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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５月１日、平成時代が終わり元号が令和に変わりました。当協
会は、１９７８年１２月、昭和５３年に設立され、昭和、平成、令
和と３つの時代を跨ぐ歴史ある協会となりました。今年無事に４１
年目を迎えることが出来たのは会員皆様のお力添えのお陰でありま
す。我が国の様に、西暦のほか元号や別暦を併用している国は多く
ないようです。日本以外では、北朝鮮で故金日成（キムイルソン）
主席の生誕年を元年とした主体（チュチェ）歴を使い、今年は主体
１０８年にあたるそうです。タイでは釈迦入滅を紀元としたタイ暦を、
またイスラム圏では天地創造を紀元としたユダヤ暦、ムハンマドの聖遷を紀元としたイスラム
暦の２種を使用しているようです。
今年はラグビー・ワールドカップが日本で開催されます。当協会と関わりが深い、オーストラリ
アとニュージーランドが日本にやって来ます。今年度は恒例のクリスマスパーティに加え、ワー
ルドカップ関連イベントを企画しております。会員皆様のご協力ご支援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。

２０１９年６月３日（月）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２０１８年度事業報告と収支決算、２０１９年度事業計
画と収支予算、役員改選の３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。役員は全員が重任とな
り、会長に林芳行氏、副会長に足立英雄氏が選出されました。また愛知県大村知事、名古屋市
河村市長、岐阜県古田知事のお三方にも、引き続き顧問にご就任頂けることとなり、協会とし
て大変心強く嬉しい結果となりました。
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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
２０１９年度　理事会及び通常総会が開催

林会長の挨拶
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2018年度 事業報告書
（2018年4月1日～2019年3月31日）

2018年
5月29日　理事会
出席：７名（理事６名：代理含、事務局１名）
場所：名鉄ニューグランドホテル
議案：１．2017年度事業報告承認
　　　２．2017年度収支決算承認
　　　３．2018年度事業計画承認
　　　４．2018年度収支予算承認

5月29日　通常総会
出席：25名
場所：名鉄ニューグランドホテル
議案：理事会同様４議案
講演：当協会副会長　足立英雄様
　　　（名古屋日豪ニュージーランド協会創立40周年
　　　　の回顧）

7月1日　協会会報発行
第115号会報を発行し会員ほかへ配付

9月12日　例会
出席：30名
場所：名鉄ニューグランドホテル
議案：功労者表彰（足立英雄様、鮎澤多俊様）
講演：①ニュージーランド大使館　宮崎智世様
　　　　（ニュージーランド新政府と二国間関係）
　　　②名古屋外国語大学教授　小林洋哉様ほか２名
　　　　（本学学生に人気のオーストラリアとニュー
　　　　　ジーランドなど)

10月28日　東邦高校主催　中学生英語スピーチコンテスト
第13回中学生スピーチコンテストヘ後援
名古屋日豪ニュージーランド協会より４賞を贈呈

11月17日　全国日豪協会連合会理事会／総会
出席：足立副会長
場所：東京大手町倶楽部（全国12協会より出席多数）
議案：規約改定、役員改選、次期総会開催地
　　　事業報告、収支決算、事業計画、収支予算

12月5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：61名
場　所：名鉄ニューグランドホテル
ご来賓：２名
　　　　愛知県知事代理（川村正人国際課長)
　　　　名古屋市長代理（桒原英郎国際交流課長）

2019年
1月1日　協会会報発行
第116号会報を発行し会員ほかへ配付

2018年度 収支決算書
（2018年4月1日～2019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。

　　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 720,000 727,500 7,500

600,000 600,000 0
120,000 127,500 7,500

0 0 0
15,000 0 △ 15,000

2 1 △ 1
0 0 0

300,296 300,296 0
1,395,298 1,416,688 21,390

合　　　　　　計 1,395,298 1,416,688 21,390

　法人５万円
　個人５千円
　学生３千円
事業収入（例会）

360,000 388,891 28,891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 1,170,000 948,531 △ 221,469
　総会 250,000 244,265 △ 5,735
　例会 380,000 279,142 △ 100,858
　クリスマスパーティー 540,000 425,124 △ 114,876

諸会費 25,000 25,000 0
　名古屋姉妹友好都市協会会費 15,000 15,000 0

10,000 10,000 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
0 0 0　全国日本ニュージーランド協会総会

親善交流費 0 14,400 14,400
派遣留学生補助費 0 0 0
交際接待費 5,850 0 △ 5,850

事務費 158,032 153,226 △ 4,806
　広告宣伝費 36,288 36,288 0
　旅費交通費 32,040 49,600 17,560
　振込手数料 3,780 2,916 △ 864
　通信費 35,480 19,062 △ 16,418
　事務用消耗品費 0 0 0
　図書費 0 0 0
　印刷代 43,200 45,360 2,160
　家賃 0 0 0
　事務用機器 0 0 0
　雑費 7,244 0 △ 7,244
予備費 36,416 275,531 239,115

（単位：円）

資　産　明　細　　2019. 3. 31現在 （単位：円）

三菱UFJ銀行名古屋営業部
郵便振替
合計（次期繰越金）

現金 4,045
19,066
252,420
275,531

収　支　ま　と　め （単位：円）

支出金額
差引金額

収入金額 1,416,688
1,416,688

0
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2019年度 事業計画書
（2019年4月1日～2020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

①2019年6月3日（月）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：2018年度事業報告・収支決算など

②2019年10月11日（金）ホテルナゴヤキャッスル
　議題：ラグビー・ワールドカップ関連イベント
　　　（仮称）
　　主催：ニュージーランド大使館

③2019年12月9日（月）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）
　　方策：会員による手作りイベント

④会報発行　　年２回（７月、１月）

2019年度 収支予算書
（2019年4月1日～2020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 720,000 720,000 0

600,000 600,000 0

120,000 120,000 0

0 0 0

0 15,000 △ 15,000

0 0 0

1 2 △ 1

275,531 300,296 △ 24,765

1,355,532 1,395,298 △ 39,766

合　　　　　　計 1,355,532 1,395,298 △ 39,766

　法人５万円

　個人５千円

　学生３千円

事業収入（例会）

360,000 360,000 0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 920,000 1,170,000 △ 250,000

　総会 270,000 250,000 20,000

　例会 180,000 380,000 △ 200,000

　クリスマスパーティー 470,000 540,000 △ 70,000

諸会費 21,000 25,000 △ 4,000

　名古屋姉妹友好都市協会会費 15,000 15,000 0

　全国日豪協会連合会会費 0 10,000 △ 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 6,000 0 6,000

　全国日本ニュージーランド協会総会 0 0 0

親善交流費 15,000 0 15,000

派遣留学生補助費 0 0 0

交際接待費 5,000 5,850 △ 850

事務費 166,488 158,032 8,456

　広告宣伝費 36,288 36,288 0

　旅費交通費 43,520 32,040 11,480

　振込手数料 3,000 3,780 △ 780

　通信費 35,480 35,480 0

　事務用消耗品費 0 0 0

　図書費 0 0 0

　印刷代 43,200 43,200 0

　家賃 0 0 0

　事務用機器 0 0 0

　雑費 5,000 7,244 △ 2,244

予備費 228,044 36,416 191,628

（単位：円）
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２０１９年度
名古屋日豪ニュージーランド協会　役員

※任期２年 （2019～2020 年度）

（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

講演会に続き、岡谷鋼機株式会社 仲宗根秀樹様（取締役名古屋本店副本店長）の乾杯
で懇親会が始まり、楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

仲宗根様による乾杯の音頭 足立副会長による中締め懇親会風景
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当協会員　鈴木喜久男様による寄稿
当協会員である鈴木喜久男様に、貴重な体験談をご寄稿頂きました。

　「NZのルートバーントラック」
NZはトレッカー（トレッキングをする方）にとって憧れの国です。よく整備された遊歩道はショート・
ウォーク、一般的なトレッキングコースはトラック、踏み跡を探しながら歩かなければならない上級
者向きの道はルートと分類されています。特に人気が高いコースは環境保全の為、日ごとの入山者数
が制限されており、予約制度が設けられています。それ故、ベストシーズンでも混雑とは無縁で、ゆっ
たりと自然本来の姿を堪能できます。我々夫婦は今年の 2月、NZ旅行の 1日を「ルートバーントラッ
クを歩く」ツアーに参加しました。

起点である南島・クイーンズタウンのホテルに朝 7 時、ガイド君が迎えに来ました。メンバーは日本
人中心で、ガイド君を含めて 9人。グレノーキーロードと言われる湖沿いの一般道を、車でルートバー
ントラックの入口に向かいました。NZの南島の湖は北島の湖と違い、そのほとんどが氷河湖だそうで
す。従って長くて、深くて、水の色は真っ青です。車窓から見える湖も水深が 380mとの事。窓から見え
る白い山々は、雪とは違い氷河との事でした。

「ルートバーントラックは 1日に四季がある」と言われています。入り口に着きザックの荷物を改めて
いると、天気は快晴、今日の予報も快晴なのに、ガイド君から天候の急変もあるので「合羽」は必ず持参
するようにと言われました。

8時に出発。我々二人が年長者の為か、ガイド君から先頭を歩く事を許されました。最後尾は、登山用具
で完全装備した新婚カップルでした。急峻な登りこそありませんでしたが、喘ぎ喘ぎ登り、歩きました。

道々、ガイド君が、「NZは鳥の国です」と教えてくれました。 そしてNZのコインを含むすべてのお札
には、鳥の絵が描かれているという。なるほど、歩みを上めて取り出してみると、鳥の絵がデザインさ
れていました。野鳥好きの方にはたまらないであろうと思いました。そして、数々の鳥が我々の進む先
を飛びかっていました。このガイド君、鳥の鳴き声が上手で、口笛で鳥を呼び寄せては、「今の鳥は、100
ドル札の鳥です」などと言って教えてくれました。

道は水量豊富なルート川に沿つて登りです。それは見事でした。大小さまざまなお釜のようになった
場所は、青緑色の川の水をたたえて流れていました。そして日本では見たこともない木々に包まれて
いました。歩き始めて 4時間、万年雪を被る山々を望むルートバーンフラットに到着しました。正面に
目的地の、ルートバーン滝を見ながらの昼食は至福のひと時でした。
帰りはガイド君の案内で、人の踏み込んだ後もまばらな沢筋の道を何回も足をとられながら歩きまし
た。冷たいルート川の水で喉を潤し、塩があふれ出ている額を水で洗うと、NZの大自然の中に包まれ
ている感覚が湧き出てきました。

ガイド君が言うには、こんな山奥でも人間が持ち込んだ ネズミ、オコジョ、ポスタムがいて、「NZ政府
は 2022 年までに完全に駆除をする」と言っていますと教えてくれました。しかし、自然をこわすのは、
ウイルスのように増え続けている人、人、人ですとも言っていました。
ルート川の大小の石を見ながら歩き、明るいうちに出発地点に戻りました。
意外な事に、我々よりも一番若い新婚カップルがバテバテでした。

NZの国は、人口 480 万人、国土の 85%が原生林、その内、20%が国立公園との事です。その国立公園、
今でも人の手で荒らされないまま現存しています。

ハードな 1日でしたがNZの大自然の中を歩かせていただいた事に感謝しました。
名古屋市守山区在住：鈴木喜久男
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リチャード・コート大使来名
林会長と懇談

駐日オーストラリア大使であるリチャード・コート大使が、
２０１９年２月２０日（水）に来名されました。愛知県や名
古屋市、名古屋商工会議所などでつくる名古屋国際交流懇談
会実行委員会が主催する「愛知・名古屋国際ネットワーク
フォーラム」に招かれ登壇されました。当フォーラムはオー
ストラリア、カナダ、アイスランド、スウェーデンの大使や
公使が招かれ、男女平等や多様性の確保について意見交換さ
れるイベントです。各国の取り組みについて、コート大使よ
り、シングルファーザーとして二人の子供を育てながらビジ
ネスと政治の世界で働いた経験談が発表され、またオーストラリアの実情として、勤
務時間や場所を柔軟にして、子育てしやすい職場環境を整備している企業ほど優秀な
人材を確保し、生産性も良いと説明されました。

同日夜、オーストラリア大使館の計らいで、当協会の林芳行会長（在名古屋ニュージー
ランド名誉領事）とコート大使の面会が実現、夕食をとりながら、中部圏の経済状況
などについて意見交換されました。林会長よりコート大使直々に、当協会のクリスマ
スパーティにご来場頂けるようお願いをされました。今冬、コート大使がご来名され、
お会い出来ることが楽しみでなりません。

コート大使

左端がコート大使（名古屋商工会議所HPより引用）
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スティーブン・ペイトン大使　退任
２０１９年春、ニュージーランド政府は、駐日ニュージーランド大使であるスティー
ブン・ペイトン大使に代わり、次期大使に外交官のハミッシュ・クーパー氏を任命し
ました。クーパー氏はこれまで、駐ロシアや駐トルコ大使を歴任し、日本語が堪能で
在日大使館での勤務経験があるほか大阪では総領事を務めたこともあり、日本に精通
した人材です。また、ピーター・ケル公使に代わり、ウォルトン・フランス氏が新た
に後任公使に着任されました。ペイトン大使、ケル公使、長い間お疲れ様でした。当
協会へ色々とお力添え頂き、誠にありがとうございました。新大使と公使のご紹介は
次号にて。お楽しみに。

ニュージーランドで悲しい事件が発生
２０１９年３月１５日、ニュージーランド南島のクライストチャーチで、イスラム教
礼拝所（モスク）２ヶ所が連続して銃乱射される事件が発生、５０人が死亡、５０人
が負傷するというニュージーランド史最悪の犯罪事件となりしました。犯人は２８才
のオーストラリア国籍の男性で、襲撃の模様をフェイスブックで１６分間配信すると
いう異常な行動をとりましたが、事件同日に逮捕されました。アーダーン首相はニュー
ジーランドにおける銃規制法の改正に着手しました。亡くなられた方々に心よりお悔
やみ申し上げます。この様な事件が二度と発生しないよう祈るばかりです。

ペイトン大使 ケル公使

名古屋日豪ニュージーランド協会
平成時代を振り返る①

今年５月、元号が令和と変わり新しい時代となりました。ご存知の様、当協会は今年
４１年目であり、活動の殆どが平成であったといっても過言ではありません。当協会
の平成時代を振り返ってみましょう。
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今回は振り返り第一弾として、平成最初の会報（第３５号）を復元してみましょう。
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ラグビー・ワールドカップ２０１９日本大会　開催迫る
ラグビー・ワールドカップ日本大会が、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優勝国ニュージーランド（オールブラックス）、
準優勝国オーストラリア（ワラビーズ）が出場します。試合予定をおさらいしましょう。

　ニュージーランド　　　９月２１日（土）　対　南アフリカ　（横浜）
　（オールブラックス）　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　　　　９月２１日（土）　対　フィジー　　（札幌）
　（ワラビーズ）　　　　　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）

皆様の応援を期待しています。

新入会員ご紹介
本協会に新たに２名が入会されました。
　２０１８年９月入会　　小林 洋哉 様　　　２０１９年６月入会　　吉見 昌久 様
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『ワールドカップ関連イベント』
開催のご案内

ラグビー・ワールドカップが日本で開催され、オー
ルブラックスが豊田スタジアムでプレーすること
を機に、ニュージーランド大使館主催で、ワール
ドカップ関連イベントが開催されます。大使館よ
り名古屋名誉領事経由で当協の参加が打診されま
した。現時点において詳細は未定ですが、詳細が
決まり次第、会員の皆様にご案内させて頂く予定
です。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２０１９年
１２月９日（月）午後６時から、名鉄ニューグ
ランドホテルにて名古屋姉妹友好都市協会と合
同で開催致します。
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
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。

連絡先　協会事務局宛

会員募集
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、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

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

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。今年は猛暑になるとの長
期予報が出ています。何事も決して無理は禁物で
す。過信せず十分な睡眠と休養で、暑い夏を乗り
越えましょう。そして、ワールドカップ関連イベ
ントやクリスマスパーティでお会い出来ることを
楽しみにしております。引き続き、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。
皆様のご健康をお祈り致します。

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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