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第 225例会 タウマルヌイ高校生との交流会の報告 
１月９日＇日（、タウマルヌイ高校の先生と生徒との交流会をしました。ＮＺ的「Pot Luck Party」、大阪歴史博物館での連

凧つくり、大阪歴史博物館の見学、難波の宮跡での連凧揚げをしました。 

 

 

 

第 228例会 ニュージーランドラムとビーフの試食会 の日程が決まりました。今からご予定ください。 

日時 5月 14日(土) 午前 10時 00分～午後 1時 45分 

場所 こうべ市民福祉交流センター4階  調理室 

 

第 22７例会       2011年度 総会 
日時 4月 16日＇土（ 11:15～12:00 懇親会 12:15～13:30 

場所  中央電気倶楽部 会員特別食堂 

〒530-0004 大阪市北区堂島浜２丁目１番２５号  TEL:06-6345-6351＇代（  ＇地図を次ページに示します。（ 

懇親会費：3,500円 飲み物は個人清算 

お申込み締め切り：3月 2日(水)までに同封はがき、電話、ファックス、メール、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で協会事務局までお申込

みください。4月 9日＇金（よりお取消の場合は会費全額をいただきます。 

第 226例会 ニュージーランドワインとキッシュを楽しむ会 
日時 3月 12日＇土曜（   14:00～16:00 

場所 服部ビル３F  都島文化教室  

534-0015大阪市都島区善源寺町 1-5-49  電話：06-6921-0530 

大阪地下鉄谷町線都島駅 4番出口より 北へ約 70ｍ＇徒歩１分（ ＇周辺地図を次ページに示します（ 

参加費 3000円 

ソムリエによるワイン談義を聞き、ワインの楽しみ方を教えてもらいます。素晴らしいニュージーランドワインを味わい

つつ、キッシュやハムやチーズを楽しみます。 

お申込み締め切り：3月 2日(水)までに同封のはがき、電話、ファックス、メール、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で協会事務局までお

申込みください。3月 7日(月)よりお取消の場合は会費全額をいただきます。  

 

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 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.nzsocietykansai.com 

mailto:makltd@d1.dion.ne.jp
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創立４０周年最終の会報発行にあたって 

 会長 呉橋真人 

40周年行事も 3月例会を残すのみとなりました。10月に

クライストチャーチ市で行った例会を含めて７回の例会への

参加者は延べ 266 名となり、例年の 150 名前後を大きく上

回りました。記念Ｔシャツ作成、川瀬勇博士記念銘板の母

校リンカーン大学での序幕式、リンカーン大学への地震復

興寄付 3000 ドル＇195,000円（、創立４０周年祝賀会など記

念事業も無事終了いたしました。会員の皆様のご協力に深

く感謝いたします。 

 年度始めに４０周年事業への寄付を募りましたところ、３

９名の会員 より１６０,７００円をいただきました。また、リンカ

ーンへの地震復興寄付を募りましたところ、９月例会ご出席

者から 23,424円、そして 14名の方から 43,000円をお送り

いただきました。また東京の日本ニュージーランド協会より

５万円を、そして祝賀会では８名の方よりお祝いとして

59,940 円をいただきました。ご寄付の総額は 337,064 円に

もなりました。本来でしたらお一人お一人に御礼を申し上

げるべきですが、今後例会等でお目にかかった時のことと 

して、本日は会報上での御礼でお許し願います。本当にあ

りがとうございました。 

 また柳田名誉会長、理事各位へはそのご献身に心より

感謝いたします。各々の技能を生かして大活躍いただきま

した。ガンと闘っている英理事は私たちを励まし続けてくだ

さいます。 

 3 月 12 日＇土（の 40 周年記念最終例会「ワインの会」

にはぜひご参加ください。3４名ご参加で年間参加者は３０

０名という大記録達成です。期待いたしております。 

 4 月 16 日＇土（は総会＋懇親会例会です。どなたかゲ

ストスピーカーをお願いいたしますが、フレンドリーに懇親

を深めましょう。４１周年度の例会や事業へのご提案をお待

ちしております。 

 5 月 14 日＇土（は大好評「ＮＺラム＆ビーフの会」です。

ジョン・ ハンドルビーさんのご協力で今回からビーフも味わ

えます。 

 ４月の総会では４０周年記念エッセイ集をお渡しいたし

ます。ご欠席の方へはもちろんお送りいたします。まだエッ

セイをお送りいただいてない方へはラストチャンスです。3

月 15日＇火（までに事務局へできればメール、あるいは 郵

送、ファックスでお送りください。４０周年時点でどんな方が

どんなニュージーランドへの関わり、感心、そして思い出を

持っていらしたかを記録する重要な日本ＮＺ交流史料でも

あると考えています。お互いを知るきっかけともなります。４

０周年記念行事の締めくくりとして、すべての会員の方のエ

ッセイを掲載したいと 願っております。どうかご協力くださ

い。 

 今回は３月、４月の例会出欠のハガキを同封してありま

す。どうか２ 月中のご投函をお願いします。 

「ニュージーランドワインとキッシュを楽しむ会」会場 

服部ビル ３F 都島文化教室 
大阪市都島区善源寺町 1-5-49 TEL 06-6921-0530 

大阪地下鉄谷町線都島駅 4番出口より 北へ約 70ｍ 

 

 

総会＋懇親会会場 



 

40周年記念行事の概要 

4月 17日 第 219例会 総会   

薬業年金会館 22名参加 

5月 22日 第 220例会 ラム肉料理と試食会 

神戸市民福祉交流センター 43名参加 

5月 22日 40周年記念 Tシャツの製作と販売 

6月 6日 第 221例会 オーモンドソン昭子さん講演会 

アクスネッツ大阪 41名参加 

9月 25日 第 222例会 ジョン ハンドルビーさん講演会 

 大阪 ドーンセンター 29名参加 

10月 19日 第 223例会 Dr川瀬銘板除幕式招待者との

交流 クライストチャーチ  30名参加 

10月 20日 協会創立者 Dr川瀬銘板除幕式  

クライストチャーチ  リンカーン大学   

11月 28日 第 224例会 40周年祝賀会兼  

神戸外国倶楽部  70名参加 

１月９日   第 225例会 タウマルヌイ高校との交流 

大阪歴史博物館＇ＮＨＫ（  29名参加 

3月 12日  第 226例会 ニュージーランドワインと 

キッシュを楽しむ会 

 

会員からの寄稿 

新春を向かえ一句詠みました。 

宗佐 保 

○ 柳田名誉会長をイメージして＇ゴルフ好きな・・（ 

なせば成る エージシューター 夢でなし 

○ 呉橋会長をイメージして 

よく見れば マオリの木彫り くれはし似 

○ 山田副会長をイメージして 

アラフォ越え 輝き増して 艶っぽく 

○ 松元副会長をイメージして 

ロトルアの 湯煙り側の パイン＇松（かな 

以上、失礼しました。 But 「愛をこめて」 燦久 

タウマルヌイ高校との交流とホームステイ受け入れ体験記 

山田輝子 

１月９日タウマルヌイ高校との交流は午前１１時に協会事

務局の階下にある喫茶店を借り切って、各自が食べ物を持

ち寄る「ポットラックパーティー」から始まりました。 

１８名の会員が持ち寄った食べ物はタウマルヌイ高校生

７名と先生２名あわせて合計２７名がお腹一杯頂いても余る

ぐらい沢山のご馳走で皆さん満足な昼食でした。 

その後、地下鉄で大阪歴史博物館に移動し、そこで呉

橋会長の説明のもと連凧作りが始まりました。最初怪訝な

顔で聞いていた生徒達も形が段々出来てくると楽しそうに

作り上げていき最後、筆と墨でひらがなや、カタカナで自分

の名前や文字を書き完成いたしました。連凧を揚げる前に

博物館内を見学です。館内の着物着付け体験コーナーで

は先生をはじめ生徒全員が着付けてもらい互いに嬉々とし

て写真を取り合っていました。 

 さていよいよ凧揚げです。外は風もあり寒さも厳しかっ

たですが、しばし寒空に泳ぐ凧を皆で眺めていました。冷

えた身体をホールに入って暖めその後、先生と生徒皆さん

がハカを披露してくださり、私達に教えてくれましたがなか

なか難しく、私は覚えられませんでした。これで例会は終了

で生徒達はそれぞれのホームステイ先のホストファミィリーと

一緒にそれぞれ解散です 

私は１８歳のセーラーと１５歳のジェニファーを預かる事

になり、彼女たちの大きな荷物と共に電車とタクシーを乗り

継ぎ高槻の自宅に向かいましたが、ハードスケジュールだ

ったせいかとても疲れた様子でした。家人と初対面の挨拶

を交わし、取りあえず彼女たちには８畳和室の寝室と続き

のリビングを開放し夕飯が出来るまで少しでも旅の疲れを

癒してもらうため二人にしておき、私は急いで夕食の準備

に入りました。一日中彼等と付き合っていましたので、前日

から作って置いたカツカレーとサラダで一日目の夕飯です。

幸いな事に彼女達は美味しいと完食してくれました。食後

は少しお話をし、後二人は開放ルームで自由にしてもらい

ました。緊張がとけたせいか室内から笑い声が聞こえ遅くま

でテレビをみたりして楽しんでいました。 

翌日は 12 時に大阪駅に集合でしたので、少し早めに大

阪に行き、彼女達が喜びそうな所に案内しょうと思いその旨

を伝え 8 時 30 分に起床と約束をしてその日は終りました。

ところが、 翌朝彼女達はなかなか起きて来ません。疲れて

いるだろうと思いギリギリまで寝かせてあげようと静かにいた

しておりましたが１０時になっても起きて来ないので起こしに

行きました。寝過ごしたので照れくさそうな顔でごめんなさ

いとやっと起きてくれました。 

急いで朝食＇ベーコンエッグ・パン・ヨーグルト・紅茶・ジュ

ース（を完食し大阪に向かいました。無事他の生徒、先生と

合流させ、私は急いで自宅に帰り、お掃除と夕飯の支度で

す。ちらし寿司・いなりずし・焼きソバ・揚げ物が夕飯のメニ

ューです。彼女達が好きな食べ物としてあげていましたの

で、少しでも好きな食べ物を食して貰う為にこんな献立にな

ってしまいました。 

5 時に大阪駅に戻ってきますので、大急ぎで大阪駅まで

迎えに行き満員電車にゆられ自宅にUターンです。その日

は成人式を見学したらしく着物姿が印象的だったようです。

自分達が歴史博物館で着せていただいた着物の印象とは

丸で違ったのでしょう。私達が見ても若い娘さんの振袖姿

は世界一美しいと思いますから、彼等も印象的だったので

しょう。 

夕食を頂く前に彼女達からそれぞれおみやげを頂きまし

た。たくさんの荷物の中にわざわざ私達の為に持ってきてく

ださって本当に嬉しく心から感謝の気持ちを伝えました。私

も手作りのお正月用和風飾りリースとデパートで買った飾り



 

風呂敷カレンダーをプレゼントいたしましたが大変喜んでく

れましたので、作った甲斐がありました。 

 さて、ステイ最後の夕飯です。お腹がすいていたせい

か、美味しいと沢山食べてくれたので安心いたしました。写

真を撮ったりしながら、和やかな時間を過ごしました。翌朝

は新大阪９時集合で早いので、荷物を整理して早く休むよ

うにいってその日も無事終りました。 

翌朝はさすがに早く起きてくれました。朝食を頂き、彼女

たちは家人に別れを告げ新大阪に向かいました。駅で皆さ

んと合流し無事何事も無く先生に彼女達を引き渡した時は

本当に安堵いたしました。 

なかなか互いに多くは話せませんでしたが、良い印象を

持って今後も日本に関心を持ち続けてくれればと願ってい

ます。何時の日かタウマルヌイに行って、ぜひ彼女達に再

会したいものです。 

初めてのホームステイ受け入れ    

石井久行 

北島のタウマルヌイから 2 年ぶりに高校生たちが来日し

当協会は関西での受け入れを担当しました。海外でホーム

ステイをしたこともあり、逆の立場を経験するのも悪くないと

思い一人暮らしですが、ホストを引き受けました。 

今回の日程をみていると豊岡でも 4 泊ホームステイをす

るので伝統的な日本の生活体験はそちらに任せ、都市の

マンション生活を体験してもらいました。私の体験では受け

入れ先は特別なお客様扱いをしないのが普通であったの

で、玄関にウェルカムのステッカーと寝具の用意だけで対

応しました。 

ブレンダン＇16 歳（とライアン(15歳)の 2 人が 2泊＇9日・

10 日（しましたが、引率のフォーロン・シャープリン両先生と

他の 5 人とは京都観光と大阪での例会などで交流すること

ができました。彼らが日本についてどれほど勉強してきたか

分からなかったので、一夜漬けで英語の解説書に目を通し

ましたが、難しい質問がなく助かりました。彼らの話す英語

がよく理解できなく私が聞き返すことが多かったので諦めた

かもしれません。 

最初の夜は、有名なお好み焼き店が近所にあったので

大阪の味を堪能してもらいました。2 日目は回転寿司に行

きましたが、お寿司は数皿だけで最後はコンベアーで運ば

れてきたケーキを美味しそうに食べていました。朝食はベ

ーコンエッグなどを用意しました。2 泊めの夜には集会室で

マンションの住人＇小・中学生も含め（9人と 1時間ほど交流

の時間を設けました。最後にゲストの 2人がハカを披露して

くれて好評を得ました。 

大阪最後の 11日の午前、大阪科学技術館に案内したと

ころ私が現役時代お世話になった木村逸郎先生＇京大名

誉教授・原子力専攻（にお会いしたので急遽ミニ講義をお

願いしました。今年はＮＺ出身のラザフォードが原子核を発

見して 100 年であること、原子の基礎・放射線利用につい

てご説明いただきました。ご本人はまだＮＺ未訪問とのこと

でしたが、娘さんは新婚旅行で行かれたそうです。今回の

来日で見聞・体験したことが彼らの将来に有益なものにな

ることを祈ります。 

 

石井さんからの耳寄りな情報 

スイスホテル南海でニュージーランド料理が楽しめます。 

期間：  3月 1日～3月 31日 

場所：  スイスホテル南海 ６F 「カフェ スイス」 

テーマ： ニュージーランド料理 

注意： 要予約 Tel 06-6646-5270 

料金＇税サ込み（   

 平日 土・日・祝 

昼 11:30～14:30 3,234 3,465 

夜 17:30～21:00 3,696 4,158 

 

白瀬南極探検隊１００周年 

呉橋真人 

1911 年 2 月 8日午後 5時、前年 11 月芝浦港を出港し

た白瀬南極探検隊を乗せた開南丸は突然ニュージーラン

ドのウェリントン港に姿を現しました。ウェリントン発の大ニュ

ースとして世界に報道され、世界はアムンセン、スコットに

伍 しての日本の南極点到達レースへの参加に驚き、日本

では彼らの無事を知ったのです。1998 年ウェリントン市フラ

ンクキッズパークにウェリントン市と秋田県 金浦町＇白瀬の

生地（の合同プロジェクトとして「開南丸寄港記念碑」が序

幕されました。私自身このプロジェクトのコーディネーターと

して３年間運動しまし た。 

この 2月 8日は 100周年でした。その日には間にあいま

せんでしたが、昨年 6月に講演してくれたオーモンドソン昭

子さん、ケン・スカーデン元ウェリントン海事博物館館長

＇1995年に協会で講演（、カンタベリー博物館南極学芸 員

ナタリー・コーンヘッドさん＇昨年 10月に会員たちに博物館

をガイド（らが中心となり、2 月 17 日＇木（これ以上ない青空

の下、記念碑前に関係者、ニュー ジーランドの南極ＯＢ会、

日本協会の方たち 20名ばかりが集い 100周年をお祝いし

てくれました。旧しらせに乗船経験のあるオーストラリア人

青年が日本人乗組員たちの規律正しさと優しさを語ったり、

日本の海上自衛隊ＯＢが新しらせや白瀬を記念した南極

の地名を紹介したり、ワインも入りなごやかな会だったとのこ

とです。次会報に写真を掲載します。  

 

   私とニュージーランドと紅茶② 

 

Tea House MUSICA 堀江敏樹 

 

 前回の文面から、英連邦の NZがイギリス以上に紅茶飲

みの国であることをお察し願えたと思います。そこで、ちょっ



 

と専門的な紅茶の話になりますが、紅茶を消費するにあた

り、その淹れ方を分類しますと、次の三つの方法 (厳密に

はサモワール式を加えると四つになりますが)になります。 

 

 先ずティーポットを使用して、ケトルで沸かした湯をティー

ポットに注ぎ、その中にある茶葉の成分を抽出する方法で

す。この方法がオーソドックス法で、世界の紅茶消費国で

の主流になります。日本茶・中国茶における急須使用がこ

れにあたります，これ以外にインドのチャイにおける、手鍋

で煮出して強制的に茶葉の成分を得る煮出法。それに、ネ

ルその他の素材でできた濾し袋に細かい形状の茶葉を入

れ､上から熱湯を注ぐ方法です。これで思い当たるのが､現

在では非常に稀になりましたが、茶殻濾しネット(tea 

strainer)に直接茶葉を入れて、上から熱湯を注ぐ方法、そ

うです、あの日本の大部分の喫茶店が採用していた方法で

す，この方法で、日本では色つき湯のレモンティーが提供

されたものです，この方法を濾過法と呼びます。以上の二

つの方法が、アンオーソドックス法で、ある特定の地域また

は他方で行われます。 

 

 NZの紅茶の話に戻しますが、NZで何回か滞在された方

は、紅茶を飲む機会は、家庭であっても飲食店であっても、

非常に濃く淹れられた紅茶をポットでミルクと共に提供され

たのを思い出していただけると思います。時にはコーヒーと

間違えそうな色の紅茶、NZ人はその際はミルクをカップに

先に入れ、典型的なミルク水色(すいしょく)のイングリッシュ

ティーとして楽しんでいるようです｡そのような理由から､彼ら

の日常使用する紅茶(Bell Tea ・ Choysa Tea 等)を国中ど

このスーパーマーケット、小さな町の Chemistで安価で購

入可能です。今日本でメディアの世界だけの幻想的な紅

茶ブーム、即ち RTD-Tea(ペットボトル･缶紅茶)だけが全国

津々浦々で購入可能で、本物のリーフティーを購入しようと

思えば一苦労するのとえらい違いです。NZ人にとっての紅

茶消費は、ティーポットによって日常茶をミルクで、マニアッ

クにならないで飲むということに尽きます。 

 

 NZ人が紅茶はミルクで、に関して私は面白い経験をしま

した。私が初めて車でモーテル利用の旅をした時のことで

す。モーテルには、調理のための道具一式が備わっている

ので、道中のスーパーマーケットで必要な食材を購入。勿

論ミルクも購入しました。ところが、モーテルでチェックイン

の際に渡されたのが、なんとルームキーと 500m1のミルクで

した。これには大感激、憎い演出です。次回からモーテル

利用の時はミルクを事前に購入しないことにしました。  

 

 日本でも、茶商というより雑貨屋的なありとあらゆる種類の

茶を売り物にした店が次から次に出現しますが、この少し

頑固なまでに紅茶に関して保守的な NZにも､その良し悪し

は別にして､そのような店が登場したようです。ITの世界、

情報はインターネットを媒体としで世界中に瞬時に広がっ

てゆきます。最近私の南島ダネデンの友人が教えてくれた

※クライストチャーチの新しい店を紹介しておきます。もしク

ライストチャーチに行かれることがあれば、一度覗いてみて

下さい。 

＇※プリントの都合上最終頁に掲載いたします（ 

ＮＺニュースクリッピング 

「ＮＺ大好き」からの転載です。 

ニュージーランド生徒の学力レベル 

 International Student Assessment は、世界 65 に渡る

国々で学力テストを実施した。 

 結果として、ニュージーランド15歳の生徒は、英語を母

国語とする国々の中では、読みと科学においてトップであ

った。 読み、数学、科学においての高成績は、以前の結

果と同様であった。 ニュージーランドとカナダが、英語を

母国語とする国々の中では秀でており、その後にオースト

ラリアが続く。       社会   2010年 12月 12日 

７０％が、ニュージーランドはまだ不景気 

 ニュージーランドは不況を脱したと言われているが、ほ

とんどの人々はまだ景気は低迷していると感じている。 

 12 月の初めに 5,000 人を対象にした調査で、69%がこ

の国は未だ不況の中にあると感じており、25%がそう思って

いないと答えた。 未だに景気が回復していないと感じてい

る人々のうち 82%が、経済が与える影響が大であると考えて

いる。 

 3分の1の調査対象者が、個人的な経済状況は昨年の

同時期と比べて、悪くなっていると回答した。また 3 分の 1

の人々は、変わりない、残りの 3分の 1は、良くなったと答え

た。             社会   2010年 12月 22日 

クライストチャーチ、ボクシングデーの地震で更なるダメ

ージ 

1 年で最大の ショッピングイベントとなるボクシングデー。

大勢の買い物客が賑わうクライストチャーチ中心街で朝 10

時半、マグ ニチュード 4.9の地震が起こった。 

 震源地は中心部から 5キロ圏内、12キロの深さ。その 5

分後にはマグニチュード 5 の地震が発生し、余震が続いて

いる。 幸運なことに、けが人は出ていないものの、9 月に

起こった大地震からの影響により、既に弱体化していた 20

もの建物が損壊した。 

 中心街やRiccarton Westfield Mallで買い物していた客

は非難させられ、一部の道路が封鎖、店内のディスプレー

商品が床に落ちるなど、営業が出来ない状態となってしま

った。 今回の地震は震源がクライストチャーチ市内から近

く、深さも浅かったこともあり、9月のマグニチュード 7.1の地

震時よりダメージが大きい。 社会   2010年 12月 27日 

          芸能／スポーツ   2010年 12月 29日 

2011 年旅行すべき場所、ニュージーランド 2 位にランキ

ング 

 米国 CNN ニュースが提供するリストで、2011年に旅行

者を引きつける場所として、ニュージーランドが 2 位にラン



 

キングされた。1 位はニューヨーク。 3 位以下は、バルセロ

ナ、日本、ペルーのアマゾンなどが続く。 

 審査に加わった Robert Reid氏は、ガイドブックで有名

なロンリープラネットの米国編集者でもある。彼によると、ニ

ュージーランドは旅行者にとって常に人気のある旅先だが、

特に 2011 年はラグビー・ワールドカップが開催されることも

あり、特別な年となるだろうとのこと。 

 Reid 氏は、このようなランキングで、旅行者が行き先を

決めるとは思わないが、しかし選択肢を広げる手助けには

なるだろう、と語った。     生活   2011年 1月 1日 

タバコ代値上り 

1月 1日タバコ代が 10パーセント値上げされた。20本入

り 1箱が 16 ドルとなった。 

 過去 2 年間で、タバコ税が 30 パーセント引き上げられ

た。喫煙者がタバコを止める手助けをしている Quit Group

の Paula Snowden チーフエクゼクティブによると、毎週土曜

日は、電話での相談者数が増えるという。 

 1 月は通常、人々が悪い習慣を改めたり、健康に関し

て再考したりする月。タバコ代の値上りは、タバコを止めた

い喫煙者の決意を固いものするでしょう、と彼女は期待して

いる。                社会   2011年 1月 3日 

若者の失業率上昇 

 若者の失業率が急激に上がっている。2010 年の第 3

四半期では、15 歳から 24 歳の若者の 19.4%が失業してい

たという。この割合は、1992年以来最悪であるとのこと。 

 United Unionの Mike Treen氏が言うことには、人が若

い頃に仕事に付けないということは、深刻な社会問題を生

むという。 生涯にかけて収入に大きな影響を及ぼし、高収

入をもたらす仕事を得る力も付かない。 

 若者に仕事を与えるような取り組みを、政府は積極的

にするべきであると Treen 氏。 社会   2011年 1月 8日 

ニュージーランドの氷河が解ける 

地球温暖化の影響でニュージーランドの氷河 65％から

79％が 2100 年までに失われる可能性があることがわかっ

た。 

 1月 9日に発刊された地球科学全般における研究情報

を提供している Nature Geoscience誌に掲載された内容に

よれば、アラスカ大学の地球物理学者 Valentina Radic氏、

Regine Hock氏が世界中にある 2500以上の氷帽、12万以

上の氷山を対象にシミュレーション調査をし、ヨーロッパア

ルプス地帯とニュージーランドがひどい影響を受けると予

測している。ヨーロッパアルプス地帯においては 60％～

90％失う可能性があるという。 社会   2011年 1月 12日 

 

住宅購入が難しいニュージーランド 

毎年 Demographia によって行われる不動産値ごろ感調

査 International Housing Affordability Survey の結果が 24

日発表されニュージーランドが以前と比べて不動産の取得

が難しくなっていることがわかった。 

 この調査はオーストラリア、カナダ、香港、アイルランド、

ニュージーランド、 ＵＫ、ＵＳＡの 325大都市を対象に調査

されたもので平均不動産価格と平均収入の割合でどの都

市の不動産が取得しやすいかを比較するもので、調査結

果は、容易である、やや容易ではない、難しい、非常に難

しいの 4カテゴリーに分けられた。 

 ニュージーランド国内で最も不動産の取得が容易なエ

リアはPalmerston North-Manawatu 地方であったが調査の

対象となった 8 都市全てが不動産取得が難しいことがわか

り、うちオークランドを含む4都市は「非常に難しい」という評

価となった。 

 対象国のうち、オーストラリアが最も住宅取得が難しい

国となり、香港は最も住宅価格の高額な都市となっている。 

                  社会   2011年 1月 27日 

幼児教育への支援金カット開始 

80％以上の資格保持教育者が所属する幼児教育センタ

ーへの支援金削減が 2月 1日から実施となった。これにより

今後 4 年間で約 2 億 8 千万ドル が節約できると見込まれ

ている。 

影響を受ける 2200以上のチャイルドケアセンターが料金

の値上げ、資格保持の教員数の削減などを考慮している

ほか、ニュージーランド教育協会＇ＮＺＥＩ（は、労働党 Phill 

Goff 党首のサポートの下、政府に対し資金カットの無効を

求める嘆願をだした。 

しかしながら John Key 首相は支援金の変更はありえな

いとしている。労働党が 435 のセンターで調べたところ、今

後センターでは平均週あたり＄20 ドルから＄45 ドル料金の

値上げをするという。   社会   2011年 2月 3日 

ニュージーランドの自然破壊 

原生林が大幅に消滅した国として、ニュージーランドが

世界で 2番目に上がっている。 

消滅が最大だった国はミャンマー。森林伐採でしばしば

やり玉に上がる中国やフィリピンさえも、ニュージーランドよ

りましであった。この報告は、合衆国のロビーグループ、 

Conservation Internationalから上げられた。ニュージーラン

ドに現在ある森林は、もともと存在した原生林の 5%にしか

すぎず、この 200 年の間に、数 10 種類の動物、10 種目の

草木が絶滅した。 

報告書では、捕食動物、侵略的な植物の持ち込みや、

自然生息地の破壊などを、この原因としている。 

                   社会   2011年 2月 5日 



 

クライストチャーチでボクシングデイのセール再び 

12 日土曜日、クライストチャーチのショッピングセンター

は、何千人もの買い物客でごったがえした。余震の影響で

台無しになった 12月 26日ボクシングデイのセールをもう一

度という趣旨だ。 クリスマスの翌日は、通常は小売店にと

って年間で最も忙しい日のはずだが、昨年のクライストチャ

ーチは、震度 4.9 の余震に襲われ、中心市街の大半は閉

店した。 

ボクシングデイ再び、の企画は Bob Parker 市長と、

Earthquake Recovery Ministerの Gerry Brownlee氏によっ

て、Cashel Mallで開かれた。 小売店の売り上げ貢献のた

めに計画されたが、商店の店員からは、大成功という声が

上がっている。 カンタベリーは、9月 4日の午前 4時 35分

に、震度 7.1 の地震に襲われ、12 月 26 日までに最低でも

16回の余震の被害も受けている。 

                 社会   2011年 2月 14日 

最低時給 13 ドルに 

政府は、4月 1日から最低時給を 13 ドルにすると発表し

た。 これは、仕事の保護と公正な労働報酬のバランスを保

つための最善策であると、労働大臣は語る。 労働党は選

挙に勝てば、3年以内に最低賃金を 15 ドルにするという公

約をかかげている。 トレーニング期間中と新規の採用期

間中の最低賃金も 20セント上がり、4月から 10ドル 40セン

トになる。     社会   2011年 2月 9日 

不正禁止！ラグビーワールドカップ 

ニュージーランド地方 自治体協会＇ＬＧＮＺ（は、今年 9

月から 10 月にかけて開催されるラグビーワールドカップで

国内に急増する旅行者の一部が、キャンピングカーを借り

てトイレの施設が無い公園や浜辺等に不法に宿泊すること

が予測される。そのような旅行者には罰金を課すことになる

と発表した。 

車のレンタル会社では 1 万 2 千から 3 千ものキャンピン

グカーがラグビーファンによってレンタルされると予測して

いる。 また、オンライン・オークションサイトのTrade Meは、

ラグビー・ワールドカップ・セミファイナルのチケットの不正

販売について調査している。 チケットは、公式団体である

Rugby World Cup 2011によって世界の各地に分配されて

おり、チケット販売で利益を得ることは禁じている。 

ニュージーランド、及び海外の 6,000人余のラグビーファ

ンに、14日月曜日に、最終 3試合のチケットの抽選の結果

が知らされた。 準決勝戦のチケット 2枚が、buy-now price 

1,250 ドルでオークションサイトに登録され、落札された。こ

れは公式な価格よりも 150 ドル高い。 Rugby World Cup 

2011の Shane Harmonマネージャによると、多くの異なる国

のウェブサイトで、チケットが売買されているが、チケット売

買で儲けることは違法であり、そのようなサイトは閉鎖するよ

う働きかけているという。 不要なチケットを、家族や友人に

渡すことは構わないが、公正な価格で受け渡すべし、との

こと。       芸能／スポーツ   2011年 2月 15日 

ニュージーランド人と肥満 

国際的なある調査が、ニュージーランド人は、アメリカ人

に次いで 2番目に太っていると発表した。 

この調査は、1980年から2008 年の間で 199の国で行わ

れたもので、世界で 10 人に 1 人が肥満しており、これは

1980年と比較すると 2倍にあたるという。 ニュージーランド

人、特に女性の体重がますます増える一方で、血中コレス

テロールは低くなり、高血圧症が多く見られるようになった。 

この調査を発表したFight the Obesity Epidemicは、政府

はこの事態にあまり関心を示していないと嘆いている。  

                  社会   2011年 2月 16日 

 

堀江さんの寄稿で紹介されたクライストチャーチのお店 

tea'sme 

Shop5,Church Corner Mall, 376 Riccarton Road,Christchurch 

Phone 03 982 4211 WWW.teasme.co.nz 
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