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名古屋　　 協会会報日　 豪
ニュージーランド

２０２１

迎  春
会長　林 芳行

新年　明けましておめでとうございます

　２０２１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。

　昨年は新型コロナウイルス一色でありました。東京オリンピックの

延期、各種定例イベントの中止や規模縮小が強いられ、当協会におい

ても総会やクリスマスパーティを止む無く中止といたしました。世界

中がコロナショックによる未曾有の状況の中、米国大統領選挙が行われ、各国友好関係の好転

や経済状況の回復など快方への期待が深まる結果となりました。また昨年１１月、駐日オース

トラリア新大使としてジャン・アダムズ閣下が着任されました。当協会のクリスマスパーティ

にご来場頂くなど、会員皆様とアダムズ大使との交流が深められる機会を催したいと考えてい

ます。

　まだまだ新型コロナウイルスの猛威が続くと思いますが、２０２１年が会員皆様にとっても

当協会にとっても、充実した1年となるよう協会運営に邁進したく存じます。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。

THE JAPAN - AUSTRALIA AND NEW ZEALAND SOCIETY OF NAGOYA
事務所　名古屋市中川区福住町２番２６号

電話＜０５２＞３６１－８４１５　FAX＜０５２＞３６１－８８７７

林芳行会長



（2）

愛知県知事メッセージ

　あけましておめでとうございます。

　名古屋日豪ニュージーランド協会におかれましては、設立以来、日本、オーストラリア、

ニュージーランドの３か国間の相互理解と友好親善に尽力してこられました。お互い

を知ることから始まる国際交流の原点において、４２年の長きに渡り活動を継続して

こられたことは、地域の国際交流を進めて行く上で大変意義深いものであり、これま

でのご尽力に深く敬意を表します。

　さて、昨年愛知県は、１９８０年にオーストラリア・ビクトリア州と締結した友好

提携が４０周年の節目を迎え、１１月に名古屋市内で記念行事を開催いたしました。

ご来場いただいた皆様には、友好提携の歴史とともにオーストラリアの魅力を存分に

お伝えすることができたと存じます。

　一方、昨年は、新型コロナウイルス感染症により、県民生活や経済活動に大きな影

響が生じた一年でもありました。そうした中、愛知県では、県民の皆様にご協力いた

だきながら、「感染拡大防止・医療」「県民生活」「経済」の３つの対策を柱に、感染防

止と社会経済活動の両立に取り組んでまいりました。

　今年もこうした対策を続け、県民の皆様に笑顔で元気にお過ごしいただけるよう、

昨年策定した「あいちビジョン２０３０」の基本目標「暮らし・経済・環境が調和し

た輝くあいち～危機を乗り越え、愛知の元気を日本の活力に～」の実現に向け、全力

で取り組んでまいりますので、一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。

　最後になりましたが、名古屋日豪ニュージーランド協会のますますのご繁栄と、当

地とオーストラリア並びにニュージーランドとの友好関係の更なる発展を祈念いたし

まして、新年のあいさつとさせていただきます。

愛知県知事

大村秀章
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名古屋市長メッセージ

　新年を迎えるにあたり、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
　現在も世界中で猛威をふるう新型コロナウイルスは、昨年、瞬く間に私たちの生活
スタイルを変え、多くの方にとって初めてとなる経験をもたらしました。
　今年も油断することなく、感染拡大防止と経済対策の手を緩めず、その両立を図っ
てまいりますので、皆様にはご理解、ご協力をお願いします。
　さて、名古屋市は、今年度（２０２０年度）、オーストラリア・シドニー市と姉妹都
市提携４０周年を迎えました。コロナ禍において今までどおりの交流が思うようにで
きない中、姉妹都市提携４０周年記念事業として、ICT を活用したオンライン交流な
ど新たな試みを実施しました。
　３回実施したオンライン交流事業では、バリアフリーや映画文化を切り口にオース
トラリアやシドニーについて紹介しました。
　時差の少ない利点を活かし、直接現地と中継をつないでシドニーの街並みをバーチャ
ルツアーで楽しんでいただいたり、現地の方にインタビューをしたりして、名古屋に
いながらシドニーとリアルタイムでつながることができました。
　実はシドニーは「マトリックス」や「ミッション・インポッシブル２」など、有名
な映画のロケ地だと聞いています。この機会に、映画を見て姉妹都市を知るというの
も楽しいのではないでしょうか。
　このように ICT を活用することで、アフターコロナの時代に様々な事情で海外に行
くことが難しい市民の皆様にも、姉妹都市に親しみ、交流を楽しんでいただくことが
できるのではないかと思います。今回の取り組みは、そのテストケースとして有意義
なものになりました。
　本市では、姉妹都市提携４０周年記念事業のうち、今年度行えなかった直接交流を、
来年度（２０２１年度）実施する予定です。その一環で、コロナ収束後はぜひ渡航し、
シドニーの友人たちに会いたいと思っています。このような困難な時代にあっても、
私たちの長きに渡る友情は変わりません。
　会員の皆様も引き続き、姉妹都市提携４０周年をともにお祝
いしましょう。

名古屋市長
河村たかし
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ジャン・アダムズ大使　着任
　２０２０年秋、オーストラリア政府は、駐日オーストラリア大使であるリチャード・
コート氏に代わり、次期大使にジャン・アダムズ氏を任命しました。２０２０年１１
月２７日、皇居で天皇陛下に信任状を捧呈、これによりジャン・アダムズ氏は駐日オー
ストラリア大使として正式に着任しました。アダムズ大使は、オーストラリア政府外
務貿易省のベテラン高官として活躍され、最近では２０１６から２０１９年まで駐中
オーストラリア大使を務められました。

ジャン・アダムズ（Jan Adams）大使　略歴

アダムズ新大使 コート前大使

2020 年 11 月、駐日オーストラリア大使として着任した。
　　オーストラリア政府外務貿易省のベテラン高官として活躍し、最近では、2016－2019 年に駐

中オーストラリア大使を務めた。
2013 年４月、外務貿易省で貿易・経済担当副次官に任命された。またこの役職を通じ、中国や韓国、

日本との自由貿易（経済連携）協定の締結を統括する首席交渉官となった。これ以前は、同
省で自由貿易局長の職務に就いていた。

2005－2008 年には環境・気候変動担当大使、2000－2004 年には駐米オーストラリア大使館で、貿
易担当公使参事官として活躍している。

1993－1996 年には、貿易大臣、産業・科学・技術担当大臣の顧問を務めた。これ以前、パリにある
経済協力開発機構（OECD）事務局貿易・環境委員会に勤務した経験もある。

1999 年、アジア太平洋経済協力（APEC）担当部長として外務貿易省に入省した。
2016 年、主にオーストラリアの米国や韓国、日本、中国との外交・自由貿易関係の発展を通じた、

国際関係への著しい貢献により、オーストラリア勲章（AO）を授与された。2007 年にも、オー
ストラリアの国際的な貿易・環境分野目標を追求する優れた公的活動が認められ、公務を対
象とした勲章を受章している。

　モナシュ大学経済学部と法学部で学士号（優等学位）を取得し、大学より優秀な卒業生として表
彰を受けている。ビクトリア州ウドンガの出身で既婚、成人した息子が一人いる。

　ジャン・アダムズ大使、どうぞ宜しくお願いいたします。
　退任されたリチャード・コート前大使には、当協会へ色々とお力添え頂きました。
誠にありがとうございました。本国でのご活躍をお祈りいたします。
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秋の叙勲　受賞おめでとうございます
当協会に関係する方々が、２０２０年秋の叙勲を受賞されました。

ブルース・ジェームス・ロス・ミラーさん（通称ブルース・ミラーさん）
　元駐日オーストラリア大使（オーストラリア国）
【 旭日重光章 】
　　駐日オーストラリア大使在任時には当協会クリスマスパーティ
　にご来場頂いたり、美味しいワインをお贈り頂くなど多大なご支
　援を賜りました。

宮本 忠さん
　三重大学名誉教授、三重オーストラリア・ニュージーランド協会会長
【 瑞宝中綬章 】
　　隣県である三重オーストラリア・ニュージーランド協会の会長、全国日豪協会連
　合会ならびに全国日本ニュージーランド協会連合会の理事として、当協会を多面的
　にご支援頂いております。

　　林会長より祝電をお贈りしたところ、宮本会長より以下のコメントを頂戴してお
　ります。
　宮本会長コメント（抜粋）
　　林会長様から激励の電報をいただき、大変恐縮していました。僕は何もお褒めい
　ただくことをしていませんので右往左往している次第です。とまどっています。今
　後は、この叙勲を身にひき寄席ながら過ごそうと思っています。

両者の今後の更なるご健勝とご活躍をお祈りいたします。

※旭日章（きょくじつしょう）、瑞宝章（ずいほうしょう）
　　何れも勲章の一つで、国家または公共に対し功労のあった者に授与されるもので
　す。旭日章は顕著な功績を挙げた者へ、瑞宝章は公務に長年にわたり従事し成績を
　挙げた者に授与されます。

ブルース・ジェームス・ロス・ミラーさん
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新田八朗会長
富山県知事 ご当選おめでとうございます

　２０２０年１０月に行われた富山県知事選挙で、富山日豪ニュージーランド協会会

長の新田八朗氏が富山県知事に初当選されました。激戦の中、新田氏が勝利を収めら

れました。新田氏のお爺様（高辻武邦氏）も元富山県知事、お姉様は女性初の北海道

知事を務めた高橋はるみ氏であり政治家一家の家系です。

　新田氏は、日本海ガス株式会社の元社長でもあり、本業

においては当協会林芳行会長（リンナイ株式会社会長）と

旧知の仲です。当協会関係団体より知事が輩出されること

は大変おめでたいことであり、ますますのご健勝とご活躍

をお祈りいたします。 新田はちろう公式サイトより引用

東邦高等学校主催
英語プレゼンテーションコンテストへ後援

　２０２０年１０月２４日（土）、東邦高等学校主催の中学生を対象とした「第１５回

中学生英語プレゼンテーションコンテスト（旧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近郊の中学校より多くの生徒が参加しました。

　このコンテストは日常の学習成果を発表する絶好の機会を提供するもので、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。なお当コンテストは今年度より、プレゼンテーション

部門とレシテーション部門に二分され、それぞれイントネー

ションや発音が正しかなど、言語以外のコミュニケーショ

ンツールも含めて総合審査されます。

　当協会よりレシテーション部門の最優秀賞者１名に賞状

と賞品を授与いたしました。当協会はこの有意義なイベン

トを継続して支援をして参ります。
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名古屋日豪ニュージーランド協会より表彰

レシテーション部門の最優秀賞　水野 怜さん（稲沢市）

おめでとうございました。

名古屋日豪ニュージーランド協会
平成時代を振り返る②

会報１１７号に続き、当協会の平成時代を振り返ってみましょう。

今回は振り返り第二弾として、平成１２年（２０００年）、２０００年代最初の会報（第

７８号、２０００年１月１日号）を復元してみましょう。

全国日豪協会連合会　総会開催
　当協会が加盟する「全国日豪協会連合会」の総会が書面審議で開催されました。本

来は 2020 年秋頃に中部地区の協会が協力し合い、静岡県にて総会が開催される予定で

したが、新型コロナウイルスの関係で開催が中止となりました。止む無く参集による

会議を断念し書面審議での審議となりました。今回の決議事項は、①収支決算案、②事

業報告案、③予算案、④事業計画案、⑤役員再任案、⑥次期総会を中部地区で開催する案、

⑦規約改定案の 7 議案となりました。審議結果詳細は後日皆様にご案内させて頂く予

定です。

　なお全国日豪協会連合会加盟協会は以下の通り 22 協会です。

北海道日豪協会、日豪ニュージーランド協会（東京）、ワイルドフラワー日豪協会、上

越日豪協会、富山日豪ニュージーランド協会、新潟オーストラリア協会、岐阜日豪協会、

飛騨高山日豪協会、静岡県日本オーストラリア協会、浜名湖日本オーストラリア協会、

名古屋日豪ニュージーランド協会、岡崎日本オーストラリア協会、三重オーストラリア・

ニュージーランド協会、関西日豪協会、大阪日豪協会、南大阪日本オーストラリア協会、

神戸日豪協会、山陰日豪協会、広島日豪協会、佐世保日豪協会、熊本日豪協会、鹿児

島日豪協会
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では２０００年代最初の記事をお楽しみください。



札幌と仙台の
ニュージーランド名誉領事館が閉館

　駐日ニュージーランド大使館をバックアップする名誉領事館は、北から札幌、仙台、

名古屋、大阪、福岡と５か所にありましたが、この度、札幌（株式会社ホーム企画センター

内）と仙台（株式会社橋本店内）が閉館いたしました。

　北海道地区と東北地区を管轄する名誉領事館が閉館したことで、大使館（東京）の

負担が重くなるとともに、両地区の皆様に対し少なからずご迷惑をお掛けすることに

なりそうです。なお名古屋名誉領事館（林名誉領事）は、愛知県や名古屋市のコロナ

警戒情報発令状況に応じ適宜閉館しております。

　２０２０年１２月現在のニュージーランド名誉領事館は以下の通り

　　北から（外務省HPより）

　在名古屋ニュージーランド名誉領事館（管轄区域：中部）

　　名誉領事：林　謙治（リンナイ株式会社代表取締役会長）

　　住所：名古屋市中川区福住町２-２６

　在大阪ニュージーランド名誉総領事館（管轄区域：近畿）

　　名誉総領事：井上礼之（ダイキン工業株式会社取締役会長）

　　住所：大阪市北区中崎西２-４-１２　梅田センタービル

　在福岡ニュージーランド名誉領事館（管轄区域：九州）

　　名誉領事：倉富純男（西日本鉄道株式会社代表取締役社長）

　　住所：福岡市博多区博多駅前３-５-７　博多センタービル

（9）

来年度（２０２１年度）の年会費は徴収いたしません
　今年度は新型コロナウイルスの影響で、総会やクリスマスパーティなど会員皆様が

お楽しにされていたイベントが中止となりました。年度初に計上した予算が未消化と

なっておりますので、来年度の年会費は徴収しないこととなりました。

（臨時理事会にて決議されました。）
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新入会員ご紹介
本協会に新たに１名が入会されました。
　２０２０年９月入会　　横田ゆかり様

　※２０２０年１２月現在会員数
　　法人会員１２社、個人会員３０名

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

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
寄稿を通じ、会員同士のコミュニケーションツー
ルとしてご利用頂けることを希望いたします。

連絡先　協会事務局宛

編集後記
あけましておめでとうございます。

　日頃より当協会へのご支援ご指導、誠に有難う

御座います。心より御礼申し上げます。

　冬本番を迎え、体調を崩しやすい季節となりま

した。今年の冬はインフルエンザ、ノロウイルス

に加え、新型コロナウイルスという厄介な病原菌

にも注意しなくてはなりません。「風邪は万病の

もと」と言います。暖かい服装、十分な睡眠、手

洗いとうがい、栄養あるものを摂る、加湿と換気

など、先ずは風邪を引かない様、十二分に健康に

ご留意ください。汎用的な新型コロナウイルス予

防薬や治療薬が出回り、少しでも早く普通の生活

に戻れることを切に願うばかりです。

今年こそ、総会やクリスマスパーティが開催出来

ますように！

今年も皆様のご協力ご支援を宜しくお願いいたし

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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