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名古屋　　 協会会報日　 豪
ニュージーランド

皆様　こんにちは
日頃より当協会活動へのご理解、ご支援に厚く御礼申し上げます。
今年は協会創立４０年の節目であり、協会の将来について考える良
い機会かもしれません。過去を振り返ると共に、設立時の精神や先
人の想いを再確認する必要がありそうです。
今年度も例会やクリスマスパーティーなど幾つかのイベントを企画
しておりますが、会員皆様のご協力無しでは実現することが出来ま
せん。より一層のご支援ご指導をお願いしたく存じます。
当協会の活動を通し、日本とオーストラリアおよびニュージーランド三国間の友情が一層深ま
ること、また会員皆様のご健康とご活躍をお祈りし、挨拶とさせて頂きます。
ありがとうございました。

２０１８年５月２９日（火）名鉄ニューグランドホテルにて、午後５時半から理事会が、引き
続き午後６時から通常総会が開催されました。通常総会には会員３２名が参加、林会長が議長
として司会進行、午後６時半頃、総会は無事閉会しました。

議案として２０１７年度事業報告と収支決算、２０１８年度事業計画と収支予算の４つの議案
が事務局より提案され、出席者全員の賛同で議案全てが承認されました。引き続き２０１８年
度役員について報告がありました。
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林芳行会長

林会長挨拶

名古屋日豪ニュージーランド協会
２０１８年度 理事会及び通常総会が開催

林会長挨拶林会長挨拶 総会風景総会風景林会長挨拶 総会風景
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2017年度　事業報告書
（2017年4月1日～2018年3月31日）

2017年
7月26日　理事会
出席：10名（理事3名：代理含、理事候補7名：代理含む）
場所：名鉄ニューグランドホテル
議案：1. 会則改定
　　　2. 役員改選
　　　3. 2016年度事業報告承認
　　　4. 2016年度収支決算承認
　　　5. 2017年度事業計画承認
　　　6. 2017年度収支予算承認

7月26日　通常総会
出席：31名
場所：名鉄ニューグランドホテル
議案：理事会同様6議案

7月29日　全国日本ニュージーランド協会連合会 役員会
出席：足立副会長、安藤事務局長
場所：名鉄ニューグランドホテル（役員11名参加）
議題：理事会/総会事前打合せ

9月29日　例会
出席：13名
場所：名鉄ニューグランドホテル
議題：協会活性化にむけての意見交換

12月1日　全国日本ニュージーランド協会連合会 理事会/総会
出席：足立副会長、安藤事務局長
場所：東京八重洲会議室（全国10協会より32名参加）
議案：規約改定、役員改選、
　　　事業報告、収支決算、事業計画、収支予算

12月6日　クリスマスパーティー（名古屋姉妹友好都市協会共催）
出席：99名
場所：名鉄ニューグランドホテル
ご来賓：3名
ニュージーランド大使館　ピーター・ケル公使・総領事
愛知県知事代理、名古屋市長代理

12月10日　東邦高校主催 中学生英語スピーチコンテスト
第12回中学生スピーチコンテストへ後援
名古屋日豪ニュージーランド協会長賞を贈呈

2018年
1月1日　協会会報発行
第114号会報を発行し会員ほかへ配付

2017年度収支決算書
（2017年4月1日～2018年3月31日）

監査の結果、適法かつ正確であることを認める。

　2018年４月６日　　監事　伊藤 正

収　　入　　の　　部
科　　　　　　目

合　　　　　　計

予 算 額 決 算 額 差　　異
会費収入 770,000 705,000 △ 65,000

650,000 600,000 △ 50,000
120,000 105,000 △ 15,000

0 0 0
60,000 0 △ 60,000

5 2 △ 3
0 0 0

493,562 493,562 0
2,195,734 1,868,744 △ 326,990

合　　　　　　計 2,195,734 1,868,744 △ 326,990

　法人５万円
　個人５千円
　学生３千円
事業収入（例会）

872,167 670,180 △ 201,987事業収入（クリスマス）

受取利息/和解金返金
0 0 0寄付金

雑収入
前期繰越金

（単位：円）

支　　出　　の　　部
科　　　　　　目 予 算 額 決 算 額 差　　異

会合費 1,352,167 1,304,292 △ 47,875
　総会 270,000 235,746 △ 34,254
　例会費 210,000 167,121 △ 42,879
　クリスマスパーティー 872,167 901,425 29,258

諸会費 51,000 30,000 △ 21,000
　名古屋姉妹友好都市協会会費 15,000 15,000 0
　日本ニュージーランド中部協議会 0 0 0
　全国日豪協会連合会会費 0 0 0
　全国日豪協会連合会総会 0 0 0
　全国日本ニュージーランド協会会費 6,000 6,000 0
　全国日本ニュージーランド協会総会 30,000 9,000 △ 21,000
親善交流費 30,000 0 △ 30,000
派遣留学生補助費 50,000 0 △ 50,000
交際接待費 5,000 5,850 850

事務費 277,648 228,306 △ 49,342
　広告宣伝費 36,288 36,288 0
　旅費交通費 52,760 28,620 △ 24,140
　振込手数料 3,200 3,780 580
　通信費 43,600 49,774 6,174
　事務用消耗品費 2,000 0 △ 2,000
　図書費 0 0 0
　印刷代 65,000 21,600 △ 43,400
　家賃 64,800 81,000 16,200
　事務用機器 0 0 0
　雑費 10,000 7,244 △ 2,756
　予備費 429,919 300,296 △ 129,623

（単位：円）

［資産明細］2018. 3. 31現在

三菱UFJ銀行名古屋営業部

郵便振替

合計（次期繰越金）

現金 10,155

57,721

232,420

300,296

（単位：円）
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2018年度事業計画書
（2018年4月1日～2019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クリスマスパーティー等の開催で、大使館、
関連団体、会員相互の交友を深める。

⑵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。

⑶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。

⑷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。

名古屋日豪ニュージーランド協会
主な開催イベント

①2018年5月29日（火）名鉄ニューグランドホテル
　理事会17：30～、総会18：00～、講演会、懇
親会
　　議案：2017年度事業報告・収支決算など

②2018年9月12日（水）名鉄ニューグランドホテル
　例会18：00～（40周年企画）
　　議題：功労者表彰、基調講演（大使館、有
　　　　識者）、懇親会

③2018年12月5日（水）名鉄ニューグランドホテル
　クリスマスパーティー（名古屋姉妹友好都市
協会と共催）
　　テーマ：会員による手作りｲﾍﾞﾝﾄ

④会報発行　　年2回（7月、1月）

2018年度収支予算書
（2018年4月1日～2019年3月31日）

収　　入　　の　　部

科　　　　　　目

合　　　　　　計

本年度予算額 前年度予算額 差　　異

会費収入 720,000 770,000 △ 50,000

600,000 650,000 △ 50,000

120,000 120,000 0

0 0 0

15,000 60,000 △ 45,000

0 0 0

2 5 △ 3

300,296 493,562 △ 193,266

1,395,298 2,195,734 △ 800,436

合　　　　　　計 1,395,298 2,195,734 △ 800,436

　法人５万円

　個人５千円

　学生３千円

事業収入（例会）

360,000 872,167 △ 512,167事業収入（クリスマスパーティー）

寄付金

受取利息

前期繰越金

（単位：円）

支　　出　　の　　部

科　　　　　　目 本年度予算額 前年度予算額 差　　異

会合費 1,170,000 1,352,167 △ 182,167

　総会 250,000 270,000 △ 20,000

　例会 380,000 210,000 170,000

　クリスマスパーティー 540,000 872,167 △ 332,167

諸会費 25,000 51,000 △ 26,000

　名古屋姉妹友好都市協会会費 15,000 15,000 0

　日本ニュージーランド中部協議会 0 0 0

　全国日豪協会連合会会費 10,000 0 10,000

　全国日豪協会連合会総会 0 0 0

　全国日本ニュージーランド協会会費 0 6,000 △ 6,000

　全国日本ニュージーランド協会総会 0 30,000 △ 30,000

親善交流費 0 30,000 △ 30,000

派遣留学生補助費 0 50,000 △ 50,000

交際接待費 5,850 5,000 850

事務費 158,032 277,648 △ 119,616

　広告宣伝費 36,288 36,288 0

　旅費交通費 32,040 52,760 △ 20,720

　振込手数料 3,780 3,200 580

　通信費 35,480 43,600 △ 8,120

　事務用消耗品費 0 2,000 △ 2,000

　図書費 0 0 0

　印刷代 43,200 65,000 △ 21,800

　家賃 0 64,800 △ 64,800

　事務用機器 0 0 0

　雑費 7,244 10,000 △ 2,756

　予備費 36,416 429,919 △ 393,503

（単位：円）
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２０１８年度
名古屋日豪ニュージーランド協会　役員

（任期２年　2017～2018年）
（敬称略、五十音順）

顧　　問　　　大村　秀章　　　愛知県知事
顧　　問　　　古田　　肇     　 岐阜県知事
顧　　問　　　河村たかし　　　名古屋市長
会　　長　　　林　　芳行　　　リンナイ株式会社 代表取締役会長
副 会 長　　　足立　英雄　　　名古屋テレビ社友 元報道記者
理　　事　　　鮎澤　多俊　　　東大手法律事務所 弁護士
理　　事　　　岡谷　篤一　　　岡谷鋼機株式会社 代表取締役社長
理　　事　　　榊　　直樹　　　学校法人東邦学園 理事長
　　　　　　　　　　　　　　　愛知東邦大学 学長
理　　事　　　冨成　義郎　　　東邦ガス株式会社 代表取締役社長
理　　事　　　豊島　半七　　　豊島株式会社 代表取締役社長
理　　事　　　盛田　淳夫　　　敷島製パン株式会社 代表取締役社長
監　　事　　　伊藤　　正　　　五洋海運株式会社 代表取締役社長
事務局長　　　安藤　厚史　　　リンナイ株式会社 総務部

協会設立時より役員としてご活躍の足立英雄副会長が、ゲストスピーカーとしてご講
演されました。創立４０周年に相応しい「名古屋日豪ニュージーランド協会、創立
４０周年の回顧と展望」と題し、協会の歴史、将来への提案など約３０分にわたる有
意義で貴重なお話が聴けました。

足立副会長講演 熱心に聴講する会員
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講演会に続き、お楽しみの懇親会が開催されました。足立副会長から参加者皆様への
プレゼントとして、ニュージーランドにおける神聖な儀式「ハカ」の披露がありまし
た。ニュージーランドに留学の際、習得されたとのことですが、現地の衣装を身に纏
われ、現地人と見間違える程見事な舞を披露されました。出席者より割れんばかりの
拍手が起こり、印象深い突然のプレゼントとなりました。

足立副会長ハカを披露

五洋海運㈱ 安藤専務による乾杯音頭

懇親会の様子
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ピョンチャン五輪
オーストラリア及びニュージーランド選手がメダルを獲得
韓国・平昌（ピョンチャン）において、冬季オリンピック（２月９日～２月２５日）
とパラリンピック（３月９日～１８日）が開催されました。日本選手や開催国の韓国
選手が活躍したことは、皆様の記憶に残っていることでしょう。
オセアニアは暑い地域でウィンタースポーツは得意でない印象がありますが、実は
オーストラリアやニュージーランドの選手達も活躍され、幾つかのメダルを獲得しま
した。オーストラリアはメダル総数３個、何れも２２～２３歳の若者ばかり。ニュー
ジーランドはメダル総数２個、なんとティーンエイジャー２名がメダルを獲得しまし
た。何れも次回の中国・北京オリンピックでの活躍が期待されている人材です。４年
後の北京大会はオーストラリアやニュージーランドの選手から目が離せません。皆様
も是非応援しましょう。

２０１９年ラグビーワールドカップ
ニュージーランドチーム（オールブラックス）が名古屋地区に来る
４年に一度のラグビーワールドカップが日本大会と称して、２０１９年９月２０日か
ら１１月２日まで日本各地で開催されます。前回のイングランド大会での優勝国
ニュージーランド、準優勝国オーストラリア、開催国日本共に出場が決定しています。
大会組織委員会より、出場チームが１次リーグで使用する公認キャンプ地が発表され、
ニュージーランドチームが愛知県一宮市にてキャンプすることが内定しました。
ニュージーランドチームは一宮市のほか千葉県浦安市、東京都、大分県別府市でも
キャンプを行い、オーストラリアのキャンプ地が北海道江別市、浦安市、東京都、静
岡県掛川市・磐田市、別府市であることも合せて発表されました。
愛知県豊田市にある豊田スタジアムが試合会場に選ばれました。本大会１次リーグで
は、２０１９年１０月１２日にニュージーランドチーム（オールブラックス）が前大
会ベスト１２のイタリアと対戦することが決定し、ワールドカップの大舞台で、強豪
同士の戦いが地元豊田で観戦出来るのは一生に一度と言っても過言では無いでしょう。
日本、オーストラリア、ニュージーランド三国が活躍し、決勝トーナメントで対戦す
ることを祈念しております。会員の皆様、是非、キャンプ地や本戦会場へ足を運びま
しょう。
　　　　１次リーグの予定
　　　　　日本（Ａ組）… アイルランドやスコットランド等と対戦
　　　　　オーストラリア（Ｄ組）… ウェールズやスコットランド等と対戦
　　　　　ニュージーランド（Ｂ組）… 南アフリカ共和国やイタリアと対戦
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会員 北島衛さん　本を出版
会員の北島衛さんが本を出版されましたので皆様にご紹介致します。
〈北島衛さんコメント〉
ポルトガル語の仲間２人と２年掛けて、ブラジルの著名な医師であり作家でもある著
者、ドラウジオ・ヴァレーラ氏の少年時代の回想記を翻訳しました。サンパウロで暮
らすイタリア移民、スペイン移民とその子どもたちの生活の様子や出来事が生き生き
と描かれており、国は違っても同時代に生きた者として懐かしさを感じ翻訳にも熱が
入りました。ブラジルを理解し、より身近に感じることができるコラムも収録してい
ます。アマゾンでも入手可能です。定価は税抜き２，０００円です。

新入会員ご紹介
当協会に新たに１名が入会されました。
２０１８年６月入会　成田 健之輔（なりた けんのすけ）様
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『例会』開催のご案内
今年の例会は２０１８年９月１２日（水）午後６
時から、名鉄ニューグランドホテルにて開催致し
ます。
今年は「協会創立４０周年」を記念し、（１）功
労者の表彰、（２）基調講演（オーストラリア大使館、
ニュージーランド大使館、有識者）、（３）懇親会
の３段構えで企画しております。皆様のご参加を
お待ちしております。

クリスマスパーティー
余興参加者募集

毎年恒例のクリスマスパーティーを２０１８年
１２月５日（水）午後６時から、名古屋姉妹友好
都市協会と合同で開催致します。
今年は「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、寸劇など何で
も構いません。未完成のネタ、ご自身の自慢ネタ
のご披露で構いません。出演ご希望の方はご一報
下さい。皆様のご出演を心待ちにしております。

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。

皆様より会報の記事を募集
（寄稿のお願い）

皆様より会報へ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

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。

編集後記
皆様、こんにちは。当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。
夏本番の季節となりますが、皆様お元気にお過ご
しでしょうか。熱中症、夏風邪、食中毒に注意す
べき時季になりましたが、十分な睡眠、暴飲暴食
に注意、こまめな水分摂取などは出来ていますで
しょうか。皆様のご健康をお祈り致します。
今年は協会創立４０周年を記念すべく輝かしい一
年となります。新しい発想で、例会やクリスマス
パーティー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。会
員の皆様、一緒にイベントを手作りしましょう。
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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