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ニュージーランド
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迎  春
会長　林 芳行

新年　明けましておめでとうございます

2019 年の年頭にあたり、当協会員の皆様のご支援とお力添えに対
し、御礼申し上げます。また本年も日本とオーストラリアおよび
ニュージーランドとの友好関係が、益々深くなっていくことをお
祈り申し上げます。
当協会の昨年 2018 年活動実績として、5 月に総会、9 月に例会を
開催、10 月に東邦高等学校主催中学生英語スピーチコンテストを
後援、11 月に全国日豪協会連合会総会へ参加、12 月にクリスマ
スパーティを開催（名古屋姉妹友好都市協会共催）などが挙げら
れます。当協会設立 40 年となった一年を無事終えることが出来
たことは、会員皆様のご協力とお力添えのお陰であります。改めてここに厚く御礼申し上
げます。また私事ではありますが、昨年はニュージーランド名誉領事に任命され大変有意
義な年であり、気の引き締まる一年でもありました。
ご存知の様、来年 2020 年には東京で五輪が開催されますが、オセアニアにお住まいの皆様
やラグビーファンにとっては五輪よりも興味深いラグビーＷ杯が、今年 2019 年日本で開催
されます。当大会には前回優勝のオールブラックス（ニュージーランド）、準優勝のワラビー
ズ（オーストラリア）共に出場が決まっており、オールブラックスにおいては、地元一宮
市でのキャンプ、豊田スタジアムでの公式戦が決定しております。この様に、このＷ杯は
名古屋地区諸団体も関係しており、当協会にとっても意味深いイベントとなりそうです。
この一大イベントが盛況で成功に終える様、当協会も会員一丸となって応援しましょう。
最後に、会員皆様の一層のご健勝とご多幸、そして当協会の発展を祈念し年頭の挨拶とさ
せて頂きます。
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２０１８年度　例会開催
2018 年 9 月 12 日（水）18 時より、名鉄ニューグランドホテルにて例会が開催されました。
ニュージーランド大使館 宮崎智世エグゼクティブオフィサー、名古屋外国語大学 現代
国際学部 小林洋哉教授および学生を講演者に招き、総勢 32 名で例会が開始されました。
林芳行会長の挨拶に始まり、引き続き功労者表彰が行われました。2018 年は設立 40
年の節目であり、当会設立以来ご尽力された足立英雄様（当会副会長）と鮎澤多俊様（同
理事）の両名が功労者として表彰されました。足立様、鮎澤様には、今後も引き続き
役員としてご尽力頂く予定です。
記念講演として、宮崎エグゼクティブオフィサーより「ニュージーランド新政府と二
国間関係」、小林教授より「本学の学生に人気のオーストラリアとニュージーランド」、
大学院生遠藤加奈子様より「学生から見たオーストラリアの魅力」、大学生神谷翼様よ
り「ニュージーランドでの生活」と題して、それぞれご講演頂きました。ビジュアル
を駆使した素晴らしい資料のもと興味深々の説明が続き、聴講者全員が前のめりで講
演に釘付けとなり、また講演終了後は割れんばかりの拍手が鳴り響きました。遠藤様、
神谷様は、これらホームステイの貴重な体験を糧に、卒業までの学生生活が充実し、
社会人になってもこれら経験が活かされ活躍されることでしょう。
お楽しみの懇親会は、本日の主役の一人、鮎澤多俊理事の乾杯で懇親会が始まりました。
今回は学生 2 名が参加されており、何時に無い幅広い年齢層での懇親会となりました。
いたる所で談笑が聞こえ、大変楽しく有意義な情報交換会となり、時間があっと云う
間に過ぎ去り終宴を迎えました。足立副会長ご発声の中締めで楽しい一時が終わり、
12 月 5 日開催のクリスマスパーティで再会することを約束に、皆は帰路に着きました。

林会長挨拶

足立副会長表彰 鮎澤理事表彰
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遠藤加奈子さん

鮎澤理事による乾杯

歓談

足立副会長による閉会挨拶

神谷翼さん

宮崎エグゼクテイブオフィサー
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２０１８年　クリスマスパーティ開催
恒例の名古屋姉妹友好都市協会との共催クリスマスパーティが、2018 年 12 月 5 日（水）
午後 6 時より名鉄ニューグランドホテルにて開催されました。ご来賓として、川村正
人課長（国際課長、愛知県知事代理）、桒原英郎課長（国際交流課長、名古屋市長代理）
がご来場され、また鳥巣義文南山大学長はじめ総勢 61 名が参加する賑やかなパーティ
となりました。
両協会を代表して林芳行会長が開会挨拶を、続いて川村課長による来賓挨拶および乾
杯音頭を合図に、会員同士の懇談と楽しい会食が始まりました。
今年のテーマである「手作りイベント」が両協会の協力で実現し、エンターテイメントは、
会員とその友人知人の皆さんによる「手作り余興」です。有志による出演者の方々は
特技を皆の前で披露されました。
余興の先頭は秦志津枝さん（名古屋姉妹友好都市協会）の詩吟、英語での自己紹介か
ら始まり素晴らしい詩声が披露されました。自称、修行中とのことでしたが、いつ指
導者になられても何ら問題無い程の出来栄えでした。
二番手は、当協会大橋勝仁事務局員が所属する名古屋市民コーラス｢ビハピ｣の皆さん
によるアカペラ合唱です。The sailor and young Nancyはじめ全3曲が披露されました。
男女総勢 9 名の素晴らしいハーモニーが響き渡り、その歌声の力すごさ、美しさに会
場がどよめきました。
三番手は、中部アコーディオン協会の長谷川英夫様と山村恒子様によるアコーディオ
ン演奏と歌唱です。長谷川様は林会長とゆかりあるご友人で、長谷川様のご好意で出
演して頂くこととなりました。La Vie En Rose（ばら色の人生）ほか全 4 曲が、長谷
川様と山村様それぞれのソロ演奏で披露されました。山村様においては演奏と同時に
歌声をご披露頂き、素晴らしい歌声に皆が聞き入りました。
シンガリは当協会副会長の足立英雄様による筑前琵琶演奏「平家物語」と語りです。
20 分という長時間の出演でしたが、足立副会長の演奏にはブレが無く、皆は注目、目
が離せませんでした。また琵琶演奏に相応しい素晴らしい衣装を纏われ、琵琶演奏を
一層引き立てられました。この素晴らしい演出に終了時、会場からの拍手が鳴り止む
ことがありませんでした。
パーティの締めくくりは、参加者全員による賛美歌斉唱です。急遽、長谷川様による
アコーディオン演奏、ビハピの皆さんによるコーラスも加わり、Silent Night と Joy to 
the World の 2 曲を合唱、参加者皆が大きな歌声を披露する形で斉唱が終了しました。
参加者の懇親が深まると共にパーティも終盤となり、桒原課長（名古屋市国際交流課長、
名古屋姉妹友好都市協会事務局長）の閉会挨拶でパーティが終了しました。退場の際、
出口にて福引の賞品が渡されました。幾つかの団体より多くの賞品が提供され、参加
者は満足げに賞品を手にし笑顔で会場を後にしました。
賞品提供団体（順不同）
名古屋フィルハーモニー交響楽団様、中部国際空港様、岡谷鋼機様、豊島様、五洋海運様、
名古屋チェスクラブ様、東邦高等学校様、名古屋姉妹友好都市協会様、名古屋日豪ニュー
ジーランド協会、在名古屋ニュージーランド名誉領事館、リンナイ
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秦様の詩吟

長谷川様のアコーディオン

福引の賞品交換

歓談の様子

足立副会長の筑前琵琶

山村様のアコーディオン

ビハピ様のアカペラコーラス
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全国日豪協会連合会　東京大会開催
2018 年 11 月 17 日（土）、全国日豪協会連合会の理事会および総会が、全国日豪協会
連合会長である富田勇一会長が所属する大阪日豪協会が主催となり、日・豪・ニュージー
ランド協会（東京）と連携し、東京大手町ビルの会議室で開催されました。
連合会総会は 2016 年の大阪大会から 2 年振りの開催となり、全国の加盟協会 22 協会
のうち 11 協会が参加、幾つかの議案が審議されました。今回は、規約改定、役員改選、
前期事業報告および決算、次期事業計画および予算、次期総会開催地などが万場一致
で決議されました。連合会会長には富田勇一会長（大阪）に代り、新たに上田秀明氏（東
京）が会長に選出され、連合会の今後の活性化が期待されています。尚、当協会から
も連合会の役員が選出されました。
オーストラリア大使館マイケル・ホイ参事官がご来賓として来場され、ご挨拶されま
した。続いて参加協会 11 協会からそれぞれの協会の活動報告があり、当協会からは、
足立副会長が当協会の活動状況などを報告されました。各協会それぞれにおいて、各
地域の特色を活かした活動が活発に行われており、情報交換はよい刺激となるとの意
見が聞かれました。総会終了後、パレスホテル東京にて懇親会が開催されました。こ
の懇親会は、日・豪・ニュージーランド協会 90 周年シンポジウムと兼ねており、著名
人によるシンポジウムも行われました。

全国日豪協会連合会新役員（抜粋）
　任期：2018 年 11 月～　2年間
　　・会　長　　上田　秀明（日・豪・ニュージーランド協会（東京））
　　・副会長　　阿久根芳臣（南大阪日本オーストラリア協会）　他 2名
　　・理　事　　林　　芳行（名古屋日豪ニュージーランド協会）　他各協会長
　　・監　事　　足立　英雄（名古屋日豪ニュージーランド協会）　他 1名

総会の様子
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林会長　名誉領事に任命される

当協会林芳行会長（本名謙治、リンナイ株式会社代表取締役会長）が、在名古屋ニュー

ジーランド名誉領事に任命されました。2018 年 8 月 30 日（木）、ホテルナゴヤキャッ

スルにて、ニュージーランド特命全権大使スティーブン・ペイトン閣下より任命状が

手渡されました。当日は、大村秀章愛知県知事、河村たかし名古屋市長、山本亜土名

古屋商工会議所会頭など多くの公人が集まり盛大なイベントとなりました。当協会よ

り鮎澤多俊理事などが出席され、ペイトン大使、宮崎智世エグゼクティブオフィサー

ほか多くの来場者と談笑、情報交換されて

おりました。この在名古屋ニュージーラン

ド名誉領事は当協会前会長の内藤明人氏（本

名進）が 1990 年より 27 年間務めておりま

したが、昨年 3 月の逝去と共に空席となり、

この度、林会長が後任の名誉領事に任命さ

れたものです。

アーダーン首相が出産

ニュージーランド最年少で 3人目の女性首相（2017 年 9 月就任）であるジャシンダ・アー

ダーン首相が、2018 年 6 月 21 日、第一子となる女児をオークランドの病院で出産さ

れました。1990 年のパキスタン首相、ベナジル・ブット氏（故人）以来 2 度目の現職

首相の出産とのことです。アーダーン首相は出産同日から産後休業に入り 8 月 2 日に

公務に復帰されました。9 月 24 日に米国ニューヨークの国連本部で開催された国連総

会では、長女ニーブちゃんを抱くアーダーン首相やパートナーのクラーク・ゲイフォー

ド氏がニーブちゃんをあやす親子仲睦ましい光景が、数多く報道され

たことは皆さんの記憶にも残っていることでしょう。首相職と育児を

両立するアーダーン首相、今後の更なる活躍が期待されます。おめで

とうございました。

ペイトン大使と林名誉領事

アーダーン首相
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都立日比谷高校生徒　ニュージーランド訪問

2018年8月、東京都立日比谷高校の生徒さん8名がニュージーランドを訪問されました。
日比谷高校は毎年多くの東京大学合格者を輩出する都内屈指の優秀校です。同校は「世
界の架け橋となる人材育成｣をテーマにニュージーランドの ColumbaCollege（コロン
バカレッジ）と姉妹校交流されており、ホームステイと現地日本企業への訪問で、生
徒自らが観て・聴いて・感じる学習を行っておられます。2018 年の訪問先について、
ニュージーランド大使館から在名古屋名誉領事館（リンナイ株式会社）へ要請があり、
リンナイニュージーランド社での研修が実現しました。工場見学や社員との積極的な
ディスカッションが行われ、日比谷高校より「経験出来ないことを沢山学ばせて頂き、
生徒の自信に繋がり、必ず将来この研修を活かしてくれることを楽しみにしている」
との総括を頂きました。参加された生徒さんは将来、国際舞台で活躍出来る人材に成
長されることでしょう。

集合写真 工場見学ディスカッション

2018トヨタ ジュニアゴルフ ワールドカップ
ニュージーランドチームが活躍

2018 年 6 月、中京ゴルフ倶楽部（石野コース）にて、2018 トヨタ ジュニアゴルフ ワー
ルドカップが開催されました。この大会は、世界 6 大陸、70 を超える国と地域での予
選を勝ち抜いた 24 のジュニアゴルフ・ナショナルチームが、世界一を競い合うジュニ
アゴルフ国別対抗世界選手権です。各国のジュニアゴルファーが、母国の名誉をかけ
て競い合うことに加え、志を同じくする選手同士が国を超えて交流することが目的と
された素晴らしいイベントです。この大会に男女ともニュージーランドチームが参加
され、男子チーム 15 チーム中 10 位（日本は 4 位）、女子チームは 9 チーム中 7 位（日
本は 1 位）という結果でした。個人においてはニュージーランド最高位が、男子 60 人
中 17 位タイ（ケヴィン・クーン選手）、女子 27 人中 14 位（カーメン・リム選手）でした。
今後の活躍が期待される若手選手ばかりです。
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オーストラリア・ラグビー協会最高経営責任者が交代

2018 年のラグビー・ブレディスローカップ（オーストラリア代表ワラビーズとニュー
ジーランド代表オールブラックスの定期戦）第 3 戦は、9 年ぶりに日本開催となり 10
月 27 日、横浜スタジアム（日本）で行われました。横浜スタジアムでの結果は、37
対 20 でオールブラックスが勝利、オールブラックスが 3 戦全勝（第 1 戦 38 対 13、第
2戦 40 対 12）で 2003 年より連続 16 回、通算 46 回目の優勝となりました。
2015 年ワールドカップ準優勝国であるオーストラリア代表ワラビーズの不振が続いて
います。オーストラリア・ラグビー協会は、ワラビーズの再建を託し、ニュージーラ
ンド出身の女性、レリーン・キャッスル氏を協会の最高経営責任者に抜擢しました。
この人事は、キャッスル氏はネットボールのニュージーランド協会責任者やオースト
ラリアのラグビーチームの責任者を歴任、その手腕に白羽の矢が立ったと思われます。
今後のワラビーズの活躍が期待されます。今後のワラビーズに要注目です。

2019 年ワールドカップ日本大会の試合予定

10 月 5 日（土）日本、12 日（土）オールブラックスが地元豊田スタジアムにやって来ます。
スタジアムまで足を運びませんか。
皆で、日本、オーストラリア、ニュージーランドを応援しよう。

　　　ニュージーランド
　　　　プールＢに所属、他に南アフリカ、イタリア、ナミビア、カナダ
　　　　　2019 年 9 月 21 日（土）　対　南アフリカ　　　（横浜）
　　　　　　　　10 月 2 日（水）　対　カナダ　　　　　（大分）
　　　　　　　　10 月 6 日（日）　対　ナミビア　　　　（東京）
　　　　　　　　10 月 12 日（土）　対　イタリア　　　　（豊田スタジアム）
　　　オーストラリア
　　　　プールＤに所属、他にウェールズ、ジョージア、フィジー、ウルグアイ
　　　　　2019 年 9 月 21 日（土）　対　フィジー　　　　（札幌）
　　　　　　　　 9月 29 日（日）　対　ウェールズ　　　（東京）
　　　　　　　　10 月 5 日（土）　対　ウルグアイ　　　（大分）
　　　　　　　　10 月 11 日（金）　対　ジョージア　　　（静岡・小笠山）
　　　日本
　　　　プールＡに所属、他にアイルランド、スコットランド、サモア、ロシア
　　　　　2019 年 9 月 20 日（金）　対　ロシア　　　　　（東京）
　　　　　　　　 9月 28 日（土）　対　アイルランド　　（静岡・小笠山）
　　　　　　　　10 月 5 日（土）　対　サモア　　　　　（豊田スタジアム）
　　　　　　　　10 月 13 日（日）　対　スコットランド　（横浜）
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東邦高等学校主催　第13回中学生
英語スピーチコンテストへ後援

2018 年 10 月 28 日（日）、東邦高等学校主催の中

学生を対象とした英語スピーチコンテストが開催

され、英語に強い関心を寄せる愛知県、三重県の

中学校 58 校より 128 名が出場されました。日常

の学習成果を発表する場を提供するもので、将来

を担うグローバル人材の育成に

繋がる素晴らしいイベントです。

当協会より「名古屋日豪ニュー

ジーランド協会　金賞ならびに

銀賞」として賞状と賞品を提供

しました。受賞者の皆様、おめ

でとうございました。

受賞者　

　金賞　新川中学校（碧南）　浅井結月さん

　銀賞　雁金中学校　モハメドリファー咲菜さん

　　　　日進北中学校　フッド佑安さん

　　　　南山中学校　江場那月さん

皆様より記事を募集
（寄稿のお願い）

皆様より以下の寄稿をお待ちしております。

・オーストラリアやニュージーランドに関する体

　験談など

・会員の皆様からの連絡事項など

連絡先　　協会事務局宛

皆様の声をお聞かせください
会報をご覧になり、ご感想、ご意見、ご要望が御

座いましたら、是非皆様の声をお聞かせください。

「こうした方が良い」「こんな記事を載せて欲しい」

などお聞かせ頂ければ幸いです。

連絡先　　協会事務局宛

会員募集
当協会に興味がある方、オーストラリアやニュー
ジーランドに興味がある方、在日オーストラリア
人やニュージーランド人の方々、その他外国人の
方（国籍問わず）がお見えでしたら是非ご紹介く
ださい。学生、社会人、老若男女問いません。
年会費　　一　般 …… ５,０００円／人
　　　　　学　生 …… ３,０００円／人
　　　　　法　人 … ５０,０００円／社
ご連絡頂ければ早々に、お手続きについてご案内
致します。

問合先　　協会事務局宛

編集後記
皆様、こんにちは。弊協会活動へのご支援ご指導、
誠に有難う御座います。心より御礼申し上げます。
暖冬との予想が出ておりましたが、やはり寒い冬
がやって参りました。冬本番の季節となり、皆様
お元気にお過ごしでしょうか。インフルエンザ、
ノロウィルスに注意すべき時季です、暖かい服装、
十分な睡眠、手洗い、うがい、栄養のある美味し
いものを食べる、こまめな水分摂取など出来てい
ますでしょうか。皆様のご健康をお祈り致します。
昨年の協会創立 40 周年イベントは、皆様のご協
力で無事全うすることが出来ました。ありがとう
ございました。今後も先人の良い遺産を引き継ぎ、
新しい発想を加えたイベントを企画して参ります。
皆様のご意見ご指導、ご協力ご支援をお願いした
く存じます。

編集責任者　事務局長　安藤厚史

会員募集、寄稿、お問合せなど
全ての連絡先

住　所：〒454-0802
　　　　名古屋市中川区福住町２番26号
　　　　リンナイ株式会社内　
　　　　名古屋日豪ニュージーランド協会 事務局
ＴＥＬ：０５２（３６１）８４１５
ＦＡＸ：０５２（３６１）８８７７
メール： nonk@nagoya-janz.jp
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