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How many times must the cannon balls fly Before they’re forever banned?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind, The answer is blowin’ in the wind.
（Bob Dylan）

松沼清司(Cornwall Park,Hastings)

英国はじめニュージーランド・カナダ・オーストラリアなどの元首、エリザベス女
王２世は１９５２年年に即位され今年プラチナ・ジュビリ―を迎えられました。英
国では６月２日から５日をピークに様々な行事が盛大に行われ、バッキンガム宮殿
へのパレードにはニュージーランドからマオリ戦士の衣装を着けた数名と４０名ほ
どの軍人が参加しました。
日本では、ドキュメンタリ―映画「エリザベス女王陛下の微笑み」が全国で公開さ
れます。
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２０２２年度会員総会
と

議事要旨

き：２０２２年４月２３日（土）１１時００分～１２時００分

ところ：中央電気倶楽部 １０１号室
出席者：柳田・藤村・山内・山田・塙・正木・貴志・林（園子）
・林（進）
・山下（誠二）
・山下（明）
中村・石井・服部
コロナ禍のため、４月初旬に総会資料を会員に郵送し、ご自宅等での書類審議と会場での審議
の２形式で開催した。会員総数６０名（客員１３名）のうち３６名から議案１～５につき葉書
による賛否の回答を得た。林進さんを議長に選出し審議に入った。
出席者を含め議案への反対者はなかった。

議案１．２０２１年度事業報告について
１）２０２１年度会員総会：書類審議形式 ４月１９日書類送付・５月１０日締め切り
会員総数６０名、２９名から議案１～４につき賛成の回答を得た。反対はなかった。
２）臨時例会：１１月５日（土）国立民族学博物館・万博記念公園見学 ８名参加
議案２．２０２１年度収支報告について
中村・山下監事の監査を４月５日に受け適正に会計報告されていることが認められた。
収入：３８８２１３円

支出：３８８２１３円（繰越金１７３４０８円）

課題：繰越金が前年度（２４０８１１円）に比較し減少している。バザー収入がなかった、臨時例
会開催が１件のため、会報の充実に努めた結果、印刷費・通信費が増加したのが原因、会員
サービスとして理解できると承認された。
議案３．２０２２年度事業計画について
会員総会： 上記の通り。 理事会：４回程度開催。
例会：５０周年記念を含め２回、コロナ禍が緩くなれば理事会で検討し実施する。
特に５０周年は３密を避け、できる限り実施できるように努める。
議案４．２０２２年度収支予算について
収入：４８９４１０円（繰越金１７３４０８円含む）
支出：４８９４１０円（繰越金１２４４１０円含む）
繰越金が減少しているので経費の節減（家賃等）と収入増を理事会などで検討する。
議案５．新役員改選について
前任の皆さんに継続して就任いただき、新任として服部雅裕さんに依頼し承諾を得た。

＊退会： 森川和代さん・太津隆司さんのお二人（２０１１年入会）
これまでの協力に対しお礼状を送付する。
＊入会： 西川裕行さん（HP を観て）
・奥河晴子さん（川瀬初代会長に NZ ホームステイ等でお世話にな
り、HP を観て）のお二人。
提案：１）５０周年記念として、協会の縁あるところなどで記念植樹をする。
２）HP 維持費軽減できるか否かの検討。
理事会で検討することになった。
議案１～５は上記の通り承認され、定刻通り会員総会は終了した。

■ ダニーデンからこんにちは

須だったお店での追跡アプリの QR コード読み取
りやワクチンパスポートの提示が終了となり、外

日本ニュージーランド協会（関西）会員のみなさ

出時のストレスがかなり減ったように感じます。

まご無沙汰しております。客員会員のロウクロフ

また屋外でのマスク着用は必要なくなり、散歩や

ト真弓と申します。今回は、私の住んでいるダニ

運動中にマスクをしている人はほとんどみかけま

ーデンの様子を中心に近況をご報告させていただ

せん。そしてラグビー観戦などの集会も、屋内外

きます。

において人数制限なく行えるようになりました。
私個人としては、引き続き散歩や運動時以外の外

【コロナ禍の日常生活】

出時にマスクの着用、手の消毒やソーシャルディ

私の住んでいるダニーデンでは 22 ヵ月と長い間

スタンスを続けて感染しないよう気をつけていま

ゼロコロナが続いていたのですが、オミクロンの

す。夫の家族や友人と食事に行ったり、国内旅行

猛威にはかなわず、今年の 2 月ごろから一気に感

やスポーツ観戦が自由にできるようになったのは

染者が増えました。私の周辺では、幼稚園や学校

とてもうれしく感じます。

に通う子どもたちを中心に感染者が増えたように
思います。お子さんのいる家庭では学校で感染が

【物価】

広がり、家族内で感染拡大というケースをよく聞

ここ最近インフレが進み、特にガソリンの値段が

きました。

高騰しています。つい先日オークランドでは 1 リ

6 月 4 日に地元紙で発表された内容では、ニュー

ットル$3.19 まで価格が上昇し、ニュージーラン

ジーランド全体の新規感染者数は 6,291 人という

ドは車社会なので本当に困っている人もたくさん

ことです。現在もコロナが収束したとはいいがた

いるという現状です。またガソリンが値上がりす

い状況なのですが、それでも日常は戻りつつあり

るとあらゆるものに影響が起きるのか、近所のテ

ます。以前はロックダウンを最高とする 4 段階の

イクアウェイのレストランや、スーパーでの商品

警戒レベルを使用していましたが、現在では信号

価格が上がっていると感じます。先日のネットニ

機システムに変更となり、ニュージーランド全土

ュースでは、1kg のチーズが$21.50 になって買え

は黄色信号の状態です。黄色信号下では、以前必

ない人が増えている、ということが報道されてい

ました。
調べてみると 2016 年のチーズの平均価格

【さいごに】

は$7.68 だったそうなので、かなり高くなってい

最後になりますが、いつも楽しく会報を読ませて

ます。酪農王国なのに皮肉なものだなぁと感じま

いただいております。コロナ禍で例会など大勢で

す。食料品の価格は、ニュージーランド統計局に

集まるということが難しい状況が続いていると思

よると 2021 年 4 月から 1 年で 6.4%も上昇してい

いますが、今後また以前のように集会やアクティ

るそうです。ニュージーランドは全人口をまかな

ビティができるようになることを願っております。

える 8 倍もの食料を作っているけど、その 90%が

また私はニュージーランドの日常やラグビーにつ

輸出されていて、国内では輸入された高い商品が

いてツイッターやインスタグラム、ブログで発信

流通していると新聞で読みました。またニュージ

しています。もしよろしければご覧いただいたり、

ーランドには大手スーパーチェーンが 2 社しかな

フォローしていただけるとうれしいです。

く、価格競争が起きないので消費者は選択が少な
く高いお金を支払っている、ということも最近よ
くいわれています。食品の価格は毎日の生活に直
結するので、早く少しでも安く手に入るようにな
ればと切に願う毎日です。

ツイッター ：
https://twitter.com/mayumi_dunedin
インスタグラム ：
https://www.instagram.com/mayumi_nz/

【観光客受け入れ状況】

ブログ： https://dunedin-nz.com/

長らく国境を封鎖していたニュージーランドです
が、
ついに今年の 7 月 31 日午後 11:59 より国境が

夫のニックはバスの YouTube チャンネルを開設し

完全に再開、すべてのビザタイプの方の受け入れ

ており、ダニーデンを走るバスや走行中の景色を

がはじまると発表がありました。しかし、ワクチ

紹介しています。

ン証明や陰性証明の提出・到着後の指定日には迅

もしチャンネル登録していただければ、たいへん

速抗原検査が必要です。そのため気軽に旅行とい

喜ぶと思います。

うわけにはいかないかもしれませんが、これから
徐々に観光のお客さまも増えてくるのではないか

Bus Driver Nick

と思います。規制は変更になることが多いので、

https://www.youtube.com/channel/UCpCrqgO_v4N

最新状況はニュージーランドの政府サイトで確認

sR9i09m627rA

することをおすすめします。会員のみなさまもぜ

それでは次回夫のニックと一緒に日本里帰りの際

ひ近い将来ニュージーランドにお越しください！

には、みなさまにお会いできることを楽しみにし

逆に、ニュージーランド永住者にとっても、条件

ております！

を満たせば NZ 帰国時の政府による管理隔離がな

日本はこれから暑い季節になりますが、お体をど

くなり、海外旅行がしやすくなりました。

うぞご自愛くださいませ。

私を含めてニュージーランド在住の日本人は、ひ
さびさの里帰りをしたいと思っている人が多いと
思います。ただ飛行機会社はスタッフや機材が需
要にまだ追いついてないようで、ニュージーラン
ドから日本行きの便の予約が大変取りにくくなっ
ているようです。

(ロウクロフト真弓)

■ キニマンス塚本ニキさんの TBS ラジオ「アシ
タノカレッジ」について

音声オフになってしまい聞くことができなかった
ことが残念でした。
(平瀬拓也)

こんにちは。会員の平瀬拓也です。3 月会報でキ

ツイッター ：@Ashitano Collage

ニマンス塚本ニキさんのラジオ番組が紹介されて

ハッシュタグ ： #アシタノカレッジ

いましたので YouTube で聞いてみました。塚本さ

メール ：ashitano@tbs.co.jp

んがメインパーソナリティーを務めて、相方で小

インスタグラム： ashitanocollege

説家の武田砂鉄さんが出演されていました。塚本

FAX 03-5562-0954

さんは武田さんに著書について質問されるとき、
急に他の話題に移るなど会話のテンポが速かった
です。私自身、あることを話しているときに他の
ことが気になればそのことを話し出すことがあっ
て、塚本さんには親近感を覚えました。
また、東京オリンピック前の番組（2021 年 6 月 9
日）でしたので、パブリックビューイングのこと
などオリンピックについても話題に上がっていま
したが、実際には政治や経済、三面記事など時事

スタジオでのニキさん

ネタを扱った話題は少なかったです。世の中の情
勢をバッサリ切るような番組をイメージしていま
したが、素朴な感じの会話が多かったです。
ニュージーランドに関する話題もありました。塚
本さんの体験談が紹介されていました。塚本さん
は 9 歳のときにニュージーランドに住み始めた当
初は、日本に帰りたい気持ちが強くて現地で日本
のテレビドラマやアニメを鑑賞されていたそうで
す。子供の頃に海外に行ったことでアイデンティ
ティーの確立に悩まれていました。私自身も学生
時代にオーストラリアに滞在し当時は現地に移住
したい気持ちが強くて、自分が日本人もしくはオ
ーストラリア人なのかアイデンティティーが分か
らなかったです。
最後になりますが、塚本さんには親近感を覚える
ことが多く、今後も番組を聞きたいと思うように
なりました。皆さんも是非、リスナーになってく
ださい！
＜補足＞
時折ニュージーランドの曲が紹介されていました
が、YouTube（録画分）では曲が流れているときは

■ Do you know them ？
ニュージーランドワインは近年世界中で高い評価
を得ています。今回は、ニュージーランドでワイ
ン造りに携わっている日本人の紹介をさせていた
だきます。
（５０音順・敬称略）
・大沢泰造（大沢ワインズ）
：滋賀県で土木工事・
不動産関係事業を展開していましたが、５５歳か
らホークスベイの牧場跡地でブドウ栽培を始めら
れました。筆者は１０年ほど前に井上佳久会員と
現地を訪れたことがあります。実務は現地の専門
家に任せていますが、ワインづくりには強い情熱
をお持ちです。当会の例会で大沢さんの経営する
ローザンベリー多和田（米原）へ見学に訪れたこ
ともあります。クリスマス例会で大沢ワインを購
入されたり飲まれた方もおられます。
・岡田岳樹（フォリウム・ヴィヤード）
：東京都出
身、学生時代からワインの魅力に取りつかれ２０

０１年からカリフォルニア大学デイビス校で醸造

＊今回ご紹介した皆さんは畑違いの出身者が大半

学を学び、２００３年にワーキングホリディで NZ

ですが、歴史の新しいニュージーランドの地で有

へ。Blenheim（南島のマールボロ地方）で経験を

機農法やバイオダイナミック農法を採用し自然に

積み２０１０年に独立。

やさしく同時に美味しいワイン造りに情熱を注ぎ
家族経営で取り組んでおられるところが共通点で

・木村滋久（キムラセラーズ）
：フランスへのワイ

す。残念なのは、少量生産で入手困難なこと、円

ンツァーの参加を契機に１０年務めたホテルマン

高等で価格がチリワイン等に比べ高いことです。

を退職し２００４年に NZ へ。
米国オレゴンでも研

各ワイナリーの詳細は、HP などをご覧ください。

修を経験。２００９年自身のセラーズをマールボ
ロ地方のアワテレバレーに設立、２０１２年リン

（石井久行）

■ 50 周年記念植樹

カーン大学 Viticulture Oenology コース終了。
会員からご提案いただき、理事会で検討しました
・楠田浩之（クスダワインズ）
：埼玉県出身、大手

記念植樹ですが、協会設立などに縁のある場所、

メーカー勤務後シドニーの日本総領事館で５年働

千里万博公園・事務局に近い長居植物園・川瀬初

く。ワイン造りに自分の可能性をかけドイツへ。

代会長のご自宅のある西宮市の北山公園等からは

カイゼンハイム大学の卒業実習で NZ に。NZ に魅

お断りの返事がありました。ついては、ご推薦場

了され２００１年にマーティンボロにワイナリ―

所があればご連絡ください。

を設立。
■ 例会開催について
・小山浩平（グリーンソングス）
：青森県出身、東
京・ロンドンでビジネスマンを経験。２０１１年

新型コロナウイルス禍が少しずつですが低減して

NZ へ。リンカーン大学醸造科を卒業。ネルソンの

まいりました。各種団体も３密を避けながら会合

Atamai Eco Village に２０１４年ワイナリーを設

を復活しつつあります。当会もいろいろ検討中で

立。

すが、梅雨の季節に入りまた蒸し暑い夏もやって
きますので当面は状況を伺うことにしますのでご

・小山竜宇（コヤマワインズ）
：神奈川県出身、２

了承ください。３年遅れになりますが、クリスマ

４歳まで台湾・米国で暮らす。２００３年にリン

ス例会を兼ねた５０周年記念例会は実現できるの

カーン大学 Viticulture Oenology コース終了、

ではないかと期待しております。別の例会も状況

２００５年にオーストラリアのハンタ―バレイー

が許すようになれば再開したいと思います。まだ

のほかドイツ・米国でも研修。

まだ油断は大敵ですので健康にはご留意ください。

・佐藤嘉晃（サトウワインズ）大阪府出身、銀行

■

勤務時代（ロンドン）に恭子夫人とワインの魅力

会員名簿 （２０２２年６月１５日現在・敬称略・
５０音順）

に取りつかれワイン造りを決意、２００６年に NZ
へ。リンカーン大学で醸造学を学び NＺ最高峰の

名誉会員 柳田勘次

ワイナリー、フェルトン・ロードで勤務。２００
９年セントラル・オタゴで独立。恭子さんは同社

＊会員 46 名

で１２年間栽培管理人として勤務されました。

石井久行 市田利夫 伊藤美登利 井上知治

井上佳久 奥河晴子 加藤進 亀井学 貴志康弘

■ ご寄稿のお願い

木田佐智子 喜田靖夫 北野和夫 呉橋真人
小林さや子 酒井香代子 佐藤敞 谷川紗季

次号は 10 月号です。皆様からの旅行記・交流

外山純 中谷紀子 永田美夜子 中村重夫

体験談等をお待ちしております。

西川賢一 西川裕行 西原博子 服部雅裕 林進

締め切り：9 月末日

林園子 塙幸子 日高隆義

日根野文三

平瀬拓也 藤野紀子 藤村琇子 堀江敏樹
牧初代 正木紀通 松村明

■ 運営・行事等へのご提案

松沼清司 松元曻

三浦治郎 森川和代 山内龍男 山下明
山下誠二 山田輝子 山野敏子

皆さんからの具体的なご提案をお寄せください。
理事会で検討させていただきます。

＊客員 １３名
アレキサンダ―・ベネット

イアン・フォーロン

■ 年会費のご請求

片波見徳将 小西靖基 佐藤慎平
酒井・ケイツ・ミカ

ジョン・ハンドルビ―

スーザン・マーシャル
ピータ―・マシウス

ピーター・オービン
ロウクロフト・真弓

ケイコ&クレイグ・ローム

ご承知の通り、当協会は皆さんからの年会費で
運営しております。
会報３月号で振り込みをお願いしましたが、未
納の方がおられます。
７月末までにお振込みください。手数料はご負
担ください。
ゆうちょ銀行 記号： １４１１０
番号：５６５２９３５１
普通口座：５６５２９３５
名義：日本ニュージーランド協会（関西）
他行からの振り込み：店名
店番 ４１８

会員総会会場にて

■ ５０周年記念マグカップ
創立 50 周年を記念して製作したマグカップは在
庫が少なくなりました。
ご希望の方には、郵送・手渡しなどで配布してお
ります。電子レンジ耐用です。
1 個 1000 円・送料 400 円（税込み）です。ご希望
の方は事務局にご連絡ください。
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