

 

急進野党に属するタマラ・スジュ氏、ディエゴ・アリア

ス元国連大使は、与党との共同政府の発足に反対を示し

ている。他方、急進野党のリーダーであるベネズエラ主

導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首は本件につ

いて沈黙を貫いている。 

 

「マドゥロ政権 米国の提案を拒絶」         

 

３月３１日 マドゥロ政権のアレアサ外相は、ポンペオ

国務長官が発表した「民主主義移行のための枠組み」を

拒絶する声明を発表した。 

 

「ベネズエラには国家主権がある。 

ベネズエラは自国の政策を民主的に決める権利がある。

どの外国の政府の操り人形にもならない。 

 

米国の対ベネズエラ政策は度を越している。 

情報を操作し、懸賞金をかけ、ベネズエラ政府への脅迫

をもってボリバル革命を終わらせようとしている。 

米国の横暴は、憲法違反の移行政権の提案にまで至っ

た。」 

と訴えた。 

 

同日深夜、マドゥロ大統領はマドゥロ政権側の「国家評

議会」のメンバーを集め、米国の提案を強く拒絶した。 

 

同日の評議会には、パドリーノ・ロペス国防相、マイケ

ル・モレノ最高裁、デルシー・ロドリゲス副大統領、ホ

ルヘ・ロドリゲス情報通信相、与党派国会のルイス・パ

ラ議長、エクトル・ロドリゲス・ミランダ州知事らが出

席した。他方、映像を見る限りカベジョ制憲議長は出席

していなかったようだ。 

 

 

「３月末の Covid-１９感染者 １４３名」         

 

３月３１日 マドゥロ大統領は、Covid-１９の感染状況

について報告した。 

 

マドゥロ大統領の発表によると、３月３１日時点でベネ

ズエラの Covid-１９感染者数は１４３名。このうち４

１名は回復し、退院したという。 

 

３月２９日の時点では感染確認者は１２９名だった

（「ベネズエラ・トゥデイ No.425」参照）。 

その後、３０日に６名、３１日に８名増えて１４３名と

なっている。 

 

Covid-１９が多く確認されている州は 

ミランダ州が５７名、 

カラカスが２６名、 

アラグア州が１８名。 

性別では７２名が男性、７１名が女性。 

 

また、感染者への対応について 

４６名は自宅隔離。２４名はバリオ・アデントロの「統

合診察センター（CDI）」。１７名は国営病院。１２名は

民間病院、３名は死亡。４１名は回復し、退院となって

いる。 

 

「検察庁 テロ容疑でグアイド議長に召喚命じる」         

 

３月３１日 サアブ検事総長は、クリベル・アルカラ氏

が公表したマドゥロ大統領暗殺計画について事実関係

を確認するためグアイド議長に召喚状を出したと発表

した。 

 

サアブ検事総長は、４月２日にグアイド議長を呼び出し

ているが、グアイド議長がこの呼びかけに応じることは

ないだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年３月３０日～３月３１日報道             No.４２６   ２０２０年４月１日（水曜） 

9 / 10 

 

３月２６日、米国政府は麻薬取引の元締めとして、マド

ゥロ大統領を含む４名に懸賞金をかけた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.424」、「ウィークリーレポート No.142」参

照）。 

 

懸賞金をかけられた４名の中にクリベル・アルカラ元軍

人が含まれているが、アルカラ氏は懸賞金をかけられた

後に自身のツイッターで 

「野党と米国政府の合意に基づき武器をベネズエラに

運ぼうとした。」 

と主張し、コロンビア政府に身柄の確保を求めた。 

 

その翌２７日に、アルカラ氏はコロンビア警察に拘束さ

れ、彼の身柄は即日、米国麻薬捜査局（DEA）に引き渡

された（「ベネズエラ・トゥデイ No.425」参照）。 

 

マドゥロ政権はアルカラ氏の告白を根拠に、米国政府と

野党がマドゥロ大統領の暗殺を企てていると主張。グア

イド議長への圧力を強めている。 

 

本件について、グアイド議長は暫く沈黙を貫いていたが、

３月３０日にアルカラ氏の主張を否定。自身は暗殺計画

には関与していないと訴えた。 

 

なお、３月３１日、アルカラ氏は Skype 経由で米国マン

ハッタン裁判所に自身の無罪を主張した。 

 

アルカラ氏は DEA に身柄を引き渡されたが、彼の所在

は不明。米国の刑務所に搬送された場合、その人の名前

が登録される仕組みになっているようだが、アルカラ氏

の名前は登録システムで確認されていないという。 

 

これを理由にアルカラ氏は、実はまだコロンビアにいる

のではないかと噂されている。 

 

 

 

 

経 済                        

「Chevron 関係会社 ベネズエラ事業を停止」            

 

ロイター通信は、「Chevron」と PDVSA 事業を行ってい

る関係会社がベネズエラでの事業を停止していると報

じた。 

 

「Chevron」との事業に関わる石油関係者はロイター通

信に対して、 

「「Petropiar」の原油購入を全てキャンセルした。 

「Petroboscan」の契約についてもキャンセルのプロセ

スに入っている。」 

と述べたという。 

 

米国政府は１９年に PDVSA に制裁を科したが、

「Chevron」など一部の米国エネルギー事業者について

は制裁ライセンスを発行し、PDVSA との取引を認めて

いた。 

 

同ライセンスは、これまで９０日毎に更新されていたが、

マドゥロ政権へ最大限のプレッシャーをかけるために

４月２２日の期限を最後にライセンスの延長を停止す

ると見られている。 

 

社 会                        

「チャカオ市公園で Covid-１９感染者」            

 

３月３１日 サアブ検事総長はチャカオ市のロス・パロ

ス・グランデス公園で行われたイベントの企画者ら１８

名を逮捕したと発表した。同イベントで麻薬、拳銃など

が押収されたという。 

 

同イベントの企画者は、ホルヘ・バレニージャという人

物で、麻薬密売と「外貨管理委員会（CADIVI）」への外

貨の不正申請による横領の嫌疑がかかっていたという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba682b811e73f23362d63e5d49986806.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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また、同日のパーティーに参加した２名は Covid-１９

に感染していたことが発覚し、「総合診察センター

（CDI）」に搬送されたという。 

 

 

（写真）El Estimulo “ロス・パロス・グランデス公園” 

 

以上 


