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日本ニュージーランド協会（関西） 創立１９７０年１１月 

会報 2014年 3月 第２・３・４号合併号 
 

５月例会は美味しい 楽しい 5年連続大好評 
第 245回例会  神戸でクック＆テイスト NZ ラム&ビーフ  

Cook and Taste NZ lamb & beef in Kobe 

日時：5月 10日（土）10:30～13:45 

場所：こうべ市民福祉交流センター 調理室 

「三ノ宮」駅より徒歩 15 分/ポートライナー「貿易センター前」

から徒歩 5分/市バス７系統「市民福祉交流センター前」正

面 

プログラム（予定）： 

10時 00分 受付開始 

10時 30分 班に分かれて調理開始 

11時 45分 試食タイム 

13時 00分 あとかたつけ 

例会費：2,000円（参加人数によります）  

飲みもの：BYO（各自ご持参ください）  

お申込最終締切 5月 6日（火）までに事務局へ。  

エプロンご持参ください！ 

 

 

 

事務局：〒530-0028 大阪市北区万歳町 3－41城野ビル 201 

電話：(06) 6367 1773  FAX: (06) 6367 1793 makltd@d1.dion.ne.jp 

ホームページ http://nzsocietykansai.com/ 

 

クリスマス例会の記念写真 

 

第 244回例会 2014年度総会 急なお知らせで申し訳ありません。 

理事改選があります。2年任期の理事に立候補される方は 4月 8日（火）までに 

事務局へご連絡ください。 
 

日時 4月 12日（土）  受付 11:15～  総会 11：30 ～12:30  懇親会 12:40～13:30   

場所 中央電気倶楽部  会員特別食堂 （場所をご存じない方は地図をご請求ください） 

〒530-0004 大阪市北区堂島浜２丁目１番２５号  TEL:06-6345-6351（代）  

懇親会費  ４,500円  飲み物は個人清算 

お申込み締め切り：４月 8日（火）までにﾌｧｯｸｽあるいはメールで事務局へお申込みください。 

4月１０日（木）以降お取消の場合は会費全額をいただきます。 
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退任いたします。お世話になりました。 

会長 呉橋真人 

 

会報が 2号 3号 4号合併号となりました。ありてい

に言えば今期は 2回しか会報が発行できませんでした。 

 

 私の業務多忙が 1年以上続き、今年になっても休ん

だのは 1月 1日と 3日、それに協会例会のあった 2月

22 日というありさまです。例会に出席することで精い

っぱい、会報作成の時間も会長として動く時間も全く

取れない日々が 1年以上続きました。 

 

加えて、事務局長、事務局補佐、会計担当理事もそ

れぞれの事情で昨年 6月以降は業務が難しくなり、事

務局は休眠状態に陥ってしまいました。 

 

何より会報が発行できず、会員の皆様にはたいへん

ご迷惑をおかけしてしまいました。責任感と罪悪感に

さいなまれる日々に、元日本草地学会会長（新潟大学

名誉教授）廣田秀憲氏の訃報はショックでした。協会

創立者 Dr.Kawaseの弟子を自任する方で、私はおとう

と弟子としてこの 20 年間可愛がっていただきました。

Dr.Kawase亡き後、私にとって大切な Mentorでした。 

 

心身ともに疲れきり、自ら退任の意思を 2月 28日の

理事会で表明し後を託したいとお願いいたしました。  

 

2006年 9月より 3年半の間に大きな改革を成し遂げ

られた柳田勘次会長の後を継ぎ、2010年より二期 4年

間会長を務めました。創立 40周年の年でした。 

 

同年 10月には 40 周年を記念して「クライストチャ

ーチ例会」を開催し、日本と米国から出席した 15名は

クライストチャーチの 15人の友人たちと旧交を温めま

した。翌日には、Dr.Kawaseの母校リンカーン大学に彼

のブロンズレリーフ（藤村家からのサポートをいただ

きました）を寄贈することができました。リンカーン

大学が用意してくださった盛大な式典は忘れることが

できません。当日の朝ハンドルビー家のテーブルでス

ピーチの原稿を書きはじめて、昨年 9月に亡くなった

バッジにあきれられました。結局未完成のままでした

が、ワインを 2杯あおり、その勢いのせいか、なんと

かそれなりに終えたのも幸せな想い出です。 

 

徹夜の連続で 40周年史と 40周年記念エッセイ集の

発行も行いました。40周年記念例会は山田副会長を中

心とした理事の皆様の素晴らしいチームワークのもと、

多くの参加者と充実したプログラムで実施できました。

事務局長桑原耕治氏、事務局補佐永田美夜子氏という

人材を得て順調な船出でした。 

   

2011年 2月 22日のカンタベリー大地震の際には、理事

や多くのボランティアの力で 3万ドルの募金をクライ

ストチャーチ市へ届けることができました。 

 松元副会長の機転により地震のあった週末の 2月 26

日から神戸で街頭募金を開始することができました。

風邪をおし、大きなスピーカーを持った正木理事と共

に現れた柳田名誉会長の行動力と度胸に感激しました。 

 

阪神淡路大震災被災者のクライストチャーチ一時避

難の窓口をしたストーリーが各紙やテレビ、ラジオで

紹介され、全国から募金が届けられました。多くのＮ

Ｚ友好団体が「何をしようか」と会議しているうちに、

東日本大震災が起こり、それどころではなくなってし

まったなかで、私たちの協会は Dr.Kawaseも天国から

「ようやりましたなー」と誉めてくれたであろう抜群

の働きをしました。 

 

このドラマチックな一期で退けば良かったのですが、

「伊吹」のためには協会会長という肩書があれば都合

が良いだろうという打算のため、二期目を引き受けて

しまったのが失敗でした。毎年同じ例会を繰返すなど、

気が緩んでしまったのも事実です。 

 

今後は一会員として、また個人として、Dr.Kawaseの

遺志「呉橋はん、日本とニュージーランドの役に立つ

ことは何でもしなはれ」をマイペースで継いでまいり

ます。 

 

ウェリントンとシドニーの「白瀬南極探検隊記念銘

板」のケアーのお手伝い、「伊吹」の研究、Dr.Kawase 

のレリーフのワッチ、Dr,Kawaseに来たＮＺからの手紙

の整理、藤村家が版権を持つ「ニュージーランドに魅

せられて」の電子版発行（桑原さんヒントをありがと

う）などトライしたいことがたくさんあります。生来、

会議と飲み会、団体行動、人付き合いが大の苦手、会

長の器ではありません。ひとりこつこつが大好きです。 

 

任期の最後に嬉しいニュースが飛び込んできました。

3月 26日ニュージーランド政府が、日本の酪農業との

相互発展と技術交流への寄与を目的とする「Dr Kawase

奨学金プログラム」を設立したことを発表しました。 

 

その公文書の一部を下記に引用いたします。何と名

誉なことでしょう。Dr.Kawaseが天国で「預言者が敬わ

れないのは、自分の故郷、親戚や家族の間だけである

（新約聖書各福音書より）」とつぶやくのが聴こえる

ようです（藤村さん、これはジョークとわかってくだ

さいますね）。 

  

「Dr Kawase 奨学金プログラム」について 

1908年に兵庫県西宮市に生まれた川瀬勇氏は、ニュー

ジーランドに日本人として初めて留学し、1933年にニ

ュージーランド大学農学部カンタベリー農科大学（現

在リンカーン大学）を卒業し、その後数年ニュージー

ランドのマッセイ大学で研究を続けました。帰国後、

北海道大学で博士号を取得、牧草地の普及と改良の日

本での先達となり、日本草地研究会（1954年、後に学

会）の創立者のひとりとなりました。ニュージーラン
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ドで学んだ放牧酪農を日本に広めた先駆者である川瀬

氏に敬意を表し、本奨学金プログラムを「Dr Kawase奨

学金プログラム」としました。黄色は根拠不明 

 

例会報告 

 

臨時例会：ｵｰｸﾗﾝﾄﾞへ移住の佐藤慎平さんを迎えて 

 

茨木市の MissionBayにて佐藤慎平さん一時帰国されて

NZ 臨時会が開催されました。もどり蒸し暑さの 9月 11

日でしたが、18名の盛況でした。 

 佐藤慎平さんの話題は： 

NZ の TOKYO FOODという日本食材輸入卸会社に就職さ

れて活躍中です。社長もスタッフも全て日本人で、日

本食ブームで好調。食材では NZ産サーモンは絶品。 

マグロはフィジーなどから輸入。ここ数年韓国人・中

国人の増えて群れている。土日も人出が多くなって、

店も開いている。土地バブルで億の家が飛ぶように現

金で売れている、中国人が投資買している。 

（外山純さん記） 

参加 18 名；ゲスト佐藤慎平、石井久行、井上佳久、加

藤進、加藤梨真、呉橋真人、佐藤敞、曽我部知子、高

野致子、太津隆司、外山純、永田美夜子、塙幸子、正

木紀通、松元曻、三浦治郎、山下芳夫、山田輝子 

MissionBay は会員の井上知治さんのお店ですが、料理

が抜群、豚ローストはたまらない美味しさでした。 

 

第 240 回例会 「日本在住の二人のＮＺ人によるプレ

ゼン・テーション」アレックスとピーターさん 

9月 28 日（土）大阪市立総合生涯学習センター 

 

「日本人の知らない武士道」を出版された武士道あわ

せて 19 段のアレックスさんと「タロイモ」の専門家、

「みんぱく」のピーター先生のプレゼンテーションで

した。面白く、ためになり、高水準で知的で刺激的。 

こんなお二人の話をうかがえたのは幸運かつ光栄でし

た。お許しを得てアレックスさんの講演は永田美夜子

さんがテープ起こししたものを同封いたします。講演

のまま、彼の凄い経験と日本武道をインタープリテー

ションする知性を味わってください。永田さんのたい

へんな努力に感謝します。オーモンドソン昭子さんの

講演をテープ起こししてくれた桑原耕治さんに次ぐ労

作です。ピーターさんの講演は追って和訳とともにお

届けできるよう準備中です。テーマは「地球温暖化、

寒冷化とＮＺ、日本におけるタロ（サトイモ）の将来

性」というものでした。今後温暖化に向かうにせよ寒

冷化に向かうにせよ、現人類ができるだけ長く生き延

びるには、植物の多様性を保つこと。栽培品種を偏ら

せないこと。また政治は常に格差是正を目標にするこ

とを訴えました。レジリエンス Resilience弾力性・耐

性という言葉がキーワードであり、タロは穀物いも類

の中で最も高温冷温に、乾燥と湿気に、高地低地に対

する高い Resilienceを持つというお話でした。タロイ

モにあやかった、永田さんのサトイモの煮っころがし

も好評でした。 

参加者 12名：石井久行、井上佳久、加藤進、行天幸子、

呉橋真人、高野致子、辰馬幸子、永田美夜子、西川賢

一、正木紀通、林園子、山田輝子 

 

241 回例会 太津隆司さんの柿園で柿狩りと吉野山紅

葉狩り。11月 16日（土） 

 

会員の太津隆司さんは奈良県五條市西吉野町を全国に

名高い柿産地に育て上げた功労者の一人。2010 年その

功績により黄綬褒章を受勲。 

ニュージーランドへは視察、指導で 20年以上にわたり

年数回渡航。現地の柿農家、果樹栽培農家に多くの知

り合いを持ち、日本人としてはＮＺの果樹栽培と農業

事情に最も通じている。 

今年で 3 回目の柿狩りは初めて晴！いつもながら見事

な柿のもぎ放題食べ放題。昼食は柿の葉すしで有名な

田中さんの眺望のよい 2 階で「特別料理」。1 週間前に

太津さんが案内するテレビ番組ロケのために作られた

柿の天ぷら等珍しいメニューをいただく。 

吉野山は道が細いうえ両側がすべてみやげもの屋でび

っくり。かなり俗っぽい聖地でした。 

17名参加：石井久行、行天幸子、行天茂夫、呉橋真人、

呉橋一史（バス運転）、黒木彰、鈴木七海（5 歳、三浦

さんお孫さん）、辰馬幸子、中島健祐、林園子、林弘子、

林進、塙幸子、ヘスース・マルティン（スペイン人、

林さんの義理の息子）、松元曻、三浦治郎、山田輝子 

 

242 回例会 クリスマス会 神戸外国倶楽部 

12月 21日（土）11：30-14：30 

 

恒例のクリスマス例会。５０人を超える２０１３年度

最大の例会となりました。司会は松元副会長、開会の

前に会員の英正之さん、岡本郁二さん、クライストチ

ャーチのバッジ・ハンドルビーさんのご冥福を祈り黙

とうしました。会はＮＺ国歌から始まり、恒例の 30秒

スピーチ、おしゃれな食事、プレゼント交換、そして

田中郷子さん（ｿﾌﾟﾗﾉ）のプチリサイタル。私のお父さ

んを「ソプラノの名刺代わり」とトークもお手の物で

す。伴奏は村上祥子さん。指を怪我されていて独奏を

ご披露頂けなかったのは残念でした。例によって「ヒ

ネエヒネ」は郷子さんの指導のもと皆で歌いました。

今年は山田副会長が限られた予算の中で最高に楽しい

景品をきれいに包装して用意してくださいました。堀

井さんご夫妻がサンタ役をしてくださいました。石井

さんが仕切ったバザーは完売、22,350 円の収入があり

ました。最後は両隣の方とハグしてお互いを励まし合

いました。堺市のﾌｪﾘｯｸｽ・ｷｬﾝﾍﾞﾙさん、次回はぜひＮ

Ｚのことを話してください。服部さん、キーウィーワ

インをありがとうございました。 

来年もまた皆で元気でお会いしましょう。 

出席者 54名： 

荒田利男、石井久行、井上佳久、大矢昇、興津芳子、

奥野佳恵、階戸三枝子、貴志康弘、木嶋征久子、北野

和夫、Felix Campbell（ＮＺ、堺市職員）、行天幸子、

行天茂夫、呉橋真人、黒木彰、古賀一美、迫君子、佐
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藤淳敏、柴田弘子、杉本千鶴子、太津隆司、辰馬幸子、

田中郷子、辻本加寿子、中島隆司、永田美夜子、難波

ヤス子、野田貞子、野田佳之、林園子、林弘子、林進、

塙幸子、平戸ヨウ子、藤井京子、ヘスース・マルティ

ン（スペイン人、林さんの義理の息子）堀江敏樹、堀

江悦子、牧初代、正木紀通、松元曻、松元美智子、萬

野満里子、三浦治郎、南喜久子、三原久美子、村上祥

子、森川和代、森村怜子、柳田勘次、山田輝子、山野

敏子、吉田恵 

 

243 回例会 丹波篠山で猪鍋 2月 22日（土） 

 

おりしもＮＺ震災から 3 周年。前日毎日新聞から電話

があり明日なにをするかの取材。猪鍋と答えたら困っ

たようです。すみません。 

ＪＲ篠山口に集合。14年ぶりの「いわや」のバスで 40

分。どんどん山深くなり、あたりには残雪が。「いわや」

は車であふれていて、萱ぶき屋根の下、一部屋 100 席

くらいが満席。いろりを囲んで 5,250 円の猪鍋定食。 

まず黙とう。藤村琇子さんが誕生日であることをおず

おずとカミングアウト。 

猪鍋はみそ味の出汁が抜群。肉はあまり煮ないのが正

解か。かなりの量があった。猪肉も旨いが、しいたけ

も良いし、山芋（なべにいれる）も旨い。最後にポー

チドエッグ雑炊も面白い。 

篠山大正ロマン館まで送ってもらう。ここから各自自

由行動。篠山城や買い物を楽しみました。 

11 名参加：石井久行、井上佳久、行天幸子、行天茂夫、

呉橋真人、永田美夜子、林園子、林弘子、藤村琇子、

柳田勘次、山田輝子 

 

新入会員 Welcome to our club ! 

 

後藤まゆみさん：枚方市在住、海外へ行き人々の暮ら

しを見るのが楽しみです。ＮＺは大好きな国ですが、

この 10 年近くご無沙汰しています。（呉橋友人） 

 

山下明さん：藤井寺市在住、高校教員、趣味、音楽鑑

賞、ピアノ、茶道、観光通訳ガイド（石井理事友人） 

 

中村重夫さん：奈良市在住、趣味は登山、ハイキング、

テニス等、近いうちにＮＺのハイキングにも行きたい

と思っています。不動産コンサルタントをしており、

ＮＺの不動産についても関心があります（石井理事友

人） 

 

古賀一美さん：大和郡山市在住、行天茂夫さんがワイ

カト大学プログラムに参加した際のお仲間。昨年タウ

マルヌイ高校のホストファミリ―をしていただきまし

た。（行天理事友人） 

 

 

 

 

 

ＮＺニュース クリッピング 

 

今回は半年分のニュースです。たっぷり 24ページあり

ます。お時間のある時ご覧頂くと、ＮＺの今がよく伝

わるかと存じます。まとめて読むのも良いものですね。 

 

「汚職指数」最悪は３年連続で北朝鮮 

        日本の清潔度は１８位、中国８０位 

 世界各国の汚職を監視している非政府組織（ＮＧＯ）

トランスペアレンシー・インターナショナル（本部ベ

ルリン）は３日、２０１３年版「汚職指数」を発表し

た。１７７カ国・地域が対象で「清潔度」の最下位は

北朝鮮、アフガニスタン、ソマリアが並んだ。北朝鮮

の最下位は３年連続。 

 １位はニュージーランドとデンマーク。ニュージー

ランドの１位は８年連続で、最高１００の清潔度で９

１だった。最下位の北朝鮮などは８。日本は清潔度７

４で１８位となり、昨年から一つ順位を落とした。 

このほか米国は１９位、中国は８０位、ロシアは１２

７位だった。 

 同団体が集計している賄賂支払いに関する調査結果

や、国際機関やシンクタンクが集めた各国の政治、経

済、司法に関する評価データを基に清潔度を数値化し

た。（共同 12月 3日） 

 

最優秀選手にＮＺ代表リード＝ラグビー 

 国際ラグビーボード（ＩＲＢ）は３日、今年の年間

最優秀選手を発表し、ニュージーランド（ＮＺ）代表

のナンバー８、キーラン・リード（２８）が初めて選

ばれた。 

 今年のテストマッチで１４戦全勝だったニュージー

ランド代表が最優秀チームに選出され、同代表のステ

ィーブ・ハンセン監督が２年連続で最優秀監督となっ

た。（時事 2013/12/04） 

 
ニュージーランド航空、「ホビット」第 2章で特別

塗装機 

ニュージーラ

ンド航空（NZ）

は、映画「ホ

ビット」シリ

ーズの第 2章

「ホビット 

竜に奪われた

王国」の公開

に合わせ、特

別塗装機を運航する。12月 2日にオークランド空港で

公開したもので、映画に登場する伝説の竜「スマウグ」

を監督のピーター・ジャクソン氏が描き、機体にラッ

ピング。竜は全長 54メートルで、ボーイング B777-300

型機の両側を覆うようにデザインした。 

なお、NZが「ホビット」シリーズの特別塗装機を運航

するのは第 1章に続く 2度目。 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.travelvision.jp/news/detail.php%3Fid%3D59790&ct=ga&cd=MTIwNTk5NjA0Nzc2MTU5Mjg4NTM&cad=CAEYAA&usg=AFQjCNFvmB2dulCHA8cmAXszo1Gp0EMTdA
https://www.google.com/url?q=http://www.travelvision.jp/news/detail.php%3Fid%3D59790&ct=ga&cd=MTIwNTk5NjA0Nzc2MTU5Mjg4NTM&cad=CAEYAA&usg=AFQjCNFvmB2dulCHA8cmAXszo1Gp0EMTdA
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木々が強風になぎ倒されたような風景が広がる「スロ

ープポイント」…ニュージーランド 
木々が暴風になぎ倒されたようなこの景色。でもよく見る

と羊たちがのんきに草を食んでいます。どういうことなのでし

ょうか？  

実はこちら、ニュージーランド南端に位置するスロープ・ポ

イントと呼ばれる場所で、南極からの強烈な風を受け続ける

ため、木々が北向きに倒れた状態で育つそうです。 

自然の生み出した不思議な造形をご覧ください。 

 
コラム：2014 年の最弱通貨は円、最強はＮＺドルか＝

佐々木融氏 

＜力強い成長が続くニュージーランド経済＞ 

一方、１４年の最強通貨はどの通貨になるだろうか。筆者は、

来年前半はまだユーロが最強の状態が続くとみているが、

結局途中でニュージーランド（ＮＺ）ドルがその地位に躍り

出るのではないかと考えている。 

ニュージーランドは１４年に先進国で最初に利上げを行う

国になると予想されている。住宅投資の強さやクライストチ

ャーチ大地震からの復興需要などもあって、１３年の経済

成長率は先進国中トップで、１４年も英国に続く高い成長率

（潜在成長率を上回る水準）を実現する見通しだ。 

こうしたファンダメンタルズの強さを背景に、ＪＰモルガンは

ニュージーランド準備銀行（中銀、ＲＢＮＺ）が１４年中に政

策金利を現在の２．５％から３．２５％まで７５ベーシスポイン

ト（ｂｐ）引き上げると予想している。他の先進国で来年中に

利上げが予想されているのは、ノルウェーだけである（１４

年１０―１２月期に２５ｂｐの利上げ）。 

来年は世界の金融資本市場が安定を維持する中、過剰流

動性が少しでも有利な投資先を探して彷徨う状況が続く見

通しだ。そうした中、ニュージーランドが投資先として注目

を浴びる可能性があることを最後に言い添えておきたい。 

＊佐々木融氏は、ＪＰモルガン・チェース銀行の債券

為替調査部長 

ウォールストリートジャーナル 2013年 12月 5日 

 

【トリビア】鳥の「とさか」の大きさは、グループ内

の地位で伸び縮みする 

鳥の国ニュージーランドの研究結果です。「プケコ」

という鳥のとさかを観察した結果、グループ内でリー

ダーになるととさかが大きく、地位が下がるととさか

が小さくなることがわかりました。研究者は「空手の

帯の色」に例えていま

す。 

 鳥の「とさか」って、

なぜ付いているんだろ

うって考えたことあり

ますか？最新の調査の

結果、同どうやらグル

ープ内の地位を表す印

らしいことがわかりま

した。 

「鳥の国」とも呼ばれ、

さまざまな野鳥の楽園

であるニュージーラン

ド。飛べない鳥の「キウイ」が有名ですが、比較的よ

く見かける固有種の 1つに「プケコ」があります。プ

ケコはニワトリよりも一回り大きいくらいのサイズで、

やや長い足と首、青と黒のボディにくちばしの黄色と

「とさか」の赤色が鮮やかな鳥です。 

 そんなプケコの「とさか」について、NZ、マッセイ

大学が調査しました。グループ内で果たしている役割

と、とさかの大きさを分析すると、とさかの大きい鳥

の方が、より多くの役割を果たしていたのだそうです。

また、自分よりとさかの小さい鳥から攻撃されること

も少ないことが分かりました。 

 逆に、自分より自分よりとさかが大きく、権力のあ

る鳥が現れると、なんととさかは縮むのだそうです。

相対的に地位が下がったことが、直ちに身体に現れる

のです。 

 

鳥取大学、探検部がラフティング世界大会種目別競技

で銅メダル獲得 

12月 9日 アメーバニュース 

鳥取大学探検部は、11月 15日～17日に、ニュージー

ランドのロトルアで行われたラフティングの世界大会

「World Rafting Championship 2013 in New Zealand」

に出場し、種目別競技の「スプリント」（短距離レー

ス）及び「H2H」（2チームによる直接対決のレース）

で 3 位の成績をあげ、銅メダルを獲得した。 

 また、操船技術を要する「スラローム」や川の流れを

よむ「ダウンリバー」では、それぞれ 5位、6位となっ

た。 

  同部はこの大会を通して「今回日本ジュニアとして

初のメダルを獲得したことに対し、大きな喜びを感じ

るとともに、世界に勝つための技術や知識が足りない

と実感しました。この経験を踏まえ、来年の世界大会

に向けまた一から頑張って行きたいと思います。」と

語った。 

 

オービス、姫路工場を来年４月休止 輸出用梱包材が

不振  

 梱包材大手のオービスは 13日、姫路工場（兵庫県姫路

市）を 2014年４月末で休止すると発表した。主力の輸出用

梱包材事業が不振のため、生産拠点を広島県福山市の本

社工場に集約する。 

http://labaq.com/archives/51811592.html
http://labaq.com/archives/51811592.html


NEW ZEALAND SOCIETY OF JAPAN, KANSAI 

日本ニュージーランド協会（関西） 

 同社は自社保有船で調達したニュージーランド（ＮＺ）松

材の梱包材などへの加工、販売が主力事業。来春の消費

増税を控えた住宅の駆け込み受注増で国産材の需要が増

え、建材加工後に生じる端材が梱包材市場に流入。ＮＺ材

の梱包材は円安や燃料高で割高になったため、出荷量が

低迷している。（日経 12月 13日） 

 
「アバター」続編 3 作 

        ニュージーランドで製作へ  

 米映画会社２０世紀フォックスとライトストーム・

エンターテインメントは、大ヒットＳＦ映画「アバタ

ー」の続編３作について、ニュージーランドで製作す

ることを明らかにした。 

 ニュージーランドのジョイス経済開発相は声明で

「『アバター』の続編製作により、数百人の雇用が創

出される」とコメント。同国政府は映画業界に対する

税還付について、これまでの１５％から最大２５％へ

の変更を発表している。 

 惑星「パンドラ」の資源獲得を目指す人類と先住民

の攻防を描いた１作目は、一部がニュージーランドで

製作された。２０１０年の米アカデミー賞では９部門

でノミネートされ、３部門で受賞した。 

 ジェームズ・キャメロン監督はニュージーランドに

農場を所有している。ライトストーム・エンターテイ

ンメントは同監督が設立した映画会社。 

［ウェリントン 12月 16日日 ロイター］ 

 

ニュージーランドの国鳥キウイ、 

            祖先は豪大陸から飛来？ 

ニュージーランドの象徴的な鳥キウイだが、実はそ

の祖先はオーストラリアから飛来した鳥だったとする、

ニュージーランドの人々にとっては衝撃的とも言える

研究論文を、国際学術団体 SAPE「鳥類古生物進化学会」

が発表した。 

 飛べない鳥キウイはこれまで、恐鳥とも呼ばれた絶滅

した巨大な鳥モアから進化したと考えられてきたが、

SAPEの会長で豪フリンダース大学の古生物学者トレバ

ー・ワージー氏によれば、そうではなかった。ニュー

ジーランドの南島で見つかった 2000年前のキウイの祖

先とされる鳥類の化石は、モアよりもオーストラリア

に現存する飛べない大型鳥類エミューに近かったとい

う。 

 ワージー氏は、南島で見つかった化石の鳥類とエミュ

ーは共通の祖先を持ち、その祖先はオーストラリア原

産で後にニュージーランドに拡散したとみられると話

す。「DNAが示すようにキウイがエミュに近い種ならば、

キウイとエミュの祖先は飛ぶことができる共通の鳥だ

ったはずだ。つまり、小さく機敏だったその鳥がニュ

ージーランドにも飛んできたと考えられる」。 

【12月 17日 AFP】 

 

世界遺産でモノレール論争 

ニュージーランド（ＮＺ）では南島のフィヨルドラン

ドの原生林や川を走り抜けるモノレールの建設計画を

めぐり、推進派と反対派が対立している。開発業者は

国連教育科学文化

機関（ユネスコ）

の世界遺産に登録

されているフィヨ

ルドランド国立公

園を通るモノレー

ル建設を支持。一

方、環境保護主義

者は映画「ロード・オブ・ザ・リング」の舞台となっ

た美しい景観が損なわれると主張している。ＮＺ経済

研究所（ＮＺＩＥＲ）のジョン・バリンゴール氏は「環

境保護主義者は全ての経済成長が必ずしも悪いもので

はないという事実に心を開く必要がある」と指摘。「成

長か否かの二者択一である必要はない」と述べた。12

月 18日（ブルームバーグ） 

 

ニュージーランド・クイーンズタウン、ワカティプ湖

に新遊覧船「スピリット・オブ・クイーンズタウン」

就航 

ミルフォード・サウンドでのクルーズを運航している

サザン・ディスカバリー社では、2013年 12月よりクイ

ーンズタウンのワカティプ湖にて新造の双胴船「スピ

リット・オブ・クイーンズタウン」号によるシーニッ

ク・クルーズを開始いたしました。 

 リマーカブルズ

やセシル・ピーク、

ボブズ・コーブ、マ

ウント・アーンスロ

ーといった山々の

パノラミック・ビュ

ーをお楽しみいた

だきながらマウン

ト・ニコラス牧場まで湖上をクルーズします。 

 船の大きさは全長 26m、最大定員 150名。 

 出航時刻は毎日 09：30、11：30、13：45、15：45の

1日 4回、所要時間は 1時間 45 分となります。 

 同地へのご旅行をご予定の方は、是非ご利用くださ

い。(トラベルジャーナル 12月 20日） 

 

原宿にニュージーランド発クッキー「クッキータイム」

国内 1号店 

 原宿駅・竹下口近くに 12月 20 日、ニュージーラン

ド発オーガニッククッキーブランド「Cookie Time」の

日本 1号店「Cookie Time 原宿店」（渋谷区神宮前 1、

TEL 03-6804-3779）がオープンした。経営はクッキー

タイムジャパン（横浜市泉区） クッキータイムは 1983

年ニュージーランドで創業したクッキーメーカー。同

国内で 40以上の店舗とフランチャイズ契約を結んでお

り、商品はスーパーやコンビニでも販売。同国内の個

包装クッキー市場 70％を占めているという。2010年か

ら直営の小売店・クッキーバー出店をはじめ、現在同

国内に 2店舗を出店している。原宿店は国外初の店舗

となる。 

 同社オペレーションマネジャーのジェイソン・ラッ

セル・アレンさん（皆さん憶えていますか？）は「焼

http://fiordlandmonorail.com/
http://nzier.org.nz/user/johnballingall
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きたてのクッキーはめったに食べられないと思うので、

まずは本物のクッキーを味わってほしい」と話す。「店

舗では接客のスタイルや雰囲気などニュージーランド

を味わえると思う」とも。 

（産経ニュース 2013年 12月 20日） 

 

買い物のこつ@NZ 

ボクシングデー、クリスマスが目前に迫ってますね。

ニュージーランドでは２回ビッグセールがあります。 

一つはクイーンズバースデー、６月の第一月曜日です。

大体１週間はクイーンズバースデーセールが実地され

てかなり安くなります。 

そして二つ目がボクシングデー。格闘技のボクシン

グではなく、箱につめるボクシングです。大体私は欲

しいものをこの２つのセールでまとめ買いをしちゃい

ます。 

「安いけど、どうせ普段もこんな感じでしょ〜」と思

うべからず！侮ってはいけません、かなーり安くなり

ます。 

気をつけなくてはならないのが、必要無いものなの

に安さ・雰囲気につられて買ってしまうところですか

ね。ショッピングモールも普段以上に賑わっています。 

渋滞を避けるなら、ボクシングデーに行かずにその

２日前に行ってみましょう。ボクシングデーオンリー

セールも勿論有りますが、大概は３日間程同じセール

をしている所が殆どです。 

更に大きなお店では（Farmers等）夜中まで営業をし

ていたりする事もあるので、仕事があるからと諦めず

欲しいものをばっちりゲットしてください。 

ただ、全てが安くなる、というわけではありません。

スーパーマーケット等はボクシングデーもしくはクリ

スマスの日はお休みという所もあったり、レストラン

ではサーチャージが上乗せさせられますので、外食す

る前には念頭においておくとよいでしょう。 

（ワーキングホリデー・海外留学生活情報 12月 20日） 

 

現地で使える言葉・スラング@NZ 

ニュージーランドでは、二つの言語、英語とマオリ

語が主に使われています。 

マオリ語に関して言えば、使われる事はかなり少ない

です。むしろシンボル的な感じになっていますね。 

例えば学校等の名前の下にマオリ語でも書いてあった

りと、とりあえずニュージーランドの象徴として無理

矢理入れている感が漂っています。 

マオリの友人にもマオリ語を流暢に話せる人はいませ

んが、時折単語は織り交ぜています。そんな単語を少

し紹介したいと思います！ 

Kia ora = こんにちは 

これはそこらじゅうで使用されてるので有名ですね。 

Kakite ano = また会う日までさよなら 

ニュージーランド航空、TV3のニュースでもおなじみの

フレーズ。 

Kakite popo = 明日会いましょう。ポポは明日。 

Kai = 食べ物 

これは結構有名です。テレビや料理本等でちらほら見

かけます。 

Puku = お腹 

My big puku 等という感じで使用します。 

Pakaru = 壊れた 

This car is Pakaru というように使用。かなり高レベ

ル。 

これらを会話に少しずつ混ぜてナチュラルに使えれば、

あなたもキウイ！ 

さて、後はニュージーランドの英語のスラングです。 

元々イギリスのスラングや、アメリカ、オーストラリ

アのスラング等がごちゃ混ぜなのですがニュージーラ

ンド特有のスラングもあります。 

Sweet as = いいよ！、勿論等の意 

発音は「スイートアズ」ではなく、「スイーテース」。 

「迎えにきてくれる？」というような質問に対して、

勿論！というのにスイーテースとつかいます。 

また、「これここに置いておいて良い？」などにも、

スイーテース。 

意外に使えますこれ。 

Choice、Chur = サイコー！の意 

マオリは Churを使う傾向にあります。いいじゃんいい

じゃんみたいな感じですかね？ 

これやっといたよ、という質問に対して Choice! や

Chur!というとかっこいい感じ。 

Righty ho =さて、の意 

これは多分イギリスからのスラング。Alright、ではな

く Righty ho。読み方はそのままで「ライティ ホー」

さて次いきますか！みたいなシチュエーションで「ラ

イティホー！」と使えるのが理想的。 

いかがでしょうか？（「ワーキングホリデー・海外留

学生活情報 12月 27日） 

 

ニュージーランド映画のオールタイムベスト 10 

ニュージーランドの映画とテレビ番組に関する総合情報

サイト NZ On Screenが、ニュージーランド映画のオールタ

イムベスト 10を選出した。 

残念ながら、日本では劇場未公開の作品も多いが、ニュ

ージーランド映画界からハリウッドに進出した先駆け的存在

のロジャー・ドナルドソン監督作、「ロード・オブ・ザ・リング」3

部作で映画史に名を刻んだピーター・ジャクソン監督のニ

ュージーランド時代の傑作「乙女の祈り」、女性監督として

初めてカンヌ映画祭のパルムドールを受賞したジェーン・カ

ンピオン監督「ピアノ・レッスン」などが順当にランクインして

いる。 

ベスト 10は以下の通り（以下、製作年度順）。 

▽「Goodbye Pork Pie（原題）」（1981／日本未公開／ジョ

フ・マーフィ監督） 

▽「スマッシュ・パレス／孤独な暴走」（1981／日本劇場未

公開／ロジャー・ドナルドソン監督） 

▽「UTU／復讐」（1983／日本劇場未公開／ジョフ・マーフィ

監督） 

▽「ビジル」（1984／ビンセント・ウォード監督） 

▽「ピアノ・レッスン」（1993／ジェーン・カンピオン監督） 

http://eiga.com/person/81064/
http://eiga.com/movie/1114/
http://eiga.com/person/60650/
http://eiga.com/person/35998/
http://eiga.com/person/35998/
http://eiga.com/movie/48269/
http://eiga.com/person/40656/
http://eiga.com/person/40656/
http://eiga.com/person/81064/
http://eiga.com/person/40656/
http://eiga.com/person/40656/
http://eiga.com/movie/48340/
http://eiga.com/person/60397/
http://eiga.com/movie/48269/
http://eiga.com/person/35998/
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▽「乙女の祈り（1994）」（ピーター・ジャクソン監督） 

▽「ワンス・ウォリアーズ」（1994／リー・タマホリ監督） 

▽「クジラの島の少女」（2002／ニキ・カーロ監督） 

▽「In My Father’s Den（原題）」（2004／日本未公開／ブ

ラッド・マクガン監督） 

▽「Boy（原題）」（2010／日本未公開／タイカ・ワイティティ

監督） 

［映画.com ニュース 12月 30日］  

 
未来の五輪種目を先取り？  

             女性に人気の「ネットボール」に注目 

 

全日本選手権

大会でネットボ

ールの試合に

臨む選手ら＝１

１月、群馬県安

中市 

 

 

 

 

 「ネットボール」というスポーツをご存じだろうか。一見する

とバスケットボールのようだが、ドリブルが禁止され、パスを

つないでゴールを目指すのが特徴だ。英国やオーストラリ

ア、ニュージーランドなどでは女性を中心に人気を博して

いるが、まだ国内には浸透しておらず、盛んなのは群馬県

の一部のみ。競技関係者は「いつかオリンピック種目にな

れば」との思いを胸に、普及活動に力を注いでいる。 

 ■バスケとの違い 

 ネットボールは、世界に２０００万人の競技人口を持つとさ

れる。約２０年前に群馬県立女子大の神山雄一郎教授が

豪州から持ち帰り、普及活動を開始したことで県内に広ま

った。 

 ドリブルが禁止されている以外にも、バスケと異なる点が

いくつかある。一つは各選手が動ける範囲が決まっている

こと。 

 例えば、「ＧＳ（ゴールシューター）」というポジションは、相

手ゴール付近のみ動くことができる。一方「ＧＫ（ゴールキー

パー）」は、自陣ゴール付近が行動範囲で守備専門の選手

だ。 

 コート全体を動き回る必要がないため、バスケほど運動量

は必要なく、年配者にもおすすめ。またバスケ（特にアマチ

ュア）では、一人のスーパースターがいればその選手がコ

ートを自在に動き回り、チームを勝利に導くことも可能だが、

ネットボールではこれができない分、よりチームワークが求

められるスポーツともいえる。（産経ニュース 2013.12.31） 

 

ボーイング 787-9、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ訪問で世界デビュー 

ボーイングは現地時間 1

月 4日、787型機の長胴型

787-9の 2号機（ZB002、

登録番号 N789FT）が、ロ

ーンチカスタマーである

ニュージーランド航空

（ANZ）の本拠地であるオークランドを訪れたと発表し

た。 

 787-9は試験機の初号機が 2013年 9月に初飛行に成

功。今回のフライトはこれまでで最長の飛行距離で、

世界デビューを果たした。 

 2 号機は現在 3機ある試験機の 1機で、11月に初飛

行。環境制御システムの評価などに使用する機体で、3

機のうち唯一客室の内装が施されており、エンジンは

ANZ 機と同じ英ロールス・ロイス製トレント 1000を搭

載する。今後、オーストラリアのアリス・スプリング

で試験飛行を 1週間実施する。 

 787-9は全長が 6メートル長くなり、航続距離を 300

海里（555キロメール）延長。座席数は 787-8の 210か

ら 250席に対して 40席増加し、250から 290席となる。 

 10機発注済みの ANZへは、14 年中頃に初号機が引き

渡される予定。ANZに引き渡される機体の座席数は、ビ

ジネス・プレミア 18席、プレミアム・エコノミー21席、

エコノミー263席の計 302席で、定期便就航は 10月を

予定している。最初の路線はオークランド－パース線

で、その後は成田（11月 14日から）や上海にも就航す

る。 

 787-9は現在 26顧客から 787の全受注の約 39％にあ

たる 402機の注文を獲得。日本国内では、全日本空輸

（ANA）を傘下に持つ ANAホールディングス（9202）が

30機、日本航空（JAL、9201）が 20機を発注している。 

 

シー・シェパード妨害船、日本の捕鯨船団追尾へ 南

極海 

 反捕鯨団体「シー・シェパード」は６日、日本の調

査捕鯨活動を阻むためオーストラリアを先月出発した

妨害船が南極海で日本の船団を発見したことを明らか

にした。例年同様、日本の船団を追尾し、激しい妨害

行為を強行するとみられる。 

 一方、反捕鯨国ニュージーランドのマカリー外相は

同日付の声明で「非常に多くのニュージーランド国民

が不快に思っている」と非難し、南極海での調査捕鯨

の中止をあらためて日本側に訴えた。日本側は一貫し

て、適法な科学的調査だとの立場を示している。 

 同団体はまた、日本の調査捕鯨船団が今季捕獲した

クジラの映像を公表。同じく反捕鯨国のオーストラリ

アでは、この映像とともに主要メディアが「日本の船

団がクジラを殺害した」などと報道。野党陣営からは、

政府による調査捕鯨への監視強化を求める声が上がっ

ている。 

 公表されたのは３頭のクロミンククジラが調査捕鯨

船団の船の上に横たわっている映像。同団体が妨害船

からヘリを飛ばして上空から撮影した。 

 オーストラリア政府は南極海での調査捕鯨中止を求

めて日本政府を相手に国際司法裁判所へ提訴し、現在

も係争中。ニュージーランド政府も第三者の立場で訴

訟に参加し、オーストラリア政府を支援している。 

【シドニー＝共同 1月 6日】 

 

http://eiga.com/movie/43087/
http://eiga.com/person/60650/
http://eiga.com/movie/51212/
http://eiga.com/person/76991/
http://eiga.com/movie/51966/
http://eiga.com/person/54617/
http://eiga.com/person/281270/
http://eiga.com/person/281270/
http://eiga.com/person/263717/
http://eiga.com/person/263717/
https://www.google.com/url?q=http://www.aviationwire.jp/archives/30696&ct=ga&cd=NjA3NzE3ODMzOTg2MjkyMTQzNg&cad=CAEYAA&usg=AFQjCNFF55cyRxk0nuUH14FXLH5Ja6yPIA
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キーウィはニュージーランド固有の鳥ではない！？対

豪ライバル心をあおる研究結果 

ニュージーランドと隣国オーストラリアの間には常

にライバル意識がある。今までも、名物となっている

お菓子から優秀な競走馬に至るまで、「どちらがオリ

ジナルか？」「どちらに属するか？」をめぐって、双

方は論争を繰り返してきた。そんな中で、ニュージー

ランドのシンボル的存在である鳥のキーウィが、実は

オーストラリアから渡ってきたものであるという研究

結果が先ごろ発表され、ニュージーランド人をがっか

りさせている。 

国民はもちろん海外からの観光客にも、ニュージー

ランドならではと愛されるこの鳥。約 700年前に絶滅

してしまった、背の高さ、メスで 1.2～1.9 メートル、

オスで 0.9～1.2メートルもの、飛べない鳥のモアから

枝分かれしたものというのが長きにわたる定説だった。 

妊娠中、自重の 4分の 1、体のほとんどを占めるまで

に成長する大きな卵を産むキーウィのこの特徴は、モ

アのような体の大きい鳥から受け継がれたものという

のがその根拠となっていた。そして進化していく上で、

体のみ小さくなり、卵の大きさはその祖先そのままに

現在に至っていると考えられていた。 

 

 
今回の研究対象となった、南島で発見されたキーウィ
の化石から、中新世時代当時の様子を想像した図。© 
Peter Schouton 
 

しかし、南島で見つかった約 2,000万年前、中新世の初

期の化石化したキーウィは現在の 3分の 1のサイズ。という

ことは、キーウィはモアのような大型の鳥が小さく進化した

のではなく、小型の鳥が大きく進化したのではないかと推

測され始めている。また、そのキーウィの化石の遺伝子調

査によると、キーウィはモアではなく、今もオーストラリアに

生息するエミューと近いつながりを持つことがわかってき

た。 

さらに、この研究調査を率いた、オーストラリアのアデレ

ードにあるフリンダース大学の古生物学者、ニュージーラン

ド出身のトレバー・ウォーシー博士は、「エミューの祖先をさ

かのぼると、飛ぶことができる鳥にたどり着く。ということは、

キーウィはオーストラリアから飛んでニュージーランドに渡っ

た可能性がある」と言う。 

これに対し、ニュージーランドの環境局の鳥類専門家、ヒ

ュー・ロバートソンさんは「ニュージーランドにキーウィがいる

のは必ずしも飛来したからとは限らない。キーウィを乗せた

まま、約 6,000万年前にニュージーランドはゴンドワナ大陸

から分かれたということも考えられる」と反論している。 

キーウィはどこから来たのか？すでにライバル心むき出し

の両国の論議の火に、この論争が、さらに油を注ぐことにな

りそうだ。 

 
「トレリス・クーパー」世界的ブランドに 

カラフルなオリジナルプリントのドレスで知られる

「トレリス・クーパー」。ジュリア・ロバーツやキャ

サリン・ゼタ・ジョーンズを始めとしたハリウッド女

優に愛されるニュージーランド発のファッションブ

ランドだ。 

 １９８５年にオープンしたオークランドのブティ

ックからスタートし、現在はアメリカやヨーロッパ、

アジアなど約３００の店舗で展開。ウィメンズウェア

からキッズウェア、香水、ジュエリー、インテリアな

どライフスタイル全体を手がける世界的ブランドへ

と成長した。 

 
ニュージーランド航空の制服  ©Trelise Cooper 

 独創的な色づかいやパターンについて「アンティークマ

ーケットで目にする様々な時代のテキスタイルや、インド

やモロッコなど旅行先の文化や歴史から着想を得ていま

す」とクーパー。 

 「ニュージーランドの山、氷河、雨林、草原など、息を飲

むほど美しく、心を落ち着かせるエネルギーに満ちた景色
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からもインスパイアされます。ニュージーランドの人は、才

能に溢れフレッシュで、クリエイティブな考えの持ち主。

若々しくエネルギーに満ち、小さな国とは思えないほど、

世界を変えるパワーを持っているのです」 

 デザインをする際に思い描くのは「人生を楽しみ、笑うこと

が好きで、自分の気持ちを表現することを恐れない女性」

だという。 

 「着た人に自分を美しいと感じ、自信をもってもらえる服

を届けたいです」 

 ２０１１年には、クリスチャン ディオールやニナ・リッチら

が歴代手がけてきた「ニュージーランド航空」の制服をデ

ザインし話題となった。 

 「制服には、ニュージーランドらしい要素を取り入れまし

た。プリントはマオリ族の文化や固有の動植物をモチーフ

にしたもの。カラーも、ビーチの夕暮れや青く澄んだ空な

ど、自然を意識しました。制服をきっかけに、乗客のみなさ

んにニュージーランドの文化をより深く知ってもらえればう

れしいですね」 

 プライベートでは、シュノーケリングやウォーキングなど

自然と触れ合うアクティビティを楽しむそうで、なかでもオ

ークランド北部のオマハ・ビーチがお気に入りだという。 

 「白い砂や青い海はもちろん、イルカやクジラを見ること

もできますよ」 
トレリス・クーパー／Ｔｒｅｌｉｓｅ Ｃｏｏｐｅｒ） 

ニュージーランド出身。１９８５年にファッションビジネスを

スタート。オークランドに自らのショップをオープンするが、

育児に専念するため一時閉店。９７年よりファッション界に

復帰。２０１１年にリニューアルしたニュージーランド航空の

制服デザインを担当。 
 

2014 エアライン・ランキング 1位ニュージーランド航

空 ANA もベスト 10 

航空会社の安全度ランキングなど、各サービスを評価

する AirlineRatings.comは 2014年のベストエアライ

ンにニュージーランド航空を選びました。ニュージー

ランド航空は特に、エコノミークラスに装備する 3席

を使い、2人が横になることができるシート「スカイカ

ウチ」を高く評価しています。 

 また、部門別のベストエアラインも紹介。中東勢が

強い傾向ですが、中でもエミレーツは機内エンターテ

イメントが豊富に揃う ICEで 1位に輝いています。多

くが乗継ぎ利用で長距離路線となるため、エンターテ

イメントが充実していないとフライト中に飽きてしま

いますが、種類豊富でそうした危惧はなさそうです。 

 なお、ベストエアラインは以下の通りです。 

 

■AirlineRatings 2014 ベストエアライン 

1位：ニュージーランド航空 

2位：エミレーツ航空 

3位：キャセイパシフィック航空 

4位：シンガポール航空 

5位：カンタス航空 

6位：エティハド航空 

7位：ロイヤルヨルダン航空 

8位：スイスインターナショナル 

9位：ヴァージン・アトランティック航空 

10位：全日空 

（Fly team 1月 14日） 

 

クック山、３０メートル縮む 

           ＝「ＮＺ最高峰」は維持 

ニュージーランド南島

の国内最高峰クック山（正

式名アオラキ・マウント・

クック）の標高が、地図に

記されている３７５４メ

ートルより３０メートル

も低くなっていることが

分かった。地元オタゴ大学

の調査チームが１６日、全

地球測位システム（ＧＰ

Ｓ）を活用して実施した調

査結果を発表した。 

 クック山は１９９１年、

とがった山頂の崩落で標

高が１０メートル低下した。その後も山頂付近を覆っ

ていた厚い氷の崩壊が徐々に進んだためとみられる。

調査チームは「（標高低下は）地球温暖化の影響でな

く、地形の変化によるものだろう」と指摘した。 

 ニュージーランド政府は今回の報告を受け、地図に

記すクック山の標高を変更する。新たな標高は３７２

４メートル。２位のタスマン山（標高３４９７メート

ル）よりまだ２００メートル以上高く、国内最高峰の

座を維持した。【シドニー時事】2014/01/16 

 

 

ニュージーランド沖で透明な魚が見つかる！ 

 
 
 ニュージーランド北端の半島のひとつ、カリカリ半島から

北東に 70km という沖合でこのほど、ガラスほど透明な魚が

釣れたとして大きな話題になっている。こちらの画像は

YouTubeのスクリーンショット。世界中のメディアがこの珍しく

も美しい魚のニュースを伝えている。 

 この魚を釣ったのは漁師のスチュワート・フレイザーさん。

海面付近で泳ぐその姿に「今まで見たこともない、なんと不

気味な生き物だろう」と恐ろしさすら感じたそうだ。クラゲの

ように見えて、身は引き締まって固いとのこと。「オレンジ色

のちょっとした塊があるくらいで、内蔵らしいものも特に見え
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ません」とも語っている。 

 写真が公開されると、英「ナショナル・マリーン水族館」の

専門家らは英紙『デイリー・メール』に、「これは南極海に生

息するサルパ・マキシマ（Salpa maxima）という名の魚です。

そちらも未知の部分が多い生き物です」と説明。遺伝子の

突然変異が起きたものではないとした。 

 

ニュージーランド北島でＭ6.3地震－首都で揺れ、

ＮＺドル下落 
 ニュージーランド（ＮＺ）北島で 20日、マグニチュード

（Ｍ）6.3の地震が発生、首都ウェリントンでも揺れが感じ

られた。地震発生後、ＮＺドルは下落した。  

ジオネットによれば、発生は現地時間午後３時 52分（日

本時間午前 11時 52分）で、震源地はキャッスルポイント

の北西 10キロメートル。ＮＺドルは一時、米ドルに対し

0.3％安の 0.8232米ドルと、10日以来の安値を付けた。

午後４時 10分現在、0.8239米ドルで推移している。  

昨年７月 21日にウェリントンをＭ6.5の地震が襲った際

は窓ガラスが吹き飛んで店の陳列棚から商品が落ち、ビ

ルから多くの人が逃げ出すなど、市中心部は一時機能

停止状態となった。 （１月 20日ブルームバーグ 

ニュージーランド経済、世界で堅調ぶり目立つ  
 【ウェリントン】世界金融危機からの回復が世界的に見

てまだ弱いなか、ニュージーランド経済の堅調ぶりが目

立っている。 

 ニュージーランドの昨年第 3四半期（7―9月期）の経

済成長率は前年同期比でプラス 3.5％と、隣国オースト

ラリアをはじめとする他の多くの先進国を大幅に上回っ

た。ニュージーランドの人口は約 450万人。 

 経済協力開発機構（OECD）の予想では、ニュージーラ

ンドの今年の経済成長率は 3.3％。一方、米国は 2.9％、

ユーロ圏はわずか 1.0％となっている。 

 ニュージーランドの景気拡大の原動力は、3年近く前

に起きた地震後の住宅などの再建需要を背景とする建

設ブームと、酪農業だ。同国の酪農製品は既にアジア

の大部分に輸出されている。 

 ニュージーランド経済が極めて堅調に推移していること

を受けて、一部のエコノミストはニュージーランド準備銀

行（中央銀行）が早ければ今月中にも政策金利を引き上

げると予想している。そうなれば、2008年にリーマン・ブ

ラザーズが破綻し世界的なリセッション（景気後退）を引

き起こして以来、初めて金融政策を引き締める先進国の

一つとなる。 

 ニュージーランド人がいかに景気の良さを実感してい

るかを示す証拠は至る所に見られる。地震に見舞われ

たクライストチャーチ市のショッピングモールでは今月、

高級ハンバーガーショップのバーガーフュエルの新規オ

ープンに長い列ができた。この店ではハンバーガーやフ

ライドポテトをレトロ風のキッチンで調理し、マクドナルド

よりも値段が高い。 

 バーガーフュエルのジョセフ・ロバーツ最高経営責任

者（CEO）は「困難な時期は過ぎ去った」と述べた。同社は、

遠くはサウジアラビアやイラクにも店舗があり、現在、米

国での出店を計画している。 

 ニュージーランドは長年、オーストラリアの陰に隠れて

きた。オーストラリアは中国への鉱物・石炭の輸出で力

強い成長を遂げた。ニュージーランドは資源には恵まれ

ていないが、牛乳をはじめとする酪農品に対するアジア

の消費者の需要増加を追い風に景気拡大ペースが加

速している。 

 ニュージーランドの乳牛数は 660万頭、羊の数は 3090

万頭と、人口を上回る。過去1年間で酪農品の価格が約

48％上昇したことも同国にプラスとなっている。 

 また、地震の被害を受けた同国第 2の都市、クライ

ストチャーチ市の 300億米ドルを超える規模の再建作

業で企業活動が活発化している。企業景況感指数は昨

年第 4四半期（10―12 月期）に 20年ぶりの高水準に達

したほか、移住者が急増し、雇用も持ち直している。 

 2000 年代初期の金融緩和を背景とする住宅バブルが

はじけ、世界金融危機前に既にリセッション入りして

いたニュージーランド経済にとっては目覚ましい回復

だ。政府機関のクオータブル・バリュー（QV）の統計

によると、同国の住宅価格は昨年 10％上昇し、07年後

半につけたピークを約 13％上回っている。 

 ニュージーランドの政策金利は 2.5％と過去最低水

準となっており、中央銀行は住宅バブルの再燃を警戒

している。バブルが崩壊すれば、同国経済の好調ぶり

に水を差しかねない。中銀は最近、頭金がごく一部し

か払えない住宅購入者に対する住宅ローンに新たな制

限を設けた。さらに、この制限が意図した通りの効果

を挙げられなかった場合は、利上げする可能性を示唆

した。（ウォールストリートジャーナル 1月 21日） 

 

 

麻布十番にニュージーランド産ラム専門店－ラム文化

普及目指す 

 麻布十番に 1 月 6 日、ニュージーランド産の子羊肉

（ラム）専門店「WAKANUI LAMB CUISINE ■ JUBAN」（港

区麻布十番 4、TEL 03-3451-5933）がオープンした。経

営は、ニュージーランド産食肉の輸入販売を手掛ける

アンズコフーズ（港区）。 

 店舗面積は 56.37 平方メートル、席数は、テーブル

＝16席、カウンター8席。熟成肉にフォーカスした 2011

年 4 月オープンの「WAKANUI」（東麻布）に続く 2 店舗

目。 

 「熟成肉ブームもあり、WAKANUI は常に満席。そうし

た中、もっとラムの魅力を知ってもらいたかった。ラ

ム料理を扱う店はあっても、1～2 品ある程度。ラムは

さまざまなパーツをいろいろな調理方法でおいしく提

供できるので、ラム料理に特化したアンテナショップ

という位置付けでオープンした」と同社広報担当の高

橋幹子さん。 

 主なラム料理は、WAKANUIで「人気が定着した」とい

うワカヌイ・スプリングラムのグリル料理（ラムチョ

ップ 1本 380円など）をはじめ、「ラムもも肉の竜田揚

げ」（1,000 円）、「ラムシャンク（すね肉）の赤ワイン
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煮」（2,600 円）、「ラムシャンクのクスクス」（2,400円）、

「ラムのタジーン」（1,800円）など。「ラムの煮込み料

理を食べる機会は少ないのでは。ゆくゆくは和のラム

料理など、バリエーションを増やしていきたい」とも。 

 ラムのほかの「目玉」として、ニュージーランドか

らチルドで直輸入したグリーンマッスルをワイン蒸し

やマリネ、サラダなどで提供する。ドリンクはワイン

（全てニュージーランド産、グラス＝800円～、ボトル

＝3,500 円～）、スパークリングワイン（グラス＝1,300

円、ボトル＝7,800円）、ビール（800 円～）など。 

 営業時間は 17時～23時。日曜・祝日定休。（2014年

01 月 27 日） 

 

ニュージーランド国旗変更も…豪州と酷似、国民投票

検討  

 ニュージーランドのキー首相は２９日、国旗がオー

ストラリアと酷似しているとして、国民の広い支持を

条件に、年内に予定される総選挙に合わせて国旗変更

の是非を問う国民投票の実施を検討する考えを示した。

地元主要メディアが伝えた。  

 現在の国旗には南十字星を表す星のマークに加え、

英連邦加盟を示す英国旗ユニオンジャックがあしらわ

れている。共同電によると、首相は、これが同じく英

連邦加盟のオーストラリアの国旗と混同される恐れが

あることなどを理由に挙げた。 

 

ＮＺ失業率、第 4四半期は 6.0％に低下 賃金も堅調に

伸び利上げ観測拡大 

ニュージーランド統計局が発表した第４・四半期（１

０―１２月）の雇用統計によると、失業率は６．０％

となり前四半期の６．２％から低下、２００９年４―

６月以来の低水準となった。一方で賃金は堅調に伸び

ており、中央銀行が３月にも利上げをする環境が整い

つつあるとの見方が拡大している。 

就業者数は２万４０００人（１．１％）増加した。ロ

イター調査による失業率の市場予想は６．０％だった。 

ＡＳＢのエコノミストは「３月の中銀会合で０．２５％

ポイント利上げする公算が強まった。強い経済指標が

続けば２回連続で利上げする可能性もある」と述べた。 

労働参加率は６８．９％に小幅上昇。 

労働コスト指数（賃金）は０．６％上昇し予想に沿っ

た水準。年率では１．７％上昇した。 

フルタイム労働者は１．０％増、パートタイム労働者

は１．９％増だった。 

賃金が最も伸びたのは震災復興が続くカンタベリー地

域の建設業。ただ前四半期からは鈍化した。 

［ウェリントン 2月５日 ロイター］  

 

 

中国の羊肉人気でＮＺからの輸出急増、低級肉

が最高値 

ニュージーランドから中国に輸出される羊肉が増加

している。ただ、フレンチラックやもも、テンダーロ

インといった部位は欧米に輸出され、中国にはそれに

劣る、フラップミート（かいのみ）やキャップ（かぶ

り）など、腹部の脂肪が多く混ざる部位が輸出される。

こうした低級部位は中国で人気が高まる前は格安で取

引されていた。 

 輸入された羊肉は中国で圧縮、半冷凍されたのち、

薄くスライスされ、シチュー用として飲食店に販売さ

れる。少量の肉と野菜を煮込んだ自家製のシチューは、

コスト重視かつ健康志向の中国人の間で人気が高まり、

ファーストフード店から客を奪いつつある。 

 中国での低級部位の需要急増を受け、ニュージーラ

ンドの中国向け羊肉輸出額は２０１３年に５億５００

０万米ドルと、２０１０年から約５倍に増加。羊肉の

伝統的な輸出先だった欧州での需要低迷に直面してい

たニュージーランドの畜産業界を後押しした。 

 ＜高タンパク志向＞ 

 中国は世界最大の羊肉生産国であり、２０１１年時

点の飼育数は１億４０００万頭近くと推定される。た

だ、都市化で放牧地が減少し、生産量は減少しつつあ

る。ラム（仔羊）肉はこれまで中国東北部を中心に消

費されてきたが、新興都市で急増する中間層が高タン

パク質の食事を好むようになり、ラム肉の消費が増え

た。 

 調査会社ミンテルが昨年１２月に３０００人を対象

に実施した調査では、回答者の３分の２近くが少なく

とも月に１度は羊肉シチューを食べていると回答。中

国産食品の安全性が懸念されていることもニュージー

ランド産やオーストラリア産の肉の人気につながって

いる。 

 ラボバンクのアナリスト、マット・コステロ氏は「中

国では羊肉の供給が減少し、食の安全をめぐる懸念も

あるため、オーストラリアやニュージーランドの食肉

加工業者にとってサプライチェーンを保証できること

が重要になる」と指摘する。 

 ２０１２年、中国はフランスを抜いて世界最大の羊

肉輸入国となった。 

 ウェリントンから北西に９０キロメートル離れたレ

ビンにあるアライアンス・グループの食肉工場のフィ

リップ・ハンセン工場長は「かつては中国向けの出荷

はなかったが、いまは違う」とし、「中国は大きな顧

客であり、彼らの望むものを提供する必要がある」と

述べた。 

 ＜オーストラリアにも恩恵＞ 

 豊かな牧草地に恵まれるニュージーランドは、世界

の羊肉供給の約６０％のシェアを占める。ヒツジの飼

育数は３１００万頭と国内人口の７倍近くに上るが、

それでも中国の羊肉需要を満たすのは難しくなってい

る。この不足分は、羊肉供給シェア３５％を誇る隣国

オーストラリアが補う可能性が高い。 

 中国がラムのフラップミートを買い始める前、その

大半は１キロ当たり１米ドル程度で南太平洋の島々に

輸出され、肥満のまん延につながったと非難されてい

た。しかし現在、中国向けには１キロ当たり５．６０

─５．８０米ドルで輸出されていると食品加工業者は

語る。 

 業界専門家によると、中国で消費される羊肉および

ヤギ肉のうち、ニュージーランドとオーストラリアか
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ら輸入されたものは３─５％にすぎないにもかかわら

ず、ニュージーランドはすでに供給能力の限界に達し

ている。 

 アライアンス・グループのマーケティングマネジャ

ー、マレー・ブラウン氏は「ニュージーランドで羊肉

の生産が減少しつつあり、中国がその生産分をすでに

吸収しているなかで、これからどうすべきかがニュー

ジーランドの課題だ」と述べた。ニュージーランドの

ラム肉生産の約３０％を占める同社は、中国の高級ホ

テルや食品店に納入する最上級ラム肉をさらに増やし

たい考えだ。 

 羊肉の需要が急増する一方、ニュージーランドでは

農家が放牧地をより収益が見込める酪農場に転換し、

２００７─１２年の間にラム肉と羊肉の国内在庫は約

２０％減少した。 

 ニュージーランドは中国との自由貿易協定の恩恵を

受けているが、オーストラリアの食品加工業者は隣国

からの供給不足分を補う用意があると意気込む。 

 オーストラリアはすでに、ヤギ肉の中国向け輸出の

増大で利益を得ている。中国ではラム肉の代わりにヤ

ギ肉が使われることがある。昨年のヤギ肉の中国向け

輸出額は４７３６トンと、１２倍以上増加した。 

 豪食品加工会社Ｖ＆Ｖウォルシュの輸出担当者ポー

ル・クレーン氏によると、ニュージーランドで十分な

ラム肉を調達できずにいた中国の業者は同社にラム肉

を言い値で買うと持ちかけてきたという。 

 かつて格安で売られていた低級ラム肉の価格は一部

の中級肉の価格に近づいており、値上がりの余地はほ

とんどないとの見方もある。 

 一部の食肉会社は、数年前に英国の輸入業者が最高

級ラム肉の高騰を受けて取引を拒絶したように、中国

側が突然、過去最高値の低級ラム肉を受け入れなくな

る可能性を懸念している。 

 

ＮＺに５００万円寄付へ＝大地震の復興支援で－日本

サッカー協会。 

 日本サッカー協会は１３日の理事会で、国際親善試

合の日本－ニュージーランド戦（３月５日、東京・国

立競技場）の収益から、２０１１年２月のニュージー

ランド大地震の復興支援として義援金５００万円を同

国サッカー連盟に寄付することを決めた。 

 日本協会は同年３月２９日に国立で開催予定だった

国際親善試合のニュージーランド戦で募金活動を行い、

全額を同国連盟に寄付することにしていた。しかし、

東日本大震災の影響で試合が中止となったため実現し

なかった。 

 ニュージーランド戦の収益から、日本協会が東日本

大震災の被災地での復興支援活動に使う「サッカーフ

ァミリー復興支援金」にも５００万円を拠出すること

を決めた。 （時事 2014/02/13） 

 

ＮＺはまるで 07年のアイルランド、通貨は大幅下落も

-ジェン氏 

 ニュージーランドは「まるで 2007 年当時のアイルラ

ンド」のような状況で、 通貨が大幅な下落に転じるの

は時間の問題だと、ロンドンのヘッジファンド、ＳＬ

Ｊマクロ・パートナーズのパートナー、スティーブン・

ジェン氏が指摘した。  

国際通貨基金（ＩＭＦ）勤務の経歴があるジェン氏と

ＳＬＪの同僚であるファーティ・イルマツ氏は 13日の

顧客向けリポートで「ニュージーランド（ＮＺ）ドル

買いの材料は説得力があるように見える」が、実際は

「かなり違う」と分析。その上で、「ニュージーラン

ドは構造面で深刻な弱さを抱えており、それは危機に

見舞われた南欧や南の新興国と極めて似ている。ＮＺ

ドルは 20％過大評価されていると考えられる」と記し

た。  

ＮＺドルは 13日に１ＮＺドル＝0.8342米ドルと、変動

相場制移行後の対ドルでの最高値を約５セント下回る

水準で取引。景気拡大の勢いが増しインフレ圧力が高

まる中で、ニュージーランド準備銀行（中央銀行）は

先進国で最初に利上げに動く中銀の１つになることを

示唆しており、エコノミストや投資家は来月にも利上

げに踏み切ると予想している。  

ジェン、イルマツ両氏はニュージーランド経済につい

て、債務や信用、低い貯蓄率、経常赤字をベースにし

た成長モデルという点で、危機に巻き込まれる直前の

欧州や新興国の状況に類似していると説明。同国は経

常赤字が比較的高水準にあるほか、経済の中核部分が

脆弱（ぜいじゃく）で、中国の成長鈍化や米連邦準備

制度理事会（ＦＲＢ）の緩和縮小といった海外からの

ショックを受けやすい。［ウェリントン 2月７日 ロ

イター］  

 

NZ で国旗変更の議論が再燃―豪国旗と見分けつかな

い?  

 ベテランのタト

ゥーアーティスト、

アダム・クラフト氏

は「国旗よりシルバ

ーファーンを頼む

人の方がずっと多

い」と話し、「その

方がニュージーラ

ンドらしいと感じるのだろう」との見方を示した。 

 ニュージーランドの国旗変更については、ジョン・

キー首相が最近、新しいデザインに関する国民投票を

実施する可能性に言及し、主要閣僚と議論すると約束

したことを受け、あらためて議論されている。 

 同国は 1世紀以上にわたり、青地に赤い星 4つと英

国旗が描かれた国旗の下に戦争を戦い、五輪の金メダ

ルを勝ち取ってきた。4つの星で南十字星を表して国が

南太平洋に位置することを示す一方、英国旗の部分は

同国の植民地だった歴史を示す。 

 国旗の変更は感情の絡む問題だ。キー首相は人口 450

万人の国民の意見が二分されていると指摘する。変更

に反対する保守派は、ニュージーランド人が代々この

国旗の下に戦争で命を落としてきたと語る。 

 一方、賛成派は、現在の国旗が先住民のマオリに対

する認識に欠けており、シンプルでもなければ、米国
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の星条旗のような国旗の持つブランド力もないと話す。

しかし、多くの人にとって、重要なのはニュージーラ

ンド国旗がオーストラリアの国旗に似すぎていること

だ。隣り合う両国のライバル関係は、スポーツから経

済成長率まで広い範囲にわたっている。 

 賛成派はまた、変更すれば外交的なミスを避けられ

るメリットもあると主張する。1985 年にオーストラリ

アのホーク首相（当時）がカナダのオタワを訪れた際、

オーストラリアよりもニュージーランドの国旗の方が

多く掲げられていた。 

 英連邦制に賛成するオーストラリア人ですら、2つの

国旗を混同することがある。1999年の国民投票に際し、

英王室との憲法上の関係を断ち切り共和国になること

を拒否するよう促す宣伝の素材にニュージーランドの

国旗を使ったのだ。 ニュージーランドのウインスト

ン・ピータース元外相は最近、地元メディアに対し、

国旗の変更が必要なのは自国民が混乱するためではな

く、「オーストラリア人の 90％が 2つを見分けられな

いためだ」とジョークを飛ばした。 ニュージーラン

ドのテレビ局 TV3が昨年 7月に実施した調査では、回

答者の 61％が国旗の変更に賛成、39％が現状維持を望

む考えを示した。 

 

ニュージーランド、学生ビザでの就労条件が緩和、短

期語学留学でも就労可能に 

従来ニュージーランドにおいて、語学留学のための

学生ビザで就労許可を得るには、6ヵ月以上の就学、

IELTS（英語検定試験）5.0以上などの条件を満たす必

要がありましたが、昨年 2013年 12月 02日申請分のビ

ザよりこの条件が緩和、大学または資格認定協会

（NZQA）が定めた教育機関の水準であるカテゴリー1～

4のうち、最も優れたカテゴリー1に認定された機関（語

学学校等）で、14週間以上の英語習得フルタイムコー

スに就学する場合、週 20時間までのアルバイト（就労）

が許可されるようになりました。 

（既にビザをお持ちの方は別途条件変更の手続きを行

う必要があります。） 

詳しくはニュージーランド移民省による公式情報をご

参照ください。 

 認定英語学校各校においては、履歴書作成や面接の

講習、アルバイトの斡旋等も行っております。 

 なお、ニュージーランドの法定最低賃金は現在、時

給ＮＺ＄13.75となっております。 

 （トラベルジャーナル 2014年 2月 14日） 

 

日本の遺族参列し追悼式 ニュージーランド地震から

３年 

（産経ニュース 2014.2.22）  

 

２２日、クラ

イストチャ

ーチで開か

れたニュー

ジーランド

地震の追悼

式で献花する日本の遺族ら（共同） 

 日本人２８人を含む１８５人が犠牲となったニュー

ジーランド地震から３年となった２２日、被災地クラ

イストチャーチ市の公園で市主催の追悼式が開かれ、

日本から遺族も参列した。 

 式典には、地元市民らに加え、ブラウンリー地震復

興相やダルジール市長らも出席。地震発生時刻の午後

０時５１分（日本時間午前８時５１分）に合わせ、参

列者が黙とう。 

 これに先立ち、犠牲者のために設けられた共同墓地

でも慰霊式が開かれた。共同墓地にある石川県出身の

元新聞記者、北川泰大さん＝当時（３９）＝の墓碑に

は「ジャーナリスト」「志なかばにして この地に眠る」

などと記されている。 

 父親の彬人さん（６８）は「この街に来ると、どこ

かで息子に会える気がする。でも、この場所で亡くな

ったんだなあと（現実を前に）矛盾した気持ちにもな

った」と複雑な心境を吐露した。（共同 2014年 2月 22

日） 

 

ＮＺ地震遺族、富山市を提訴＝「市長発言で苦痛」

－地裁 

 ２０１１年２月のニュージーランド・クライストチ

ャーチ地震で、短期留学中に死亡した富山市立富山外

国語専門学校の学生３人の遺族が２８日、同市の森雅

志市長の発言で精神的苦痛を受けたとして、市を相手

に慰謝料３００万円を求める訴訟を富山地裁に起こし

た。 

 訴状によると、森市長は地震後の記者会見で、短期

留学について「学校の公式行事ではなく任意の研修旅

行。自己責任として判断をして任意で参加している」

と述べたほか、「訳の分からない失礼な文章で面会した

いというお手紙が来たから、即断りました」などと発

言した。遺族側は人格権を侵害され、名誉を傷つけら

れたと主張している。 

 森市長は取材に対し、「（提訴は）初めて聞いた。訴

えられたとしたら自分を守るのが当然の行動。弁護士

に任せる」と述べた。（2014/02/28 産経ニュース） 

 

NZの売春婦、セクハラ雇用主から賠償金を勝ち取る 

ニュージーランドの売春婦（22）が勤務先の売春宿

の経営者の男からセクシャルハラスメント（性的嫌が

らせ）を受けたと訴えていた問題で、同国の人権審判

所は女性の主張を認め、経営者の男に 2万 5000ニュー

ジーランド・ドル（約 213万円）の賠償金の支払いを

命じたことが 1日、明らかになった。同国のメディア

は、こうした判断は世界で初めてだと報じている。 

 女性は約 3か月間にわたって年上の経営者から軽んじ

られ、恐怖感を与えられ、不安で精神的に追い詰めら

れた状態になった。そのためうつ状態になり、アルコ

ールに依存するようになった。経営者は自身の売春宿

で働く女性たちに「自分は雇っている売春婦に何でも

したいことをできる」と繰り返し言っていたという。 

 審判所は「性産業の従事者には他業種の就業者と同様

に、性的嫌がらせから保護される権利がある」「売春
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宿の経営者や雇用者が性産業の従事者に性的嫌がらせ

をしてもよいということにはならない」との判断を示

した。 

 同国の売春婦の団体「ニュージーランド・プロスティ

テューツ・コレクティブ」のキャサリン・ヒーリー氏

はフェアファックス･ニュースに対し、「（今回の）判

断は、2003 年に売春を合法化したニュージーランドが

性産業の従事者の人権保護の分野で世界のリーダーに

なったことを示すものだ」と語った。 

 同氏は、「非犯罪化の 1つの効果であり、性産業への

従事が違法ならばあり得なかった重要な判断だ。この

業界が大きく変わったことを示している」と述べて人

権審判所の判断を歓迎した。【3月 1日 AFP】 

 

動物好きな人集まれ！世界で最も魅力ある動物園トッ

プ 10 

世界中の様々な都市にも動物園はたくさんありますが、

その中で最も魅力ある動物園のトップ 10を紹介します。 

第 1位：ニュージーランド北島に位置するウエリング

トン動物園。世界でも最大級のサイズを持ち、100種類

の 500匹の動物がいます。絶滅の危機にあるスマトラ

虎やマレーグマの飼育に力を入れています。 

第 2位：カナダ、オンタリオのトロント動物園は、世

界中来た 460種 5,000匹の動物を抱え、ラクダ乗りや

スティングレイに触れるタンクなどユニークなスペー

スが満載。 

第 3位：今は亡き豪クロコダイルハンター、アーウィ

ン氏が建てたクイーンズランド州サンシャインコース

トにあるオーストラリア動物園は、1,000種におよぶ動

物を観察するばかりではなく、蛇・コアラ・カンガル

ー・ウオンバット・虎・像に触れるアトラクションが

あります。 

第 4位：日本の動物園が世界のトップ 10に入っている

のは快挙です。よこはま動物園は、100エーカーの広さ

を持つ巨大な動物園で、緑に囲まれるように設計され

た園内は、7つの生態系に分けられ 150種 1,500匹の動

物がいます。あんまり広いので入園の際に有料の望遠

鏡貸し出しがあるほど。 

第 5位英ウェールズ地方にあるウエルッシュマウンテ

ン動物園第 6位ドイツ、ベルリン動物園、第 7位米フ

ィラデルフィア州ペンシルバニア動物園、第 8位ニュ

ーヨーク、ブロンクス動物園、第 9位カリフォルニア

州サンディエゴ動物園、第 10位スイスのバーゼル動物

園とつづきます。 

 

ジョージ英王子「初外遊」＝ＮＺと豪州を４月

に 
オーストラリア政

府は３日、英国のウィ

リアム王子夫妻と長男

のジョージ王子が４月

７日から２５日まで、

英連邦のニュージーラ

ンドとオーストラリア

を訪問すると発表した。昨年７月に生まれたジョージ

王子にとっては、初の「外遊」となる。 

 ニュージーランドでは、日本人２８人を含む１８５

人が犠牲になった２０１１年２月のクライストチャー

チ地震の被災地を訪問。豪州ではシドニーのオペラハ

ウス、中部のエアーズロックなど名所も訪れる。（時事

2014/03/03） 

 

ニュージーランド航空、日本路線の増便を発表 

ニュージーランド航空 日本地区～2014 年 11 月より週

10便に～ 

ニュージーランド航空は、日本路線の座席供給数を

本年 11月より 30％増加させると発表しました。 

ニュージーランド航空日本・韓国地区支社長スコッ

ト・カーは、「ニュージーランド政府観光局と共に最近

実施したキャンペーンは、予想以上に大きな反響を呼

び、日本市場の重要性に対する認識が高まりました」 

「この結果を受け、日本路線の座席供給量を、今年 11

月中旬から来年3月末にかけて約30%増加させると共

に、2007 年以来初めて、日本・ニュージーランド間

の通年でのデイリー運航を実現します」と述べてい

ます。 

新スケジュールは、昼間と夜間の運航の組み合わせ

となり、これにより渡航者に幅広い選択肢と、ニュー

ジーランド国内、そして成田経由での北アジア・ヨー

ロッパへのよりスムーズな乗り継ぎが提供できるよう

になります。 

成田出発便は合計週 10便となり、その内、オークラ

ンド直行便が毎日（週 7便）、クライストチャーチ直行

便が週 3便となる予定です。 

 

ニュージーランド、 9 月 20 日に総選挙実施 

ニュージーランドのキー首相は１０日、９月２０日

に総選挙を行うと発表した。選挙では、中道右派の与

党国民党による経済政策の成果が焦点になるとみられ

る。任期は３年で、基本定数は１２０。 

 ロイターの調査によると、２００８年以来与党の座

に着いている国民党は、中道左派の労働党に支持率で

大差をつけているものの、圧倒的過半数には達してお

らず、少数政党の支持が必要となっている。現在国民

党は統一未来党、ＡＣＴ党、マオリ党と連立協力して

いる。（ウェリントン １０日 ロイター） 

 

国旗変更投票、９月の選挙後に＝ニュージーランドが

先送り 

ニュージーランドのキー首相は１１日記者会見し、

国旗変更の是非を問う国民投票を９月２０日の総選挙

後に実施すると表明した。総選挙との同時実施を目指

していたが、新国旗の図柄選びなどに時間がかかるた

め先送りした。 

 キー首相はユニオンジャック（英国旗）も描かれた

現在の国旗について「（英国の）植民地だった時代を象

徴している」と改めて批判。総選挙で与党国民党が勝

利し３期目入りした際には、国旗変更手続きを協議す
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る組織を超党派で設け、３期目中に国民投票を行うと

説明した。（【シドニー時事 2014/03/11） 

 

ニュージーランド中銀、政策金利を 2.50％から 2.75％

に引き上げ 

ニュージーランド準備銀行（中央銀行、ＲＢＮＺ）

は１３日、政策金利を２．５０％から２．７５％に引

き上げた。 

ＲＢＮＺのウィーラー総裁は声明で、国内経済の拡大

にはかなり弾みがついており、成長は一段と幅広いも

のになっていると指摘した。（3月 132日 ロイタ－） 

 

人民元とＮＺドル、19日から直接取引 

 【北京＝大越匡洋】中国人民銀行（中央銀行）は 18

日、人民元とニュージーランドドルの直接取引を 19日

から始めると発表した。米ドルを介さずに両国の通貨

を直接交換し、貿易や投資の決済での元の使用を高め

て国際通貨としての重みを増すのが狙い。2012年６月、

日本円との間で直接交換を開始したほか、昨年４月か

ら豪ドルとの間でも実施している。 

 

ニュージーランド、「オークランド国際空港」での国

内線乗継ぎ、及び国際線出発に関するご案内 

 ニュージーランドの玄関口「オークランド国際空港」

での国内線乗継ぎ、及び国際線出発時の手続きについ

て、今一度ご案内いたします。 

■ 概要 

◎ オークランド国際空港到着後、国内線への乗り継ぎ 

 国際線ターミナルと国内線ターミナルは 1km弱離れ

ており、徒歩約 10～15分、無料シャトルバス（05：00

～22：30の間 15分間隔で運行）で 5分程度です。 

 国際線からニュージーランド航空の国内線に乗り継

ぎの場合、乗り継ぎ便出発の 60分前までであれば、入

国・通関後、国際線ターミナル内にある国内線自動チ

ェックイン機にてチェックインが可能で、ここで荷物

も預けることができます（国際線チェックイン時に既

に国内線乗り継ぎ便の搭乗券も発行されている場合は、

荷物預けのみ）。 

 ニュージーランド航空国内線の乗り継ぎ便出発まで

60 分未満の場合、あるいはジェットスター航空および

その他ローカル国内線に乗り継ぎの場合は、荷物を持

って国内線ターミナルに移動、そちらでチェックイン

手続きを行う形になります。（搭乗券発行済みの場合

は荷物預けのみ） 

 なお、ニュージーランド航空の国内線チェックイン

ではセルフサービスが導入されており、自動チェック

イン機を設置、預け荷物はご自身でコンベアーに載せ

る形となります。 

◎ オークランド国際空港でのニュージーランド航空

国際線の搭乗手続き 

ニュージーランド航空の国際線にてご出発のお客様は、

55 台ある自動チェックイン機にて手続きを行っていた

だきます。 

 自動チェックイン機ではパスポート（機械読み取り

対応のものに限る）の読み取りが必要です。預け荷物

がある場合は、荷札（タグ）が発行されますので、こ

れを荷物に付けた上で、手荷物ドロップ箇所までお持

ちください。係員が荷物とパスポートを照合・確認い

たします。（2014年 3月 20日（木）トラベルジャーナ

ル） 

 

ストーンズ、豪・ＮＺツアーは１０＆１１月に ミッ

ク恋人自殺で延期 

 

 英ロックバンド「ロー

リング・ストーンズ」の

ボーカル、ミック・ジャ

ガーさん（７０）の恋人

（４９）が１７日に米ニ

ューヨークの自宅で首

をつって自殺しているのが発見されたことを受け、開

始直前にキャンセルされたバンドのオーストラリア・

ニュージーランド・ツアーの１４公演が１０、１１月

に行われる見通しとなった。２３日までに、ＢＢＣが

伝えた。 

 恋人の葬儀は現在、ジャガーさんが滞在している米

ロサンゼルスで営まれるという。 

 

１０５勝腕、前ＤｅＮＡ・清水が現役引退 ＮＺ野球

連盟のＧＭ補佐就任へ  

ロッテなどで通算１０５勝した清水直行投手（３８）

が２４日、現役引退を表明した。今後はニュージーラ

ンド野球連盟のゼネラルマネジャー（ＧＭ）補佐と代

表統括コーチに就任する予定で、２５日に都内で会見

する。  
 

 清水は東芝から９９年ドラフト２位（逆指名）でロ

ッテ入団。通算成績は２９４試合１０５勝１００敗、

防御率４・１６。また、０６年の第１回ＷＢＣでは日

本代表入りし、初代王者に輝いた。１２年にＤｅＮＡ

から戦力外通告を受け、その後は現役続行を目指し、

左膝手術からのリハビリを続けてきた。しかし、ここ

にきて周囲には「気持ちが切れた」と漏らしていた。

（産経 3月 25日）  

  

ルワンダ、神戸、ＮＺ…社会的弱者への温かな視線 米

プリツカー賞の坂茂さん 

2014.3.25 13:32  
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坂茂さんが避難所に設置した紙管の間仕切り＝２０１

１年、岩手県大槌町（c）坂茂建築設計 

 

 米プリツカー賞の受賞が決まった建築家の坂茂さん

（５６）は一般建築を手掛ける傍ら、社会的に弱い立

場の人々の住宅問題に目を向け、災害支援に尽力して

きた。ルワンダ、神戸、新潟、中国四川省、ニュージ

ーランド…。世界中の被災地や紛争地を飛び回る。 

 現地に人を集めてチームを結成し、再生紙の筒「紙

管」など低コストの材料を使ってシェルターや住宅を

設計した。東日本大震災では岩手県大槌町や山形市の

避難所でプライバシー確保のための「間仕切りシステ

ム」を用いて注された。紙管の接合部分を粘着テープ

で巻き木綿の布を安全ピンで留める。５０カ所の避難

所に１８００ユニット（１ユニットは２メートル四方）

を設けた。宮城県女川町では建設用地が不十分なため

多層の仮設住宅が必要だと提案、コンテナを使った３

階建て仮設住宅を建てた。 

 仮設建築物でも住み心地や美しさなどの質の高さを

追求する姿勢から、利用者への温かなまなざしが感じ

取れる。 

 

ニュージーランド・テカポ、「レイク・テカポ・シー

ニック・リゾート」11月以降は個人の宿泊予約のみに 

 クライストチャーチより約 230km、クライストチャー

チとマウントクック間に位置する美しいテカポ湖畔に

ある「レイク・テカポ・シーニック・リゾート」は、

本年 2014年 11月 01日以降の宿泊に関し、「トレード

（業者）を通じての予約受付ならびに取り引きを行わ

ない」ことを発表いたしました。 

 リゾートの営業は従来と変わりなく行われますが、

その予約についてはお客様（消費者）からの直接予約

のみを受け付けるとのことです。 

 11月以降、同リゾートをご利用予定の方は、ご注意

ください。（トラベルジャーナル 2014年 3月 27日） 

 

 今年 2 月、ニュージーランドは約 3,500 人も人口が

増加し、一カ月の増加ではこの10年で最高となった。 

統計局によると、この増加は、オーストラリアへの

流出が減ったことと、海外からの移民者が増えたこ

とが原因とのこと。 

 昨年 3 月から今年 2 月までの期間、永住権や長期

的な移住権を得た人の数は、29,022 人で、これもこ

の 10年間で最高人数。 

 この増加の背景には、クライストチャーチの再建

設、外国からの移住者、国内に留まる人の増加、な

どがある。 

 オーストラリアから、ニュージーランドへ帰国す

る人も増えているが、中国との経済関係の重要性を

反映して、従来主流であったイギリスからの移民者

を凌ぎ、中国からの移民が急激に増えている。 

 

干ばつ北島の農家に打撃 

長引く日照りで、北島北部では雨を望む農家から悲

鳴が上がっている。 

 被害が大きいのは、北島の西海岸沿い、南オークラ

ンド、北部と東部のワイカト地域で、3カ月もまともに

雨が降っていない。 

 オークランドから北島北部のカウンシルは、第一次

産業省、フォンテラ社、農業、牧畜家グループと会談

し、カウカパカパ北からを干ばつ地域に特定した。 

 これによりこの地方の農家では、税金の軽減、法的

な譲歩が適応される。 

 牧畜家の多くは、秋に出産予定の牝牛を放畜のため、

ノースランド東部に移動させたが、採食のためには更

に別の土地への移動が必要になる、と頭を痛めている。 

ＮＺ大好き社会   2014 年 3 月 27 日ＮＺ大好き社

会   2014年 3月 27日 
 

 

 

 
ニュージーランド先住民族マオリ女性の入浴を拒否 

入れ墨が理由 

ニュージーランドの先住民族マオリの言語指導者で、

日高管内平取町で６日まで開かれたアイヌ語復興を目

指す講習会の講師を 務めた女性が、石狩管内の民間の

温泉施設で顔の入れ墨を理由に入館を断られていたこ

とが１１日、分かった。講習会関係者は 「入れ墨はマ

オリの尊厳の象徴であり、大変残念」としている。  

 

 女性はエラナ・ブレワートンさん（６０）。講習会関

係者ら約１０人で８日、札幌市内でのアイヌ民族の行

事を見学後、入浴と食事の ため温泉施設に行った。そ

の際、ブレワートンさんの唇とあごの入れ墨を見た温

泉側が「入れ墨入館禁止」を理由に入館を断った。  

同行したアイヌ民族の関係者らが温泉側に「多様な文

化を受け入れることが必要では」と再考を求めたが聞

き入れられなかった。  

 

 同温泉は、入り口に「入れ墨入館禁止」の看板を設

置。入れ墨がある人の入浴はすべて断っているという。

ブレワートンさんは 「深い悲しみを感じた」と落胆。

温泉の支配人は「入れ墨にもいろいろな背景があるこ

とは理解するが、一般客はなかなか分からない。  

例外を認めると、これまでの信頼を裏切ることになる」

と説明している。      北海道新聞 9月 12日 

 

インタビュー： 

ここからは昨年 11 月に会報発行するために用意

した原稿です。 

http://blog.livedoor.jp/sonkotonews/archives/32009316.html
http://blog.livedoor.jp/sonkotonews/archives/32009316.html
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ニュージーランド ブラウンリー地震復興相 

【日本の耐震・免震技術に関心／病

院や司法機能、国際会議場など整備

／クライストチャーチ復興】 ＡＰ

ＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）

交通大臣会合のために来日したニ

ュージーランドのカンタベリー地

震復興相を務めるジェリー・ブラウ

ンリー運輸相は、日刊建設通信新聞

社のインタビューに応じ、２０１０

年９月と１１年２月の大地震で大きな被害を受けたク

ライストチャーチの復興計画や、日本の建設会社の持

つ耐震・免震技術への強い期待感を表明した。同国は

病院や司法機能、国際会議場などの建設プロジェクト

を計画しており、復興の総事業費は約４００億ニュー

ジーランドドル（約３.２兆円）と見込んでいる。 

 クライストチャーチは、ニュージーランド第２の都

市で、同国南島の玄関口となっている。１０年９月と

１１年２月に相次いで大地震に見舞われ、市中心部が

大きな被害を受けた。政府では、カンタベリー地震復

興庁を設置し、復興に向けた計画作成などを進めてい

る。 

 ブラウンリー復興相は「クライストチャーチを、住

みやすく、住んでいる人が人生を楽しめる安らぎに満

ちた街にしたい。具体的には、都市部に人が住み、公

園や娯楽施設が充実する」と復興の基本理念を話し、

「新たなビルは、最高でも８階建ての低層で幅の広い

ビルになるだろう」とした。また、「現代の世界で利

用可能な技術を最大限活用し、今後２０－３０年後を

見据えた街の発展のために交通網を整備する」として

いる。 

 復興のためには「市中心部に１０００棟余りのビル

があり、まずそれらを除却しなければならない。整備

が本格化するには時間がかかる」としているものの、

計画の検討は進めており、「１１月には病院地区のプ

ロジェクトが始まる」という。さらに、病院地区に続

き「地方裁判所や高等裁判所など司法機能と、拘置所

を含む警察機能を集中した総合施設の地区の整備も進

める。危機管理センターもその地区に設ける」とし、

「この地区のプロジェクトは、１４年２月に始まる」

とのスケジュールを明かした。病院地区と司法地区、

ともに周辺に関連企業の民間投資を呼び込む考え。 

 また、司法地区と同時期に「国際会議場の建設プロ

ジェクトも始まる」とし、「周辺には、ホテルやショ

ッピングセンターなど商業施設が建ち並ぶ計画で、現

在、ホテル建設のパートナーにどのような企業になっ

てもらうか、検討している」という。 

 同国では、地震での被害を踏まえ現在、「建築基準

の見直しが進んでおり、耐震・免震面での基準強化を

図っている」。復興において最も大切なことは「揺れ

が起きても命が守られる、建物にいる人が安心を感じ

られること。揺れに耐えられる設計がそれぞれの建物

の要件になるだろう」とした上で、「日本の企業には、

高い耐震・免震の設計技術があると聞いている。その

技術をぜひ、活用したい」と、日本企業の保有する技

術導入に強い関心を示した。 

 日本企業が参加する手法としては「日本の建設会社

や設計会社と、ニュージーランドの建設会社や設計会

社が、ＪＶやアライアンスを組んで参加する方法が考

えられる」とし、さらに「国内ではニュージーランド

大使館が窓口になる。また、カンタベリー地震復興庁

のインベスターズプログラムが復興への投資を希望す

る企業の窓口になる」と紹介した。  

［ 建設通信新聞 2013-09-12 ］  

 

牛肉の関税削減に期待 ＮＺ畜産団体、ＴＰＰで 

2013.9.25 13:22  
記者会見する畜産団体「ビーフ
アンドラム・ニュージーラン
ド」のマイク・ピーターソン会
長＝２５日午前、東京都千代田
区 
 

 来日中のニュージーランド

の畜産団体「ビーフアンドラ

ム・ニュージーランド」のマイ

ク・ピーターソン会長は２５日、

東京都内で記者会見し、同国や日本など計１２カ国が

参加する環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉に関連し、

日本が牛肉の輸入時に課している関税の削減に期待感

を示した。 

 関税が削減されればニュージーランド産牛肉の販売

価格が引き下げられ、日本での販売拡大につながると

の思惑がある。 

 ピーターソン会長は、日本へ輸出する牛肉や加工品

などにかかる関税がこの１年間に推定約９３００万ニ

ュージーランド・ドル（約７５億円）に達し「ビジネ

ス上の大きなコストになっている」と指摘。その上で

「ＴＰＰを通じて関税の負担が軽減され、両国の経済

関係が強化されることを望む」と述べた。 

 日本政府はＴＰＰ交渉参加に当たり、牛肉を含む重

要農産品については関税を維持する方針を示している。 

 

世界一起業しやすい国は？ 世銀ランキング 

2013.10.02 Wed posted at 14:21 JST 

（ＣＮＮ） 世界１８

５カ国・地域の起業環

境などについて調べ

た世界銀行の最新報

告書で、中小企業を起

業しやすい国として

２年連続でニュージ

ーランドが１位になった。 

報告書では各国と地域の金融中心地で会社を興すため

に必要な手続きや手順の数、その手続きのためにかか

る日数、コストや最低資本金などを調べ、起業の容易

さを比較した。 

その結果、１回のみの手続きで済み、開業に１日しか

かからないニュージーランドがトップに立った。同国

ではインターネットで登録申請するだけで開業できる。
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手数料は１６３．５５ニュージーランドドル（約１万

３０００円）。最低資本金は定められていない。 

これに対して１３位の米国は、最低資本金の規定はな

いものの、開業までに６回の手順が必要だった。 

起業しやすい国・地域のトップ１０は以下の通り。 

１．ニュージーランド 

２．オーストラリア 

３．カナダ 

４．シンガポール 

５．マケドニア 

６．香港 

７．グルジア 

８．ルワンダ 

９．ベラルーシ 

１０．アイルランド 

 

タランチュラ、カンタベリー博物館へ戻る 

 4 匹のタランチュラが、地震後初めてカンタベリー博

物館へ戻される。 

 これらのクモたちは、2010年 9月の地震以降、カン

タベリー大学に隔離されていたが、3 日に博物館へ戻っ

て来た。博物学学芸員は、長い間隔離されていたタラ

ンチュラたちが帰って来てうれしい、と述べた。 

 タランチュラの囲いは補強されて、安全性が高めら

れ、彼らの生息地であるメキシコ及び南米の自然と可

能な限り同様の状態に保持してある。 

社会   2013年 10月 4日 

 

お帰りなさい チーム・ニュージーランド 

 アメリカズカップで大健闘したチームニュージーラ

ンドのメンバーが、スキッパーのディーン・バーカー

に率いられて帰国した。 

 30日月曜日の朝、オークランド国際空港では約 200

人のファインが、メンバーを出迎えた。多くはオーク

ランド郊外から、大きな幕を手にして集まった。 

 先週までサンフランシスコで開かれていた、カップ

史上最長となったレガッタで、チャレンジャーのニュ

ージーランドチームは敗北した。 

 バーカーは、チーム員はまだ立ち直っていない、と

述べた後、アメリカズカップを手にして帰国できたら

どんなによかっただろう、しかしチーム・ニュージー

ランドは、前に進まなくては、自分がいようがいまい

かに関わらず、と付け加えた。 

 更に彼は、ニュージーランドは今後のレースにも参

加すべきであり、その時は自分もチームの一員として

ありたいが、レースに参画するかどうかは、自分の決

めることではない、とも語った。 

 他のメンバーの 1人、ロブ・ウェイデルは、もう一

度チャレンジするかどうかはまだ分からないと述べ、

オリンピックのファイナルと同様に、チームは出来る

限りの力で毎レース戦った、と語った。 

 38歳のウェイデルは、来年のコモンウェルス大会と

2016年のリオオリンピックで、ニュージーランド・オ

リンピック委員会の大使として活動を開始する。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 10月 1日 

 

ニュージーランドの 2013年度財政収支、赤字が予想下

回る 

2013年 10月 7日 14:47 JST ロイター 

 ニュージーランドの２０１３年度の財政収支は、赤字

額が予想を下回った。イングリッシュ財務相は２年以

内の財政黒字化に向け順調に進んでいる、との見方を

示した。 

投資の未実現損益を除いたベースで、６月３０日ま

での１年の赤字は４４億１０００万ニュージーランド

ドル（３７億米ドル）。予想は６２億８０００万ニュー

ジーランドドル（ＮＺ）だった。 

純債務は国内総生産（ＧＤＰ）に対して２６．３％

と予想を下回った。政府は２０２０年までに債務の対

ＧＤＰ比比率を２０％に引き下げることを目指してい

る。 

歳出は予想よりも１．９％少なかった。一方、歳入

は予想を０．６％上回った。 

イングリッシュ財務相は財政収支の黒字化に向け順

調に進んでいる、との見方を示した。 

政府は２０１４／１５年度に財政収支が黒字化する

と見込んでいる。また、債務の対ＧＤＰ比は２８．７％

とピークに達すると予想している。 

一方、イングリッシュ財務相は「為替レートは引き

続き高水準で、輸出業者にとり逆風となっている」と

の見方を示した。 

さらに、住宅市場の急騰は高金利を招くリスク要因

と指摘。中国の景気動向やユーロ圏の債務問題も世界

的なリスクだ、との認識を示した。 

 

アルカン、ニュージーランド「ウィッタカー」のチョ

コレート 5アイテムを秋冬期限定で発売 

2013.10.07 16:09 更新 マイライフニュース 

 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス（以下、

JFLA）の事業子会社であるアルカンは、ニュージーラ

ンドのウィッタカー（WHITTAKER'S）のチョコレート 5

アイテムを 10月 15日から秋冬期限定で発売する。 

 

 ウィッタカーのチョコレートは、世界中から原料を

厳選し、豆の選別からチョコレートバーの生産に至る

まで徹底したこだわりをもって作られている。チョコ

レートの主原料であるカカオ豆はガーナ産を使用し、

ナッツなどそれぞれの原料に関しても世界中から高品

質のものを仕入れている。また多くのチョコレートメ

ーカーが仕入れた半製造のカカオから製造するのに対

して、ウィッタカーでは、カカオ豆そのものを仕入れ、

ブレンドや焙煎などの加工からチョコレート完成まで

のすべての製造工程を自社で行い、高い品質を維持し

ているという。 

 今回新発売する 5アイテムは、ウィッタカーのチョ

コレートの中で「MINI SLABS」と名付けられたライン

アップとなっている。一口サイズの小さな長方形をし

ており、個包装されているため、食べやすく、携帯や

保存にも便利だとか。 
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 「ウィッタカー」は、1896年創業のニュージーラン

ドの老舗チョコレートメーカー。イギリスで菓子職人

として働いていたジェームス・ヘンリー・ウィッタカ

ー氏が、1890年にニュージーランドへ渡りチョコレー

ト製造を開始し、以来、家族代々でプレミアムチョコ

レートを生産している。その確かな品質と味わいはニ

ュージーランド国内で高く評価され、雑誌「リーダー

ズ・ダイジェスト」による「最も信頼のおけるブラン

ド 2012」において、ニュージーランドにおける「国の

象徴的ブランド」および「菓子ブランド」2部門で選出

されている。 

［小売価格］682円（税込） ［発売日］10月 15日（火） 

 

ニュージーランド・クライストチャーチ、市内中心部

のホテルオープン状況について 

 2013年 10月 7日（月）トラベルヴィジョン 

 2011 年 2 月の震災により大きな被害を受けたクライ

ストチャーチ市内中心部は、その後長らく立ち入り禁

止となり、ホテルも改修または取り壊し、再建のため

に休業を余儀なくされておりましたが、本年 2013年 6

月末にはようやく（大聖堂周辺のごく一部を除いて）

立ち入り禁止も解除され、繁忙期に向けて主要ホテル

が続々と営業を再開しております。 

 現在までに再オープンしているホテルは、 

* ノボテル・クライストチャーチ・カセドラル・スク

エア （154室） 

* ザ・ヘリテージ・クライストチャーチ 

（オールド・ガバメント・ビルディング・ウィングの

み： 42 室） 

* ホテル 115（旧ホテル・オフ・ザ・スクエア： 32室） 

* クエスト・サービス・アパートメント （74室） 

* ランデブー・ホテル・クライストチャーチ （171室） 

* アイビス・クライストチャーチ （155室） 

などで、 

11 月にはリッジス・ラティマー・クライストチャーチ

（138室）も再築オープンの予定です。 

 どうぞ安心してクライストチャーチにお越しくださ

い。 

 

富裕層に人気のニュージーランドへの移住について

「投資家としての移住の仕方」  

2013/10/09 

  初めましてこんにちは。 

ニュージーランドにある投資銀行のプライベートバン

キング部門で働いています MWです。  

NZ といえば観光地、映画のロケ地というイメージが強

いかと思いますが、これから数回に分けて NZの金融事

情、移住に関する事柄、社会制度等について、現地か

らお伝えしたいと思います。初回は NZビザ事情その 1

ということで「投資家カテゴリー」についてお話をさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いします。  

   

◉合理的？NZのビザ政策  
 

移民の国ニュージーランドのビザ政策を一言で表すと

「合理的」と言えるでしょう。 

ニュージーランドの移民・ビザ政策は、 

・パートナーがいる人や、 

・投資するまたは起業する人、そして 

・専門的なスキルを持って NZへの移住を希望する  

という人々を受け入れるとなっています。 

つまり、「愛情」か「お金」か「スキル」を持ってい

る人に優しいビザ政策を取っています。ニュージーラ

ンドの永住権は一旦取得すると永久に有効で、NZ市民

(国籍保有者)とほぼ同様の社会保障(医療・年金)、福

祉制度、教育制度にアクセスが可能です。  

なお、投資家ビザの場合、最低要件が 150 万 NZ ドル、

または 1,000万 NZドルとなっており、このカテゴリー

を通じて近年中国からの移民が増加しています。日本

の富裕層の方々にとっても 150万 NZドル(1NZドル＝80

円で計算すると 1.2億円)と言うのは、決して高すぎる

ハードルとは言えないのではないでしょうか？  

 

◉海外に開かれた NZ市場  
 

海外投資がひところより身近になったとは言え、海外

で大きな投資を行う際にまず気になるのはその国の経

済、税制、金融市場などなどでしょう。では、ニュー

ジーランドは外国人投資家にとって投資を行い易い環

境といえるのでしょうか？  

まず、NZは OECD加盟国であり、現在の国の格付けは

AA+です。2012年世界銀行によるビジネス環境の現状調

査では世界で最も「ビジネスをしやすい国」第 3位に、

また「起業しやすい国」、「投資家を保護している国」

第 1 位にそれぞれ選ばれました。 

また、NZの法律は英国法を基礎とし、特に私的財産権

が強く保護されています。NZはタックス・ヘイヴンで

はありませんが、税制は非常にシンプルで公平、算出

が容易です。相続税、キャピタルゲイン課税、給与税、

住民税(地方税)、社会保障税などがありません (例外

規定あり)。 

政府が海外からの投資を奨励してきたこともあり NZの

市場は世界中の投資家に広く開かれています。投資を

行う上で政府の事前承認が必要となるケースは、1億

NZドルを越える投資、沿岸陸地・海底・漁業に関する

投資など極一部に限られ、その他は自由に投資を行う

ことが出来ます。  

 

オセアニア初の原爆展 長崎追悼祈念館、ＮＺで  

2013/10/12 2:20 日経 

 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館（長崎市）は 11

日、ニュージーランドで 11月～来年２月、「ヒロシマ・

ナガサキ原爆展」を開くと発表した。同館がオセアニ

アで原爆展を開催するのは初めて。 

 長崎原爆の爆心地付近のパノラマ写真を初めて展示。

投下前後の空撮写真や被爆体験記も紹介する。７月に

亡くなった被爆者運動の先駆者、山口仙二さんらの証

言映像も放映する。 
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 被爆し、救護活動に携わった羽田麗子さん（77）が

現地で体験を語る。羽田さんは「自分が見たことをし

っかり伝えたい」と語った。〔共同〕 

 

ローカルカウンセルの選挙結果 

 12日に開票された選挙結果で、オークランド、ウェ

リントン、ダニーデン、ハミルトンといった国内の大

きな市では、市長の続投となった。ただしクライスト

チャーチでは、前労働党代議士のリアンナ・ダルジー

ル氏が他を引き離して当選した。 

 ダルジール新市長が率いる新たなカウンセルでは、

選挙前のメンバーは、13人中 4人のみ。 

 9 人の新メンバーの 1人であるアリ・ジョーンズ氏が

言うには、前チーフエクゼキティブのトニー・マルヤ

ット氏に対する義憤が、この結果を招いたとのこと。

彼の 6万 8,000ドルの給与増を支持したメンバーの中

では、たった 1人のみが今回当選している。 

 ウェリントンでは、セリア・ウェイド-ブラウン氏が

2期目を就任。カウンセルメンバーのほぼ半数が新メン

バーとなった。 

 同じく 2期目となったオークランドのレン・ブラウ

ン市長（タウマルヌイ出身！）にとってのカウンセル

は、6人が新顔となるが、大きな変化はない。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 10月 14日 

 

家賃の最も高いクライストチャーチ 

 オークションサイト Trade Meの不動産向けサイトで、

カンタベリー地域の家賃平均額が、オークランドを超

えた。 

 7 月から 9 月の 3ヶ月間で、カンタベリーの平均家賃

は、週 500ドルと少し。一方オークランドでは 480ド

ルとなっている。 

 昨年の同時期とくらべて、住居の使用可能率は 4パ

ーセント増えているにもかかわらず、家賃は上がって

いる。 

 オークランドの家賃は昨年と比べ 2パーセント上が

っているが、国内他の地域は昨年とほぼ同様。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 10月 11日 

 

ニュージーランドの人口増加中 

 国勢調査の結果としてニュージーランドの人口は

424万2,048人と、ニュージーランド統計局が発表した。

前回 2006年の国勢調査以来、21万 4,000人が増加した

が、これは毎年約 3万 1,000人ずつ増加した割合とな

る。 

 2006 年時点で、その前の 2001年に行われた調査と比

較すると、人口増加は 5万 8,000人であったことを考

えれば、国の成長はゆるやかになったと言える。 

 最大増加はオークランドで、逆に最も減少したのは

クライストチャーチ。 

 国勢調査は本来は 5年ごとに行われるが、クライス

トチャーチの地震が原因で、2年ほど延期された。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 10月 10日 

 

ホビット製作費、最高額の一つ 

 ホビット 3部作の製作費は、すでに 5億ドルを超え

ている。これはロード・オブ・ザ・リング 3シリーズ

の総額の 2倍。 

 今年 3月時点でのコストは 6億 7,600万ドルで、撮

影や撮影後の編集作業等のの費用で、さらに増える見

通し。 

 映画史上でも、最もお金のかかった映画の一つとな

った。ただし 3部作はすでに元を取っている。第一部

単独で、10億ドル以上のチケット売上げがあった。 

 ニュージーランドは、税金から 9,800万ドルを製作

費として補助しているという。 

ＮＺ大好き 芸能／スポーツ   2013年 10月 8日 

 

NZと箕面の小・中学生が TAKOYAKI パーティーで交流 

みのおなう 2013.10.03.thu／彩都の丘学園 

 箕面市と国際協力都市の

提携を結ぶニュージーラン

ド・ハット市の小・中学生 8

人が、9月 28日から 10月 6

日まで、箕面市内でホーム

スティを行い、箕面の子ど

もたちとも交流しました。 

 10月 3日・4日の 2日間

は、彩都の丘学園で、日本文化の習字に挑戦したほか、

学園のみなさんと一緒にさまざまな体験をしました。 

 彩都の丘学園の 9年生たちは、そんなハット市のお

友達をもてなそうと「TAKOYAKIパーティー」を企画。

初めは互いに緊張していた子どもたちですが、身ぶり

手ぶりで会話をしながら一緒にたこ焼きを作るうちに、

笑い声が起こる楽しい時間となりました。 

 彩都の丘学園のみなさんの「お・も・て・な・し」

は大成功！ 

 

英ブッカー賞、28歳のＮＺ女性作家が受賞  

2013年 10月 16日 11:43 JST ロイター  

［ロンドン  １５日 

ロイター］ - 世界で最

も権威ある文学賞のひ

とつである英国の「ブ

ッカー賞」の受賞作が

１５日発表され、ニュ

ージーランドの女性作

家エレノア・カットン

氏（２８）の小説「The Luminaries」が選ばれた。 

カットン氏の２作目の小説となった同作は、１８６６

年のニュージーランドのゴールドラッシュを舞台にし

た物語。 

審査員長のロバート・マクファーレン氏は「 The 

Luminaries」について、複雑な構成と物語の展開が素 

晴らしかったと評した。 

 

 

 

おしゃれな新名所、Pallet Pavilion ～ ニュージー

ランドワーキングホリデー 
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色合いもとってもおしゃ
れな感じです 
 

 サマータイムも始まり、

ここニュージーランドも

春らしい気候になって来

ました。長い長い冬が終

わりを告げ、明るい表情

の人が増えたような気もします。 

そういうすがすがしい天候の中、前々から気になって

いた Pallet Pavilion と呼ばれるイベント会場に行っ

てきました。 

 

この広場は、地震後に解体された、Crown Plazaホテル

（旧パークロイヤル）跡地にできたもので、様々な音

楽や催し物が行われるようにテンポラリーで作られた

ものです。 

 

 なぜテンポラリーかというと、地震後にたくさんの

イベント広場や建物が取り壊されそういう場を作らな

ければと立ち上がった人たちが作ったものです。 

その設計は、実は建築家などの卒業生と、建築業を営

む人がメンターとなってコラボレーションで作られた

そうです。その設計もとってもユニークです。 

 

解体で出た木材を使って壁を作っ
ています 
 
 まず、外壁を作っているのは、

解体で不要になった木材です。そ

れをブルーがベースでおしゃれに

うまく積み上げられています。そ

れが音響代わりになっているそう

です。そしていろんなスペースに

は、要所要所にかわいい植物が飾られて、とってもス

テキです。 

 

私はランチタイムに行ったのですが、たくさんの家族

連れや、ビジネスマンの人たちもいました。 

その中央には、なぜかゴルフのパターを練習できると

ころもあります。しかも無料です。家族でのんびりゴ

ルフを楽しむのもいいですね。 

 

家族でパターゴルフも楽
しめます 
 

その後は、地震後初めてビ

クトリアスクエアに行っ

てきました。一度でもクラ

イストチャーチにいらっ

しゃったことがある方は、花時計があるところといわ

れればピンと来るかもしれませんね。本当に久しぶり

でしたが、花時計といい、City Hall といい、地震後は

少し寂れた感じで悲しくもなりました。でも、これか

らどんどん工事が進んで、活気が出てくるまで待つし

かないですね。 

 

復興の速度が少しずつ上がってきたクライストチャー

チ。これからもその模様をお伝えしていきたいと思い

ます。 

2013年 10月 15 日（火）ワーホリ通信 

 

北島南島のマオリ名が公式名称に 

 ニュージーランド北島と南島を表すマオリ語の名称

が、公式な名称として認められた。 

 また現在実際は公式とは認められてはいなかった

North、Southの英語名も正式なものと認定される。 

 もともとマオリ語では、北島は Te Ika a Maui、マウ

イの魚（マウイはマオリ伝説の英雄）、南島は Te Wai 

Pounamu、ヒスイの水と呼ばれた。 

 今後は、既存の英語名とマオリ語名が、単独で、あ

るいは一緒に使用される。 

 1769 年のキャプテン・ジェームズ・クックの地図に

は、今回認められるマオリ語名とよく似た名前が記載

されているが、実際二つの島は国が認めた公式名称を、

これまで持っていなかった。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 10月 15日 

 

核不使用共同声明、日本が初参加 国連委で過去最多

１２５カ国 

 核兵器の非人道性と不使用
を訴え、共同声明を発表する
ニュージーランドの代表（上
から２人目）＝２１日、ニュ
ーヨークの国連本部（共同） 

 
【ニューヨーク共同】日本や

ニュージーランドなど１２５

カ国は２１日、核兵器の非人

道性とその不使用を訴える声

明を、国連総会第１委員会（軍縮）で発表した。声明

は「いかなる状況下でも核兵器が二度と使われないこ

と」が人類生存につながると明記した。同種の声明は

過去３回出されたが、参加国数は今回が最多で日本の

参加は初めて。 

 国連加盟１９３カ国の約３分の２が賛同し過半数に

達したのも初めて。唯一の戦争被爆国である日本の参

加は、核兵器の非人道性を訴える国際世論の高まりに

一定の追い風を吹かせることになりそうだ。 

2013/10/22 09:56  共同通信 

 

16歳リディア・コがプロ転向を宣言 

 女子ゴルフでアマチュアながら米ツアーなどプロの

大会で既に４勝している１６歳のリディア・コ（ニュ

ージーランド）が２３日、短文投稿サイトのツイッタ

ーでプロ転向を宣言した。１１月にプロ初戦に臨むと

いう。 

 米女子プロゴルフ協会（ＬＰＧＡ）には１８歳未満

の選手に対し出場試合数を制限する規定がある。 

 日刊スポーツ［2013年 10月 23日 13時 47分］ 
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ＮＺポスト、職員２割削減＝手紙離れで配達は週３日 

 【シドニー時事】ニュージーランドの郵便事業会社

ニュージーランド・ポストは１日、全職員の約２割に

相当する最大２０００人を削減すると発表した。キー

首相は「残酷な現実だが、電子メールなどを通じたや

りとりが増え、手紙は減る一方だ」と述べ、大規模な

人員整理に理解を求めた。 

 手紙の取扱量は２００６年以降で３割減少。宅配便

は増えているが、配達物全体の３％弱にすぎず、手紙

の急速な落ち込みをカバーし切れないという。 

 同社は先週、コスト削減のため、郵便配達を週３日

に減らす計画を発表していた。手紙が欠かせない地方

部では週５日の配達を維持する。 

時事（2013/11/01-15:23） 

 

札束探知犬が大活躍＝空港で１億円弱摘発－ＮＺ 

 【シドニー時事】ニュージーランドのウィリアムソ

ン関税担当相は２４日、オークランド空港などに４頭

の「現金探知犬」を８月に配備したところ、わずか３

カ月間で、総額１０９万ＮＺドル（約９０００万円）

の不正持ち込みを摘発したと発表した。 

 同相は「多額の現金の移動は、非合法活動や犯罪組

織に関係するケースもある。隠し持たれた現金を探知

する犬の投入は犯罪者に打撃となるだろう」と強調し

た。探知犬は米ドル、豪ドル、ＮＺドルの各札束に加

え、麻薬をかぎ分けられるよう、訓練されているとい

う。 

 ニュージーランドでは入国時、１万ＮＺドル相当以

上の現金持ち込みには申告が必要。個人が違反した場

合、最大で１万ＮＺドルの罰金と禁錮３月が科せられ

る恐れがある。（2013/10/24-16:26） 

 

NZ 雪山で邦人男性ら遭難死、悪天候で下山できず 

2013年 10月 28日 14:17 

ニュージーランド北島
にあるタラナキ山
（Mount Taranaki、2011
年 9月 26日撮影、資料
写真）。(c)AFP/Peter 

PARKS 

 

【10月 28日 AFP】ニュージーランド北島の西部にある

タラナキ山（Mount Taranaki、2500メートル）で、悪

天候のため雪洞の中で身動きが取れなくなった日本人

男性とニュージーランド人の計 2人が死亡した。地元

警察当局が 28日、発表した。 

 警察によると、死亡したのはオークランド大学

（University of Auckland）博士課程に在籍する神奈

川県出身のオガワ・ヒロキ（Hiroki Ogawa）さん（31）

とニュージーランド人女性のニコール・サットン

（Nicole Sutton）さん（29）で、タラナキ山中で悪天

候のため 26日から 2夜にわたって身動きが取れなくな

っていた。 

 2人は先週、他のメンバーとタラナキ山に登ったが悪

天候に見舞われた。救助隊は、26日に下山に成功した

他のメンバーからの通報を受けて 2人の捜索を開始。2

人とは携帯のテキストメッセージで連絡が取れていた

が、悪天候のため捜索活動は難航した。 

 救助隊は 28日朝、山頂付近でサットンさんの助けを

求める声を聞いて 2人を発見したが、オガワさんは既

に亡くなっており、サットンさんもその後死亡したと

いう。 

 オガワさんはニュージーランド山岳会（New Zealand 

Alpine Club）の会員で登山経験は豊富だったという。

サットンさんの父親によると、2 人は結婚を前提に交際

していた。(c)AFP 

 

ラグビー、日本ノートライで完敗 ニュージーランド戦 

 日本―ニュージ
ーランド ニュー
ジーランドに完敗
し、引き揚げる日
本フィフティーン
＝秩父宮 
 

 ラグビーのリポビタンＤチャレンジカップ、日本代

表―ニュージーランド代表のテストマッチが２日、東

京・秩父宮ラグビー場で行われ、世界ランキング１５

位の日本は同１位のニュージーランドにノートライに

抑えられ６―５４で敗れた。 

 日本はＦＢ五郎丸が前半に２ＰＧを決めて６―７と

したが、その後は３トライを奪われ、６―２８で折り

返した。後半も力の差を見せつけられ４トライを許し

た。 

 オールブラックスの愛称で知られるニュージーラン

ドが来日して対戦するのは１９８７年以来で２６年ぶ

り。対戦成績は日本の５戦５敗となった。 

2013/11/02 16:35   【共同通信】 

 

クライストチャーチ新市長公金の用途を明白に 

 クライストチャーチの新市長リアナ・ダルジール氏

は、今後カウンシルは公金を娯楽や経費に使用したス

タッフに対して、厳重に取り締まると宣言した。 

 カウンシルの記録によれば、2,800 人いるスタッフの

25 パーセント以上が、カードを持っており、公共料金

の納付金を、飲食、娯楽、旅行に使用できるという。 

 ダルジール市長は、過去に行きすぎた使用をしたス

タッフを見てショックを受けているという。 

 公金の使途に関するポリシーを、可及的速やかに書

き換え、納付金の使用は真に必要な場合に限るという

ことを明白にするという。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 10月 29日 

 

中国からの観光客激増 

 昨年 4月から今年 3月までの 12カ月間に、ニュージ

ーランドを訪れた中国人観光客の数は、21 万人以上で

あることが、統計局の調べでわかった。 

 その前年の 30 パーセント以上である。この一方で、
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海外からの全体的な旅行者数は減少している。 

 近年旅行業史上は劇的に変化しており、多くの旅行

関係企業の売り上げは急激に落ちているという。 

 多くの旅行社にとって、ドイツやイギリスからの伝

統的な旅行者とは対照的な中国人旅行者の対応は、容

易ではないようだ。 

 昨年、海外と国内旅行者が費やしたお金は、240億ド

ルで、これは前年よりも 2.3パーセント伸びている。 

 統計局では、観光の経済効果は 73 億ドルと見積もっ

ている。 

ＮＺ大好き  

 

エベレスト登山の映画プレミアム公開 

 映画 “Beyond The Edge” は、ニュージーランド人

エドモンド・ヒラリー卿とノルゲイ・テンジンによる

1953年のエベレスト登山に基づいて作られた。22日の

夜、ウェリントンでプレミアム公開された。 

 映画は、登山成功の足跡と、1950年代の写真と録音、

登山チームとヒラリー卿の家族のインタビューなどを

含む。 

 監督のリアン・プーリーは、この映画はニュージー

ランドのものとしてどこへ出しても恥ずかしくない作

品、一般の人がどう思うかを聞くのが楽しみ、とコメ

ント。 

 エベレスト山とマウントクックのアオラキとの 2 か

所の山頂で撮られたので、撮影は大変なものだったと

のこと。 

 サー・エドモンドを演じたチャッド・モフィットは、

この役を演じて役者として大きくなったと語っている。 

 一般公開は 24日から。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 10月 25日 

 

移民数この 10年で最高 

 ニュージーランド統計局の調べで、母国に留まるニ

ュージーランド人、海外から移住してくる外国人、ど

ちらの数値も増えていることがわかった。 

 9月の補正移民増加は2,800と驚くべき数値が上がっ

ている。 

 オーストラリアのジョブマーケットの弱まりがこの

数値の一因となっており、タスマンを越えてオースト

ラリアで働く人の数も減っている。 

 2012 年 12月以来、オーストラリアへ移住する人の数

は減少をたどっている。 

 年間ベースでは、1 万 5,200 人の増加で、この 20 年

の平均で最高値を示している。英国をトップに、中国、

インドからの移民者が上位を占めている。 

 クライストチャーチへの移民増加数は、この 1 年間

で 3,909 人と大きく、このうち 25パーセントは英国か

ら。 

 ニュージーランド統計局の人口統計長アンドレア・

ブラックバーン氏は、オーストラリアはもう以前のよ

うな人気国ではなくなった、と述べている。 

 ASB バンクのエコノミストは、2014 年のある地点で

は、年間の移民増加数は 2 万 5,000 人となるであろう

と予測している。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 10月 24日 

 

ネットいじめ規制、法案提出＝違反なら禁錮刑－ＮＺ 

 【シドニー時事】ニュージーランド政府は６日まで

に、インターネット上のいじめ行為を取り締まる法案

を議会に提出した。他人を性的に誹謗（ひぼう）中傷

する文章を交流サイト（ＳＮＳ）に掲載したり、嫌が

らせ目的で電子メールを送ったりした場合、最大で３

月の禁錮刑か２０００ニュージーランドドル（約１６

万円）の罰金が科せられる。 

 同国では今月に入り、若者らが泥酔させた少女らを

集団暴行した後、被害者の実名を出して暴行内容をサ

イト上に掲載し、「自慢」していた問題が発覚。被害者

からの訴えがないため暴行罪適用が難しいことから、

ネット規制導入を求める声が強まっていた 。

（2013/11/06-16:02） 

 

ニュージーランド・オークランド、空港～空港エリア

のホテルを結ぶ「シャトル・バス」運行中 

トラヴェルヴィジョン 2013 年 11月 10日（日） 

 オークランド国際空港エリアにあるグランド・チャ

ンセラー、ホリデイ・イン、スディマ、アイビス（イ

ビス）・バジェットの 4ホテルが共同で、空港シャトル・

バス「イエロー・バス」を運行しております。 

* 毎日午前 04：00（ホテル発）～翌午前 02：00（ホテ

ル着）まで 22時間運行、 

* 毎時 15分と 45分に国内線ターミナル（3番ドア前）

を出発、 

* 毎時 20分と 50分に国際線ターミナル（6番ドアを出

て道路を渡ったところ）を出発 

して各ホテルを巡回いたします。（ホテル発着は毎時 00

分前後と 30分前後） 

料金は片道 NZ$6（12歳未満無料）で、チケットは空港

バス乗り場付近および一部ホテルのロビーにある券売

機（またはホテル・フロント）にてご購入いただけま

す。 

 券売機はコインまたはクレジットカードのみ利用可

能で、カード利用時には 50セントの手数料が加算され

ます。 

 上記空港ホテルをご利用予定の方は、是非ご利用く

ださい。 

 

フィリピン台風に 15万ドル義援金 

 ニュージーランド政府は、フィリピンを襲った台風

ハイヤン被害救済の義援金 15万ドルを、赤十字に贈る。 

 マーレイ・マッカリー外相は、ニュージーランドか

らの寄付金は、赤十字が緊急物資の補給と、被害のあ

った地帯の状況調査の補助金となると発表した。 

 台風ハイヤンは、記録史上最大の台風の一つとされ、

フィリピンに多大な被害をもたらした。 

 被害詳細が明確になれば、政府は更なる援助を計画

している。 

 オーストラリアからは、現時点で 39万オーストラリ

アドルが寄付された。また 2名の災害エキスパートが、

オーストラリアから現地に派遣されているという。 



NEW ZEALAND SOCIETY OF JAPAN, KANSAI 

日本ニュージーランド協会（関西） 

 ABCが伝えたところによると、救済団体 World Vision

は、120万人の避難民に宿泊施設と食糧、飲料水などの

提供に苦戦中とのこと。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 11月 11日 

 

海外からの留学生の数減った 

 3 年連続して、留学生の数が今年も減ると見込まれて

いる。その数は、最低であった 2008 年に限りなく近づ

くか、それを下回ると予想されている。 

 これに反し、政府は 2025年までに、留学ビジネスの

収益 26 億ドルを目標においている。 

 学生の現象により、主に語学学校と、民営の専門学

校が、大いに痛手を受けている。 

 ただし、授業料の高い長期留学コースへの入学者は、

わずかに増える現象にあるという。 

 これに相殺される形で、平均的な収益は上がるとさ

れ、楽観的な予想では、今後 12 年で 50 億のターゲッ

トも、不可能ではないという意見もある。 

 クライストチャーチの、国際教育カンフェレンスで

は、この目標は実現可能ではあるが、このためには、

移民法を留学生のためになるように変えることが必要、

と討論された。 

 学生数は、下がるところまで下がった様子もあり、

今後は上昇するという予想もある。語学学校の中には、

9月10月は過去最高入学者数を得た学校もあるという。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 11月 10日 

 

ニュージーランドの対中乳製品の輸出 

事件以前の水準を超える  

2013年 11月 15日 

 １４日、北京訪問中のニュージーランド経済開発大

臣であるスティーブン・ジョイス氏は「２０１３年夏

のフォンテラ事件後、ニュージーランドの対中乳製品

輸出は事件以前の水準を超えている」と語った。２１

世紀経済報道が伝えた。 

  

 ニュージーランドの公式統計では、２０１３年９月

までの１２ヶ月間に、ニュージーランドの対中乳製品

（母乳バランス粉ミルクを含む）輸出は計３５億ニュ

ージーランドドルに達した。２０１２年の同じ時期か

ら２８．６％増えた。 

  

 中国はニュージーランド最大の乳製品輸出先で、中

国の輸入乳製品の７０％がニュージーランドから輸入

されている。 

  

 フォンテラ汚染騒ぎが発生後、ニュージーランド政

府はフォンテラを対象に２つの調査を実施した。その

結果では、ボツリヌス菌汚染がなかったが、ニュージ

ーランド政府は調査を続け、事件の経緯を突き止める

方針である。ジョイス氏は「政府主導の２調査は２０

１３年末までに終了する見通しだ」と語った。 

 日本新華夏（翻訳 李継東） 

 

ニュージーランドからの救助隊フィリピンへ 

 フィリピンを襲った台風ハイエン被害の救助員が、

ニュージーランドから到着した。 

 カトリック教会のチャリティー団体カリタスによる

と、ニュージーランドの緊急対応エキスパートが、非

常食や毛布を配給するチームを率いているという。 

 ニュージーランド空軍からも 25人のスタッフが、台

風後の混乱を援助するためにセブ島に待機している。 

 飲用水のボトル 1,500本、4機の自家発電機、800枚

の防水シート、12のチェインソーパックなどを含む 5.6

トンの緊急災害救援物資がヘリコプターで搬送された。 

 同ヘリコプターは、その後オーストラリアのダーウ

ィンへ向かい、新たな物資を積載して再びフィリピン

へ戻る。被害現場での真っ先に必要なのは、自家発電

機と飲用水であるとのこと。 

 Save the Children は 7万 5,000 ドルの義援金を集め

た。同団体は、1ドルで 350ドルの水の浄化タブレット

が、53 ドルで 1 家族分の衛生キットが買える、と更な

る寄付を呼び掛けている。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 11月 17日 

 

ニュージーランド道路で発進 

世界最大級の大口径シールド/大林組 

 大林組がニュージー

ランドのオークランド

市で進めている「ウォー

タービューコネクショ

ントンネルおよびグレ

ートノースロードイン

ターチェンジ建設工事」

（発注者・ニュージーラ

ンド交通局）で、外径１４.４６ｍ、総重量２５００ｔ

の世界でも最大級の大口径トンネルシールドマシンが

８日に発進した。大林組は、この施工を通じて、大口

径シールドトンネルの施工技術・ノウハウをさらに蓄

積・進化させていく考えだ。 

 同工事は、総人口の３分の１が集中するオークラン

ド市の渋滞緩和と利便性向上を狙ったニュージーラン

ド最大の道路プロジェクト。 

 着工から約２年間の準備期間を経ての発進で、１０

月３１日に開かれた発進式には、ニュージーランド運

輸大臣、オークランド市長を始め約１５０人が出席し、

現地でも大きな期待が寄せられている。 

 住宅地域での長さ２.４㎞の大口径シールドトンネ

ルを含む大規模な工事で、大林組は、東京湾アクアラ

インや首都高速道路中央環状新宿線といった国内での

大口径シールドトンネル工事で地盤を沈下させること

なく短工期で完成させた実績が大きく評価され、フレ

ッチャー・コンストラクション社（本社・ニュージー

ランド）、マッコーネル・ダウエル社（本社・オースト

ラリア）とともに施工を担う。 

 アライアンス方式による設計施工契約で、設計には

パーソンズ・ブリンカーホフオーストラリア支社、ニ

ュージーランドのベカ・インフラストラクチャー、ト

ンキン・アンド・テイラーが参画。請負金額は約７４

４億円。 
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日本ニュージーランド協会（関西） 

 使用する泥土圧式シールドマシンは、ドイツのメー

カー・ヘレンクネヒト社が中国で製作したものだが、

海外メーカー社製シールドマシンに初めて、大林組が

開発したシールドマシンチャンバー内の土砂流動可視

化装置を搭載した。 

 工期は２０１１年１１月２８日から１７年３月２１

日まで。高架橋インターチェンジが４ランプ総延長１

５４０ｍ、シールドトンネルが長さ２４００ｍの双設

トンネル総延長約４８００ｍで、掘削期間は約２３カ

月。このほか、開削部総延長約４２０ｍ、切盛土工総

延長約１２４０ｍ、換気塔、トンネル内交通管理シス

テム、機械電気設備工事などを含む。  

建設通信新聞［ 2013-11-19 ］  

 

17 歳の天才少女 ロード、デビュー・シングル「ロイヤ

ルズ」全米 7週連続 1 位獲得 

2013年 11月 18日 ミュージックマンネット 

今、全世界を注目させて

いるニュージーランド在

住の 17 歳の天才少女 ロ

ードのデビュー・シング

ル「ロイヤルズ」が全米

7 週連続 1 位を獲得。最

近は大物アーティストに

も物怖じしない発言などで話題にのぼることも多く、

注目度急上昇中の彼女が最新インタビューでアーティ

ストになったきっかけについて語った。 

 

ニュージーランド出身で 13才でレコード・レーベルと

契約をした彼女は、小さいころ寝る前に父親がキャッ

ト・スティーヴンスや、ニールヤングや、フリート・

ウッド・マックの曲を歌って聴かせてもらい音楽と触

れ合っていたようで、「大人になったら、作家や、エデ

ィターや、教師になるってずっと思っていたわ。ただ、

私は誰も注意を払わないようなことをやるのも好きで、

それが、私にとってはソングライティングだったの」

とアーティストになったきっかけについて語った。 

 

さらに、大ヒットしている今でも、ニュージーランド

に住んでいて、釣り好きという一面も明らかになった。 

 

「最近は旅に出なくちゃいけないことが多いけど、住

んでいるのはニュージーランドの同じ場所で暮らして

いるわ。海に囲まれていて、泳いだり、魚釣りをした

り。私は大の釣り好き。綺麗なビーチがある国にいく

と『潜りに行っていい?』って言うんだけど。日本に行

くことがあったら、静かなビーチにも行ってみたいわ」 

 

エミネムやレディー・ガガ等の超ビック・アーティス

トの新曲がひしめき合う全米チャートで 1 位をキープ

しつづける、まさに旬なアーティストとして大注目の

17 才から目が離せない。 

 

びっくりドンキー 12月にハンバーグ値上げ ５年ぶり  

2013/11/21 20:32 日本経済新聞 電子版  

 外食店「びっくりドンキー」を運営するアレフ（札

幌市）は 12月４日から、全国の店舗でハンバーグを 10

～70 円値上げすると発表した。中国や東南アジアで牛

肉の需要が増え、同社が使うニュージーランドとオー

ストラリア産の牛肉の調達価格が上昇した。同社の値

上げは５年ぶり。来春の消費増税時はこの価格を据え

置く。 

 主力のレギュラーバーグディッシュ（150グラム）は

20円（４％）上げる。仕入れ価格は前回値上げした 2008

年と比べ８割近く上昇した。コスト削減を進めたが内

部努力では吸収しきれないという。 

 

おしゃべり地球カフェ／ニュージーランド  

夏休み前の高校生 

2013/11/22 09:38 四国新聞 

  ニュージーランドは夏間近です。１２月中旬から始

まる楽しい夏休みを目前にして、仕事に精を出してい

ますよ。この国では休むために働いているといっても

過言ではないでしょう。 

 

 これは大人に限ったことではなく、高校生も夏休み

前に、ひと仕事を終えなくてはいけません。そのひと

仕事については後で説明しますね。 

 

 高校は１４～１８歳が在籍し、１４、１５歳はジュ

ニアと呼ばれ義務教育です。高校は校区制で受験はあ

りません。１６～１８歳のシニアは高校に残って進級

したり、退学して専門学校に通ったり、見習いで仕事

をする人もいます。 

 

 シニアは科目を自分で選択します。大学進学を目指

すなら英語、数学、理科が必須で、学年が上がるにつ

れて数学も理科も細かく分かれていきます。驚くのは

選択する選択数の少なさです。１６、１７歳は６科目、

１８歳は５科目ですよ。 

 

 進学を目指す場合は必須の英数理を除くと、自分の

好みで選択できるのはたった２、３科目。体育、音楽、

美術、料理、コンピューター、経済学、経営学、旅行

など、ある程度将来を見据えて、進学したい学校や学

部の基礎を学びます。さしずめ大学の一般教養ですね。 

 

 高校によって差が多少あるのですが、学期ごとに小

テストがあり、その結果と出席率や提出物をあわせて

成績が出ます。日本の優、良、可みたいに３段階に分

かれ、ポイントもつきます。 

 

 １１月中旬から１２月中旬までがＮＣＥＡと呼ばれ

る全国統一テストで、選択科目の試験が終わった学生

から待望の夏休みが始まります。自分の学校で受ける

センター試験のようなものでしょうか。 

 

 このＮＣＥＡテストと学内のテストのポイントが大

学入試になるので、日頃お気楽な学生も、この時ばか

りは本腰を入れて勉強しますよ。結果は１月に出ます。
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楽しい夏休みにするためにも頑張ってほしいですね。 

（高松市出身、主婦 モリス節子） 

 

ムダ毛の処理やスキンケアをする 

「キレイ系男子」流行中-「でも友達には秘密」NZ調査 

2013年 11月 24日 10時 35分 アメーバーニュース 

ニベア Men の調査によると、500 人の NZ 人男性のうち

1/3 は化粧水などでスキンケア、42%の男性は脇などの

ムダ毛の処理をしていることが分かりました。しかし

友達にも言わないという人が多数派のようです。 

「キレイ系男子」が世界のトレンドなのでしょうか？ 

ニュージーランドの 500 人の男性を対象にした「ニベ

ア men」の調査によると、スキンケアやムダ毛処理は男

性の間でも「常識」になりつつあるようです。アンケ

ート調査の結果、約 1/3 の男性が「化粧水などのスキ

ンケア用品を使っている」と回答。 

しかし、そのうちの約半数は「友達には秘密にしてい

る」ということでした。 

ムダ毛の処理に関しても、肯定的な意見が多数派です。

58%の男性は、「ムダ毛の処理はアリだと思う」と回答。

3/4 の人は、「体毛も程よく処理されていた方が女性に

もてる」と考えています。そして 42%もの人が「実際に

処理をしている」のだそうです。「レーザー脱毛をして

いる」との声も。 

産まれたままのワイルドな体毛が「男らしい」と考え

られた時代は終わりつつあるのでしょうか？日本人に

比べ体毛の濃い人種という影響もあるのかもしれませ

んが、半分近くの人がひそかにムダ毛処理をしている

というのは驚きの事実。 

逆に女性では「ムダ毛処理否定派」の増加が話題にな

っているだけに、そのコントラストが興味深いところ

です。 

あなたは「ツルツル男子」と「モジャモジャ男子」、ど

ちらが好みですか？ 

 

石油採掘に反対のデモ 

 23 日土曜日は、石油の海底採掘に反対する人々が、

国内 35 か所のビーチに集まり、デモを行った。 

 最も大きかったのは、1,000人以上が集まったピハビ

ーチで、スピーチとハカが行われた。 

 グリーンピースのスポークスマン、スティーブ・ア

ベル氏は、この集まりは、ラグラン沖のアナダルコ社

探査サイトに停泊している 6 隻のボートに抗議するた

めのもの、と発表した。 

 アベル氏はさらに、ビーチに立てられた採掘反対の

幕は、ニュージーランド政府に対し、大きな影響を与

えたはず、と語った。 

 我々ニュージーランド人は海底採掘を望んではいな

い事を、政府とアナダルコ社は認識すべきだ、とのこ

と。 

ＮＺ大好き 社会   2013年 11月 25日 

 

ニュージーランドがアイルランドに辛勝し 

今季１４戦全勝 

 ラグビー・テストマッチ（２４日、ダブリン）ニュ

ージーランドが２８度目の対戦でアイルランドに歴史

的な初黒星かと思われたノーサイド寸前、後半途中出

場したＦＢクロッティが２２－２２とする同点トライ。

ＳＯクルーデンのゴールが決まり、２点差で際どくう

っちゃった。前半、一時は０－１９までリードを広げ

られた世界王者は後半、相手をノースコアに抑えて猛

反撃。「最後までわれわれが勝つことを信じていた」と

話すＦＬマコウ主将のえりは、右目横からの出血で真

っ赤。今季は１４戦全勝で終了。１９９５年のオープ

ン化以降、オールブラックスにとってシーズン全勝は

初の快挙となった。 

2013.11.26 05:01 サンスポ 

 

 

ＮＺ動物園、日本庭園撤去へ＝市民から惜しむ声 

撤去されることが決まった
ニュージーランド・オーク
ランド動物園の日本庭園
（オークランド動物園提
供） 
 

【シドニー時事】ニュージ

ーランド北島のオークランド動物園にある日本庭園が

撤去されることが２６日までに決まった。灯籠が立つ

池や築山など日本情緒を手軽に体験できる場として市

民に親しまれてきただけに、惜しむ声が上がっている。 

 動物園の広報担当者は閉鎖理由を「野生動物保護施

設の拡張に伴う再整備のため」と説明。撤去しても、

灯籠などは「大切な文化財」と考えており、保存や移

設に向け市議会が調整中という。 

 日本庭園は、オークランド市と姉妹都市になってい

る福岡市が１９８９年に友好親善事業として建設。そ

の後庭石にコケが生え、味わいは増した。ニュージー

ランド・ヘラルド紙によると、庭園建設に携わったス

テファニー・ヘイさんは「日本庭園は今の姿になるの

に２５年近くかかった。（撤去を知り）多くの人がショ

ックを受けている」と残念がった。（2013/11/26-16:13） 



 

 

 
 

 

 

2014年 2月 しし鍋 

  

2013年 12月 クリスマス例会 

 

 

  
2013年 11月 柿狩り 

 

2013年 9月 2人のＮＺ人によるプレゼンテーション 
 

 

2013年 9月 佐藤慎平さん一時帰国 臨時例会 


