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A sunny day in rainy season

Ants are making roads Here and there
( M.Shiki )

松沼清司作 「Anderson Park, Napier」
会員総会は、予定通り４月１３日に開催いたしました。ご欠席者の皆さんには当日の資料などを
同封しておりますのでご一読下さい。
９月からラグビーワールドカップが各地で開催されます。世界一の強豪「オールブラックス」の
試合日程は下記の通りです。公認キャンプは別府で行われます。
９月２１日 南アフリカ戦（横浜） １０月 ２日
１０月 ６日 ナミビア戦（東京）

カナダ戦（大分）

１０月１２日 イタリア戦（豊田）

１１月２日の横浜での決勝戦でオールブラックスが勝利するよう応援しましょう。
キーウィの J.ジョセフＨＣ率いる日本の活躍も期待しましょう。
事務局：〒５５０－０００２
大阪市西区江戸堀１－２３－２６
N.S.コンサルタント内

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２７６回例会ご案内

川瀬氏を偲ぶコーナ―を設ける予定ですが、事

７月１７日（水）１３時００分～１４時２０分

務局にはご本人の著書がありません。お持ちの

アサヒビール吹田工場 TEL:06-6388-1943

方に借用したいのでご協力ください。

昨年は大雨の為見学会を延期しましたが、今年

＊詳細は会報１０月号に掲載します。

は開催できることを祈ります。吹田工場は１８
９１年に竣工した伝統を持ち最近は、海外から

■ ラム肉例会に参加して

の見学者も多いそうです。稼働中の工場を見学

初めまして。平瀬拓也と申します。今回、石

の為平日の開催となりました。見学後は、出来

井さんと山下さんからのお誘いでラム肉パー

立ての美味しい３種のビールの試飲と買い物が

ティーに参加させて頂きました。いままでラ

楽しめます。

ム肉は食べたことはなかったです。事前に英

ＪＲ東海道本線「吹田駅」から徒歩１０分、

会話の先生からラム肉は柔らく、脂身が少な

阪急千里線「吹田駅」から徒歩１０分

く大変美味しいと聞いていました。実際に食

定員１８名。

べてみて味噌を漬けるなど工夫もされていて

申込先：事務局 E-mail：nzsjk@yahoo.co,jp

大変美味しかったです。また、普段は料理を

Tel/Fax：０６－６６０７－２１１２

することはありませんが、周りの人に丁寧に

定員オーバ―でお断りの場合のみご連絡いたし

教えていただき楽しむことができました。大

ます。１２時５０分までにご集合ください。

変充実した時を過ごすことができ感謝してお
ります。

■ 臨時例会ご案内 （縁日会）

私の体験談をご紹介します。学生時代にオー

８月３０日（金）１７時００分～２０時００分

ストラリアのタスマニアに滞在していました。

於：中央電気倶楽部

日本でのアルバイト先で人間関係のトラブル

北区堂島浜２－１－２５ 06-6345-6351

があって、海外に居場所を求めてタスマニア

同倶楽部主催のイベントに合流。食べ放題・

に行くことになりました。3 か月間の語学留

飲み放題・夜店のゲーム等

学でした。学校では韓国人やスイス人、香港

舞台では楽しいイベントもあります。

人など外国人と楽しく交流しました。入学当

参加費：３０００円

初は英語に苦労しましたが、1 か月が経過す

申込み:８月２３日締め切り、事務局へ。

ると簡単な日常会話はできるようになりまし

E-mail：nzsjk@yahoo.co,jp

た。また、地元のソフトボールチームにも所

Tel/Fax：０６－６６０７－２１１２

属していました。私は野球が好きで、学校の

お断りの場合のみご連絡いたします。

先生に野球チームを探していると伝えると、

開場（１７時）以降のご参加も可能です。

野球はシーズンオフであるが、ソフトボール
なら紹介できると言われて、参加することに

■ 今後の予定
・五條・柿狩り １１月１６日（土）
太津会員の柿農園
・クリスマス例会 １２月１１日（水）
神戸外国倶楽部
◎

お願い：

なりました。週 2 回夕方から練習、週末は試
合でした。チームメイトは全員オーストラリ
ア人で、私は一人だけ外国人でした。学校と
は違い周囲はネイティブでしたので、英語で
のコミュニケーションには大変苦労しました。
また、公式リーグに所属しているチームでし

本年は当協会創設者川瀬勇氏がご逝去され

たので、レベルは大変高かったです。そのチ

２０年です。

ームでレギュラーとしてプレーできたことは

オーストラリア産は、生後６ケ月から１０ケ
自信につながりました。さらに英語の拙さを痛

月・ＮＺ産は生後４ケ月から８ケ月です。

感し帰国後、
独学で英語を習得するきっかけに

４月２９日は羊肉の日です。

なりました。
様々な人と交流することで人見知

参加者（柳田勘次・中谷紀子・松元曻・山田輝子

りの性格も治り、
タスマニアで経験したことは

塙幸子・林園子・松沼清司・井上佳久・林進

今の私を支えています。近いうちに観光でタス

日高隆義・山下明・石井久行・朱静遠

マニアを再訪したいです。
連絡を取っているチ

平瀬拓也・丸橋正宣・吉住莉紗）

ームメイトはいます。
現在、大阪 SGG クラブというボランティア観
光案内団体に所属しています。月 1 回程度、
外国人を大阪もしくは大阪周辺を観光案内し
ています。使用言語は英語です。本業は海外と
の接点はなく外国語を使う機会はありません。
学生時代から海外志向が強いため、6 年前から
活動しています。
東南アジアの方を案内するこ
とが多く、家族が多いです。事前にメールで行
先を調整し、当日にホテルで合流します。お互
い初対面ですが、
公式の団体を通じ知り合って
いるので、信頼関係はあります。僕は人見知り
はしなくて、
好奇心旺盛なので相手とはすぐに
打ち解け、家族の一員になった感じで案内でき
ます。別れるときは、相手から次回は私があな
たを私の国で案内すると言ってくれます。
お世
辞だとは思いますが、大変嬉しいです。実際に
香港在住のイギリス人を大阪で案内したとき、
その翌年に香港で再会したこともあります。
今年はラグビーワールドカップが開催されま
すので、多くのオーストラリア人やニュージ
ーランド人の方が来日されると思います。是
非、彼らを大阪で観光案内したいです。
最後になりますが、ニュージーランドには行き
たい気持ちはあります。いままで行ったことは
ありませんが、興味はあります。行く機会があ
れば、タスマニアにも立ち寄りたいです。
（平瀬拓也）
＊今年のメニューは４点に絞り余裕を持って試

食を楽しめるようにしました。ラム肉は中国へ
の輸出も増え、残念ながら関西でも購入先が限
られているようです。
イオン・イトーヨーカ堂、
トップワールド、阪急オアシス、マルヤス、万
代等ですが、
すべての店で売られてはいません。

１９９３年、東京生まれ。父親はＮＺ出身、伊
勢丹でラグビー選手として活躍、後にヘッドコ
ーチも務めました。母親は、元国際線のキャビ
ン・アテンダントで舞踊愛好家の日本人。弟が
２人います。幼少から有名な岸辺バレエスタジ
オに通う。８歳のときオークランドに移り７年
間バレエの練習を続けました。ＮＺではバレエ
が上手すぎて孤立したこともあったそうです。
１５歳で国際的に有名なメルボルンの「オース
トラリアバレ―スクール」に入学。２００９年
のローザンヌ国際バレエコンクールで優勝しま
した。２０１１年、パリ・オペラ座バレエ団に
２度目の挑戦、１８８名中２名の狭き門で４位
になり、１年間の臨時契約に、２０１３年に正
団員に。２０１５年には「白鳥の湖」の主役を
演じました。翌年には、バレエ界のアカデミー
賞と呼ばれる「ブノワ賞」を受賞。パリ在住で
フランス語も堪能。ＮＺと日本のどちらも祖国
と思っているそうです。
彼女の躍る姿はインターネットで鑑賞できます。
また、７月２７日には、中之島のフェスティバ
ルホールで「ル・グラン・ガラ２０１９」の公
演があり、オニールさんも出演します。
（調理・試食風景）

■ 茨木・ミッションベイのご紹介
最近入会された会員は、井上知治会員のお店

■ Do you know her?

ラム肉専門バル「ミッションベイ」をご存知
ない方もおられるようなのでご紹介します。
井上さんはオークランドで働いた経験（ワー
キングホリディ）
、３０数か国をバックパッカ
―で周られたこともあります。
茨木市内にお店を１３年前にオープンされま
した。３回ほど当協会の例会で利用させてい
ただきました。美味しいラム肉・ワイン・ビ
ールが人気ですが、オリジナルメニューも多
くあります。お店の雰囲気はカジュアルで、

オニール八菜（Hannah O’Neill）
）さんは、パ

大型スクリーンではラグビ―等の試合が見る

リ・オペラ座バレエ団のプルミエール・ダンス

ことができます。秋のワールドカップ期間は、

ーズです。よくご存知の方もおられると思いま

連日キーウィやオージ―で賑わうでしょう。

すが、少しご紹介します。

阪急茨木駅から西へ徒歩４分です。ご利用の

場合は、予約をお勧めします。 詳細は、ＰＣ

メルキュールがお勧めです。キーウィの人々も

で検索してください。

結構働いていました。

（石井久行）

電話：０７２－６３２－３１１２

（緑に囲まれたゲストハウス風景）
(ミッションベイ)

■ 客員会員の皆さんへ
■ シドニーのゲストハウスのご紹介
Hakata Gust House

秋にはワールドカップ関連でＮＺからも多くの
ラグビーファンも来られるようです。

ゴールデンウイーク後に２週間ほどシドニー

皆さんの友人・知人で関西観光も予定している

とアデレードを訪れました。１０年前に現地で

方には、当協会の有志がお手伝いします。３週

開設した銀行口座の閉鎖を兼ねての旅でした。

間前にご連絡いただければ観光のご案内も可能

ＮＺ旅行の際、お隣のオーストラリアに立ち寄

です。協会へメールでお知らせください。観光

る会員もおられると思いご参考までに今回１

中の費用は各自負担です。また、大阪には１９

週間ほど滞在したゲストハウスをご紹介しま

８２年に設立された大阪ＳＧＧクラブのボラン

す。空港から南へ約７キロ、サンスーシの街の

ティアの皆さんが各国・地域から来日される観

閑静な住宅街にあります。偶然にも１０年前に

光客を案内する制度もあります。詳細は、ＨＰ

３ケ月ホームステイした家の近所でした。宿の

をご覧ください。

裏はカグラ―湾に面し、窓からはヨットが係留
されている風景が望めます。オーストラリア育

■ 年会費のお振込みお願い

ちの中国人の主人・Ｋｉｅｒｅｎと博多出身の

２０１９年度の年会費のご請求をいたしますの

日本人女性・Ｒｉｋａが３年前にオープンしま

で、８月末までに同封の通りにお振込みいただ

した。１・２階で７室あり共用のお風呂・トイ

くようお願いいたします。

レは２ケ所あります。各部屋は間取りが広く開
放的です。朝食は、冷蔵庫の中の食材で自炊で

■ 会員増強について

きます。滞在中には旅のアドバイスがもらえま

会員増強は、協会運営の基盤です。ＮＺに興味あ

す。１泊朝食付で７０００円程度。最近、徒歩

る方をご紹介ください。

３分のところにグループ利用対象の新しいゲス

会員数は、３月３１日現在で、６５名です。

トハウスもオープンされました。市内の中心部
では味わえないローカルの滞在が楽しめる宿で

■ ご寄稿のお願い

す。

皆様からの原稿をお待ちしています。ＮＺ旅行

アドレードに滞在される場合は、博物館・植物

記・情報等をお気軽にお書きください。

園・大学が近い中央駅前のフランス系ホテル・

次号締め切りは、９月２０日です。

