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ジャン・アダムズ大使メッセージ
名古屋日豪ニュージーランド協会の皆様
駐日オーストラリア大使として、名古屋日豪ニュージーランド協会の皆様に、私から
初のメッセージをお送りできることを嬉しく思います。
日豪関係は共通の価値観に支えられており、両国の結びつきはかつてない程強まっ
ています。昨年日本に着任して間もなく、スコット・モリソン首相が来日し、菅義偉
首相と面会を果たしました。新型コロナウィルスの発生以降、こうした行動を取った
海外の首脳は他に存在しません。両首相は最近も、英国で開催された G7 サミットで
再会を果たしています。
日本に駐在するのは今回が初めてですが、これまでの経歴においては日本を訪れる
機会が何度かありました。日豪経済連携協定（EPA）のオーストラリア首席交渉官を
務めるなどして日豪の経済・貿易関係に取り組んできましたが、両国の貿易・投資関
係が緊密化している点を誇りに思います。
コロナ禍という状況にも関わらず、両国間の人的交流は引き続き盛んに行われてい
ます。こうしたつながりは日豪関係の生命線であり、またビクトリア州出身者として、
愛知県とビクトリア州が昨年友好提携から 40 周年を迎えたことを喜んでいます。
新型コロナの状況が収まった暁には、名古屋市を訪れて直に
お会いできるのを楽しみにしています。協会の皆様におきま
しては、両国の関係強化に向けた一層のご活躍を願っており
ます。

ジャン・アダムズ
駐日オーストラリア大使
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岐阜県知事メッセージ
まずは、この度の新型コロナウィルス感染症で亡くなられた方やそのご家族の皆様
にお見舞い申し上げるとともに、命を救うために最前線で戦っておられる医療関係者
の皆様、そして、感染拡大防止のため、ご協力いただいている皆様に心から感謝申し
上げます。岐阜県としても、県民の命と暮らしを守るため、オール岐阜の体制でコロ
ナ対応にあたっているところです。
また、このコロナ禍にあっても、協会関係者の皆様には、東海地方とオーストラリ
ア並びにニュージーランドとの文化交流及び経済関係の発展にご尽力いただいており
深い敬意を表します。
これまで、岐阜県では農業大学校学生等のオーストラリア派遣や県内の市町村や民
間レベルの交流が行われてきた他、令和元年９月には、知事として初めてオーストラ
リアを訪問し、飛騨牛をはじめとする、「観光、食、モノ」のトップセールスを行い
ました。その後、関係者の皆様にご尽力いただいた結果、今年２月には、日本初オー
ストラリア向け「岐阜いちご」の輸出が開始されました。
昨今、世界的なパンデミックに襲われたことで人の往来を伴う交流が難しくなって
しまったことは大変残念でなりません。しかし、このような状況下であるからこそ、
人と人の繋がりや、国や民族を超えた相互協力が益々大切になっています。交流の灯
を消すことなく、これまでに培った友情を大切にし、様々な方法で更なる交流を展開
することが、今後「国際交流」に携わる我々に課せられ
た使命であるのではないでしょうか。コロナに屈するこ
となく、明るい未来に向けて共に歩みを進めていきま
しょう。

顧問

古田 肇

（岐阜県知事）
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河村市長メッセージ
新型コロナウイルス感染症との闘いが始まり早１年半余りが過ぎました。この新型
コロナウイルス感染症の影響により、不自由な生活を送られている方々、また、り患
された方々にお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し
上げます。
私たちが、この世界規模の危機的状況を乗り越え、コロナ禍以前の平和な日常を取
り戻し、さらなる飛躍を遂げるためには、変化に対応し、新たなことに果敢に取り組
む必要があります。基本的な感染拡大防止対策を講じつつ、それぞれが今置かれてい
る状況で、できることを工夫して行うことが大切だと考えています。
さて、昨年度（２０２０年度）、名古屋市は、オーストラリア・シドニー市との姉
妹都市提携４０周年を迎えました。
昨年度はコロナ禍ではありましたが、ＩＣＴ技術を活用し、４０周年記念イベント
を開催しました。９月には「姉妹都市シドニーをオンラインで体感しよう！！」と題
し、シドニーと名古屋をリアルタイムで繋ぎ、シドニーの観光・文化、バリアフリー
情報などについてライブ中継を交えて紹介するバーチャルツアーを２回開催しました。
また、１１月には「映画で知るシドニー・オーストラリア」と題し、シドニーの街並
みや観光地、オーストラリアの映画事情等を、動画や現地との生中継で紹介するオン
ラインイベントを開催しました。
今年度（２０２１年度）は、昨年度コロナ禍で実施できなかった記念事業を繰り延
べて開催する予定です。８月下旬には、在シドニー日本国総領事館主導で開催される
「Ｊａｐａｎａｒｏｏ ２０２１」において、現地シドニーの日本食レストランの協力
を得て「なごやめし」のPRを行います。また、シドニー市役所主催で、姉妹都市提携
４０周年記念のイベントをオンラインで開催し、名古屋の東山動植物園とシドニーの
タロンガ動物園の動物交流や、名古屋少年少女合唱団とシドニーのゴンドワナ合唱団
の合唱交流を紹介する予定です。
苦境にある今こそ、国際交流や姉妹都市の意義に改めて思いを巡らせ、共に励まし
合い、助け合うことが困難を乗り越える力になり、ま
た互いの絆が一層強くなるものと信じています。
一日も早くコロナ禍が終息し、姉妹都市シドニーを
はじめとしたオーストラリア及びニュージーランドの
皆さんとまた直接お会いして交流ができる時が来るこ
とを心から願っています。
顧問

河村 たかし

（名古屋市長）
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２０２１年度総会開催される
2021年度の理事会および総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年に
引き続き書面審議で開催されました。５つの議案全てが決議され、新年度がスタート
しました。
議案：①2020年度事業報告、②2020年度収支決算、③2021年度事業計画、
④2021年度収支予算、⑤2021年度役員
なお2021年度役員は以下の通りです。

名古屋日豪ニュージーランド協会

役員

※任期２年（2021〜2022年度）
（敬称略、五十音順）

【重任】

顧

問

大村

秀章

愛知県知事

【重任】

顧

問

河村たかし

名古屋市長

【重任】

顧

問

古田

岐阜県知事

【重任】

会

長

林

芳行

リンナイ株式会社 代表取締役会長

【重任】

副会長

足立

英雄

名古屋テレビ社友・元報道記者

【重任】

理

事

鮎澤

多俊

東大手法律事務所 所長・弁護士

【重任】

理

事

岡谷

篤一

岡谷鋼機株式会社 取締役相談役

【重任】

理

事

榊

直樹

学校法人東邦学園 理事長

【重任】

理

事

豊島

半七

豊島株式会社 代表取締役社長

【新任】

理

事

増田

信之

東邦ガス株式会社 代表取締役社長

【重任】

理

事

盛田

淳夫

敷島製パン株式会社 代表取締役社長

【重任】

監

事

伊藤

正

【重任】

理事・事務局長 安藤

厚史

肇

五洋海運株式会社 代表取締役社長
リンナイ株式会社 総務部
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２０２０年度事業報告書
（２０２０年４月１日〜２０２１年３月３１日）
年月日

項

目

内

容

新型コロナウイルス感染拡大防止のため参集を止め
書面審議にて理事会を開催。
結果：理事全員が同意
1

2020年5月7日

理事会
（書面審議）

議案：1. 2019年度事業報告書承認
2. 2019年度収支決算書承認
3. 2020年度事業計画書承認
4. 2020年度収支予算書承認
5. 通常総会を書面審議で実施する件
新型コロナウイルス感染拡大防止のため参集を止め
書面審議にて通常総会を開催。

2

2020年6月8日

通常総会
（書面審議）

結果：会員全員が同意
議案：1. 2019年度事業報告書承認
2. 2019年度収支決算書承認
3. 2020年度事業計画書承認
4. 2020年度収支予算書承認

3

2020年7月1日

協会会報発行

4

2020年10月24日

東邦高校主催
中学生英語コンテスト

5

2020年12月3日

クリスマスパーティー
（名古屋姉妹友好都市協会共催）

第119号会報を発行し会員ほかへ配付
第15回中学生英語プレゼンテーションコンテストへ後援
名古屋日豪ニュージーランド協会より最優秀賞1賞を贈呈
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
新型コロナウイルス感染拡大防止のため参集を止め

全国日豪協会連合会
6

2020年12月31日

総会
（書面審議）

書面審議にて総会が開催。
結果：全会員協会が同意
議案：1. 2018〜2019年度事業報告/収支決算書承認
2. 2020〜2022年度事業計画/収支決算書承認
3. 次期役員選任の件

7

2021年1月1日

協会会報発行

ほか

第120号会報を発行し会員ほかへ配付

２０２１年度事業計画書
（２０２１年４月１日〜２０２２年３月３１日）
名古屋とオーストラリア並びにニュージーランドとの文化的交流及び経済的関係の発展を図り、
相互理解と親善を促進し、その達成に必要な事業を行う。

⑴
⑵
⑶
⑷

クリスマスパーティ等の開催で、大使館、関連団体、会員相互の交友を深める。
オーストラリアやニュージーランド有識者の講演等により、両国の理解を深める。
交換留学生制度等の文化的交流を後援し、必要に応じ支援する。
姉妹協会や国内日豪ニュージーランド協会との連携で、オーストラリアやニュージー
ランド両国の最新情報を入手、また提供する。
⑸ 会報やホームページ等を利用し、会員への情報提供を定期的に行う。
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コロナ禍による｢日本経済の鈍化｣
副会長

足立 英雄

日 本国民が歓喜に踊りました、２０１３年９月６日アルゼン

チン・ブエノスアイレスにおいて２０２０年夏季オリンピツ
ク・パラリンピツク開催地を決める「候補地；イスタンブー
ル・マドリド・東京」の３都市において、誘致の為の。それ
ぞれの国がプレゼンを行い。日本のプレゼンは日本文化・施
設道路状況・最後にはフランス語を流暢に話す「フリーアナ
ウンサーの滝川クリステルが最後の締めで「オ・モ・テ・
ナ・シ」この言葉は。ＩＯＣ委員全員が、日本の礼節に感動

副会長

足立 英雄

したのとの事です・.開催地は「Tokyo」と発表された時、日本で、生中継をテレビで
視聴した方は全員両手を上げ、喜びを共にしました。日本のオリンピック組織委員は、
政府と一体になり大型競技場の建設、道路の整備・選手村の建設等、全国的規模です
すめてきました。しかし、２０１９年に中国において、コロナ菌が見つかり、そのウ
イルス菌の感染力は迅速に、世界へ伝播しました。疫病菌を死滅させる「薬」がなく
患者は５大陸に感染しました。このウイルスを死滅させる為、新薬を開発する為、生
理科学者らわ日夜奮闘し、アメリカ・イギリス・ドイツ・中国などが「ワクチンを開
発」高齢者から接種が始まりました。日本においては、東京を中心に変種ウイルが蔓
延して、日本の感染者は７５５６９５名・死者１３３３１名。そして、世界では、感
染者はアメリカが３億３千，３２５．２１８名・死者は５百９６．３９１名。インド
は感染者は２億９千４４１万９８５

死者は３３７９９９名他１８国。世界全体の感

染者数は１７億１千９６４万９５９・死者は３６９万７３３３名と史上災害です。
日本においては、東京都始め神奈川・埼玉。千葉に早く、緊急事態宣言を発令し、地
方の県愛知県・三重県。岐阜県にも緊急事態宣言がだされました。これにより、人出
の抑制・大衆酒場・娯楽施設。映画館・カラオケ・野球場・コンサート場などが規制
されまた為、会社は自宅でのテレワ-ク実施人との会話には「ソ-シャル

ディスタン

ス」マスクの着用、学校は休校、特に大学では、２０年２１年はキャンパスにも入れ
ず、自宅か寮でテレワーク授業、学生に取り大切な青春時代が謳歌できず対面授業も
無く、一日も早く変異ウイルスを終息する事が優先政策です。日本の経済状態は悪化
しつつあり、又家庭生活にも大きな変化が起きています。政府は世界の国々お連帯し、
ウイルスと言う疫菌を、ワクチン等により撲滅する事が、今一番の課題です。産業
界・零細企業者・医療関係者・その他全てに関わる業務従事者の日々のご健闘に感謝
いたします、平穏な生活は戻る日まで、スクラムを組んで、頑張りましょう・
※文中感染者、死者数は６月４日時点のものです
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豊島理事メッセージ
林会長ならびに関係者の皆様には、当協会の運営にご尽力頂き、御礼申し上げます。
そして、昨年来よりコロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々、ご家族
の方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、罹患されている方々に心よりお見舞い申
し上げます。
ワクチン接種が開始され感染抑制への期待は高まっておりますが、従来と比べて感
染力の強い変異ウイルスが全国的に広がっており、予断を許さない状況となっており
ます。この中においても、医療関係の従事者の皆様には長期にわたってご対応されて
おり、深く感謝申し上げます。
この状況下ではありますが、昨年１１月に日本、オーストラリアとニュージーランド
は、中国、韓国、アセアンを加えた１５か国と共に東アジア地域包括的経済連携
（RCEP）を結びました。予定通り発行されると、世界の GDP の３割に相当する世界
最大規模の自由貿易圏となり、今まで以上に人材の交流や経済活動が活発になり、新
しいルールに基づくサービスや投資が促進されるものと期待しております。
その一方で、世界的に環境負荷を減らす取り組みがクローズアップされて来ており
ます。当社もファッション分野において、オーガニックコットンの使用普及（オーガ
ビッツプロジェクト）、廃棄食材から抽出した染料の利用や水の使用を抑えた生産工程
の推進など国内外の企業と協力して進めており、持続可能な地球環境に対する当事者
意識を持った行動が益々重要なものになってくると感じ
ております。
最後になりますが、会員の皆様のご多幸とご健勝、並
びに新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息し、協
会主催の交流事業が早期に開催されることを心より願っ
ております。

理事

豊島 半七

（豊島株式会社

代表取締役社長）
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会員メッセージ
忘れられない豪州、ニュージーランド 〜 コロナウイルスに負けない！
名古屋姉妹友好都市協会理事

伊藤

毅

（公財）名古屋国際センター副理事長
シドニー在住から帰国後、はや６年が過ぎ、コロナ禍で再訪問することができず、
悔しい時間が過ぎています。しかし、世界各地でワクチン接種が進められており、必
ず将来に渡航ができる日がやってきます。それまで少しのあいだ我慢でしょうか、コ
ロナウイルスに負けずに、みなさん頑張りましょう。
さて、私は２年間シドニー市内に住みました。ハーバーブリッジの近く、シドニー
天文台のすぐ横にあるマンションの７階。残念ながら街側の部屋で、テラスからハー
バーブリッジを臨むことはできませんでした。出勤前の早朝に、ハーバーブリッジを
わたりながら散歩したり、オペラハウスの周りをランニングしたりしていました。シ
ドニーサイダー（Sydney

Sider：シドニーっ子の呼称）も、早朝からジム通いや公園

などでのランニング、筋力トレーニングなど、早朝エクササイズに精力的であったこ
とが印象に残っています。

（参照写真：シドニー天文台公園からのハーバーブリッジを臨む）

６月のシドニー冬の風物詩（南半球では冬の季節）は、VIVID

SYDNEY という街

中ライトアップ、プロジェクションマッピングのイベントが開催されます。今年はコ
ロナの影響なのか８月に開催されるようです。（参考：www.vividsydney.com）
来年のこの時期には、コロナウイルスの抑え込みに成功し、会員の皆さんが自由気
ままに訪豪し、この一大イベントを鑑賞できることを信じています。そして、ニュー
ジーランドにも足をのばし、美味しいニュージーランドの食材（オイスターと白ワイ
ン）を口にしたいものです。
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会員

横田ゆかり

この度、名古屋日豪ニュージーランド協会に入会させて頂きました横田ゆかりと申
します。名古屋市西区に社交ダンススタジオを主人と共に経営・指導しております。
2015年から2017年の間、JDC中部ラテンアメリカンチャンピオン３連覇を果たし、現
在は指導に力を注ぎ、また２歳の娘の母として子育てとの両立に日々奮闘しております。
ニュージーランドは私にとって切っても切り離せない存在です。高校を卒業後、
ニュージーランドへ渡り語学学校そしてニュージーランド国立オークランド大学へ進
学し６年間滞在しておりました。卒業後に帰国してもう暫く経ちますが、残念な事に
一度も再訪出来ておりません。いつか家族にミッションベイやピハビーチ、ロトルア
の温泉を案内したい！というのが夢の一つとなりました。
入会しようと思ったきっかけは、娘に自分の経験した事を伝えて行きたいと考えた
からです。まずは名古屋市にニュージーランド人がいらっしゃらないかとネット検索
していた時に、こちらの協会の存在を知り、すぐさまメールを送らせて頂いたという
経緯です。
これからの時代を生きていく娘達は、語学、多国籍の方とのコミュニケーション、カ
ルチャーエクスチェンジのスキルは
不可欠になってくるかと想像いたし
ます。日々『おうち英語』に取り組
んでいますが、まずは親がお手本を
見せなければ！とコロナ禍ではあり
ますが勇気を出して入会を決めまし
た。会員の皆様と交流出来る日が来
るのを楽しみにしております。どう
ぞよろしくお願いいたします。
語学学校のクラスメイトと
ドイツ、スイスからの留学生が多くてびっくりしました。英語習得がキャリアに繋がると明確な目的を持っている人が多かったで
す。撮影場所はオークランド大学の隣にあるアルバートパーク。日光浴のため芝生の上で寝転んでいる人をよく見かけます。

ご入会の方は以下までご連絡ください。
アカデミーオブダンス. ヨコタ
〒451-0025
名古屋市西区上名古屋3丁目25-6 J-odc 2F
TEL：052-532-7366
FAX：052-686-0094
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クリスマスパーティー
余興参加者募集

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

毎年恒例のクリスマスパーティーを２０２１年

御座いましたら、是非皆様の声をお聞かせくだ

１２月２日（木）午後６時から、名鉄ニューグ

さい。「こうした方が良い」「こんな記事を載せ

ランドホテルにて名古屋姉妹友好都市協会と合

て欲しい」などお聞かせ頂ければ幸いです。

同で開催致します。

連絡先

協会事務局宛

今年も「会員による手作りパーティー」と題し、
余興にご出演頂ける会員及び会員のお連れ様を
募 集 し て お り ま す。歌、演 奏、手 品、寸 劇 な ど

編集後記

何でも構いません。未完成のネタ、ご自身の自

皆様、大変ご無沙汰しております。お元気にお

慢ネタのご披露で構いません。出演ご希望の方

過ごしでしょうか？

はご一報下さい。皆様のご出演を心待ちにして

新型コロナウイルスの影響で協会イベントは全

おります。

て中止となり、皆様とお会いする機会に恵まれ
連絡先

協会事務局宛

ず大変残念でなりません。
今年は記録的に梅雨入りが早く、梅雨のジメジ
メと感染予防のマスクによる不愉快な時期を長

会員募集

く過ごさなくてはなりません。コロナワクチン

弊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、

接種も軌道に乗り始め、何となくゴールが見え
てきましたがもう暫くの我慢です。正念場です、
強い気持ちで乗り切りましょう。
マスク不要の生活、好きなところにいつでも行
ける生活に少しでも早く戻れることを願うばか

法人 50,000 円／社

りです。そして皆様と再びお会いできることを

ご連絡頂ければ早々に、お手続きについてご案

楽しみにしております！

内致します。

事務局長
問合先

安藤 厚史

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

・会員の皆様からの連絡事項など
連絡先

ＴＥＬ：０５２（３６１）８４１５

協会事務局宛

ＦＡＸ：０５２（３６１）８８７７
メール： nonk@nagoya-janz.jp

