
 

NEW ZEALAND SOCIETY OF JAPAN, KANSAI 

日本ニュージーランド協会（関西） 創立１９７０年１１月 

会報 2011年 10月 

  祝！ラグビーワールドカップ 2011 ニュージーランド優勝 

 

 
 予告：2012年 2月 18日（土）に クライストチャーチ大地震 2011.2.22に関する例会を行う予定です。 

第 231回例会「クリスマス例会」のご案内 
今年も恒例の「クリスマス例会」をご一緒しましょう。 

日時：12月 23日（金・祝日）  午前 11時 30分開始 午後２時 30分終了 

                    （受付は午前 11時 15分より） 

場所：神戸外国倶楽部  神戸市北野町 4-15-1 電話：（０７８）２４１－２５８８ 

三宮駅もしくは新神戸駅からタクシーで 5分。三宮そごう百貨店前のバスのりば「三宮駅前」 

から 7系統｢神戸駅前行き｣にて「山本通 3」下車進行方向まっすぐ北徒歩 2分つきあたり、 

トアロードのてっぺん（山側終点）にあります。 三宮駅もしくは新神戸駅からタクシーで 5分。 

注意！ タクシーを使ったとき北野外国人倶楽部と間違い易いので「トアロードの突き当たり 

にある神戸外国倶楽部」と伝えてください。  

会費：5，500円です。 飲物は各自払い 

プログラム：☆お一人 1分以内全員スピーチ ☆プレゼント交換（手作り歓迎、新規購入の 

場合は千円程度まででご用意ください） ☆ビンゴ☆オークション (軽くてお高めのもの寄付 

を歓迎) ☆スペシャルゲスト田中郷子さん（たなか さとこ、ソプラノ）の美しい歌声をお楽しみください。田

中さんは大阪音大声楽部卒業、神戸大学大学院修了、芦屋市在住、声楽家として活躍するとともに西宮

高校音楽科にて後進の指導にあたっています。国際経験が豊かで英語、イタリア語、スペイン語が堪能で

す。ラオスにピアノや楽譜を送るＮＧＯ活動を行っています。 

申込： 締め切り日 12月 16日（金）までに、協会事務局までお申込みください。 

12月 20日（火）よりお取消の場合は会費全額をいただきます。 

 

 

230回例会のご案内  太津さんの果樹園で柿狩りと散策観光 
協会初のバス（28席）旅行です！ご家族ご友人を誘って 

20 名以上で盛り上がりましょう。 

奈良の山間にある柿農園で豊かな秋を楽しみましょう。 

前回の会報では近鉄を使う案をお知らせしておりましたが、 

レンタルバスを使う方法に変更しました。 

日時  ： 11/20（日）  8：50   

（帰着予定は午後 5時） 

集合場所： 西梅田の大阪モード学園前集合 

        （右図参照） JR桜橋口から西に 100m 

費用  ： 約 5000円  

（バス代、柿農園入場料、お弁当代を含む） 

費用は参加者の多寡で若干増減します。 

申込  ：11/11(金)までに協会事務局へお申込ください。 

１１/１７（木）以降にお取消の場合は 3000円の取消料が 

かかります。現地集合ご希望に方はご相談ください。 

 

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/ 

 

 

 
スペシャルゲスト 

ソプラノ田中郷子さん 

神戸外国倶楽部はその歴

史を明治 2年に遡る会員制

社交クラブです。その建物

は戦時中は日本海軍に接

収されました。戦後、敷地を

米国領事館へ譲り、トアホ

テル跡地の現在の場所に

移転しました。歴史ある建

物と緑豊かな庭園がありま

す。 
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2011年 10月 30日発行会報 

 ラグビーワールドカップ 2011 

 永田 美夜子 

きっかけは昔の同僚に何気なく掛けた電話でした。「おま

え 9 月空いてない？ＮＺ行ってくれない？」ＮＺ行きを私が

断る訳ないでしょう。ラグビーワールドカップのオフィシャル

エージェントが为催する観戦ツアー添乗、という嬉しい仕事

です。え～、先に謝っておきます。ラグビーファンの方、見

に行きたいのに行けなかった方、本当にスミマセン。ルー

ルすら知らない私が、オールブラックス戦を含む６試合も観

戦してしまいました。お、怒らないで下さい！ 

国技とも言えるラグビーのワールドカップ自国開催でＮＺ

は大盛り上がりでした。オークランドのダウンタウンは見たこ

と無いほどの人混みで、ジャージを着たサポーター達が街

を闊歩し、応援する国の小旗をウィンドウにつけた車が行き

交っています。各代表チームは学校への親善訪問なども

行っていて、友好ムードを盛り上げていました。 

私たち添乗員はスタジアムでお客様集合の目印になるよ

う、日の丸の旗を持っていたのですが、フレンドリーなキウイ

達は「GO JAPAN!」「フランス戦惜しかったね！」等何人も

声を掛けてくれました。大敗したオールブラックス戦でも、

後半日本がトライを決めたら「やった！」とハイタッチを。“勝

者が余裕かまして”とは思えない素直な称賛でした。日本

vs トンガ戦では、お相撲の着ぐるみやら、芸者さん風の集

団やら、手づくりらしき日の丸の鉢巻きを締めたキウイのサ

ポーター達が続々とスタジアムに集まってきているのを見て

驚きました。何故なのか？ ＮＺ人にとって日本のカーワン

監督は「オールブラックス歴代最高の選手」であり、誇りな

のです。「日本チームはカーワン監督のもと進歩を遂げた」

という意見が現地ではもっぱらで、対ＮＺ戦以外は日本を

応援する、という雰囲気でした。 

今年両国が見舞われた地震も絆を強めた理由のひとつ

だと思います。ハミルトンで行われたＮＺvs 日本戦で、日本

ラグビー協会会長の森元首相、ＮＺのジョン・キー首相がオ

ープニングに出席し、「互いに困難を乗り越え、強くあろう」

とアナウンスの後、1 分間の黙祷がささげられた様子をテレ

ビでご覧になった方も多いのではないでしょうか。 

オールブラックスにはキャプテンのリッチーなど、クライス

トチャーチ拠点のクルセイダーズや、カンタベリーの選手が

多いそうです。２月の地震で本拠地のスタジアムを失った

チームは長期にわたる遠征を余儀なくされ、オールブラック

スに選抜された選手は今年初めから緊張状態が続いたま

ま、ワールドカップを迎えたというタフな状況でした。これを

書いている時点で、オールブラックスは宿敵オーストラリア

を破り、フランスとの決勝戦が決まっています。怪我による

为力選手離脱が相次いでいるにも関わらず、果敢に攻め

一歩も引かないオールブラックスの勝利を願っています。 

 

旬は外れたが嬉しい話 

柳田 勘次 

 ちょっと旬外れですが、英さんに会ったときの嬉しい話

しを紹介します。去る６月１８日、群馬の実家に行く途中で、

英さんのお宅に立ち寄りました。当日は朝７時１５分に家を

出て、常磐線松戸駅に着いたのが１２時です。英さんご夫

妻の出迎えをうけてお宅に着くと、最初に出たのがベルギ

ーの黒ビールでした。私は英さんが病気をしているので躊

躇しましたが、彼の笑顔と勧め上手につられて乾杯をしまし

た。 

 昨年９月、一回目の訪問をしたときも、英さんは元気で

した。実は行く前の電話で声に張りがあるし、話されている

内容を聞いても活発に行動しているようなので、胆管ガン

が快方に向かっているとは思っていました。しかし、余命を

告知さてから一年たっているので懸念していましたが、実

際に会うと前回より艶のよい笑顔で、ビールを飲まれたのは

驚きでした。奥様もお元気で話に加わりましたが、7 月の腫

瘍マーカーの数値が３月の 62.2から、５月は 43.4まで下が

ったという話しでした。 

 注 その後の便りで、英さんの 7 月の腫瘍マーカーの

数値は 39.0で、正常値の 37.0に近づいたとのことです。 

 また、先日も文化放送にいた友人と酒場で飲んだそう

ですが、彼の無理をしない自然体が気力と笑顔の源泉だと

気がつきました。同時に、それを支えたのは彼の素直な性

格と、的確な決断力と、実行力と、奥様の尽力です。ガンの

数値にアップダウンはありますが、「笑い＋気力＋プロポリ

ス＋ヴィタミン C＋ウォーキング」を継続し、免疫力を高めた

ことで若干の上下はあっても数値が低下したわけです。こ

の素晴らしい成果がえられたのは、彼が意思と学習で医者

と協同作業をしたからです。 

もともと英さんは、国立がん研究センター中央病院で診

察を受けたとき、新しい抗ガン剤の投与とホスピスへの入所

を勧められたそうです。が、彼はその二つとも断って、今は

近所の医者に診てもらっていますが、数あるガンに関する

本のなかでも繰り返し読んだのは、『笑いと治癒力』（ノーマ

ン・カズンズ 岩波現代文庫）と『続・笑いと治癒力』だと話し

ていました。また、体力を維持するために、毎日往きは万歩

計で約 6000 歩を歩き、帰りは疲れるので常磐線の二駅は

電車に乗るそうです。 

 １ 「ホスピス」（hospice）とは、延命治療ではなく末期患

者の精神的・肉体的苦痛を和らげ、平穏に生を全うすること

を目的とした施設です。 

２ 「死は人生の終局の悲劇ではない。終局の悲劇は非

人間化だ。見知らぬ殺風景な場所（病院）に置かれ、愛情

のこもった手にすがれる精神的慰藉から引き離され、生き

甲斐を味わう望みも絶たれ、希望を断ち切られて死ぬこと

だ」（前掲書 134頁） 

その努力が実って、英さんの顔に笑いが絶えないわけで



 

すが、これまでが順風満帆であったわけではありません。急

な高熱で亓度も救急車に乗せられ、治療をうけたことがある

そうです。また、東日本大震災のときは松戸も大きく揺れて、

カーボードからほとんどのグラスが落ちて割れたと言います。

彼がそれでも笑顔を絶やさないでいれるのは、抗がん剤が

効かないことを読書で知り、「死ぬまで過酷な副作用で苦し

む」のを拒否して、楽しい平穏な人生を全うすることを決断

したからです。 

英さんご夫妻が私どもを迎えてくれた時、辞退したので

すが妻の重たい旅行バッグを持ってくれました。彼の体力

が回復した証明ですが、重い物でも持てる物は持つという

自分を甘やかさない、彼の強い意志を感じました。治療方

針は近所の医師と相談して決めたが、彼の生き方を決めた

のは７７歳の彼自身だということでした。この潔さとわが命を

医師任せにしない強靭な彼の意志には、心から感心させら

れました。 

ところで、老人に多い病気はガン、脳卒中、心筋梗塞、

寝たきり、認知症など多いが、誰でもこんな病気は嫌いで

す。しかし、病気は選べないし拒否できません。正岡子規

は若くして不治(ふじ)の病といわれた結核になり、末期を

「病牀(びょうしょう)六尺」で過ごしたが、明るく生きる努力を

したようです。英さんはガンの専門医が勧めた抗がん剤とホ

スピスを断り、人間らしい生き方を選択しました。英さんと話

をしながら、私ならどうするかを考えましたが、英さんや子規

のように生きる思いが強まりました。 

 注 子規は若くして不治の病といわれた結核患者でし

たが、『病牀六尺』（正岡子規 岩波文庫）には俳句だけで

なく、写生が好きで卓袱（シッポク）談義をするなど話題も豊

富で、最後まで旺盛な好奇心を失わなかったと書いてあり

ます。 

食卓には、伊勢丹のグルメ街から取り寄せた弁当と吸い

物が並び、行き届いた配慮と歓迎の気持ちが伝わって、楽

しい会話と美味しい昼食を心ゆくまで堪能させていただき

ました。帰りも私の妻の旅行鞄をもって、松戸駅まで送って

くれました。これからも万事に控えめな奥様と楽しい日々を

過ごされて、「年末のクリスマス例会には出席したい」という

希望が適えられることを、心から願ってお別れをしました。 

 

新入会員紹介 

林 宏薫 （ハヤシ ヒロノブ）   

趣味  旅行、サイクリング、食べ歩き、読書 

自己紹介 

一度語学留学で訪れてニュージーランドの豊かな自然や

人々の気質が私にとても合い、できたら住んでみたいなと

思っています。 

--------------- 訃報  ----------- 

旧会員の片山幸子さんが 8月にお亡くなりになりした。ご

冥福をお祈りいたします。 

片山さんの追悼文 

藤村 琇子 

片山幸子さん、とうとう逝ってしまわれましたね。まだ電話

のベルに貴女の凛としたお声が聞こえるような気が致しま

す。ＮＺ協会の会員であり貴女の職場の後輩でもあった林

園子さんからご入院の報を受け、驚き駆けつけた時の貴女

はただただ 眠っておられました。でも二度三度と伺ううちに

私の手を固く握りしめ「痛いところは?」と尋ねると尐し首を横

にしたり、帰ると云えばもう一度手を求めて貴 女の手が宙

を泳いだり、この様子ならもう一度目覚めて下さるのではと

期待もしたのですが… 

 でも、あなたはきっとご自分の人生に満足していらっし

ゃることでしょう。常にご自分の考え相手に伝え、間違った

ことには正論でぶつかり時には激論を交わされるお姿に敬

服する場面もありました。 又、若い日に学ばれた神戸松蔭

をこよなく愛され、よき時代に良い教育を受けたといつも感

謝しておられました。 

制服姿の貴女方四人をモデルにした小磯良平氏のスケ

ッチは校歌の表紙やテレホンカードにもなりましたね。 

卒業後 70 年以上も経っておりますのにご葬儀には母校

関係者から沢山の綺麗なお花が届いておりました。 

 お母様をやさしく見守り天国に見送られ、お父様が若

い日に学ばれた英国の地をご自分も歩まれ沢山の思い出

を作られました。また大好きなコーラスではＮＺの舞台にも

立たれました。 

豊かないい人生でしたね。 

たびたびご一緒した楽しい日々を胸に、私も尐しでも貴

女を見習って自分を律して過ごして行きたいと願っておりま

す。 

片山 幸子さんの事 

林 園子 

片山幸子さんが今年８月に死去されました。 

８月２日お通夜、８月３日が葬儀でした 両日とも家族葬・

自由葬で行われました。葬儀は僧侶無しでアメイジンググ

レーイス・ベートーベンの第９が会場にながれ、片山さんに

相応しいような気がしました。私は最後のお骨拾いまでご

一緒させていただきました。私にとっての片山さんはニュー

ジーランド協会への誘い、そして会社の大先輩であり４０年

以上の公私のお付合いでした。 

川瀬先生をリーダーとしてニュージーランド旅行をされた

ことが始まりだったと聞いています。 この旅行のことは大変

素晴らしかったようで再三話にでました。そして、１９９２年の

ジャパンフェスティバルのベートーベンの第９のコーラスに

７０歳の記念に参加したいけれど何か残るものがほしいとの

話があり、私は下手でも良ければ写真を撮りましょうというこ



 

とで私と妹もこの旅行に参加させて頂きました。 

この時の旅行では片山さんから茶道の先生の西岡さん

を紹介され、私と妹はこちらの一行で参加しました（この時

の西岡さんとは西岡先生と呼ばせて頂きお付合いを続けて

させて頂いています） 

この時の写真は片山さんにさし上げましたら、この写真を

見られたコーラスの方々からも声が掛り、５００枚以上も焼き

増しをしました。この時の旅行が縁で妹もお付合いさせて

頂くことになりました。 

会社の方では私が入社した頃に男性陣が名前を呼ばれ

ないで「女史」と呼んでいた方がいました。その方が片山さ

んでした。 背が高く背筋を伸ばして颯爽と会社中を歩き、

社友倶楽部の生け花倶楽部の部長をされ、皆の先頭で頑

張っておられました。私とは所属部・倶楽部も違うのにお付

合いさせて頂くことになりました。 

会社がまだ土曜日が半ドンだったころ ロイヤルホテル

のシネマサロンに行ったり、阪神百貨店にあったワインカウ

ンターに行きワインの飲むことを教えて下さったり、フェステ

ィバルホールでの朝比奈隆さんの年末第９コンサートにも

ご一緒させて頂き、そして会社を退職した女性が集う会「つ

たの会」を開催したりしました。 

語学や音楽にも大変興味を持たれ中国語や沢山のコー

ラスにも参加されていました。 

しかし、ある年の神戸でのコーラスの稽古中に骨折され

これが原因で足が不自由になり出歩くのが無理になりまし

た。でも いろいろなことに興味をもっておられました。 

片山さんは最後まで私の先生と言うべき方でした ご冥

福をお祈りします。 

 

クライストチャーチ その後 

永田美夜子 

 レッドゾーンはだんだん狭まっているものの、関係者以

外の立ち入り許可はおりなかった。 

仕事後延泊を許されてクライストチャーチへ。到着した晩

の午前 2 時、早速震度３という余震の洗礼をうけた。7 日間

の滞在中、余震は恐らく 7回。１０月９日のオールブラックス

対アルゼンチンをＴＶ観戦中には震度 5.5の地震に見舞わ

れた。昨年９月以降 7668回目の揺れだった。 

ステイさせてもらったシェリル宅は被害の大きかった市東

部に位置しており、周囲は屋根や壁が崩れたり車庫が倒壊

したりしたものの、奇跡的に大きな被害を免れていた。翌日

から当協会の義捐金を持ち帰ってもらったニュートンに市

内を案内してもらう。日本出発前「ショックを受けないよう覚

悟して来るように」と言われていたものの、あの美しかった街

の変わりようを見るほどに私はどんどん無口になってしまい、

「おまえが落ち込んでどうする？！」と逆に叱咤される始末

だった。 

街は地震による隆起と陥没のために、ねじれてしまった

ように見える。街角には下水道復旧後も万が一に備えて簡

易トイレや汚物入れが置かれ、液状化で噴出した泥で歩道

の芝は埋まっている。道路のそこかしこにあるつぎはぎは、

陥没した箇所を修復した跡だ。金網からレッドゾーンを覗く

と、無人のコロンボ通りが工事で舞い上がる粉塵に霞んで

見える。更地になったキャシャレルモール。ベニヤ板で窓

が目張りされたビル。破れた窓にひるがえる白いカーテン

がもの悲しい。日本祭の为会場となったタウンホール前の

道路は大きく陥没し、壁には 3 月の公演ポスターが貼られ

たままになっていた。厭世的な気分のまま市西部へ。驚い

た。煙突や塀が崩れた家は散見したが、被害はほとんどな

いように見える。道路もきれいなものだった。 

人はあきらめず、強く、この困難を乗り越えようとしていた。

更地にはコンテナで様々なお店が開店しており「営業して

ます！」看板が大きく出ている。閉店中の店頭には「必ず戻

ってくる。それまで皆さん安全に。」とのメッセージが掲げら

れている。私が到着する尐し前に、閉鎖していたショッピン

グモールがいくつか営業を再開した。店内の棚を低目にし、

倒れないようにボルトでしっかりと固定されている。カジノは

地元民にターゲットを移し、結構な賑わいだった。うんうん、

頑張れクライストチャーチ。 

 

大聖堂の再建には 8年かかるそうだ。市は新たな都市計

画の討論会を開いていたが、街の完全な再生まで 10～30

年かかるだろう。私は生きて新しいクライストチャーチを見ら

れるだろうか。 

 

*滞在中撮影したビデオや写真、案内してくれたニュートン

とシェリルのインタビュー等、来年の例会でお見せ出来るよ

う準備中です。ぜひご参加下さい。 

 

 

ＮＺニュースクリッピング 

タバコの店内陳列、広告禁止法、承認 

タバコの店内陳列、広告等を禁止する法律が今国会を

通ったことで、何千人ものニュージーランド人の署名による

嘆願書を行った Cancer Societyの Dalton Kelly最高責任

者は、この決定はタバコの非正規化に向けた前向きな動き

だと喜びを表した。 

今後、タバコの販売店は目に見えない場所へ商品を置

かなくてはならず、この法案は健康に影響をもたらす、薬草

類も含まれることになる。 

その他、18歳未満にタバコの販売行為をした場合、罰金

額を現行の 2000 ドルから 1 万ドルへと引き上げることにな

る。 

一方で、オークランド市内の路上による禁煙法は市議会

によって否決された。 

社会   2011年 7月 19日 

 



 

2014 年から新紙幣に ニュージーランド紙幣を新しく変

える動きがでている。 

 ニュージーランド準備銀行の Alan Bollard 総裁は、各

紙幣上にある为要な人物等はそのままにしておくなど、目

を見張るような変更は無いが、＄200 万ドルを費やし偽札

政策の為、品質改善を狙うと話す。 

 新紙幣は 2014年から流通する予定。 

社会   2011年 7月 24日 

キウイドル高、旅行者に影響 

ニュージーランドドル高の影響で、海外からの旅行者が

滞在中に使うお金が減っている、という調査結果が、経済

開発省から出た。 

昨年と比較すると、外国からニュージーランドに訪れた旅

行者が、国内で費やしたお金は、6.5%ダウンして、56 億ド

ルであったという。このうち 24%ダウンと最も大きく下がった

のは、日本からの観光客。英国、合衆国からの観光客の使

ったお金は、18%、14%とそれぞれ減尐したが、韓国と中国

からは、逆に増えている。 

クライストチャーチの地震や、チリからの火山灰は、この

減尐には大きく影響していない、というのが政府の見方だ。 

ペンギン野生に帰すために 3万ドル 

 約 6週間前にカピティコーストに現れた皇帝ペンギンを

野生に帰すため、ウェリントン動物園と自然保護局は 3万ド

ルの寄付を募っている。 

 動物園では、今月後半にハッピー・フィートと命名され

たこのペンギンをブラフ海岸に放ち、その後も行動を追跡

する計画を立てている。今までのところ、ハッピー・フィート

の保護には 1 万ドルを費やしている。この費用は、为に一

般からの募金で成り立っているが、さらに動物園では、ペン

ギンを野生に戻すために必要な費用も、人々からの支援に

頼りたいとしている。 

社会   2011年 8月 4日 

オールブラックスのジャージ価格をめぐる争い 

 アディダス社は、オールグラックスのラグビーワールドカ

ップジャージが、不当に安く売られていることに歯止めをか

けるため、ニュージーランドの販売価格を守るための声明

を発表した。 

 推奨小売価格は、220 ドルであるが、インターネットで

ははるかに安値で買える。そのような中、オールブラックス

のジャージの国内販売価格が他国と比較して高額であると

判明し、国民から多くの怒りをかっている。  

 国内のラグビーファンからはアディダス社ボイコットの声

が立ち上がっており、製造業者は混乱をしているが、当ア

ディダス社の Greg Kerr 経営責任者（パシフィック部門）は

ジャージの卸値段は公平であり、それほど高い値段ではな

いことを理由に変更しないと話しているという。 

 アディダス社批判のため立ち上げた Facebookにコメン

トを載せたアディダス社社員を解雇、「顧客が抱える深刻な

問題」を理由としアディダス社为催のラグビーパーティを突

如キャンセルするなどの行為に対し、アディダス社が最大ス

ポンサーを務めるニュージーランドラグビー協会の Steve 

Tew 最高責任者は、ラグビー協会やオールブラックスのブ

ランドを傷つけた行為として批判をした。 

 Adidas New Zealand の David Huggettマネージャーは、

ワールドカップ前に混乱を招いたことに対して謝罪すると共

に、会社として違った対応をすべきだったことを認めてい

る。 

社会   2011年 8月 12日 

大寒波猛威を振るう 

 14 日日曜日は、ダニーデン、ネルソン、ウェリントン、ク

イーンズタウンなど国内いたるところで積雪があり、空港は

閉鎖された。 

 ウェリントン北部のカピティコーストでは、交通に激しい

影響が出た。 プケルアベイ付近のステートハイウェイ 1 は、

2 台のトラックが雪のため故障した後、交通は著しく麻痺し

た。車の不具合も多発し、特にフロントガラスのワイパー故

障が続発。ステートハイウェイ 2は、一部が閉鎖された。 

 单島の電力会社、民間の防衛活動グループ、健康機

関に携わる人々は、警戒態勢を引いている。特に病院では、

スタッフの通勤が不可能になる場合に備え、四輪駆動車の

配備と、今後 2，3 日中に予定されていた手術の前倒しが

検討されている。警察では、外出は避けるように呼びかけ

ている。 

生活   2011年 8月 15日 

肥満大国ニュージーランド 

 New Zealand Medical Journalの公開質問状にある医療

スペシャリストの話によれば、ニュージーランド人の大人

63％、子供 30％が過体重であり、まもなく発表される世論

調査結果では大人の体重が 10年前と比較して約 3キロ増

加しているとのこと。この数字は世界でもトップクラスの肥満

国アメリカ合衆国が抱えもつ深刻さと同レベルだとして、病

院や大学の専門家 12名は早期の解決を訴えていくつかプ

ランを打ち出している。 

 特に幼尐期からの肥満は、大人になってから改善する

のは困難であることから、学食に健康食のみの導入化徹底

を以前より推し進めていたものの、国民党に政権が変わっ

てから中断された。  

 Tony Ryall 厚生大臣は、政府は国民健康管理のため

年間 65 ミリオンを費やし努力をしていると話しているが、健

康管理促進のための Healthy Eating ? Healthy Action 

(HEHA)の予算をカットするなど、政府の対応は不十分だと

し、労働党も批判している。 

生活   2011年 8月 17日 

4人に 1人の子供が貧困 

 子供福祉サポートの為に設立された Every Child 

Countsの発表によるとニュージーランドの子供 4人に 1 人

が貧困生活をしており、ＯＣＥＤ30カ国中 28位という低いラ

ンクとなった。これは 10 代の出産率や自殺率の高さも影響

している。特に マオリやパシフィック系の子供が最も影響

を受けており、衣類、栄養、住居の面で恵まれない生活を



 

強いられている現状だ。 

緑の党では貧困の子供に関連するこの結果に何も取り

組まないことで、大体 3％のＧＤＰ、年間にして 60 億ドルも

の影響があるとして、10 万人の子供を 2014 年までに貧困

から救うプラン強化を打ち出している。 

社会   2011年 8月 19日 

海外留学生の学生ビザ取得に朗報 

 ニュージーランド移民局の Nigel Bickle責任者は、「信

頼できる学校」に対し学生ビザ発行の権限を与えるつもり

だと発表した。 

 現在は学生ビザ申請者の 80％を 30日以内に処理して

いるが、来年の今頃までには申請者 90％を 25日以内に処

理することを目指しており、このビザシステムの導入を行う

予定だ。更にニュージーランドは多くの海外留学生に、より

高水準の学校への入学を勧めており、ビザの審査権を高

水準の学校に委託することで留学生にとって魅力的になる

と期待している。 

社会   2011年 8月 25日 

輸入品をニュージーランド産で販売？ 

 商業委員会では 25 日ロトルアとオークランドにある 11

の土産店に捜索令状を発行したと発表した。 

 うち 10 店舗はロトルアにあり、これは中国人旅行客に

対し輸入品なのにもかかわらず、ニュージーランド産の商

品として販売しているとの情報が多く入ったからであるとの

こと。 この捜索は警察、税関、移民局、野生生物執行グル

ープが連携し、公正貿易法の下で動いているという。 

社会   2011年 8月 28日 

ワールドカップ華やかに開幕 

 9 月 9 日ワールドカップは、数々のイベントに彩られ劇

的に幕を開けた。 

 イーデンパークスタジアムでは、シドニーやバンクーバ

オリンピックのオープニングセレモニーを手掛けた David 

Atkins の演出で、25 分間のショーで開幕した。ショーの内

容は、ニュージーランド創造の物語や、ラグビーの歴史など。

観客数は 6万人以上で、劇的なセレモニーに酔いしれた。 

その後、引き続きオークランドでは 12 分間の花火のショ

ーで開幕を盛り上げた。 スカイタワーと他の 4 つの建物、

及びオークランドドメインから、数々の花火が打ち上げられ

た。3.5 トンの花火は、ポフツカワ、コーファィのような国を代

表する花々、ニカウパーム、ポンガのような木、そしてキウィ

をイメージしたという。 

 国を挙げてのイベントに多くの国民は感激し、有識者も、

人々に国に対する誇りを与えたと、高く評価している。 

芸能／スポーツ   2011年 9月 11日 

ラグビーワールドカップ開会のイベント計画不足 

 ラグビーワールドカップのオープニングに発生した問題

について検証するため、オークランドカウンシルは、会議を

開いた。 

 20 万人とされる群集がシティに押し寄せ、数人の負傷

者と、64 人の逮捕者がでた。また列車の遅延のため、大勢

の人が人がオープニングセレモニーあるいは試合を見逃し

た。 

 カウンシルのチーフエクゼキティブ、オークランド観光、

イベントと経済開発に関わる人々は、イベントのプランナー

に対して、ウォーターフロントのファンゾーンに広くスペース

を取ることにのみ集中し、計画していた人数にふさわしいモ

デルを作らなかったのではないか、と述べた。 

 カウンシル関係者は、市もイベント会社も、もっとうまく

やれたはずだと遺憾を表明している。 

社会   2011年 9月 15日 

日本、オールブラックスに大敗 

 16日、ラグビーワールドカップの 1次リーグＡ組の日本

対ニュージーランド戦がハミルトンのワイカトスタジアムで行

われ、7対 83で日本が大敗した。 

 ニュージーランドチームは怪我が理由でオールブラッ

クスのキャプテン Richie McCaw 選手を始め、为力選手の

Dan Carter 選手、Mils Muliaina 選手が不参加となってい

たものの、世界ランク１位の凄さに圧倒された試合結果とな

った。 

 日本チームはこれで 2 連敗となり決勝トーナメント進出

が厳しくなったが 21日、ワンガレイでトンガ戦に臨む。オー

ルブラックスは対フランスと 21 日、オークランドにて試合が

行われる。 

芸能／スポーツ   2011年 9月 17日 

スピード違反件数が 2倍に 

 2010年に発行されたスピードカメラの違反チケットは 62

万 7千に登り、前年度より約 2倍となった。 

 今年も最初の 4ヶ月で国内に設置された 55のスピード

カメラによって既に20万もの違反チケットが発行されていた

ことがわかっている。Paula Rose 警視はデジタル式のカメラ

導入やホリデー期間の制限速度変更が理由でこの結果に

なっているという。206 ミリオンドルに及ぶ違反チケットが発

行され、これまで 150 ミリオンドルが支払われた。未払いの

分に関しては裁判所による処理に回されている。 

 今年これまでで最も違反チケットを発行しているカメラ

はオークランドの Great North Road であり、8600件以上と

のこと。 

社会   2011年 9月 17日 

チケット詐欺に怒りの声 

 ラグビーワールドカップのチケット詐欺にあったファン達

から怒りの声が上がっている。 

 アムステルダムから観戦に訪れたWegelinさん一家は 1

年前正規のラグビーワールドカップサイトだと思い込んでい

たサイトから、チケットを 6000 ドル程で購入したが、今回ニ

ュージーランドに入国後すぐに、偽のチケットであることが

分かり、ショックと屈辱を受けたという。 しかしながら、幸い

にも希望の観戦チケットがまだ購入できたことや、カード会

社が偽のチケット購入時のカード決済を無効にしたことで

被害は大きく生じることは無かった。 



 

社会   2011年 9月 19日 

事故の多い道路クライストチャーチに 

 過去 5 年間で、交通事故被害が最も大きな場所は、ク

ライストチャーチのハイウェイ 74 とクィーン・エリザベス・ドラ

イブの交差点で、22 の衝突事故、34 人の負傷者と 1 人の

死者が出ている。 

 国内 12の交通事故スポットのうち、5か所がクライストチ

ャーチにある。2番目と 3番目はオークランドにある。グレー

ト・ノース・ロードとブロック・トラックの交差地点と、ローズバ

ンク・ロードとアッシュ・ストリートの交差地点がそれである。 

Transport Agency は、ここ最近は事故の多い場所にお

いて安全のために道路交通の改善を重ねてきた、としてい

る。 

社会   2011年 9月 20日 

ワールドカップ宿泊客数、見積もりより尐ない 

 ホスピタリティ・ニュージーランドによると、ラグビーワー

ルドカップ観戦客の宿泊している部屋数は、予想していた

よりも尐ないが、トーナメントが進むにつれてのびるだろうと

いう。 

 初期の段階では予想を下回る集客数だが、ゲームが

活気づくにつれ、予約が増えるのが常道、と代表者がコメ

ント。金持ちの旅行者は、事前に予約するのが常なので、

高級ホテルに関しては現時点で予約がなければ、これ以

上は伸びない可能性もある、というのが彼らの見方。ニュー

ジーランド・ホテル・カウンシルによると、ホテルによっては

通常よりも客室稼働数が尐ないホテルもあるという。これは

この時期ホテルが高い、または予約でいっぱいであるという

誤解によるとのこと。 

社会   2011年 9月 22日 

政府、海外留学生受入促進を発表 

 政府は、今後の国の発展、歳入を増やすためには、海

外からの留学生を多く増やしていく事が重要だとし、为に

海外からの大学院生 2倍増を目標に設定。これより 15年に

渡り、国際教育における経済的価値にして NZ＄５ビリオン

をターゲットにし、活動をしていくと Steven Joyce 教育大臣

が 20 日に発表 した the Government's Leadership 

Statement内で語った。 

 国際教育の促進は文化や社会的関係を世界と結べる

ことで大きな経 済効果に繋がるという。 

社会   2011年 9月 24日 

アジアに掛かっている今後のニュージーランド経済 

ニュージーランドの経済は、今後アジア経済の動向に大

きく関係してきそうだ。 

 ＮＹ株、欧州株、アジア含む世界同時株安の影響で、

国内でも 23日、株式マーケットが下落して世界的な景気後

退の懸念が強まってきた。ＢＮＺのエコノミスト Craig Ebert

氏 は、現状は非常に深刻であり、これまで数年間世界恐

慌からの回復期とみられていたものの、実際はより深刻な

問題を抱えることになった。もしこの状況が更に悪くなること

になり、我々が世界金融危機に生き残るためにはアジアに

掛かっていると言い、他国内エコノミスト達も同様の意見を

述べている。 

 ニュージーランドの輸出先 3分の 2を占めるアジア。特

に中国とは 2008 年に自由貿易協定を結び、2 番目に大き

な輸出先となっており、5 年前と比べ中国への輸出量は 3

倍増となった。 

政治／経済   2011年 9月 25日 

犬の飼い为にライセンス制度？ 

 犬による人間への攻撃問題が深刻化いていることから、

オークランド市議会ではオークランド市民の犬の飼い为に

対してライセンス制度を導入することを検討している。 

 昨年は 800 件以上、犬の攻撃に対する苦情が市議会

に報告され、今年入ってからだけでも半年の間 320 件もの

犬の攻撃による被害があり、攻撃をした犬の約 25％が未登

録であったことから、この問題を解決すべく、責任者である

犬の飼い为に思い処罰を貸すようこれまでの犬条例を見直

しすることになった。 

生活   2011年 10月 7日 

平均時給 

 ニュージーランド統計局が 6 日発表した今年 6 月まで

の４半期における全体平均時給結果が 2010年 6月 4半期

と比較すると、1.9％増加の＄20.38 ドルとなり過去 10 年以

内で最低の増加率となった。 

 正雇用者の平均時給は 1.9％増の＄22ドル、2001年 6

月四半期以降尐ない増加率となっているが、週平均の給

料が昨年 6 月四半期結果より 4％増の＄800 ドルとなって

おり、要因としては、就労時間が増えた、給料を稼ぐ人数が

減ったなどが挙げられている。 

 緑の党と労働党は 5.3％のインフレ率は多くの人々を

貧困にさせていることから最低時給を現行の 13 ドルから 15

ドルへあげるよう为張をしている。 
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カンタベリー大学が 3000人に希望退職 

 クライ ストチャーチの Canterbury 大学が 3 日、3000

人の職員に希望退職の依頼メールを送っていたことがわか

った。 

 Rod Carr大学副総長は、昨年より学生数が 13％減り、

海外留学生に関しては、カンタベリー大地震の影響により、

30％減尐したことが、大学の財政危機を生み出しており、

強制契約解除の前に希望退職を募ったという。 

 このことは職員達にとっては衝撃的であり、教育組合の

Teriary Education Union（TEU）では、長い歴史をもつこの

大学が抱えている今の問題は一時的に過ぎず、解雇にす

ぐ結びつけてしまうことで今後に悪影響にならないか懸念し

ている。 
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クライストチャーチ地震 その後 

 
世界各地から寄せられたハート 

 
ウォースター通りから大聖堂広場を望んで 

 
リンウッド 崩れた家屋 

 
サムナー がけ崩れで崩壊した家屋 


