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When witches go riding, and black cats are seen,
the moon laughs and whispers, 'tis near Halloween.

近年、日本ではハロウイン（１０月３１日）が騒がれていますが、ＮＺ在住の客員会員に
よれば３１日にいちばん近い週末にイベントがあるそうです。しかし、日本ほどには普及
していないようで地域差もあるようです。
さて、年内の例会は、下記の２件です。お繰り合わせのうえご参加いただきますようご案内
いたします。

２７２回

柿狩り

１１月１７日（土） 五條 太津会員の柿農園

昨年は大雨で中止しました。日本一の柿の産地で実りの秋を体験しましょう。
＊昼食：各自ご持参ください。

２７３回

クリスマス

１２月６日（木）

神戸倶楽部（最近 外国の文字が無くなりました）

ミニコンサート・ビンゴ・クイズ等多彩なプログラムを楽しみましょう。
バザーへのご協力もお願いします。
■ 来年は、ラグビーワールドカップが日本で開催されますので、来日するキーウィも
多くなるでしょう。
今秋には話題の２試合が行われます。
・１０月２７日 横浜日産スタジアム

オールブラックス対ワラビー

・１１月 ３日 東京味の素スタジアム 日本代表対オールブラックス

事務局：〒５５０－０００２
大阪市西区江戸堀１－２３－２６

西八千代ビル 3 階Ｃ

電話・ＦＡＸ：
（０６）６６０７－２１１２
http://nzsocietykansai.com

E-mail：nzsjk@yahoo.co.jp

■ 第２７２回例会ご案内（柿狩り・五條）

・１２月６日（木）
１１時００分 受付・バザー開始

「柿が赤くなると医者が青くなる」と言われるほ

１１時３０分 例会スタート

ど、柿にはビタミンＡとＣ、ポリフェノール、カ

１４時００分 閉会

リウムが豊富に含まれています。数年前から太津

・神戸倶楽部 中央区北野町４－１５－１

さんの柿を食べて美容と健康を誇る会員も多くお

トアロードの突き当り西側

られます。残念ながら昨年は大雨で中止になりま

三宮から車で山側へ１０分

した。９月の台風などで太津さんのビニールハウ

・電話：０７８－２４１－２５８８

ス等も被害に遭われたそうですが、当協会には特

・会費：会員と同伴者 ６５００円

別の配慮をいただき、実施できるようになりまし

キウィ

３０００円

た。既にスーパーなどでは柿を見かけますが、自

小学生未満

２５００円

然の中で日本一の柿狩りを楽しみましょう。

・飲み物:各自払い

・１１月１７日（土）１０時３０分～１６時頃

・合唱：ポカレカレアナ・蛍の光

・集合：近鉄福神駅前 １０時３０分

・プレゼント交換：１０００円程度の品をご持参

・参加費：１５００円（子供同額）

ください。

・昼食：各自ご持参ください。

・バザー：出品にご協力ください。

・定員：３０名 締切:１１月１０日（土）

・締切：１１月２３日（金）

お断わりの場合のみご連絡します。
・申し込み：世話人の松元副会長へ

以降は全額をキャンセル費としてご負担くだ
さい。

電話 ０９０－１９５５－２５６６

・定員：６０名 お断りの場合のみご連絡します。

メール：nm040343@kobe.zaq.jp

・申し込み：Ｔel/Fax ０６－６６０７－２１１２

＊交通手段（電車・車）もお知らせください。

メール：nzsjk@yahoo.co.jp

急行 阿部野橋９：２０分発 福神１０：２４着
特急 阿部野橋９：１０分発 福神１０：０５着
（乗車券８５０円・特急券５１０円）

■ 第２７１例会朝日ビール工場見学会中止

＊雨天は中止、催行確認は当日７時以降にお問い
合わせください。

７月７日に例会として予定していました朝日ビ

松元さん ０９０－１９５５－２５６６

ール見学会は、大雨のため中止しました。

太津さん ０９０－３１６７－９６０７

楽しみにしておられた方も多くおられましたの
で残念でした。来年度に改めて開催する予定で
す。秋が深まるにつれお酒の美味しい季節にな

■ 第２７３回例会ご案内（クリスマス例会）

りました。日本は世界各地のお酒が比較的安く
簡単に手に入りますが、深酒にならないように

今年も会場は神戸倶楽部（最近外国の文字が無

お酒をお楽しみください。

くなりました）で平日開催です。美味しい食事・
ビンゴゲーム・クイズ・バザー・プレゼント交
換など。

■ 臨時例会報告（８月１７日）

昨年お招きした大塚昭花さんと友人のミニコン
サートもご期待ください。

中央電気倶楽部主催の「縁日まつり」に合流し

ご家族・友人をお誘いのうえご出席ください。

ました。大会場に設けられた屋台には焼き鳥・

そうめん・お寿司・ピザ等盛りだくさんの食べ

はやはり地震による被害です。今現在も大聖

物、ビール・お酒・ワイン・焼酎等が用意され

堂をはじめ多くの歴史的建造物が地震当時の

ていました。別室のゲームコーナには射的・パ

まま残されています。

ターゴルフ等があり楽しむことができました。

しかし、少しずつではありますが復興も進ん

堂島にある昭和５年に建設されたレトロなビル

でおり、最近では街の中心に$50Million を費

内で懐かしい夏の行事にひと時でしたが、暑さ

やして建設された NZ 最大級の映画館がオープ

を忘れて童心に返りました。

ンしたり、来週には$92.7million を費やした

参加者（林園子

林弘子

石井久行

林進

井上佳久

山下明

図書館が Cathedral Square にオープンする事
になっています。今までは街の中心地には飲

藤田真穂）

食店が数多くあるだけでしたが、このような
施設が増える事で更に人の流れが街の中心へ
と集まり活気が戻る事が期待できます。
ニュージーランドでは冬が終わり昨日よりデ
イライト・セービングが始まり本格的な春を
迎えています。クライストチャーチでは冬場
は朝の 7 時でも暗く、夕方 5 時には日が沈ん
（縁日風景）

でしまいます。夜が長いですが悪い事ばかり
でもなく、冬場は空気も澄み美しい星空を楽
しむ事が出来ます。星空と言うとテカポを思

■ 近況報告（クライストチャーチより）

い浮かべる方も多いと思いますがクライスト
チャーチ近郊でもとても美しい星空が楽しめ

ハロウィンについてですが、NZ では日本ほど

ます。今年はハズレ年だそうですがクライス

盛り上がる様な事は無いように思います。私

トチャーチでもオーロラを見る事も出来ます。

自身ハロウィンの時に何かしたという記憶も
なく、お菓子を用意している家庭は外に風船
等を掲げ、子供達はその家を訪問してお菓子
を貰っているようです。職場などでも聞きま
したが個人的にパーティーをする人もいるよ
うですが、残念ながら日本の様にお祭り騒ぎ
になる事も無いようです。本来秋の収穫祭が
起源かと思いますが NZ では春なので収穫時期
ではなく、カボチャも旬ではない為かもしれ
ません。ご期待に沿えず申し訳ございません。

（オーロラ風景）
9 月に入り暖かい日が続くようになるとクライ

私達家族は昨年オークランドからクライスト

ストチャーチはガーデンシティーの名の通り

チャーチに引越してきました。2005 年から 1

花々で色鮮やかな街へと変わります。９月中旬

年半ほど生活していた街ですしオークランド

には桜の見頃を迎えハグレーパークには桜並木

と比べると小さな街なので生活し易く感じて

を楽しみに大勢の人が訪れていました。これか

います。2005 年当時と大きく変わっている事

らニュージーランドはベストシーズンを迎え

クライストチャーチにも大勢の観光客が訪れる
と思います。少しずつではありますが街に人が

ノエビアスタジアム神戸
９月２６日 イングランド対アメリカ

戻り地震前の様な賑わいのある街に早く戻れる
と良いなと思います。

（K 客員会員）

３０日

スコットランド対サモア

１０月 ３日 アイルランド対ロシア
８日 南アフリカ対最終予選勝者

■ ラグビーワールドカップ ２０１９
来年９月２０日の日本対ロシア戦からワール

■ ＮＺニュース・クリッピング
（６月～１０月）

ドカップが始まりますが、すでにチケットの
販売が始まっています。日本は初のベスト８

・観光税の導入

を目指しています。日本代表のキャプテン、

２０１９年後半から新たに観光税を導入する

リーチ・マイケル（クライストチャーチ出身）

計画を発表。１２ケ月以内滞在する人に２５

は「チーム力は前回大会時よりかなり上にあ

ドルから３５ドルを課税、オーストラリア

る」と自信を示しました。前回では優勝経験

人・南太平洋諸国民は対象外。

ある南アフリカに大金星を挙げて台風の眼に

税は観光インフラと自然保護に使う。

なりました。活躍を期待したいものです。
・農薬剤反対
２０１８年１０月現在のランキング

小動物の駆除に使用される農薬剤１０８０に

１位ニュージーランド、その後、アイルラン

反対するグループの２人がハーバーブリッツ

ド・ウェールズ・イングランド・南アフリカ・

ジを徒歩で渡ろうとして逮捕された。(7.22)

スコットランド・オーストラリア・フランス・
アルゼンチン・フィジ―・日本（１１位）
・ト

・バスの階段から転落

ンガ・ジョージア・イタリア・アメリカ・サ

オークランド北部のシルバ―デールのバス内

モア・ルーマニア・ウルグアイ・ロシア・ス

で７４歳の女性が２階建てバスの階段から転

ペイン（２０位）

落、死亡した。
（7.26）

・来日するキーウィとの交流など

・オークランド固定資産税アップ

ＮＺから多くのファンの来日が予想されます。

住宅 Rate（固定資産税に類似する税金）を

当協会として協力できることなどご提案等を

2.5 ％値上げする。同市の平均は 2500 ドルと

事務局へお寄せください。

なる。

*ラグビ―ワールドカップ２０１９の 関西の試合を
ご紹介します。

一部からオールブラックスのハカはマナ（慈

花園ラグビー場

愛・名誉などを表す言葉）を失いショ―化し

９月２２日 イタリア対ナミビア
２８日 アルゼンチン対トンガ
１０月 ３日

・ハカを巡る論争

ていると批判の声がラグビ―専門誌に掲載さ
れた。

ジョージア対フィジー

１３日 アメリカ対トンガ

・ビニール袋のリサイクル
２０１５年に始まったリサイクルは国内で

70%を達成、来年７月までに 100%を目指す。

・Keiko & Craig Rome さん
スコットランド出身のご主人とクライスト
チャーチで旅行会社（Can NZ Tours）を経営。

・ＮＺ航空利益増
前年比 6%増の記録的な利益
（390 ミリオンドル）、
年間１７００万人を運ぶ。機器・キャビン・ラ

■ 図書紹介

ウンジに投資する。
Lovely Green New Zealand （日本語）
・マオリ語週間スタート（９月１０日から）

「北欧」のセンスと「ハワイ」の大自然エナジ

１３万人が流暢に話せ、
３０万人が学校で学び、

ー、両国のハイブリッド国家ニュージーラン

白人（パケハ）の他移民も学び始めている。

ド（本の帯より）四角大輔著 ダイヤモンド
社地球の歩き方

・ファースト・ベビ―国連へ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

国連総会にジャシンダ・アーダーン首相が長女
ネーヴェちゃんを連れて出席、世界の注目を浴

「事務局からのお願い」

びた。
（9.24）

■ 会員名簿アンケート
・兵馬俑、テパパへ
国立博物館テパパは、2.6 百万ドルかけて中国

６月に会員名簿作成のためアンケートをお送り

から兵馬俑８体を借り入れ１２月から公開の予

しましたが、７割程度の回収率です。まだ提出い

定。

ただいていない方は同封しましたハガキにて早
急に事務局へ回答をお願いいたします。

・スーパーからプラスチックストローが消える
大手スーパー、カウントダウン社はＰ製ストロ

■ 年会費

ーの販売を停止する。同社は既に使い捨てビニ
ール袋の廃止も導入している。

数名の方が未納状態です。１０月末までにお振込
みをお願いいたします。

・オークランド中心部３０キロに
交通局は歩行者・自転車利用者保護の安全を守

■ ご寄稿お願い

るため自動車の速度を３０キロにする計画を進
めている。

皆さんからのご寄稿をお待ちしています。ＮＺに
（ＮＺ大好きより）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

関する情報・旅行記の他海外旅行のアドバイスな
ども歓迎します。次号締め切りは、２月末です。

■ 新会員について
■ 会員増強
下記の４名が客員会員として入会されました。
ＮＺに関心ある方をご紹介ください。
・酒井みか & Don Cates さん
酒井香代子会員の娘さん、キーウィのご主人と
ファンガレー（オークランド北方１６０km）に
在住。

