
 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

 

 

 

目次目次目次目次    

                                     頁 

 

 

 

全国日豪協会連合会総会・神戸大会 

神戸日豪協会創立４０周年記念パーティー概要              4 

 

会長あいさつ                             6 

 

お祝いメッセージ                           8 

 

記念シンポジウム基調講演 

「虎穴に入らずんば虎子を得ず ～Nothing Ventured, Nothing Gained～」 

 ブルース・ミラー駐日オーストラリア大使               10 

 

「虎穴に入らずんば虎子を得ず ～Nothing Ventured, Nothing Gained～」 

パネルディスカッション                       15 

 

  懇親会・パーティー式次第                       26 

 

  会員からのお祝いメール紹介                      30 

 

  神戸日豪協会４０年のあゆみ                      32   

 

創立４０周年記念大会を終えて 

  神戸日豪協会副会長・創立 40周年記念大会実行委員長 日下 徳一     34 

 

  神戸日豪協会創立４０周年記念大会役員                 35 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

「全国日豪協会連全国日豪協会連全国日豪協会連全国日豪協会連合会総会合会総会合会総会合会総会・・・・神戸大会神戸大会神戸大会神戸大会」」」」    

「「「「神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立 40404040 周年記念周年記念周年記念周年記念パーティーパーティーパーティーパーティー」」」」    

概要概要概要概要    

    

●●●●主催主催主催主催：：：：NPONPONPONPO 法人神戸日豪協会法人神戸日豪協会法人神戸日豪協会法人神戸日豪協会    

    

●●●●共催共催共催共催：：：：全国日豪協会連合会全国日豪協会連合会全国日豪協会連合会全国日豪協会連合会    

    

●●●●助成助成助成助成：：：：公益財団法人神戸国際協力交流公益財団法人神戸国際協力交流公益財団法人神戸国際協力交流公益財団法人神戸国際協力交流センターセンターセンターセンター    

    

●●●●後援後援後援後援：：：：オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア大使館大使館大使館大使館    

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県    

公益財団法人兵庫県国際交流会公益財団法人兵庫県国際交流会公益財団法人兵庫県国際交流会公益財団法人兵庫県国際交流会    

神戸市神戸市神戸市神戸市    

公益財団法人神戸国際協力交流公益財団法人神戸国際協力交流公益財団法人神戸国際協力交流公益財団法人神戸国際協力交流センターセンターセンターセンター    

    

●●●●協賛協賛協賛協賛：：：：オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア大使館大使館大使館大使館    

豪日交流基金豪日交流基金豪日交流基金豪日交流基金    

    

●●●●特別協賛特別協賛特別協賛特別協賛（（（（順不同順不同順不同順不同）：）：）：）：    

    

ウェスティンホテルウェスティンホテルウェスティンホテルウェスティンホテル淡路淡路淡路淡路        

オリバーソースオリバーソースオリバーソースオリバーソース株式会社株式会社株式会社株式会社            

株式会社株式会社株式会社株式会社ハークスレイハークスレイハークスレイハークスレイ    

株株株株式会社式会社式会社式会社ヴァイアンドカンパニーヴァイアンドカンパニーヴァイアンドカンパニーヴァイアンドカンパニー    

三和実業株式会社三和実業株式会社三和実業株式会社三和実業株式会社    

株式会社株式会社株式会社株式会社        神戸風月堂神戸風月堂神戸風月堂神戸風月堂    

株式会社株式会社株式会社株式会社 PokoPokoPokoPoko                

高嶋酒類食品会社高嶋酒類食品会社高嶋酒類食品会社高嶋酒類食品会社                            

白鶴酒造株式会社白鶴酒造株式会社白鶴酒造株式会社白鶴酒造株式会社                            

六甲六甲六甲六甲バターバターバターバター株式会社株式会社株式会社株式会社                        

エレコムエレコムエレコムエレコム株式会社株式会社株式会社株式会社                            

ホテルホテルホテルホテル・・・・ララララ・・・・スイートスイートスイートスイート神戸神戸神戸神戸ハーバーランドハーバーランドハーバーランドハーバーランド    

田嶋株式会社田嶋株式会社田嶋株式会社田嶋株式会社    

    

    

    

    

    

    



 - 5 - 

    

    

    

    

    

    

    

    

●●●●日程日程日程日程：：：：2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月 24242424 日日日日（（（（土土土土））））    

                    

                    全国日豪協会連合会全国日豪協会連合会全国日豪協会連合会全国日豪協会連合会・・・・理事会理事会理事会理事会        14141414：：：：00000000----15151515：：：：00000000    

    

全国日豪協会連合会総会全国日豪協会連合会総会全国日豪協会連合会総会全国日豪協会連合会総会                15151515：：：：00000000----16161616：：：：30303030    

    

記念記念記念記念シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム                            16161616：：：：45454545----18181818：：：：15151515    

    

懇親会懇親会懇親会懇親会・・・・神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立 40404040 周年周年周年周年パーティパーティパーティパーティ    18181818：：：：30303030----20202020：：：：30303030                    

    

    

●●●●会場会場会場会場：：：：ＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡクラウンプラザクラウンプラザクラウンプラザクラウンプラザ神戸神戸神戸神戸        

神戸市中央区北野町神戸市中央区北野町神戸市中央区北野町神戸市中央区北野町 1111----1111（（（（078078078078））））291291291291----1121112111211121 代表代表代表代表    

    

●●●●来賓来賓来賓来賓：：：：ブルースブルースブルースブルース・・・・ミラーミラーミラーミラー駐日駐日駐日駐日オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア大使大使大使大使    

クリストファークリストファークリストファークリストファー・・・・リースリースリースリース在大阪在大阪在大阪在大阪オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア総領事総領事総領事総領事    

            

●●●●出席協会出席協会出席協会出席協会：：：：公益社団法人日豪公益社団法人日豪公益社団法人日豪公益社団法人日豪ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド協会協会協会協会    

        富山日豪富山日豪富山日豪富山日豪ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド協会協会協会協会    

岐阜日豪協会岐阜日豪協会岐阜日豪協会岐阜日豪協会        

飛騨高山日豪協会飛騨高山日豪協会飛騨高山日豪協会飛騨高山日豪協会    

静岡県日本静岡県日本静岡県日本静岡県日本オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア協会協会協会協会    

名古屋日豪名古屋日豪名古屋日豪名古屋日豪ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド協会協会協会協会    

三重三重三重三重オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア・・・・ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド協会協会協会協会    

京都日本京都日本京都日本京都日本オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア協会協会協会協会    

関西日豪協会関西日豪協会関西日豪協会関西日豪協会    

大阪日豪協会大阪日豪協会大阪日豪協会大阪日豪協会    

南大阪南大阪南大阪南大阪日本日本日本日本オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア協会協会協会協会    

長崎日豪協会長崎日豪協会長崎日豪協会長崎日豪協会    

福岡日豪協会福岡日豪協会福岡日豪協会福岡日豪協会    
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ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ                                                                                    

    

神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会はことしはことしはことしはことし創立創立創立創立４０４０４０４０周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。誠誠誠誠にににに意義深意義深意義深意義深いことでありまいことでありまいことでありまいことでありま

すすすす。。。。創立当時創立当時創立当時創立当時からからからから今日今日今日今日にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、ごごごご尽力尽力尽力尽力くださったくださったくださったくださった会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様、、、、歴代歴代歴代歴代のののの会長会長会長会長

やややや役員役員役員役員のののの皆様皆様皆様皆様にににに心心心心からのからのからのからの敬意敬意敬意敬意をををを表表表表しますとともにしますとともにしますとともにしますとともに厚厚厚厚くくくく御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

当協会当協会当協会当協会はははは本年本年本年本年１１１１月月月月にににに神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立のののの母母母母であるであるであるである古澤古澤古澤古澤峰峰峰峰子先生子先生子先生子先生をををを偲偲偲偲ぶぶぶぶ会会会会にににに始始始始まままま

りりりり、、、、本日本日本日本日はははは全国日豪協連合会全国日豪協連合会全国日豪協連合会全国日豪協連合会ののののホストホストホストホスト役役役役をををを務務務務めめめめ、、、、かつかつかつかつ当協会創立当協会創立当協会創立当協会創立４０４０４０４０周周周周年年年年のののの記記記記

念式典念式典念式典念式典をををを開催開催開催開催のののの運運運運びとなりましたびとなりましたびとなりましたびとなりました。。。。私私私私どもどもどもども神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会はははは草草草草のののの根根根根レベルレベルレベルレベルでででで人的人的人的人的

交流交流交流交流のののの輪輪輪輪をををを大切大切大切大切にににに広広広広げつつげつつげつつげつつ、、、、日豪友好日豪友好日豪友好日豪友好のののの歴史歴史歴史歴史をををを重重重重ねねねね、、、、交流交流交流交流をををを深深深深めてまいりましめてまいりましめてまいりましめてまいりまし

たたたた。。。。創立当初創立当初創立当初創立当初ののののクィーンズランドクィーンズランドクィーンズランドクィーンズランド州州州州ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン市市市市のののの皆様皆様皆様皆様とのごとのごとのごとのご縁縁縁縁がががが、、、、今今今今ではではではでは豪豪豪豪

州州州州ほぼほぼほぼほぼ全土全土全土全土のののの方方方方々々々々とととと繋繋繋繋がりをがりをがりをがりを持持持持たせていただけるようになりましたたせていただけるようになりましたたせていただけるようになりましたたせていただけるようになりました。。。。先月末先月末先月末先月末、、、、

ギラードギラードギラードギラード豪首相豪首相豪首相豪首相がががが「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀におけるにおけるにおけるにおけるオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア白書白書白書白書」」」」をををを発表発表発表発表されまされまされまされま

したしたしたした。。。。そのそのそのその数数数数ヶヶヶヶ月前月前月前月前にににに白書作成白書作成白書作成白書作成のためののためののためののためのヒアリングヒアリングヒアリングヒアリングがががが豪大使館豪大使館豪大使館豪大使館にてにてにてにて行行行行われましわれましわれましわれまし

たがたがたがたが、、、、そのそのそのその際際際際にににに私私私私はははは日豪交流日豪交流日豪交流日豪交流 NPONPONPONPO 団体団体団体団体のののの一員一員一員一員としてとしてとしてとして、、、、今後両国今後両国今後両国今後両国におけるにおけるにおけるにおける教育交教育交教育交教育交

流流流流がよりがよりがよりがより重要重要重要重要ととととなるなるなるなる点点点点についてについてについてについて述述述述べさせていただきましたべさせていただきましたべさせていただきましたべさせていただきました。。。。    

今回今回今回今回のののの白書白書白書白書にはにはにはには日本日本日本日本・・・・中国中国中国中国・・・・インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・インドインドインドインドのののの４４４４カカカカ国国国国のののの言語言語言語言語をををを「「「「優先優先優先優先アアアア

ジアジアジアジア言語言語言語言語」」」」としてとしてとしてとして豪全土豪全土豪全土豪全土のののの小学校小学校小学校小学校からからからから高校高校高校高校でのでのでのでの学習学習学習学習のののの機会機会機会機会がががが提供提供提供提供されるされるされるされる旨旨旨旨がががが盛盛盛盛

りりりり込込込込まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。当協会当協会当協会当協会がががが推進推進推進推進してきたしてきたしてきたしてきた様様様様々々々々なななな人的交流人的交流人的交流人的交流プログラムプログラムプログラムプログラムのののの中中中中でででで

もももも日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣プログラムプログラムプログラムプログラムはははは本年本年本年本年でででで３８３８３８３８年目年目年目年目をををを迎迎迎迎ええええ、、、、このこのこのこのプログラムプログラムプログラムプログラムをををを

通通通通じてじてじてじて日本語日本語日本語日本語をそしてをそしてをそしてをそして日本日本日本日本をををを教教教教えることにえることにえることにえることに携携携携わってきたわってきたわってきたわってきた者者者者はまもなくはまもなくはまもなくはまもなく１５０１５０１５０１５０名名名名

をををを超超超超えようとしておりますえようとしておりますえようとしておりますえようとしております。。。。毎年毎年毎年毎年のののの帰国報告会帰国報告会帰国報告会帰国報告会ではではではでは、、、、そのそのそのその貴重貴重貴重貴重なななな体験体験体験体験によりによりによりにより、、、、

母国母国母国母国であるであるであるである日本日本日本日本をもっとをもっとをもっとをもっと深深深深くくくく知知知知りたいりたいりたいりたい、、、、そしてそしてそしてそして大切大切大切大切にしにしにしにしたいとたいとたいとたいと思思思思うようになっうようになっうようになっうようになっ

たというたというたというたという感想感想感想感想をををを耳耳耳耳にににに致致致致しますしますしますします。。。。このようなこのようなこのようなこのようなプログラムプログラムプログラムプログラムをををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、、、、４０４０４０４０年前年前年前年前

にににに古澤先生達古澤先生達古澤先生達古澤先生達がががが夢見夢見夢見夢見たたたた「「「「日豪日豪日豪日豪のののの心心心心のののの架架架架けけけけ橋橋橋橋」」」」となるようとなるようとなるようとなるよう、、、、今後今後今後今後もももも実実実実りあるりあるりあるりある活動活動活動活動

をををを展開展開展開展開してまいるしてまいるしてまいるしてまいる所存所存所存所存ですですですです。。。。皆様皆様皆様皆様のののの一層一層一層一層のごのごのごのご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

 

NPONPONPONPO 法人神戸日豪協会会長法人神戸日豪協会会長法人神戸日豪協会会長法人神戸日豪協会会長    太田太田太田太田    敏一敏一敏一敏一 
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TTTThe Kobe Japanhe Kobe Japanhe Kobe Japanhe Kobe Japan----Australia Society is celebrating the 40th anniversary of its Australia Society is celebrating the 40th anniversary of its Australia Society is celebrating the 40th anniversary of its Australia Society is celebrating the 40th anniversary of its 

establishment establishment establishment establishment –––– a truly significant mile a truly significant mile a truly significant mile a truly significant milestone.  Instone.  Instone.  Instone.  In honour honour honour honour of all our hard of all our hard of all our hard of all our hard----working working working working 

members and successive past Presidents who have served us from the day of its members and successive past Presidents who have served us from the day of its members and successive past Presidents who have served us from the day of its members and successive past Presidents who have served us from the day of its 

establishment until today, I would like to express my sincere appreciation.establishment until today, I would like to express my sincere appreciation.establishment until today, I would like to express my sincere appreciation.establishment until today, I would like to express my sincere appreciation.    

CCCCommencing with the Memorial Ceremony held on January 28th tommencing with the Memorial Ceremony held on January 28th tommencing with the Memorial Ceremony held on January 28th tommencing with the Memorial Ceremony held on January 28th this year inhis year inhis year inhis year in    

honourhonourhonourhonour of Ms. Mineko Furusawa, the founder and inspiration behind our society,  of Ms. Mineko Furusawa, the founder and inspiration behind our society,  of Ms. Mineko Furusawa, the founder and inspiration behind our society,  of Ms. Mineko Furusawa, the founder and inspiration behind our society, 

through to acting as host society of the 2012 National Federation of Japan Australia through to acting as host society of the 2012 National Federation of Japan Australia through to acting as host society of the 2012 National Federation of Japan Australia through to acting as host society of the 2012 National Federation of Japan Australia 

Societies General Conference, we welcome you to the 40th Anniversary Reception.Societies General Conference, we welcome you to the 40th Anniversary Reception.Societies General Conference, we welcome you to the 40th Anniversary Reception.Societies General Conference, we welcome you to the 40th Anniversary Reception.    

WWWWeeee at the Kobe Japan at the Kobe Japan at the Kobe Japan at the Kobe Japan----Australia Society value the ongoing expansion of our Australia Society value the ongoing expansion of our Australia Society value the ongoing expansion of our Australia Society value the ongoing expansion of our 

person to person exchanges at the grass roots level, and have contributed overall to the person to person exchanges at the grass roots level, and have contributed overall to the person to person exchanges at the grass roots level, and have contributed overall to the person to person exchanges at the grass roots level, and have contributed overall to the 

depth of the history and exchange of the Japandepth of the history and exchange of the Japandepth of the history and exchange of the Japandepth of the history and exchange of the Japan----Australia friendship.  Commencing Australia friendship.  Commencing Australia friendship.  Commencing Australia friendship.  Commencing 

with a connewith a connewith a connewith a connection to the people of Brisbane City, Queensland, we now have links to ction to the people of Brisbane City, Queensland, we now have links to ction to the people of Brisbane City, Queensland, we now have links to ction to the people of Brisbane City, Queensland, we now have links to 

almost the entire nation.  almost the entire nation.  almost the entire nation.  almost the entire nation.      

JJJJust last month, Australia’s Prime Minister Julia Gillard launched the “Australia ust last month, Australia’s Prime Minister Julia Gillard launched the “Australia ust last month, Australia’s Prime Minister Julia Gillard launched the “Australia ust last month, Australia’s Prime Minister Julia Gillard launched the “Australia 

in the Asian Century White Paper”. A few months before this, as part of thein the Asian Century White Paper”. A few months before this, as part of thein the Asian Century White Paper”. A few months before this, as part of thein the Asian Century White Paper”. A few months before this, as part of the drafting  drafting  drafting  drafting 

process, a preprocess, a preprocess, a preprocess, a pre----launch discussion session was held at the Australian Embassy in Tokyo launch discussion session was held at the Australian Embassy in Tokyo launch discussion session was held at the Australian Embassy in Tokyo launch discussion session was held at the Australian Embassy in Tokyo 

and at that time, as a member of an NPO Japan Australia organization, I was given the and at that time, as a member of an NPO Japan Australia organization, I was given the and at that time, as a member of an NPO Japan Australia organization, I was given the and at that time, as a member of an NPO Japan Australia organization, I was given the 

opportunity to make a point about the importance of increasing educational opportunity to make a point about the importance of increasing educational opportunity to make a point about the importance of increasing educational opportunity to make a point about the importance of increasing educational exchange exchange exchange exchange 

programs between Japan and Australia. Included in this White Paper is the provision programs between Japan and Australia. Included in this White Paper is the provision programs between Japan and Australia. Included in this White Paper is the provision programs between Japan and Australia. Included in this White Paper is the provision 

of study opportunities for national students from primary school to high school, to of study opportunities for national students from primary school to high school, to of study opportunities for national students from primary school to high school, to of study opportunities for national students from primary school to high school, to 

study four priority Asian languages: Japanese, Chinese, Indonesian and Hindi.  study four priority Asian languages: Japanese, Chinese, Indonesian and Hindi.  study four priority Asian languages: Japanese, Chinese, Indonesian and Hindi.  study four priority Asian languages: Japanese, Chinese, Indonesian and Hindi.      

OOOOf the various exchange programs our organization has promoted, our Japanese f the various exchange programs our organization has promoted, our Japanese f the various exchange programs our organization has promoted, our Japanese f the various exchange programs our organization has promoted, our Japanese 

Language Assistant Teacher Program will enter its 38th year this year. The number of Language Assistant Teacher Program will enter its 38th year this year. The number of Language Assistant Teacher Program will enter its 38th year this year. The number of Language Assistant Teacher Program will enter its 38th year this year. The number of 

people who have been connected with teaching both Japanese language and about people who have been connected with teaching both Japanese language and about people who have been connected with teaching both Japanese language and about people who have been connected with teaching both Japanese language and about 

Japan in AustraJapan in AustraJapan in AustraJapan in Australia through this program will soon reach 150.   Based on those lia through this program will soon reach 150.   Based on those lia through this program will soon reach 150.   Based on those lia through this program will soon reach 150.   Based on those 

practical work experiences, every year when participants report back upon their return practical work experiences, every year when participants report back upon their return practical work experiences, every year when participants report back upon their return practical work experiences, every year when participants report back upon their return 

to Japan, I hear that they now want to learn more deeply about their own country and to Japan, I hear that they now want to learn more deeply about their own country and to Japan, I hear that they now want to learn more deeply about their own country and to Japan, I hear that they now want to learn more deeply about their own country and 

have grown to think lhave grown to think lhave grown to think lhave grown to think lovingly about Japan. We feel that at the fundamental core of ovingly about Japan. We feel that at the fundamental core of ovingly about Japan. We feel that at the fundamental core of ovingly about Japan. We feel that at the fundamental core of 

programs such as this, is the onprograms such as this, is the onprograms such as this, is the onprograms such as this, is the on----going development of productive person to person going development of productive person to person going development of productive person to person going development of productive person to person 

exchanges.exchanges.exchanges.exchanges.    We ask all of you to cooperate with us in thisWe ask all of you to cooperate with us in thisWe ask all of you to cooperate with us in thisWe ask all of you to cooperate with us in this endeavour endeavour endeavour endeavour....    

                                                                            

                                                        Toshikazu Toshikazu Toshikazu Toshikazu OtaOtaOtaOta    
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おおおお祝祝祝祝いいいいメッセージメッセージメッセージメッセージ    

    

兵庫県知事兵庫県知事兵庫県知事兵庫県知事    井戸井戸井戸井戸    敏三敏三敏三敏三                

神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会がががが創立創立創立創立４０４０４０４０周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えられましたえられましたえられましたえられました。。。。心心心心からおからおからおからお祝祝祝祝いしいしいしいし

ますますますます。。。。1981198119811981 年年年年のののの創立以来創立以来創立以来創立以来、、、、毎月開催毎月開催毎月開催毎月開催するするするするワトルワトルワトルワトルのののの会会会会をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、

日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣プログラムプログラムプログラムプログラムやややや交換留学交換留学交換留学交換留学プログラムプログラムプログラムプログラムのののの実施実施実施実施なななな

どどどど、、、、意欲的意欲的意欲的意欲的なななな活動活動活動活動をををを展開展開展開展開してこられましたしてこられましたしてこられましたしてこられました。。。。長年長年長年長年にわたるごにわたるごにわたるごにわたるご尽力尽力尽力尽力

にににに改改改改めてめてめてめて感謝感謝感謝感謝しますしますしますします。。。。兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県とととと西西西西オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア州州州州のののの友好交流友好交流友好交流友好交流もももも、、、、皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご支援支援支援支援ごごごご協協協協

力力力力のもとのもとのもとのもと確確確確かなかなかなかな成果成果成果成果をををを上上上上げてきましたげてきましたげてきましたげてきました。。。。友好訪問団友好訪問団友好訪問団友好訪問団のののの相互派遣相互派遣相互派遣相互派遣やややや両県州事務所両県州事務所両県州事務所両県州事務所のののの相互相互相互相互

設置設置設置設置をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、大学間大学間大学間大学間のののの学術交流学術交流学術交流学術交流、、、、鉄鉱石鉄鉱石鉄鉱石鉄鉱石・・・・ＬＮＧＬＮＧＬＮＧＬＮＧ等等等等のののの資源取資源取資源取資源取引引引引などなどなどなど、、、、幅広幅広幅広幅広いいいい分野分野分野分野でででで

交流交流交流交流がががが進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。昨年昨年昨年昨年はははは姉妹提携姉妹提携姉妹提携姉妹提携３０３０３０３０周年周年周年周年をををを祝祝祝祝してしてしてして、、、、新新新新たにたにたにたにコアラコアラコアラコアラをををを４４４４頭寄贈頭寄贈頭寄贈頭寄贈いいいい

ただくとともにただくとともにただくとともにただくとともに、、、、本県本県本県本県からもからもからもからも淡路瓦淡路瓦淡路瓦淡路瓦をををを活用活用活用活用したしたしたしたモニュメントモニュメントモニュメントモニュメントのののの贈呈贈呈贈呈贈呈をををを表明表明表明表明しししし、、、、現在準現在準現在準現在準

備備備備をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、両県州両県州両県州両県州のののの大会大会大会大会ににににランナーランナーランナーランナーをををを派遣派遣派遣派遣しししし合合合合ううううマラソンマラソンマラソンマラソン交流交流交流交流もももも始始始始

まっていますまっていますまっていますまっています。。。。異異異異なるなるなるなる歴史歴史歴史歴史やややや文化文化文化文化、、、、産業産業産業産業をもったをもったをもったをもった地域地域地域地域のののの交流交流交流交流からからからから、、、、新時代新時代新時代新時代をををを拓拓拓拓くくくく活力活力活力活力

がががが生生生生まれますまれますまれますまれます。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ、、、、日本日本日本日本ととととオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアはははは、、、、アジアアジアアジアアジア太平洋地域太平洋地域太平洋地域太平洋地域におけるかけにおけるかけにおけるかけにおけるかけ

がえのないがえのないがえのないがえのないパートナーパートナーパートナーパートナーですですですです。。。。神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、これからもこれからもこれからもこれからも日豪両国日豪両国日豪両国日豪両国のののの架架架架けけけけ橋橋橋橋

としてとしてとしてとして充実充実充実充実したしたしたした活動活動活動活動をををを展開展開展開展開されることをされることをされることをされることを期待期待期待期待していますしていますしていますしています。。。。神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会のののの今後今後今後今後ますまますまますまますま

すのごすのごすのごすのご発展発展発展発展とととと、、、、皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご健勝健勝健勝健勝でのごでのごでのごでのご活躍活躍活躍活躍をををを心心心心からおからおからおからお祈祈祈祈りしますりしますりしますりします。。。。                                    

                                            

    

神戸市長神戸市長神戸市長神戸市長    矢田矢田矢田矢田    立郎立郎立郎立郎                

神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会のののの創立創立創立創立 40404040 周年周年周年周年、、、、心心心心よりおよりおよりおよりお祝祝祝祝いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

神戸市神戸市神戸市神戸市ととととブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン市市市市はははは 1985198519851985 年年年年にににに姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携をををを行行行行いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、

このこのこのこの提携提携提携提携のののの礎礎礎礎となったのはとなったのはとなったのはとなったのは、、、、故古澤峰子先生故古澤峰子先生故古澤峰子先生故古澤峰子先生やややや貴協会貴協会貴協会貴協会のののの熱意熱意熱意熱意あるあるあるある日日日日

豪間豪間豪間豪間のののの国際交流活動国際交流活動国際交流活動国際交流活動でしたでしたでしたでした。。。。これまでにこれまでにこれまでにこれまでに、、、、両市両市両市両市のののの姉妹都市交流姉妹都市交流姉妹都市交流姉妹都市交流はははは、、、、文化文化文化文化・・・・経済交流経済交流経済交流経済交流やややや

中高生中高生中高生中高生のののの相互訪問相互訪問相互訪問相互訪問、、、、動物交換動物交換動物交換動物交換などなどなどなど、、、、幅広幅広幅広幅広いいいい分野分野分野分野でででで実施実施実施実施されていますされていますされていますされています。。。。今後今後今後今後もももも両市両市両市両市のののの交交交交

流流流流がががが進展進展進展進展すすすすることることることること、、、、そしてそしてそしてそして、、、、貴協会貴協会貴協会貴協会のののの益益益益々々々々のごのごのごのご発展発展発展発展とととと、、、、太田会長太田会長太田会長太田会長をはじめをはじめをはじめをはじめ会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様

方方方方のごのごのごのご健勝健勝健勝健勝をををを祈念祈念祈念祈念しししし、、、、おおおお祝祝祝祝いのいのいのいの言葉言葉言葉言葉とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。    
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写真）互いの４０周年を祝いあう 

クィーンズランド州豪日協会 

アンドリュー・ヘイ会長と 

神戸日豪協会太田会長 
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神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立４０４０４０４０周年記念周年記念周年記念周年記念シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    

「「「「虎穴虎穴虎穴虎穴にににに入入入入らずんばらずんばらずんばらずんば虎子虎子虎子虎子をををを得得得得ずずずず」」」」        

～～～～Nothing Ventured, Nothing GainedNothing Ventured, Nothing GainedNothing Ventured, Nothing GainedNothing Ventured, Nothing Gained～～～～    

基調講演基調講演基調講演基調講演    

ブルースブルースブルースブルース・・・・ミラーミラーミラーミラー駐日駐日駐日駐日オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア大使大使大使大使    

    

本日本日本日本日はははは全国日豪協会連合会全国日豪協会連合会全国日豪協会連合会全国日豪協会連合会・・・・神戸大会神戸大会神戸大会神戸大会、、、、およびおよびおよびおよび神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会

創立創立創立創立 40404040 周年記念周年記念周年記念周年記念シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムにおにおにおにお招招招招きいただきありがとうきいただきありがとうきいただきありがとうきいただきありがとう

ございますございますございますございます。。。。このこのこのこの記念記念記念記念すべきすべきすべきすべき会会会会でででで、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演ややややパネリストパネリストパネリストパネリストとととと

してしてしてして皆様皆様皆様皆様とととと意見交換意見交換意見交換意見交換するするするする機会機会機会機会をいただきましたことををいただきましたことををいただきましたことををいただきましたことを大変嬉大変嬉大変嬉大変嬉

しくしくしくしく思思思思いますいますいますいます。。。。    

このあとこのあとこのあとこのあと、、、、私私私私をををを含含含含めためためためた計計計計 6666 人人人人ののののパネリストパネリストパネリストパネリストとともにとともにとともにとともに「「「「虎穴虎穴虎穴虎穴にににに

入入入入らずんばらずんばらずんばらずんば虎子虎子虎子虎子をををを得得得得ずずずず！」！」！」！」ををををテーマテーマテーマテーマにににに、、、、最近最近最近最近のののの若者若者若者若者のののの動向動向動向動向、、、、

教育問題教育問題教育問題教育問題、、、、国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力などなどなどなど、、、、現代現代現代現代のののの社会社会社会社会がががが抱抱抱抱えるえるえるえる問題問題問題問題についについについについ

てててて議論議論議論議論させていただきますがさせていただきますがさせていただきますがさせていただきますが、、、、まずはまずはまずはまずはパネルディスカッショパネルディスカッショパネルディスカッショパネルディスカッショ

ンンンンののののプロローグプロローグプロローグプロローグ（（（（序章序章序章序章））））としてとしてとしてとして最新最新最新最新ののののオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアのののの試試試試みみみみ

をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

    本日本日本日本日おおおお集集集集まりのまりのまりのまりの皆様皆様皆様皆様はははは、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアのののの政策政策政策政策やややや国際社会国際社会国際社会国際社会のののの立場立場立場立場についてについてについてについて、、、、よくごよくごよくごよくご

存知存知存知存知のののの方方方方もももも多多多多いといといといと存存存存じじじじますがますがますがますが、、、、先月先月先月先月 28282828日日日日ににににジュリアジュリアジュリアジュリア・・・・ギラードギラードギラードギラード首相首相首相首相がががが「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀

におけるにおけるにおけるにおけるオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア」」」」とととと題題題題したしたしたした白書白書白書白書をををを発表発表発表発表しましたしましたしましたしました。。。。    

今回今回今回今回のののの白書白書白書白書がががが作成作成作成作成されたされたされたされた背景背景背景背景にはにはにはには、、、、20202020世紀末世紀末世紀末世紀末からからからから始始始始まったまったまったまった世界各地世界各地世界各地世界各地でのでのでのでの新興国新興国新興国新興国のののの台頭台頭台頭台頭

がありますがありますがありますがあります。。。。目覚目覚目覚目覚しいしいしいしい経済発展経済発展経済発展経済発展をををを遂遂遂遂げたげたげたげた中国中国中国中国・・・・インドインドインドインド・・・・ブラジルブラジルブラジルブラジルなどのなどのなどのなどの出現出現出現出現によってによってによってによって、、、、

これまでのいわゆるこれまでのいわゆるこれまでのいわゆるこれまでのいわゆる G7G7G7G7 というというというという経済経済経済経済のののの重心重心重心重心がががが、、、、新興国新興国新興国新興国をををを加加加加えたえたえたえたバランスバランスバランスバランスへとへとへとへと急速急速急速急速にににに移移移移

っていったのですっていったのですっていったのですっていったのです。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、かつてかつてかつてかつて世界第二位世界第二位世界第二位世界第二位のののの経済大国経済大国経済大国経済大国であったであったであったであった日本日本日本日本もももも、、、、絶対絶対絶対絶対的的的的

なななな強強強強いいいい地位地位地位地位からからからから、、、、相対的相対的相対的相対的なななな優勢優勢優勢優勢をををを保持保持保持保持しようとしていますしようとしていますしようとしていますしようとしています。。。。特特特特にににに新興国新興国新興国新興国のののの中中中中でもでもでもでも、、、、中中中中

国国国国、、、、インドインドインドインド、、、、そしてそしてそしてそしてインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアのののの存在感存在感存在感存在感がががが大大大大きいためきいためきいためきいため、、、、21212121世紀世紀世紀世紀ははははアジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀とととと言言言言

ってもいいのではないでしょうかってもいいのではないでしょうかってもいいのではないでしょうかってもいいのではないでしょうか。。。。    

もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、このこのこのこの新新新新しいしいしいしいアジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀のののの全体像全体像全体像全体像がまだはっきりとがまだはっきりとがまだはっきりとがまだはっきりと輪郭輪郭輪郭輪郭をををを成成成成しているわけしているわけしているわけしているわけ

ではありませんがではありませんがではありませんがではありませんが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも今後数十年今後数十年今後数十年今後数十年でででで予測予測予測予測されるされるされるされるアジアアジアアジアアジアのののの成長成長成長成長にはにはにはには世界世界世界世界のののの全体全体全体全体

像像像像をををを変変変変えるえるえるえる力力力力があることはがあることはがあることはがあることは明白明白明白明白ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの後後後後でででで議論議論議論議論されるされるされるされるテーマテーマテーマテーマをををを考考考考えるとえるとえるとえると

きききき、、、、このこのこのこの世界情勢世界情勢世界情勢世界情勢のののの変化変化変化変化とととと、、、、そこからそこからそこからそこから生生生生まれるまれるまれるまれる機会機会機会機会をををを考慮考慮考慮考慮すすすするるるる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。

そこでそこでそこでそこで、、、、これからこれからこれからこれからギラードギラードギラードギラード首相首相首相首相がががが発表発表発表発表したしたしたした白書白書白書白書とそのとそのとそのとその背景背景背景背景のののの概要概要概要概要をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しししし、、、、そこにそこにそこにそこに

謳謳謳謳われているわがわれているわがわれているわがわれているわが国国国国ののののアジアアジアアジアアジア地域地域地域地域とのとのとのとの関係強化関係強化関係強化関係強化のののの方針方針方針方針についておについておについておについてお話話話話ししていきたいとししていきたいとししていきたいとししていきたいと

思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

    まずはまずはまずはまずは歴史的歴史的歴史的歴史的ななななアジアアジアアジアアジアのののの急成長急成長急成長急成長をををを考考考考えてみましょうえてみましょうえてみましょうえてみましょう。。。。そのそのそのその中心中心中心中心にににに立立立立つのはつのはつのはつのは他他他他ならぬならぬならぬならぬ

日本日本日本日本ですですですです。。。。日本日本日本日本のののの GDPGDPGDPGDP はははは 1953195319531953 年年年年からからからから 1965196519651965 年年年年のののの間間間間にににに平均平均平均平均でででで毎年毎年毎年毎年 9%9%9%9%以上以上以上以上のののの伸伸伸伸びをびをびをびを記記記記

録録録録しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは現在現在現在現在のののの中国中国中国中国のののの経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率とほぼとほぼとほぼとほぼ一緒一緒一緒一緒ですですですです。。。。日本日本日本日本はそのはそのはそのはその後後後後、、、、何十年何十年何十年何十年
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にもわたってにもわたってにもわたってにもわたって地域経済地域経済地域経済地域経済のののの成長成長成長成長エンジンエンジンエンジンエンジンのののの役割役割役割役割をををを果果果果たしてたしてたしてたして来来来来ましたましたましたました。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、今今今今もなおもなおもなおもなお経済大国経済大国経済大国経済大国のののの一角一角一角一角をををを占占占占めていますめていますめていますめています。。。。日本日本日本日本のののの好景気好景気好景気好景気はははは 50505050年代当初年代当初年代当初年代当初からからからからオオオオ

ーーーーストラリアストラリアストラリアストラリアにににに機会機会機会機会をもたらしをもたらしをもたらしをもたらし、、、、1966196619661966年年年年にはにはにはには日本日本日本日本がわががわががわががわが国国国国のののの最大輸出市場最大輸出市場最大輸出市場最大輸出市場となりましとなりましとなりましとなりまし

たたたた。。。。そしてそのそしてそのそしてそのそしてその状況状況状況状況はそのはそのはそのはその後後後後 40404040年年年年ほどほどほどほど続続続続きましたきましたきましたきました。。。。周知周知周知周知のようにのようにのようにのように、、、、日本日本日本日本はやがてそのはやがてそのはやがてそのはやがてその

地位地位地位地位をををを中国中国中国中国にににに譲譲譲譲ることになりますがることになりますがることになりますがることになりますが、、、、戦後戦後戦後戦後からからからから現在現在現在現在にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、一貫一貫一貫一貫してしてしてしてアジアアジアアジアアジアのののの経経経経

済的発展済的発展済的発展済的発展がわががわががわががわが国国国国にににに成長成長成長成長のののの機会機会機会機会をもたらしてきたのですをもたらしてきたのですをもたらしてきたのですをもたらしてきたのです。。。。そしてそしてそしてそして新新新新しいしいしいしい「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世世世世

紀紀紀紀」」」」をををを迎迎迎迎えようとしているえようとしているえようとしているえようとしている今今今今、、、、これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上ののののチャンスチャンスチャンスチャンスがががが待待待待ちちちち受受受受けていますけていますけていますけています。。。。世界世界世界世界でででで

最最最最もももも人口人口人口人口がががが多多多多いいいい地域地域地域地域はははは既既既既ににににアジアアジアアジアアジアとなっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。2050205020502050 年年年年までにこのまでにこのまでにこのまでにこの地域地域地域地域でででで 33330000 億人億人億人億人

がががが中産階級中産階級中産階級中産階級のののの仲間入仲間入仲間入仲間入りをするであろうというりをするであろうというりをするであろうというりをするであろうという試算試算試算試算もありますもありますもありますもあります。。。。アジアアジアアジアアジアはははは世界最大世界最大世界最大世界最大ののののモモモモ

ノノノノととととサービスサービスサービスサービスのののの生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点になるだけでなくになるだけでなくになるだけでなくになるだけでなく世界最大世界最大世界最大世界最大のののの消費市場消費市場消費市場消費市場へへへへ変貌変貌変貌変貌をををを遂遂遂遂げていくのげていくのげていくのげていくの

ですですですです。。。。    

    

ではではではでは次次次次にににに「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀」」」」をををを迎迎迎迎えるにえるにえるにえるに当当当当たりたりたりたり、、、、わがわがわがわが国国国国がががが成功成功成功成功しししし、、、、繁栄繁栄繁栄繁栄をををを続続続続けていくたけていくたけていくたけていくた

めのめのめのめの施策施策施策施策をををを考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    白書白書白書白書ではわがではわがではわがではわが国国国国がががが「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀」」」」においてにおいてにおいてにおいて成功成功成功成功をををを意味意味意味意味するためのするためのするためのするための 5555 つのつのつのつの行動目標行動目標行動目標行動目標

がががが記記記記されていますされていますされていますされています。。。。まずまずまずまず一点目一点目一点目一点目はははは「「「「経済経済経済経済のののの強化強化強化強化」」」」ですですですです。。。。わがわがわがわが国国国国のののの持持持持つつつつ強強強強みをみをみをみを活活活活かしかしかしかし、、、、

生産的生産的生産的生産的でででで開開開開かれたかれたかれたかれた、、、、回復力回復力回復力回復力のののの高高高高いいいい経済経済経済経済のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、社会社会社会社会やややや経済経済経済経済のののの基盤基盤基盤基盤をををを強化強化強化強化するするするする必必必必

要要要要ががががあるとあるとあるとあると述述述述べられていますべられていますべられていますべられています。。。。このためにはこのためにはこのためにはこのためには 5555つのつのつのつの主要分野主要分野主要分野主要分野――――――――職業技術職業技術職業技術職業技術およびおよびおよびおよび教育教育教育教育、、、、

技術革新技術革新技術革新技術革新、、、、インフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備、、、、税制税制税制税制そしてそしてそしてそして規制規制規制規制をををを改革改革改革改革しししし、、、、投資投資投資投資をををを継続継続継続継続していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要

ですですですです。。。。    

    

二点目二点目二点目二点目はははは「「「「能力能力能力能力のののの構築構築構築構築」」」」がががが挙挙挙挙げられていますげられていますげられていますげられています。。。。生産性生産性生産性生産性をををを向上向上向上向上させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、教育教育教育教育やややや

職業技術職業技術職業技術職業技術のののの分野分野分野分野でででで人材投資人材投資人材投資人材投資をしをしをしをし、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる国民国民国民国民がががが「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀」」」」にににに参加参加参加参加しししし、、、、貢献貢献貢献貢献でででで

きるようきるようきるようきるよう促促促促すすすす必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

三点目三点目三点目三点目はははは、「、「、「、「成長市場成長市場成長市場成長市場とのとのとのとの結結結結びつきびつきびつきびつき」」」」ですですですです。。。。革新性革新性革新性革新性とととと競争力競争力競争力競争力をををを持持持持つつつつオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアのののの

企業企業企業企業やややや組織組織組織組織がががが、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける最大限最大限最大限最大限のののの成功成功成功成功をををを収収収収めるにはめるにはめるにはめるには、、、、アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおけるパートパートパートパート

ナーシップナーシップナーシップナーシップのののの構築構築構築構築がががが重重重重要要要要ですですですです。。。。政府政府政府政府はこのためにはこのためにはこのためにはこのために地域地域地域地域のののの開放性開放性開放性開放性をををを高高高高めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、市市市市

場場場場のののの統合統合統合統合をををを推進推進推進推進しししし、、、、貿易貿易貿易貿易やややや投資投資投資投資、、、、パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップのののの推進推進推進推進をををを促促促促そうとしていますそうとしていますそうとしていますそうとしています。。。。    

四点目四点目四点目四点目はははは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな安全保障安全保障安全保障安全保障のののの確保確保確保確保ですですですです。。。。オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアのののの未来未来未来未来はこのはこのはこのはこの多様性多様性多様性多様性にににに富富富富

んだんだんだんだアジアアジアアジアアジア地域地域地域地域のののの繁栄繁栄繁栄繁栄やややや安全安全安全安全にににに大大大大きくきくきくきく関関関関わっているというわっているというわっているというわっているという点点点点ですですですです。。。。このこのこのこの点点点点にににに関関関関しししし、、、、わわわわ

がががが国国国国はははは二二二二カカカカ国間国間国間国間でででで、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは既存既存既存既存のののの地域体制地域体制地域体制地域体制、、、、組織組織組織組織をををを通通通通じじじじ、、、、信頼信頼信頼信頼やややや協力関係協力関係協力関係協力関係のののの構築構築構築構築にににに

努努努努めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。またまたまたまた、、、、ルールルールルールルールにににに基基基基づいたづいたづいたづいた地域地域地域地域・・・・世界秩序世界秩序世界秩序世界秩序のののの中中中中でででで、、、、アアアア

ジアジアジアジアのののの国国国国々々々々がよりがよりがよりがより大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを務務務務めるようめるようめるようめるよう支援支援支援支援をををを続続続続けていきますけていきますけていきますけていきます。。。。またまたまたまたアメリカアメリカアメリカアメリカとのとのとのとの

同同同同盟関係盟関係盟関係盟関係やややや、、、、中国中国中国中国のののの地域地域地域地域へのへのへのへの建設的建設的建設的建設的なななな関与関与関与関与もももも安全安全安全安全・・・・安定安定安定安定をををを実現実現実現実現するするするする上上上上ではではではでは不可欠不可欠不可欠不可欠ですですですです。。。。    

最後最後最後最後、、、、五点目五点目五点目五点目はははは「「「「よりよりよりより深深深深くくくく、、、、広広広広いいいい関係関係関係関係のののの構築構築構築構築」」」」ですですですです。。。。わがわがわがわが国国国国はあらゆるはあらゆるはあらゆるはあらゆるレベルレベルレベルレベルででででアアアア

ジアジアジアジア地域地域地域地域とととと深深深深くくくく幅広幅広幅広幅広いいいい関係関係関係関係をををを作作作作るようるようるようるよう努努努努めるべきだとめるべきだとめるべきだとめるべきだと述述述述べられていますべられていますべられていますべられています。。。。    

以上以上以上以上、、、、白書白書白書白書のののの概要概要概要概要とととと背景背景背景背景をををを、、、、短短短短いいいい時間時間時間時間ではありますがごではありますがごではありますがごではありますがご紹介紹介紹介紹介させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。    

    

ここでここでここでここで最後最後最後最後のののの５５５５点目点目点目点目にとりあげたにとりあげたにとりあげたにとりあげた「「「「よりよりよりより深深深深くくくく広広広広いいいい関係関係関係関係をををを構築構築構築構築するするするする」」」」ことについてことについてことについてことについて少少少少

しししし掘掘掘掘りりりり下下下下げてげてげてげて見見見見ていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。冒頭冒頭冒頭冒頭にににに申申申申しししし上上上上げましたがこれからおげましたがこれからおげましたがこれからおげましたがこれからお話話話話させてさせてさせてさせて

いただくことはいただくことはいただくことはいただくことは、、、、このこのこのこの後後後後ののののパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションののののヒントヒントヒントヒントになるのになるのになるのになるのではではではでは？？？？とととと特特特特にににに感感感感

じているじているじているじている点点点点ですですですです。。。。    

我我我我がががが国国国国ののののアジアアジアアジアアジアとのとのとのとの関係関係関係関係をををを考考考考えるときえるときえるときえるとき、、、、外交外交外交外交やややや経済経済経済経済とととと同様同様同様同様のののの重要性重要性重要性重要性のののの割合割合割合割合をををを、、、、社会的社会的社会的社会的、、、、

文化的関係文化的関係文化的関係文化的関係がががが占占占占めているとめているとめているとめていると白書白書白書白書ではではではでは述述述述べられていますべられていますべられていますべられています。。。。私私私私はこのはこのはこのはこの最最最最もももも適切適切適切適切なななな事例事例事例事例はははは日日日日
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豪関係豪関係豪関係豪関係であるとであるとであるとであると思思思思いますいますいますいます。。。。実際実際実際実際にににに白書白書白書白書ではではではでは、、、、我我我我がががが国国国国とととと日本日本日本日本のののの関係関係関係関係はははは他他他他のののの近隣諸国近隣諸国近隣諸国近隣諸国とのとのとのとの

関係関係関係関係のののの構築構築構築構築とととと、、、、そのそのそのその発展発展発展発展においてにおいてにおいてにおいてモデルケースモデルケースモデルケースモデルケースとなるととなるととなるととなると述述述述べられていますべられていますべられていますべられています。。。。日豪日豪日豪日豪にはにはにはには

草草草草のののの根根根根レベルレベルレベルレベルのののの交流交流交流交流がががが深深深深くくくく浸透浸透浸透浸透していますしていますしていますしています。。。。両国間両国間両国間両国間のののの自治体自治体自治体自治体におけるにおけるにおけるにおける姉妹提携姉妹提携姉妹提携姉妹提携のののの数数数数はははは

106106106106 にのぼりますにのぼりますにのぼりますにのぼります。。。。本日本日本日本日おおおお集集集集まりのまりのまりのまりの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの活動活動活動活動はははは全国全国全国全国でででで盛盛盛盛んにんにんにんに行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。ここここ

れはれはれはれは我我我我がががが国国国国ででででもももも同様同様同様同様でででですすすす。。。。    

2011201120112011 年年年年にににに行行行行われたわれたわれたわれた国勢調査国勢調査国勢調査国勢調査によるとによるとによるとによると我我我我がががが国国国国にはにはにはには 5555 万人万人万人万人のののの日本人日本人日本人日本人がががが暮暮暮暮らしていますらしていますらしていますらしています。。。。

日本日本日本日本でででで最初最初最初最初ののののワーキングホリディワーキングホリディワーキングホリディワーキングホリディ制度制度制度制度がががが導入導入導入導入されたされたされたされた 1980198019801980 年以来年以来年以来年以来、、、、多多多多くのくのくのくのオーストラオーストラオーストラオーストラ

リアリアリアリア人人人人とととと日本人日本人日本人日本人はおはおはおはお互互互互いのいのいのいの国国国国のののの社会社会社会社会のののの中中中中でででで生活生活生活生活をしをしをしをし、、、、就労就労就労就労するするするする機会機会機会機会がががが増増増増えましたえましたえましたえました。。。。教教教教

育育育育のののの分野分野分野分野でもでもでもでも何万人何万人何万人何万人というというというという学生学生学生学生がががが交換留学生制度交換留学生制度交換留学生制度交換留学生制度やややや学生学生学生学生ビザビザビザビザをををを利用利用利用利用してしてしてして毎年毎年毎年毎年おおおお互互互互いのいのいのいの

国国国国をををを行行行行きききき来来来来していますしていますしていますしています。。。。本日本日本日本日おおおお集集集集まりのまりのまりのまりの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの中中中中にもこのようなにもこのようなにもこのようなにもこのような機会機会機会機会をををを利用利用利用利用してしてしてして渡渡渡渡

豪豪豪豪したしたしたした方方方方もいらっしゃるともいらっしゃるともいらっしゃるともいらっしゃると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

1901190119011901年年年年ににににオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアでででで連邦制連邦制連邦制連邦制がががが採用採用採用採用されてからもされてからもされてからもされてからも、、、、我我我我がががが国国国国のののの国民国民国民国民はははは多多多多くのくのくのくの点点点点でででで

自分自分自分自分たたたたちのちのちのちの精神精神精神精神はははは遠遠遠遠くくくく離離離離れたれたれたれたヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパにつながっているとにつながっているとにつながっているとにつながっていると考考考考えるのがえるのがえるのがえるのが主流主流主流主流でしたでしたでしたでした。。。。

第二次世界大戦後第二次世界大戦後第二次世界大戦後第二次世界大戦後、、、、はじめてはじめてはじめてはじめて我我我我がががが国国国国のそうしたのそうしたのそうしたのそうした関心関心関心関心ははははアメリカアメリカアメリカアメリカやややや、、、、よりよりよりより地理的地理的地理的地理的にににに近近近近いいいい

国国国国々々々々にににに向向向向けられるようになったのですけられるようになったのですけられるようになったのですけられるようになったのです。。。。ことわざでいうようにことわざでいうようにことわざでいうようにことわざでいうように、「、「、「、「遠遠遠遠くのくのくのくの親戚親戚親戚親戚よりよりよりより近近近近くくくく

のののの他人他人他人他人」」」」にににに目覚目覚目覚目覚めためためためた我我我我がががが国国国国はおはおはおはお隣隣隣隣にににに巡巡巡巡らされていたらされていたらされていたらされていた高高高高いいいい塀塀塀塀をとりのぞきをとりのぞきをとりのぞきをとりのぞき、、、、地域地域地域地域とともとともとともととも

にににに繁栄繁栄繁栄繁栄をををを享受享受享受享受するするするする国家国家国家国家へとへとへとへと発展発展発展発展をとげたのですをとげたのですをとげたのですをとげたのです。。。。そしてそしてそしてそして近近近近くのくのくのくの他人他人他人他人であったであったであったであった人人人人はははは今今今今、、、、

「「「「良良良良きききき友人友人友人友人」」」」でありでありでありであり、、、、またまたまたまた「「「「近近近近くのくのくのくの親戚親戚親戚親戚」」」」でさえありますでさえありますでさえありますでさえあります。。。。我我我我がががが国国国国のののの変化変化変化変化のののの過程過程過程過程でででで中中中中

心的役割心的役割心的役割心的役割をををを果果果果たしてきたのがたしてきたのがたしてきたのがたしてきたのが日本日本日本日本でしたでしたでしたでした。。。。日豪関係日豪関係日豪関係日豪関係はははは終戦終戦終戦終戦をへてをへてをへてをへて 1111950950950950 年代年代年代年代にににに修復修復修復修復ささささ

れましたがれましたがれましたがれましたが、、、、このこのこのこの動動動動きをきをきをきを後押後押後押後押ししたのがししたのがししたのがししたのが 1957195719571957 年年年年にににに調印調印調印調印されたされたされたされた「「「「日豪通商協定日豪通商協定日豪通商協定日豪通商協定」」」」でしでしでしでし

たたたた。。。。このこのこのこの協定協定協定協定をををを通通通通じじじじ、、、、我我我我がががが国国国国ははははアジアアジアアジアアジアのののの主要主要主要主要なななな資源供給国資源供給国資源供給国資源供給国としてのとしてのとしてのとしての地位地位地位地位をををを確立確立確立確立しししし、、、、アアアア

ジアジアジアジア外交外交外交外交へのへのへのへの関心関心関心関心をををを一気一気一気一気にににに高高高高めていったのですめていったのですめていったのですめていったのです。。。。    

    

「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀におけるにおけるにおけるにおけるオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア白書白書白書白書」」」」ではではではではオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアのののの外交外交外交外交においてにおいてにおいてにおいて、、、、

さらにさらにさらにさらにアジアアジアアジアアジアのののの重要性重要性重要性重要性をををを高高高高めるようめるようめるようめるよう政府政府政府政府にににに提言提言提言提言がされていますがされていますがされていますがされています。。。。しかししかししかししかし勿論勿論勿論勿論、、、、ただただただただ外外外外

交分野交分野交分野交分野ででででアジアアジアアジアアジアにににに比重比重比重比重をおくだけではをおくだけではをおくだけではをおくだけでは充分充分充分充分ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。我我我我がががが国国国国がががが「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀」」」」

でででで成功成功成功成功するにはするにはするにはするには、、、、国民国民国民国民がががが必要必要必要必要なななな技術技術技術技術やややや知識知識知識知識をををを備備備備えていることがえていることがえていることがえていることが重要重要重要重要でででですすすす。。。。そのためそのためそのためそのため白白白白

書書書書ではではではでは特特特特にににに教育分野教育分野教育分野教育分野にににに重点重点重点重点がおかれがおかれがおかれがおかれ、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアのののの学生学生学生学生ががががアジアアジアアジアアジアによりによりによりにより深深深深くくくく精通精通精通精通

しししし、、、、アジアアジアアジアアジアのののの言語能力言語能力言語能力言語能力をををを充分充分充分充分にににに向上向上向上向上できるようできるようできるようできるよう目指目指目指目指していますしていますしていますしています。。。。    

「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀」」」」においてにおいてにおいてにおいて我我我我がががが国国国国がががが成功成功成功成功をおさめるためにはをおさめるためにはをおさめるためにはをおさめるためには、、、、すべてのすべてのすべてのすべてのオーストラリオーストラリオーストラリオーストラリ

アアアア学生学生学生学生がががが近隣近隣近隣近隣アジアアジアアジアアジア諸国諸国諸国諸国のののの文化文化文化文化やややや歴史歴史歴史歴史、、、、言語言語言語言語についてについてについてについて理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

白書白書白書白書がががが実行実行実行実行されればされればされればされればカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム全体全体全体全体でででで多文化多文化多文化多文化へのへのへのへの理解理解理解理解にににに更更更更にににに重点重点重点重点がおかれがおかれがおかれがおかれ、、、、学生学生学生学生

たちがたちがたちがたちが日本日本日本日本やややや他他他他ののののアジアアジアアジアアジアのののの国国国国についてについてについてについて学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会がががが大幅大幅大幅大幅にににに増増増増えるでしょうえるでしょうえるでしょうえるでしょう。。。。学校教育学校教育学校教育学校教育にににに

おいてもおいてもおいてもおいてもオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアのののの子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは小学校小学校小学校小学校にはいったにはいったにはいったにはいった一日一日一日一日目目目目からからからから高校卒業高校卒業高校卒業高校卒業までまでまでまでアアアア

ジアジアジアジアのののの言語言語言語言語についてについてについてについて学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会がががが与与与与えられることになりますえられることになりますえられることになりますえられることになります。。。。    

優先優先優先優先してしてしてして学学学学ぶぶぶぶ言語言語言語言語としてとしてとしてとして指定指定指定指定されているのはされているのはされているのはされているのは、、、、日本語日本語日本語日本語、、、、中国語中国語中国語中国語、、、、ヒンディーヒンディーヒンディーヒンディー語語語語、、、、イイイイ

ンドネシアンドネシアンドネシアンドネシア語語語語のののの四言語四言語四言語四言語ですですですです。。。。オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアのののの学生学生学生学生がががが外国語外国語外国語外国語をををを学学学学ばないばないばないばない現状現状現状現状をををを好好好好ましましましまし

くはくはくはくは思思思思っていませんがっていませんがっていませんがっていませんが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも日本語日本語日本語日本語はははは我我我我がががが国国国国のののの学校学校学校学校やややや大学大学大学大学でででで今今今今でももっともひろでももっともひろでももっともひろでももっともひろ

くくくく学学学学ばれているばれているばれているばれている外国語外国語外国語外国語となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。白書白書白書白書をうけをうけをうけをうけ、、、、学校学校学校学校でのでのでのでの日本語教育支援日本語教育支援日本語教育支援日本語教育支援のためのためのためのため

にさらににさらににさらににさらに日本語日本語日本語日本語のののの新新新新しいしいしいしいカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムがががが策定策定策定策定されるでしょうされるでしょうされるでしょうされるでしょう。。。。    

    

白書白書白書白書ではではではでは学校間学校間学校間学校間のののの交流交流交流交流にもにもにもにも力力力力をいれておりをいれておりをいれておりをいれており、、、、すべてのすべてのすべてのすべての学校学校学校学校がががが、、、、日本日本日本日本やややや他他他他ののののアジアアジアアジアアジアのののの
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国国国国にあるにあるにあるにある、、、、少少少少なくともひとつのなくともひとつのなくともひとつのなくともひとつの学校学校学校学校とととと交流関係交流関係交流関係交流関係をををを持持持持つようつようつようつよう呼呼呼呼びかけていますびかけていますびかけていますびかけています。。。。このこのこのこの点点点点

でもでもでもでも日豪両国日豪両国日豪両国日豪両国にはにはにはには既既既既にににに６５０６５０６５０６５０をををを超超超超えるえるえるえる姉妹校提携姉妹校提携姉妹校提携姉妹校提携がががが存在存在存在存在しておりしておりしておりしており、、、、充分充分充分充分にににに進進進進んだんだんだんだ状況状況状況状況

にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、まだまだまだまだ成長成長成長成長のののの可能性可能性可能性可能性があるでしょうがあるでしょうがあるでしょうがあるでしょう。。。。    

白書白書白書白書はまたはまたはまたはまた大学教育大学教育大学教育大学教育にもにもにもにも焦点焦点焦点焦点をあてていますをあてていますをあてていますをあてています。。。。日本日本日本日本やややや他他他他ののののアジアアジアアジアアジア人学生人学生人学生人学生ががががオーストオーストオーストオースト

ラリアラリアラリアラリアにににに留学留学留学留学するようになってからするようになってからするようになってからするようになってから長長長長いこといこといこといこと経経経経ちますがちますがちますがちますが、、、、こうしたこうしたこうしたこうした留学留学留学留学はははは両方向両方向両方向両方向におにおにおにお

いていていていて行行行行われるべきだとわれるべきだとわれるべきだとわれるべきだと考考考考えますえますえますえます。。。。我我我我がががが国国国国のののの次世代次世代次世代次世代リーダーリーダーリーダーリーダーははははアジアアジアアジアアジアについてのについてのについてのについての造詣造詣造詣造詣がががが

深深深深くなくてはいけませんくなくてはいけませんくなくてはいけませんくなくてはいけません。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには直接直接直接直接アジアアジアアジアアジアのののの地地地地にににに足足足足をををを運運運運びびびび、、、、体験体験体験体験するのがするのがするのがするのが一一一一

番番番番ですですですです。。。。白白白白書書書書のひとつののひとつののひとつののひとつの目玉目玉目玉目玉としてとしてとしてとして、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア政府政府政府政府はこれをはこれをはこれをはこれを奨励奨励奨励奨励すべくすべくすべくすべく、、、、あらあらあらあら

たにたにたにたに「「「「アジアアジアアジアアジア留学交付金留学交付金留学交付金留学交付金プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」のののの設立設立設立設立をををを決定決定決定決定しましたしましたしましたしました。。。。今後今後今後今後５５５５年間年間年間年間でででで日本日本日本日本をををを含含含含

むむむむアジアアジアアジアアジア諸国諸国諸国諸国へへへへ留学留学留学留学するするするする一万名以上一万名以上一万名以上一万名以上ののののオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア人学生人学生人学生人学生にににに対対対対しししし、、、、奨学金奨学金奨学金奨学金がががが支給支給支給支給ささささ

れますれますれますれます。。。。またまたまたまた留学留学留学留学をををを志志志志すすすす学生学生学生学生にににに向向向向けけけけ、、、、奨学金貸付事業奨学金貸付事業奨学金貸付事業奨学金貸付事業もよりもよりもよりもより充実充実充実充実されますされますされますされます。。。。    

日豪日豪日豪日豪のののの大学間大学間大学間大学間にはにはにはには既既既既にににに様様様様々々々々なななな交換交換交換交換プログラムプログラムプログラムプログラムがががが締結締結締結締結されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、新新新新しいしいしいしい奨学金奨学金奨学金奨学金ププププ

ログラムログラムログラムログラムをををを整備整備整備整備することですることですることですることで、、、、多多多多くのくのくのくのオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア人学生人学生人学生人学生がががが既存既存既存既存ののののプログラムプログラムプログラムプログラムをををを活用活用活用活用

することができるとすることができるとすることができるとすることができるとオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア政府政府政府政府はははは考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀」」」」はははは学生学生学生学生たちにたちにたちにたちに数多数多数多数多くのくのくのくの機会機会機会機会をををを提供提供提供提供するものでもあるのですするものでもあるのですするものでもあるのですするものでもあるのです。。。。    

こうしたこうしたこうしたこうした取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや支援策支援策支援策支援策にににに、、、、私私私私はははは個人的個人的個人的個人的にににに強強強強くくくく賛同賛同賛同賛同していますしていますしていますしています。。。。    

    

ごごごご周知周知周知周知のののの方方方方々々々々もももも多多多多いとはいとはいとはいとは存存存存じますがじますがじますがじますが、、、、私私私私はかつてはかつてはかつてはかつて国際交流基金国際交流基金国際交流基金国際交流基金によるによるによるによる２２２２週間週間週間週間ののののプログプログプログプログ

ラムラムラムラムをををを利用利用利用利用しししし、、、、初初初初めてめてめてめて日本日本日本日本をををを、、、、そしてそしてそしてそして神戸神戸神戸神戸のののの地地地地をををを訪訪訪訪れましたれましたれましたれました。。。。    

そのそのそのその際際際際、、、、故古澤峯子先生故古澤峯子先生故古澤峯子先生故古澤峯子先生とのとのとのとの出会出会出会出会いがごいがごいがごいがご縁縁縁縁となりとなりとなりとなり、、、、神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会のののの皆様皆様皆様皆様とのとのとのとの末永末永末永末永いおいおいおいお

付付付付きききき合合合合いがいがいがいが始始始始まったわけですまったわけですまったわけですまったわけです。。。。当時当時当時当時、、、、私私私私はははは高校高校高校高校のののの最終学年最終学年最終学年最終学年でででで１７１７１７１７歳歳歳歳でしたでしたでしたでした。。。。それからそれからそれからそれから

シドニーシドニーシドニーシドニー大学大学大学大学でででで日本語日本語日本語日本語やややや日本文学日本文学日本文学日本文学、、、、歴史歴史歴史歴史についてについてについてについて学学学学びびびび、、、、３３３３年後年後年後年後、、、、再再再再びびびび神戸神戸神戸神戸にににに戻戻戻戻りましりましりましりまし

たたたた。。。。このこのこのこの後後後後ののののディスカッションディスカッションディスカッションディスカッションにににに特特特特別別別別ゲストスピーカーゲストスピーカーゲストスピーカーゲストスピーカーとしてごとしてごとしてごとしてご参加参加参加参加されるされるされるされる松井先生松井先生松井先生松井先生

はははは、、、、私私私私ののののシドニーシドニーシドニーシドニー大学時代大学時代大学時代大学時代のののの恩師恩師恩師恩師ですですですです。。。。こうしたこうしたこうしたこうした若若若若いいいい頃頃頃頃のののの経験経験経験経験はははは、、、、私私私私のののの人生人生人生人生ととととキャリキャリキャリキャリ

アアアアのののの両方両方両方両方にににに計計計計りりりり知知知知れないれないれないれない影響影響影響影響をををを与与与与ええええ、、、、現在現在現在現在のののの私私私私のののの礎礎礎礎となっているといってもとなっているといってもとなっているといってもとなっているといっても過言過言過言過言ではではではでは

ありませんありませんありませんありません。。。。私私私私はこのようなはこのようなはこのようなはこのような自身自身自身自身のののの経験経験経験経験からもからもからもからも、、、、多多多多くのくのくのくのオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア人人人人にににに同同同同じようじようじようじよう

なななな機会機会機会機会をををを持持持持ってってってって欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと切切切切にににに願願願願っていますっていますっていますっています。。。。わがわがわがわが国国国国がががが地域地域地域地域にににに統合統合統合統合することですることですることですることで、、、、経済経済経済経済やややや

他他他他のののの分野分野分野分野でよりでよりでよりでより多多多多くをくをくをくを得得得得るということもるということもるということもるということも勿論重要勿論重要勿論重要勿論重要なことですがなことですがなことですがなことですが、、、、このこのこのこの留学留学留学留学、、、、アジアアジアアジアアジア体体体体

験験験験のののの強化強化強化強化というというというという点点点点だけでもだけでもだけでもだけでも、、、、私私私私はははは白書白書白書白書のののの目指目指目指目指すすすす方向方向方向方向にににに強強強強くくくく賛同賛同賛同賛同していますしていますしていますしています。。。。    

    

白書白書白書白書はははは、、、、高高高高いいいい理念理念理念理念をををを目指目指目指目指していますしていますしていますしています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのためにそのためにそのためにそのために社会全体社会全体社会全体社会全体をををを網羅網羅網羅網羅したしたしたした、、、、野心野心野心野心

的的的的なななな目標目標目標目標をををを打打打打ちちちち出出出出していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの理念理念理念理念をををを実現実現実現実現させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには政府政府政府政府だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、企業企業企業企業

やややや大学大学大学大学、、、、文化機関文化機関文化機関文化機関、、、、学校学校学校学校、、、、組合組合組合組合、、、、地域団体地域団体地域団体地域団体といったといったといったといった様様様様々々々々なななな組織組織組織組織によるによるによるによる努力努力努力努力がががが欠欠欠欠かせまかせまかせまかせま

せんせんせんせん。。。。このこのこのこの試試試試みがみがみがみが成功成功成功成功すればすればすればすれば、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアはははは今以上今以上今以上今以上ににににアジアアジアアジアアジアのののの一員一員一員一員となることでとなることでとなることでとなることで

しょうしょうしょうしょう。。。。日豪日豪日豪日豪のののの友好関係友好関係友好関係友好関係もももも今以上今以上今以上今以上にににに強化強化強化強化されていくことでしょうされていくことでしょうされていくことでしょうされていくことでしょう。。。。    

さてさてさてさて、、、、今今今今までおまでおまでおまでお話話話話させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた、、、、白書白書白書白書のののの提言提言提言提言するするするする高高高高いいいい理念理念理念理念やややや、、、、そのそのそのその政策政策政策政策がががが、、、、このこのこのこの

後後後後ののののパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションののののテーマテーマテーマテーマであるであるであるである、、、、現代現代現代現代またはまたはまたはまたは次世代次世代次世代次世代のののの日本日本日本日本のののの若者若者若者若者をををを考考考考ええええ

るときるときるときるとき、、、、どどどどうううう結結結結びつくのかびつくのかびつくのかびつくのか、、、、最後最後最後最後にににに触触触触れておきたいとれておきたいとれておきたいとれておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀」」」」はははは何何何何ももももオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアだけのだけのだけのだけの課題課題課題課題ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。アジアアジアアジアアジア太平洋地太平洋地太平洋地太平洋地

域域域域のののの国国国国々、々、々、々、ひいてはひいてはひいてはひいては世界全体世界全体世界全体世界全体のののの課題課題課題課題ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、わがわがわがわが国同様国同様国同様国同様、、、、またそれまたそれまたそれまたそれ以上以上以上以上にににに日本日本日本日本

にににに様様様様々々々々なななな変化変化変化変化とととと機会機会機会機会をををを与与与与えますえますえますえます。。。。新新新新しいしいしいしい「「「「アジアアジアアジアアジアのののの世紀世紀世紀世紀」」」」のののの幕開幕開幕開幕開けをけをけをけを迎迎迎迎えるにあたりえるにあたりえるにあたりえるにあたり、、、、

経済大国経済大国経済大国経済大国であるであるであるである日本日本日本日本はははは、、、、アジアアジアアジアアジアののののリーダーリーダーリーダーリーダーとしてとしてとしてとして、、、、このこのこのこの変化変化変化変化をををを真摯真摯真摯真摯にににに受受受受けけけけ止止止止めめめめ、、、、機会機会機会機会

をををを掴掴掴掴んでいくんでいくんでいくんでいく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその中核中核中核中核をををを担担担担っていくのがっていくのがっていくのがっていくのが若若若若いいいい世代世代世代世代、、、、次世代次世代次世代次世代のののの方方方方々々々々でででで
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すすすす。。。。わがわがわがわが国国国国のののの友人友人友人友人であるであるであるである日本日本日本日本がががが、、、、今以上今以上今以上今以上にににに世界世界世界世界にににに開開開開かれたかれたかれたかれた姿勢姿勢姿勢姿勢をををを保保保保ちちちち、、、、これからのこれからのこれからのこれからの世世世世

代代代代ののののグローバルグローバルグローバルグローバルなななな人材人材人材人材としてとしてとしてとして育成育成育成育成できるかどうかにできるかどうかにできるかどうかにできるかどうかに、、、、日本日本日本日本のののの未来未来未来未来はははは左右左右左右左右されていくでされていくでされていくでされていくで

しょうしょうしょうしょう。。。。    

昨今昨今昨今昨今、、、、日本日本日本日本のののの自治体自治体自治体自治体、、、、教育機関教育機関教育機関教育機関、、、、企業企業企業企業はははは「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル人材人材人材人材」」」」育成育成育成育成のためのためのためのため、、、、様様様様々々々々なななな取取取取

りりりり組組組組みをみをみをみを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの後後後後ののののディスカッションディスカッションディスカッションディスカッションのののの中中中中でもでもでもでも、、、、様様様様々々々々なななな見解見解見解見解がががが話話話話されされされされ

るとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、「、「、「、「内向内向内向内向きききき志向志向志向志向」」」」とよくとよくとよくとよく表現表現表現表現されるされるされるされる、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代をををを抱抱抱抱えるえるえるえる日本社会日本社会日本社会日本社会はははは、、、、新新新新

しいしいしいしい局面局面局面局面をををを迎迎迎迎えているのかもえているのかもえているのかもえているのかも知知知知れませんれませんれませんれません。。。。    

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの集計集計集計集計によるとによるとによるとによると、、、、海外留学生海外留学生海外留学生海外留学生はははは２００４２００４２００４２００４年年年年のののの８８８８万万万万２２２２，，，，９４５９４５９４５９４５人人人人ををををピークピークピークピーク

にににに減減減減りりりり続続続続けけけけ、、、、現在現在現在現在はそのはそのはそのはその７７７７割割割割にににに落落落落ちちちち込込込込みみみみ、、、、６６６６万人万人万人万人をきっているようですをきっているようですをきっているようですをきっているようです。。。。オーストラオーストラオーストラオーストラ

リアリアリアリアにににに特化特化特化特化してしてしてして申申申申しししし上上上上げるとげるとげるとげると、、、、日本人留学生日本人留学生日本人留学生日本人留学生のののの数数数数ははははピークピークピークピークからからからから平均平均平均平均でででで毎年毎年毎年毎年１０１０１０１０％％％％減少減少減少減少

しししし、、、、２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年にににに学生学生学生学生ビザビザビザビザでででで大学機関大学機関大学機関大学機関にににに正規留学正規留学正規留学正規留学しているしているしているしている日本人学生日本人学生日本人学生日本人学生はははは１１１１万万万万１１１１，，，，０３０３０３０３

１１１１人人人人（（（（このこのこのこの統計統計統計統計ははははワーキングホリディワーキングホリディワーキングホリディワーキングホリディなどでなどでなどでなどで英語習得英語習得英語習得英語習得のためののためののためののための留学者留学者留学者留学者１１１１万万万万５５５５，，，，２２６２２６２２６２２６

人人人人はははは含含含含まないまないまないまない））））となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

外外外外のののの世界世界世界世界にににに興味興味興味興味をををを持持持持てないてないてないてない若者若者若者若者がががが増加増加増加増加しているといわれるしているといわれるしているといわれるしているといわれる一方一方一方一方でででで、、、、日本企業日本企業日本企業日本企業グログログログロ----バルバルバルバル

人材人材人材人材のののの需要需要需要需要はははは増大増大増大増大していますしていますしていますしています。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、私私私私はこのはこのはこのはこの減少減少減少減少にににに危惧危惧危惧危惧をををを覚覚覚覚えるとえるとえるとえると同時同時同時同時にににに、、、、

若若若若いいいい世代世代世代世代のののの可能性可能性可能性可能性をををを信信信信じたいとじたいとじたいとじたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

このこのこのこの後後後後ののののパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションのののの場場場場でででで、、、、様様様様々々々々なななな意見交換意見交換意見交換意見交換がががが行行行行なわれるとなわれるとなわれるとなわれると思思思思いますいますいますいます

のでのでのでので、、、、またまたまたまた後後後後ほどほどほどほど、、、、更更更更におにおにおにお話話話話させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと存存存存じますじますじますじます。。。。ごごごご静聴静聴静聴静聴ありがとうござありがとうござありがとうござありがとうござ

いましたいましたいましたいました。。。。    

    

    

プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        

    

ブルースブルースブルースブルース・・・・ミラーミラーミラーミラー    

    

駐日駐日駐日駐日オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア大使大使大使大使    

2011 2011 2011 2011 年年年年8 8 8 8 月月月月16 16 16 16 日東京日東京日東京日東京にににに着任着任着任着任しししし、、、、同年同年同年同年10 10 10 10 月月月月6 6 6 6 日日日日にににに信任状信任状信任状信任状をををを奉呈奉呈奉呈奉呈してしてしてして正式正式正式正式にににに駐日駐日駐日駐日オースオースオースオース

トラリアトラリアトラリアトラリア大使大使大使大使にににに就任就任就任就任したしたしたした。。。。    

同氏同氏同氏同氏はそれまではそれまではそれまではそれまで国際政治経済国際政治経済国際政治経済国際政治経済、、、、及及及及びびびび安全保障安全保障安全保障安全保障におけるにおけるにおけるにおける首相直属首相直属首相直属首相直属のののの情報評価機関情報評価機関情報評価機関情報評価機関であるであるであるである

内閣調査庁内閣調査庁内閣調査庁内閣調査庁（（（（ONAONAONAONA））））にににに副長官副長官副長官副長官としてとしてとしてとして奉職奉職奉職奉職していたがしていたがしていたがしていたが、、、、政府内政府内政府内政府内でのでのでのでの経歴経歴経歴経歴のののの大半大半大半大半はははは外務貿易外務貿易外務貿易外務貿易

省省省省（（（（DFATDFATDFATDFAT））））においてのものであるにおいてのものであるにおいてのものであるにおいてのものである。。。。対東対東対東対東アジアアジアアジアアジア関係関係関係関係のののの課題課題課題課題やややや地域安全保障問題地域安全保障問題地域安全保障問題地域安全保障問題ののののみなみなみなみな

らずらずらずらず、、、、世界規模世界規模世界規模世界規模のののの枠組枠組枠組枠組みといったみといったみといったみといった外交政策外交政策外交政策外交政策にににに豊豊豊豊かなかなかなかな経験経験経験経験とととと見識見識見識見識をををを持持持持つつつつ。。。。特特特特にににに日本日本日本日本のののの事事事事

情情情情にはにはにはには詳詳詳詳しいしいしいしい。。。。    

1986 1986 1986 1986 年年年年にににに外務貿易省外務貿易省外務貿易省外務貿易省にににに入省後入省後入省後入省後、、、、在日在日在日在日オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア大使館政務担当公使大使館政務担当公使大使館政務担当公使大使館政務担当公使（（（（2004200420042004－－－－08080808）、）、）、）、

北東北東北東北東アジアアジアアジアアジア部部長部部長部部長部部長（（（（2003200320032003－－－－04040404）、）、）、）、戦略政策部部長戦略政策部部長戦略政策部部長戦略政策部部長（（（（2001200120012001－－－－02020202）、）、）、）、アジアアジアアジアアジア太平洋安全保太平洋安全保太平洋安全保太平洋安全保

障課課長障課課長障課課長障課課長（（（（1999199919991999－－－－2000200020002000）、）、）、）、首相内閣省防衛情報部首相内閣省防衛情報部首相内閣省防衛情報部首相内閣省防衛情報部、、、、シニアアドバイザーシニアアドバイザーシニアアドバイザーシニアアドバイザー（（（（1997199719971997－－－－98989898）、）、）、）、

在日在日在日在日オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア大使館一等書記官大使館一等書記官大使館一等書記官大使館一等書記官（（（（後後後後にににに参事官参事官参事官参事官へへへへ昇進昇進昇進昇進）（）（）（）（1992199219921992－－－－96969696）、）、）、）、海洋法政海洋法政海洋法政海洋法政

策課課長代理策課課長代理策課課長代理策課課長代理（（（（1992199219921992）、）、）、）、法務部法務部法務部法務部エグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブ・・・・オフィサーオフィサーオフィサーオフィサー（（（（1919191989898989－－－－92929292）、）、）、）、在在在在テヘラテヘラテヘラテヘラ

ンンンン・・・・オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア大使館三等書記官大使館三等書記官大使館三等書記官大使館三等書記官（（（（1987198719871987－－－－89898989））））等等等等のののの役職役職役職役職にににに就就就就いてきたいてきたいてきたいてきた。。。。    

シドニーシドニーシドニーシドニー出身出身出身出身。。。。シドニーシドニーシドニーシドニー大学卒業大学卒業大学卒業大学卒業（（（（人文学士人文学士人文学士人文学士････日本語学日本文学歴史日本語学日本文学歴史日本語学日本文学歴史日本語学日本文学歴史とととと法学士取得法学士取得法学士取得法学士取得）。）。）。）。    

日本語日本語日本語日本語をををを話話話話すすすす。。。。趣味趣味趣味趣味はははは芸術芸術芸術芸術やややや文学文学文学文学、、、、ハイキングハイキングハイキングハイキング。。。。    

1982198219821982 年年年年、、、、関西学院大学留学時関西学院大学留学時関西学院大学留学時関西学院大学留学時にはにはにはには「「「「太田家太田家太田家太田家」」」」にににに 5555 ヶヶヶヶ月間月間月間月間ホームステイホームステイホームステイホームステイ。。。。    
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▼▼▼▼パネラーパネラーパネラーパネラー・・・・プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

    

    
左左左左からからからから太田会長太田会長太田会長太田会長、、、、和田氏和田氏和田氏和田氏、、、、青木氏青木氏青木氏青木氏、、、、鳴神氏鳴神氏鳴神氏鳴神氏                            

太田敏一太田敏一太田敏一太田敏一    

1959195919591959年生年生年生年生まれまれまれまれ。。。。    名古屋出身名古屋出身名古屋出身名古屋出身    

関西学院大学経済学部在学中関西学院大学経済学部在学中関西学院大学経済学部在学中関西学院大学経済学部在学中にににに神戸日豪協会入会神戸日豪協会入会神戸日豪協会入会神戸日豪協会入会、、、、豪州留学生豪州留学生豪州留学生豪州留学生ののののホストファミリーホストファミリーホストファミリーホストファミリーをををを

3333年間引年間引年間引年間引きききき受受受受けけけけるるるる（（（（そのそのそのその中中中中ににににミラーミラーミラーミラー大使大使大使大使もももも！）。！）。！）。！）。    

ブリズベンプロジェクトブリズベンプロジェクトブリズベンプロジェクトブリズベンプロジェクト・・・・メンバーメンバーメンバーメンバーとしてとしてとしてとしてカウラカウラカウラカウラをををを表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問。。。。    

1983198319831983----85858585 年年年年    豪州豪州豪州豪州ジーロングジーロングジーロングジーロング・・・・グラマーグラマーグラマーグラマー・・・・スクールスクールスクールスクール、、、、ティンバートップティンバートップティンバートップティンバートップ校校校校にてにてにてにて日本語日本語日本語日本語

教師教師教師教師、、、、野外教育全般野外教育全般野外教育全般野外教育全般にににに関関関関わるわるわるわる。。。。    

1986198619861986----90909090年年年年        国連英検教材開発国連英検教材開発国連英検教材開発国連英検教材開発、、、、及及及及びびびび甲南学園海外教育事業甲南学園海外教育事業甲南学園海外教育事業甲南学園海外教育事業にににに携携携携わったわったわったわった後後後後、、、、NZNZNZNZ初初初初のののの全全全全

寮制私立大学寮制私立大学寮制私立大学寮制私立大学インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル・・・・パシフィックパシフィックパシフィックパシフィック・・・・カレッジカレッジカレッジカレッジ立立立立ちちちち上上上上げげげげスススス

タッフタッフタッフタッフをををを経験経験経験経験、、、、父急逝父急逝父急逝父急逝のためのためのためのため家業家業家業家業のののの太田運送株式会社太田運送株式会社太田運送株式会社太田運送株式会社をををを継承継承継承継承    

1999199919991999 年年年年                    大阪西南大阪西南大阪西南大阪西南ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ入会入会入会入会、、、、主主主主にににに国際社会奉仕活動国際社会奉仕活動国際社会奉仕活動国際社会奉仕活動、、、、青少年交換青少年交換青少年交換青少年交換ププププ

ログラムログラムログラムログラムにににに関関関関わりわりわりわり、、、、今今今今日日日日にににに至至至至るるるる。。。。    

2011201120112011年年年年                        神戸日豪協会会長就任神戸日豪協会会長就任神戸日豪協会会長就任神戸日豪協会会長就任    

    

    

青木洋一青木洋一青木洋一青木洋一    

1951195119511951年生年生年生年生まれまれまれまれ。。。。    大阪出身大阪出身大阪出身大阪出身    

1975197519751975----78787878年年年年        大学卒業後大学卒業後大学卒業後大学卒業後、、、、((((株株株株))))大丸大丸大丸大丸にににに勤務勤務勤務勤務    

1978197819781978年年年年                南山大学外国語学部南山大学外国語学部南山大学外国語学部南山大学外国語学部イスパニアイスパニアイスパニアイスパニア語学科語学科語学科語学科にににに入学入学入学入学    

1981198119811981年年年年            神戸市教育委員会勤務神戸市教育委員会勤務神戸市教育委員会勤務神戸市教育委員会勤務    

1986198619861986----87878787年年年年        交換教師交換教師交換教師交換教師としてとしてとしてとして米国米国米国米国シアトルシアトルシアトルシアトル市市市市のののの公立中学公立中学公立中学公立中学・・・・高校高校高校高校にににに勤務勤務勤務勤務    

1992199219921992年年年年                        神戸市立葺合高校勤務神戸市立葺合高校勤務神戸市立葺合高校勤務神戸市立葺合高校勤務    

                            国際交流担当国際交流担当国際交流担当国際交流担当としてとしてとしてとして日本日本日本日本からからからから海外海外海外海外へへへへ行行行行くくくく生徒生徒生徒生徒やややや、、、、来日来日来日来日するするするする留学生留学生留学生留学生のののの世話世話世話世話

をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。    



和田直子和田直子和田直子和田直子    

1974197419741974 年生年生年生年生まれまれまれまれ。。。。    広島出身広島出身広島出身広島出身。。。。中中中中学卒業後学卒業後学卒業後学卒業後からからからから米国米国米国米国へへへへ 7777 年半単身年半単身年半単身年半単身でででで高校高校高校高校・・・・大学留学大学留学大学留学大学留学。。。。

帰国後帰国後帰国後帰国後、、、、国内重機国内重機国内重機国内重機メーカーメーカーメーカーメーカーやややや外資系製薬会社外資系製薬会社外資系製薬会社外資系製薬会社のののの通訳通訳通訳通訳・・・・翻訳翻訳翻訳翻訳をををを経験後経験後経験後経験後、、、、ニュージーランニュージーランニュージーランニュージーラン

ドドドドのののの大学大学大学大学にににに再留学再留学再留学再留学しししし、、、、卒業後卒業後卒業後卒業後にににに現地現地現地現地コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティング会社会社会社会社でででで日本日本日本日本からのからのからのからの進出企業進出企業進出企業進出企業などなどなどなど

ののののサポートサポートサポートサポート業務業務業務業務にににに従事従事従事従事。。。。そのそのそのその後後後後、、、、フランスフランスフランスフランス・・・・パリパリパリパリでででで契約契約契約契約コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタントとしてとしてとしてとして、、、、アジアアジアアジアアジア

とととと欧州及欧州及欧州及欧州及びびびびアフリカアフリカアフリカアフリカのののの政府関係機関政府関係機関政府関係機関政府関係機関やややや企業企業企業企業のののの戦略戦略戦略戦略プランニングプランニングプランニングプランニング・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング業務業務業務業務

をををを担当担当担当担当。。。。2003200320032003 年年年年 8888 月月月月にににに起業起業起業起業しししし、、、、海外海外海外海外ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを活用活用活用活用したしたしたしたグローバルマーケティグローバルマーケティグローバルマーケティグローバルマーケティ

ングングングング業務業務業務業務にににに現在現在現在現在もももも取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省のののの JAPANJAPANJAPANJAPANブランドブランドブランドブランド育成支援事業育成支援事業育成支援事業育成支援事業やややや地地地地

域資域資域資域資源事業源事業源事業源事業においてにおいてにおいてにおいて日本日本日本日本のののの文化文化文化文化やややや伝統工芸品伝統工芸品伝統工芸品伝統工芸品などのなどのなどのなどの海外海外海外海外プロモーションプロモーションプロモーションプロモーションやややや市場調査市場調査市場調査市場調査・・・・

販路開拓支援販路開拓支援販路開拓支援販路開拓支援をををを海外海外海外海外プロデューサープロデューサープロデューサープロデューサーとしてもとしてもとしてもとしても従事従事従事従事したしたしたした経歴経歴経歴経歴をををを持持持持つつつつ。。。。IB ProjectsIB ProjectsIB ProjectsIB Projects代表代表代表代表。。。。    

    

鳴神沙紀鳴神沙紀鳴神沙紀鳴神沙紀    

1985198519851985年生年生年生年生まれまれまれまれ。。。。    奈良出身奈良出身奈良出身奈良出身    

2004200420042004年年年年        関西外国語大学英米語学科入学関西外国語大学英米語学科入学関西外国語大学英米語学科入学関西外国語大学英米語学科入学    

2007200720072007年年年年        クイーンズランドクイーンズランドクイーンズランドクイーンズランド工科大学短期留学工科大学短期留学工科大学短期留学工科大学短期留学(1(1(1(1ヶヶヶヶ月月月月))))    

2008200820082008年年年年        大学卒業後大学卒業後大学卒業後大学卒業後、、、、藤井寺市立道明寺中学校英語科勤務藤井寺市立道明寺中学校英語科勤務藤井寺市立道明寺中学校英語科勤務藤井寺市立道明寺中学校英語科勤務    

2009200920092009年年年年        奈良県立下市中学校英語科勤務奈良県立下市中学校英語科勤務奈良県立下市中学校英語科勤務奈良県立下市中学校英語科勤務    

2010201020102010年年年年        香芝市真美香芝市真美香芝市真美香芝市真美ヶヶヶヶ丘東小学校丘東小学校丘東小学校丘東小学校・・・・旭旭旭旭ヶヶヶヶ丘小学校丘小学校丘小学校丘小学校にてにてにてにて ALTALTALTALTとしてとしてとしてとして勤務勤務勤務勤務    

2011201120112011年年年年        豪州豪州豪州豪州バララットバララットバララットバララット＆＆＆＆クラレンドンクラレンドンクラレンドンクラレンドン・・・・カレッジカレッジカレッジカレッジにてにてにてにて日本語補助教員日本語補助教員日本語補助教員日本語補助教員としてとしてとしてとして勤務勤務勤務勤務    

2012201220122012年年年年        神戸市立葺合高等学校英語科勤務神戸市立葺合高等学校英語科勤務神戸市立葺合高等学校英語科勤務神戸市立葺合高等学校英語科勤務    

    
▼▼▼▼特別特別特別特別ゲストスピーカーゲストスピーカーゲストスピーカーゲストスピーカー    
 

松井朔子松井朔子松井朔子松井朔子    

1932193219321932年生年生年生年生まれまれまれまれ。。。。    大阪大阪大阪大阪出身出身出身出身    

シドニーシドニーシドニーシドニー大学大学大学大学    日本研究科日本研究科日本研究科日本研究科    名誉准教授名誉准教授名誉准教授名誉准教授・・・・文学博士文学博士文学博士文学博士    

1961196119611961年年年年    第二次大戦後第二次大戦後第二次大戦後第二次大戦後、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアのののの大学大学大学大学でででで専任講師専任講師専任講師専任講師としてとしてとしてとして正規正規正規正規ののののコースコースコースコースのののの日本日本日本日本

語語語語をををを教教教教えたえたえたえた最初最初最初最初のののの日本人日本人日本人日本人。。。。    

当協会発起人古澤峯子氏当協会発起人古澤峯子氏当協会発起人古澤峯子氏当協会発起人古澤峯子氏がががが 1965196519651965 年年年年ににににオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアでででで開開開開かれたかれたかれたかれた大学婦人協会世界大大学婦人協会世界大大学婦人協会世界大大学婦人協会世界大

会会会会にににに出席出席出席出席するためするためするためするため初初初初めてめてめてめて訪豪訪豪訪豪訪豪されたされたされたされた際際際際にににに知己知己知己知己をををを得得得得てててて以来以来以来以来、、、、古澤古澤古澤古澤先生先生先生先生ののののクイーンズランクイーンズランクイーンズランクイーンズラン

ドドドド大学大学大学大学でででで最初最初最初最初のののの日本人日本語教師日本人日本語教師日本人日本語教師日本人日本語教師としてのとしてのとしてのとしてのおおおお仕事仕事仕事仕事やごやごやごやご帰国後設立帰国後設立帰国後設立帰国後設立されたされたされたされた神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会

のののの発展発展発展発展とととと精力的精力的精力的精力的なごなごなごなご活躍活躍活躍活躍にににに見見見見られるられるられるられる先生先生先生先生のののの熱狂的熱狂的熱狂的熱狂的ななななオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアびいきびいきびいきびいきにににに感銘感銘感銘感銘をををを受受受受

けけけけ、、、、研究休暇研究休暇研究休暇研究休暇などでなどでなどでなどで滞日中滞日中滞日中滞日中はははは黎明期黎明期黎明期黎明期のののの日豪協会諸活動日豪協会諸活動日豪協会諸活動日豪協会諸活動にににに貢献貢献貢献貢献。。。。滞日中滞日中滞日中滞日中はまたはまたはまたはまた関西学院関西学院関西学院関西学院

大学大学大学大学、、、、甲南大学甲南大学甲南大学甲南大学にてにてにてにて留学生留学生留学生留学生のためののためののためののための現代日本文学現代日本文学現代日本文学現代日本文学コースコースコースコースなどをなどをなどをなどを担当担当担当担当。。。。    

ミラーミラーミラーミラー大使大使大使大使のののの大学時代大学時代大学時代大学時代のののの恩師恩師恩師恩師。。。。    

しばらくしばらくしばらくしばらく前前前前にににに日本政府日本政府日本政府日本政府のののの「「「「世界世界世界世界でででで活躍活躍活躍活躍しししし『『『『日本日本日本日本』』』』をををを発信発信発信発信するするするする日本人日本人日本人日本人プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」とととと

いうものでいうものでいうものでいうもので、「『、「『、「『、「『国境国境国境国境をををを越越越越えたえたえたえた情熱情熱情熱情熱』』』』にににに基基基基づきづきづきづき、、、、日本日本日本日本のののの強強強強みみみみ、、、、魅力魅力魅力魅力、、、、日本的日本的日本的日本的なななな価値価値価値価値のののの

対外的対外的対外的対外的なななな発信発信発信発信をををを通通通通じてじてじてじて『『『『日本日本日本日本』』』』のののの発信発信発信発信にににに貢献貢献貢献貢献したしたしたした」」」」とととと認認認認められめられめられめられ、、、、国家戦略担当大臣古国家戦略担当大臣古国家戦略担当大臣古国家戦略担当大臣古
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下下下下がってきているがってきているがってきているがってきている中中中中、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府がががが「「「「日本再生戦略日本再生戦略日本再生戦略日本再生戦略」」」」によってによってによってによって「「「「世界世界世界世界におけるにおけるにおけるにおける日本日本日本日本ののののププププ

レゼンスレゼンスレゼンスレゼンスのののの強化強化強化強化」」」」をををを果果果果たすたすたすたす目的目的目的目的でででで行行行行われているわれているわれているわれているプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトでででで、、、、各外国各外国各外国各外国プレスプレスプレスプレスにににに候補候補候補候補

者者者者のののの選定選定選定選定をををを依頼依頼依頼依頼しししし、、、、学術学術学術学術、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ、、、、芸能芸能芸能芸能、、、、文化文化文化文化、、、、NGONGONGONGO 活動活動活動活動などのなどのなどのなどの分野分野分野分野からからからから 63636363名名名名のののの候候候候

補者補者補者補者がががが選選選選ばれたものばれたものばれたものばれたもの。。。。そのそのそのその貢献貢献貢献貢献にににに対対対対するするするする謝意謝意謝意謝意、、、、かつかつかつかつ今後今後今後今後のののの活躍活躍活躍活躍をををを期待期待期待期待するというするというするというするという主旨主旨主旨主旨

ののののサンクスレサンクスレサンクスレサンクスレターターターターがががが送送送送られるものでられるものでられるものでられるもので、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアからはからはからはからは松井氏以外松井氏以外松井氏以外松井氏以外ににににファッショファッショファッショファッショ    

ンデザイナーンデザイナーンデザイナーンデザイナーのののの五十川明氏五十川明氏五十川明氏五十川明氏、、、、家具家具家具家具ののののデザイナーデザイナーデザイナーデザイナーのののの上野上野上野上野二九年氏二九年氏二九年氏二九年氏がががが選選選選ばれているばれているばれているばれている。。。。        

（（（（敬称略敬称略敬称略敬称略））））



パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション    

「「「「虎穴虎穴虎穴虎穴にににに入入入入らずんばらずんばらずんばらずんば虎子虎子虎子虎子をををを得得得得ずずずず」」」」        

～～～～Nothing Ventured, Nothing GainedNothing Ventured, Nothing GainedNothing Ventured, Nothing GainedNothing Ventured, Nothing Gained～～～～    

 

――――    司会司会司会司会・・・・太田太田太田太田    最近の学生が海外留学に後ろ向き、若手社員が海外赴任を断

るなど、世間でも取り沙汰されていますが、本日のテーマ「虎穴に入らずんば虎子を

得ず～Nothing Ventured,Nothing Gained」は私のように 10代 20 代の子供を抱えた親

としても、非常に苦しい問題であります。私が所属しているロータリークラブでも奨

学金を獲得しているのは、ほとんど他のアジアの国の学生であるという現象を目の当

たりにしておりますし、他国の学生の方が日本の学生より優秀だと色々なところで耳

に致します。今日はその問題について、教育現場や国際社会でご活躍中の皆様をお迎

えしてパネルディスカッションを行ないます。ではお一人ずつ自己紹介・海外体験を

聞かせてください。 

 

―――― 鳴神鳴神鳴神鳴神    みなさん、こんばんは。鳴神沙紀と申します、今日はよろしくお願

い致します。私の海外経験は、大学在学中に一ヶ月間オーストラリアに語学研修とし

て行きました。大学生時代は水泳に時間を注ぎ、卒業後は特に海外に行くということ

もなく、そのまま就職しました。実際の教育現場で二年ほど勤務する中でやはり海外

に行きたいなという思いが強くなり、神戸日豪協会にご縁もあってオーストラリアに

絶対行きたいという決意を固めました。仕事を辞め、昨年一年間、オーストラリアへ

日本語補助教員として行ってきて、そして今に至ります。私は外国語大学出身なので

海外に興味を持った友人が非常に多いですが、一度海外に出た友人たちは皆、フット

ワークが軽く、日本で就職しても「やっぱりもう一回海外へ行きたい」と職を変えて

でも海外に行ったりしています。一方で、実際に外国語大学という環境を経ても日本

企業に就職し、一度も海外に出ない人もいます。現状としてはやはり後者の方が多い

と思いますが、私と本当に仲のいい友人は海外に出る人が多い傾向があります。 

 

―――― 太田太田太田太田    その海外に行く目的は、語学留学やMBA留学、ボランティアなど、

どのような形が多いですか。 

 

―――― 鳴神鳴神鳴神鳴神    大学在学中は大学のプログラムで留学する人が多いのですが、卒業

後はやはり就職ですね。海外でのインターンシップを使って一年間働いてみて、そこ

で認められたらもう一年二年と契約を延ばしてもらうワーキングスタイルであったり、

あとはボランティアでフランスの城を修復しに行った友人もおりました。 

 

―――― 太田太田太田太田    ありがとうございます。それでは青木先生、お願いいたします。 

 

―――― 青木青木青木青木    みなさん、こんばんは。青木洋一と申します。現在は神戸市立葺合

高校で英語を教えております。私と外国語ですが、私は子供のころから外国人が好き

で、外国人を見かけたら、あとをついていくような人間で、高校生の時は土日休みに

は大阪城や京都に行って外国人を案内することを楽しんでおりました。その当時は留
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学するという選択肢が一般的でなかったので、何とか英語を喋れるようになりたいと

いう思いでそれを続けていました。大学に入ってからはお金を貯めて、3ヶ月間ヨーロ

ッパでバックパッカーをしたのが海外との初めての出会いです。そのあと大丸百貨店

に就職したので、通訳の仕事はしていましたが、ほとんど外国語とは関係ない仕事を 3

年間続けていました。教員になりたいという夢を持っていましたので、その後、南山

大学外国語学部に再入学し、卒業後に教員になりました。一番私に影響を与えたのは、

26年前に一年間に神戸市の交換教師としてアメリカの高校で働けたことです。当時の

日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われ、日本人留学生もたくさん来てい

ました。その中には問題を抱えている子もたくさんおりましたので、相談相手になっ

てくれと高校から言われ、生活面の指導もしました。それが私にとって大きな影響を

与えた経験で、日本に帰ってきてからは葺合高校に勤務することになって、留学生の

送り出し・迎えの両方をしていました。 

 

―――― 太田太田太田太田    青木先生ありがとうございました。今、留学生の気質・心構えとい

うか、外国に行くということの捉え方は変化しているのでしょうか？ 

 

――――    青木青木青木青木    そうですね、20年前から留学生の担当をしていますが、当時の日本

は好景気だったので結構余裕のある家庭が多く、非常に優秀な生徒が海外へ行く機会

を得ていました。帰国後は日本と海外の文化・精神を共有できており、双方の良い所・

悪いところを見て今までとは違ったものの見方ができる生徒がおりました。しかし最

近は経済的な事情もあり、留学生の数は随分減ってしまいました。 

もう一点、数年前から学校の中で馴染めなくて海外へ逃げていく子も現れるように

なりました。そういう子は 3 ヶ月程で帰ってくることが多いです。葺合高校と姉妹提

携しているオーストラリアの学校では最近日本語を勉強する生徒が少なくなっている

そうです。学校との関係から日本自体の地盤沈下を感じることがあります。現在は交

換留学の制度もなくなりさびしい思いがあります。 

 

―――― 太田太田太田太田 どうもありがとうございます。昨年私は当協会が補助教員を派遣し

ている学校を廻ったのですが、青木先生が言われたように、日本語科目を選択する学

校がどんどん減ってきています。当協会のような草の根ボランティア団体が 10人ほど

の日本語補助教員を送り出す一方で、北京では国費を使って何百人もの教員をオース

トラリアのエリート校に派遣しますので、どうしても日本語科目が選択されにくくな

っている状況があると痛感いたしました。鳴神さん、青木先生には学生の現状につい

てお聞きしました。和田さんは高校生の頃から海外へ行き来しておられるのですよね。 

 

――――    和田和田和田和田    皆さん、こんにちは、和田直子と申します。私は今 38歳なのですが、

23年前に中学を卒業してすぐアメリカに留学しました。アメリカに 7年、日本で 3年

間働いて、そのあとはニュージーランドに 3 年間留学しておりました。留学するきっ

かけは、中学生の頃に「オレゴンから愛」というテレビ番組を見てオレゴンに興味を

抱いたからです。またアメリカの有名大学の様子もテレビで見ることが出来たので、

その頃からアメリカの大学に行きたいという憧れがうまれ、まずは中学の夏休みの一

ヶ月間、オレゴンにホームステイして、その帰りにサンフランシスコやロサンゼルス

を観光したりしました。実際に向こうに行ってみたら、思っていたよりも自分に合う

環境だな、と感じたので、日本に戻ってから両親にアメリカへ行きたいと頼み、中学
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を出てすぐに留学しました。私は現在グローバルマーケティングの会社を経営してい

て、2003年に日本に戻ってきてからは、今まで行ったことのない国も対象にして色々

なマーケティングの活動をしていますが、やはり仕事でお会いする日本人の方々は、

私と同じように海外で留学されていた方が多いように感じます。その方たちも海外に

出て色々な活動をされているので、「ぜひ、自分の子供たちにも同じ体験をさせたい」

と思っておられるようですが、お子さん達に薦めても「わざわざ海外に出たくない」

と言われるというお話を聞き、心配しておりました。 

 

―――― 太田太田太田太田 和田さん、どうもありがとうございます。和田さんと初めてお会い

した当時は 25歳という若さでロータリークラブに入ってこられて、日本ではありえな

いことなので大変びっくり致しました。先ほど大使のお話では、日本から海外へ行く

留学生数のピークが 2004年で 8万人を超えていたのが 2009,2010年では 3割減って

いるということですが、社会人も同じような問題を抱えているようです。「海外に出た

くない・日本で就職したい」と考える大学生は、2001年は 29%だったのが 2010年は

49%と、この 9年間で 20%も上がっているというショッキングなデータがあります。

一方、日本と同じような出生率の韓国からの学生は、学費が年 5～10%上がっているに

もかかわらず、アメリカを筆頭にヨーロッパ、オーストラリアへの留学数は増えてお

り、中国からのアメリカへの留学は 2004年から比べると 100%増えています。そのよ

うな中で、良し悪しというわけではなく、日本は減る一方という、非常に驚くべき結

果を今回知りました。「海外で働きたくない」という人が 2人に 1人という現状につい

て、和田さんはどう思われますか？ 

 

―――― 和田和田和田和田 私の周りは国際的に活動しておられる方が多いので、そういう考え

を持った方はあまりいないのですが、ただ実際にいろんな方とお話しする中で、10代

20代の方たちは海外へ旅行に行くことに興味がないという人が多いです。私よりも上

の世代の方は仕事だけでなく色んなことにハングリー精神があったように感じるので

すが、今の若い人はそういったハングリーさを持って活動しなくても、別に問題なく

生きていける世代だと思うので、あえて全く文化が違う国に飛び込んでいくというの

はあまり考えたくないのかな、という気がします。 

 

―――― 太田太田太田太田 どうもありがとうございます。ここまで、3人のお話をお聞きになっ

て、ミラー大使いかかでしょうか。若者が内向きという感覚はおありですか？ 

 

―――― ミラーミラーミラーミラー大使大使大使大使    私は若い人との接触がないのであまりお答えできないかもわ

かりませんが、1つ 2つだけ申し上げたいことがあります。1983年から 2003年の 20

年間は留学生の数は上がっていったのですが、その後は下がっています。どうして減

ってきたのかについて話すよりも、どうして 20年間、増えていたのかについて議論し

たほうが良いのではないかと思います。20年間は毎年上がったわけですからその要因

を探れば解決策が見つかるかもしれません。私個人としては一番大きな原因は経済だ

と思います。不景気になってどうやって就職するのかと心配し、留学に対する好奇心

を持っていても、「留学は就職する際に評価されないから行かない方が良い」と頭の中

で結論付けて、結果行かないという若者が多いと思います。それと、これは言って良

いのかわかりませんが、電車に乗っている若い人たちを見ると、ちゃんと周りの人と

コミュニケーションを取っていないのではないかと思ってしまうのです。Twitterやメ
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ールだけで済ませてしまう子供が多いですが、日本国内ですらそのようにコミュニケ

ーションができなくなっている状況だからこそ、外国に外国語でコミュニケーション

をすることにより高い壁を感じて行きたくない人が多いのではないかと思います。も

う 1つ言えるのは、海外に関心を持たなくなったのかはわかりませんが、30年前と比

べると、最近の日本人は外国人を見かけてもびっくりしないですね。30 年前と比べ、

今は日本のどこにでも外国人がいるので、海外に行かずとも外国人に慣れきってしま

い、好奇心を抱かなくなっているのではないかと思います。私が若いときはどうして

もどうしても外国に行きたくて、行ったこともなければテレビで見ることもなかった

ので憧れが強かったのですが、今海外へ行きたくない人というのはそういった憧れが

少ないのではないかな、という印象を受けます。 

 

―――― 太田太田太田太田 どうもありがとうございます。「憧れ」という非常にＥmotionalな言

葉が出てまいりましたが、鳴神さん、学生の中ではどういう要因が強いと思いますか？ 

 

―――― 鳴神鳴神鳴神鳴神 そうですね、私は現在、高校で勤務させていただいていますが、実

際、大学入試というものが生徒の目の前にありますので、彼らはそこに向かって勉強

しているというのが大きいと思います。大学卒業後、就職の際には新卒という肩書き

が武器になるという日本社会の現状があるため、どうしても視野が目先のことになっ

てしまうのではないかという気が致します。もちろん受験を控えている彼らは安定を

求めているというか、チャレンジしないという風に感じますので、そういったところ

から海外に行く人が減っているのではないかと思います。 

 

―――― 太田太田太田太田 ありがとうございます。先ほど大使の方から、企業が新卒を面接す

る際にあまり国際コミュニケーション能力を重視していないのではないかという言葉

がありましたけれども、企業が学生に対し一番重視しているものはという 2010年の調

査で、「熱意・意欲・行動力」が 2位、「協調性」が 3位、「論理的思考」が 4位、以下

5位、6位と続き、「国際コミュニケーション能力」は 12位となっています。このよう

な状況について青木先生いかがでしょうか。 

 

―――― 青木青木青木青木 今のお話に出た「海外に行きたくない若者が多い」ってことですが、

ウチの生徒を見ると、世界各国ある中でやっぱり最近希望が減っているのは中国なん

ですね。テレビで最近の反日の報道、たとえば日本車がひっくり返されたりしている

のを目の当たりにすると、僕でもちょっと遠慮したいなと思ってしまいます。高校生

たちも、こないだ中国語学科を受けたのですが、去年は七十数名いたのが、今年は四

十数名しか受けませんでした。中国に行く可能性があることを考えると、自分が向こ

うで大変な目に遭うのではと心配してしまうようです。他に例えば、インドでも、ス

ズキ自動車が現地の労働者と問題になるなど、ネガティブな情報や人間関係の難しさ

が、テレビを通してどんどん入ってきますので、それを見て、若い人はコミュニケー

ションに自信をなくし、自分では無理だなあと思って諦めるのではないでしょうか。 

 

―――― 太田太田太田太田 どうもありがとうございます。ここで面白い数字があるのでご紹介

します。1992 年、今から 20 年前ですが、日本の 18 才人口は 205 万人でした。そし

て、現在はどれくらいだと思われますか？2010年の 18才人口は 122万人です。日本

には、留学する人数が減っているという事実と、子供の数自体が激減しているという
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事実も存在するのです。これを見ると留学数は３割減だが、子供の数が４割減ってい

るのだから、留学の比率は減少していないではないかというご意見もあるかと思いま

す。しかし、日本とほぼ同じか、少し低い出生率の韓国から 2010年にアメリカへ正規

留学している方の数は 7万 3000人で、日本からは 2万１000人という数字を見れば、

韓国と日本の人口差も考えると、非常に落ち込んでいると捉えられるのではないでし

ょうか。もちろん、オーストラリアも含め、アメリカ以外の国を留学先に選ぶ人も増

えてきているのでアメリカの数字だけに着眼するのも、いかがなものかと思いますが。

以上、学生の状況についてご紹介しました。では、現在の 20～30代の若い社会人つい

て、様々な外的要因、内的要因などいかがでしょうか？ 

 

―――― 和田和田和田和田 そうですね、私、昨日バンコクの出張から帰ってまいりましたが、

仕事でお会いしたタイの工業省の局長さんは、お嬢さんが北海道に留学されていると

おっしゃっていました。先ほど、ミラー大使からもあったように、日本に対する憧れ

というものが、タイの若い人たちにはあるようです。なので、経済的に豊かな方は日

本に留学したいと声を揃えて言われます。 

 

―――― 鳴神鳴神鳴神鳴神    私は実際にこの NPO 法人である神戸日豪協会を通じて実際に１年

間行ってきましたので、たくさんの若い人たちにオーストラリアに行って欲しいなあ

という気持ちを強く持っています。そこで、既存の活動を続けつつ、何か新しい活動

も始められたらいいなあと思います。私は教育現場で働いておりますので、何かそう

いったところで取り組みをいっしょに出来たらと考えます。海外でのリスクへの懸念

が先に立ち、憧れというものを抱けなくなってしまっていることが原因だと思うので、

今から育っていくこどもたちに海外で働くことへの憧れ、海外で学ぶことの憧れを育

てられたらなあと思いますし、それを日豪協会で実現できたらなあと願っています。

具体的なアイデアはなかなか出てこないのですが。 

    

――――――――――――――――    太田太田太田太田    先日、ECCの海外留学担当の方に話を伺ったのですが、もしかする

と、今からの 2年間は 2010年から反転して、海外渡航数が増える、それも留学ではな

く、インターンシップとしての海外体験が増えるのではないかとのことでした。私は

個人的に毎週のように大学生と会う機会があるのですが、インターンシップを海外で

経験したい、海外で就労体験がしたい、という学生に出会うこともあります。正確な

数字はわかりませんが、「英語を」学ぶのではなく「英語で」働ける自分を目指し、ア

ジアの学生に負けたくないと考える若者は増えているような気もします。手元にある

のは 2010年までの資料なので、ひょっとすると、2012年、2013年の若者は少し変化

してきているのかもしれません。周りの大人からは「何を考えているかわからない、

常に受身に見える」などと揶揄される若い世代ですが、外からはそう見えても、中で

はやる気に火がついているのではと、思ったりもします。留学の数字には含まれませ

んが、彼らの中には短期間でも長期間でもとにかく海外に行き、現地でボランティア

をしている人もいます。 

 

―――― 青木青木青木青木 いちばん、心に残っているのは、２０年前、生徒がオーストラリア

に１年間行かせてもらい、向こうからも素晴らしい生徒が１年間来てもらって、他の

生徒にもとてもいい影響をもらったことです。今はオーストラリアから一年間という

子はいないし、来たとしても年末から２、３週間いて帰るくらいなので、ぜひ大使や
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皆さんに協力していただいて、長期の交換留学を実現させたいです。行きたいと希望

する生徒もいますし、費用の面でも交換留学はとても助かります。以前は日豪協会の

集まりに行くと、交換留学で来ている留学生が１５人程いて、華やかでしたし、楽し

かったです。ぜひ協力していただき、以前のような長期の交換留学を復活させたいで

す。もうひとつは、ボランティアでもシルバーの方々が元気ですので、同じ留学でも

シルバーの人の留学とか、オーストラリアでボランティア活動をするとか、何かでき

るのではないかと思います。私は今 61才ですが、チャンスがあったら行ってみたいな

あと思います。会社を退職してもまだまだ活躍できる方はたくさんいらっしゃるので、

オーストラリアで日本語を教えるとか、時代に合わせて、そういう試みもいいのでは

ないでしょうか？ 

 

―――― 太田太田太田太田    ありがとうございます。ご存知の方もおいででしょうが、オースト

ラリアのUniversity For Third Ageはもともとフランスが発祥と聞いておりまして、

現役を終えられた 50代から 70代に交換訪問していただき経験を交換し合うというプ

ログラムです。実は神戸日豪協会からも一度だけ、10名程のシルバー世代の方にブリ

スベンへ行っていただいたことがあります。非常に皆さん、好奇心旺盛でいらして、

よいプログラムだなあと思い、次はブリスベンから 10名のオーストラリア人シルバー

世代の方々にホームスティに来ていただこうと企画しましたら、受け入れ側の神戸の

方々から「私ら、よう面倒みいひん」と言われ、残念ながら終わってしまった経緯が

ございます。でも、今のご意見にありましたように、子供たちだけでなく、シルバー

世代に目を向けるのもいいですね。そうしたシルバーの世代の方々が受けた恩を次世

代へ送る“Pay Forward” （恩返し、恩おくり）や海外体験に憧れを抱くお手伝いを、

日豪協会ができればいいなあと思います。 

 

―――― 和田和田和田和田    私は日本の社会というのは言葉として英語ができれば、国際人とい

う評価を受けるようですが、実際に海外で取引、業務サポートをしていると、その国

の文化が感覚的に身についていないと、言葉だけ出来ても、実際に交渉成立しにくか

ったり、トラブルになったり、商談成立したとしても、長いお付き合いができなかっ

たりするケースが多いので、言葉を学ぶだけでなく、その国に飛び込んで、しっかり

文化や習慣などを身につけるという機会を提供できるような活動をしていただけたら

と思います。もう一点は、企業さんにも、「言葉だけ出来たらいい」のではないという

事実を伝えていっていただければと思います。 

 

―――― 太田太田太田太田 ありがとうございます。大使、ここまでいかがでしょうか。 

 

―――― ミラーミラーミラーミラー大使大使大使大使    私はいつもスピーチやあいさつで申し上げているのですが、

教育や留学、観光などの人的交流がいちばん大事と思っています。そういう交流があ

ってこそ文化交換がうまくいっていると思います。ある意味で日豪関係の「重し」に

なっているのではないかと思っています。そういう人的交流を支えるのに、心、ボラ

ンティア精神だけじゃなくて予算も必要なわけですね。皆さんは予算という言葉をお

使いにならなかったですが、多分、頭の中でそれを考えていらっしゃったのではない

かと思うのですが（笑）私は賛成です。ある程度、財源がなければ何もできないとい

うのは事実だとわかっています。私が基調講演の中で白書の話をしましたが、白書に

は予算があるので、そういう留学の枠組みなどを作ればいいのでは、と私は思ってお
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ります。一方で、財政の健全化、なかなか政府から予算が出ないという現実もありま

す。日本とちがって累積赤字はありませんが、だからこそ、財政の健全化が重視され

ています。が、白書で予算もついたので、今日の話を参考にして検討します。 

もうひとつ、日本に対しての期待ですが、政府レベルでは政治家、リーダーの方に

は日本は自信をもって国際社会で活躍していただきたいと思っております。民主国家

で、オーストラリアと同じ価値観を持った国ですので世界で活躍してほしいです。ま

た個人レベルでも日本の皆さんに申し上げたいのは、この国はいい国です。日本の皆

さんは謙遜をされるので、なかなかそうおっしゃいませんが、それは日本のパワーに

も繋がると思います。もうひとつ、日本だけじゃなくオーストラリアにも向けても言

いたいことがあります。オーストラリアにはギャップイヤーと言って一年間、外国に

いく制度があり、これは継続してほしいと思いますが、それとは別に問題もあって、

例えばバリ島にいっても、自分がインドネシアにいるということ自体を知らない人が

いたりします。オーストラリアにも、実際に外国に行っても、頭の中では外国に行っ

てない人もいるので、海外をもっと意識してほしい、日本だけじゃなくオーストラリ

アの若者も頑張ってほしいと思います。 

 

―――― 太田太田太田太田 予算の話も含め、ありがたいお話をありがとうございました。 

 

―――― ミラーミラーミラーミラー大使大使大使大使 最後は松井先生にひとことお願いしましょうか・・・ 

 

―――― 松井松井松井松井    先ほどから何度もワタシの名前がでまして、一体どんな人なのかと

お思いの方もおられたでしょう、松井でございます。私は 1961年に日本語の文学をシ

ドニー大学で教えるためオーストラリアに参りました。その時からずっと日本や、シ

ドニー大学で留学生も見てきたわけです。12年ほど前に退職しましたが、現在もシド

ニー大学に籍を置いて名誉研究員という形で大学の図書館を使ったり、コンピュータ

ーを使ったり、その他もろもろ、無料でできることは、車を停めることから全部やら

せてもらっております（笑）去年までは年に２回くらい日本に戻ってきて、一年の半

分ずつを日本とオーストラリアで過ごしております。今日、色々お話を伺っていまし

て、当面の問題である「日本の若者が内向き」というのは、私も非常に感じます。 

また、私の同僚でオーストラリアから日本の大学へ短期間、講義をしに来たインド人

社会学者の女性がいるのですが、やはり日本の学生の反応が、悪く言うと「にぶい」

と言っています。インドの話をしても、オーストラリアの話をしても、熱く反論しな

い、ああそうか・・・という程度で、その後、いっしょに学生と食事したりしても、

自分は外国に行きたくないとはっきり言うそうです。では、将来どうするのかと聞く

と、家業を継ぐとか言って殆ど興味を示してくれなかったと言います。 

私がシドニー大学で見ている限り、海外に目を向けている日本の若者もいることは

います。さっき和田さんは中学卒業から留学とおっしゃいましたが、オーストラリア

の高校生も１年間、日本で勉強し、帰国後はシドニー大学でさらに日本語を学び、日

本語を使って日本と関係ある仕事に活かすという人は非常に多いし、みんな成績もと

ても優秀で、まあ、ミラー大使はいい例ですけど、そういう人が何人もいました。私

は４１年教えましたが、最初の１５年間くらいには数は少ないものの大変優秀な人が

おりました。ところが、オーストラリアの大学も変わりまして、これは世界中の現象

ですし、日本も一緒ですが、「大量生産」、「レベルは落ちる」。もちろん、国民全体の

レベルは上がっているといえるのでしょうが、その人次第で出来不出来のばらつきが
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激しい。日本もその弊害を受けているのではないかと思います。日本の大学を卒業し

たあと、オーストラリアの大学で勉強したいからとやって来る人は何人もいます。そ

ういう人たちの大きな問題は、日本の社会がその人たちをどう受け入れるかというこ

となのです。それから、小さな問題は「お金がかかる」ということです。二つとも、

先ほどいろんな方がおっしゃっていますが、例えば、ミラー大使が学生の頃、授業料

がタダだったでしょ？オーストラリア人だけじゃなく日本人もタダだったんですね。

今はまったく状況が変わってしまったんです。今、オーストラリアでは、留学生は経

済的にも大変なんですね。それに加え、せっかく高いお金を使って、オーストラリア

に留学に来てくれたとしても、帰国後、日本の社会が受け入れてくれないという、し

たいことが出来ないとなれば、誰だって二の足を踏むと思うんです。よほど、よほど

行きたい人でない限り行かない、そしてそんな人の数が少ない――それが問題です。

では、よほど行きたいという人を増やすにはどうしたらいいか、それは、日本の受け

入れ側、事業や会社側の意識が変わらないといけないというのが一つ、もうひとつは

極端にいうと、教育そのものが変わらないとダメだと思います。日本の教育は他と比

べると全く違いますね。やっぱり受験というのが大きな問題です。小学校からいい小

学校に行く、中学からいい中学に行く、高校からいい高校に行って、いい大学に行く。

いくつもの段階でかわいそうな子供たちは押さえつけられる、これが問題だと思いま

す。抽象論はアカンと言われるかもしれませんが、教育関係の方が第一に率先しても

う少し、特に小学校からの教育に力を入れなくてはいけません。いじめだってそうで

すよね。話がそれますが、こんなにいじめがはびこっているというのは日本の教育者

は恥ずかしいと思わないんだろうかと疑問です。教育というのは何をするのか、いい

点をとっていい大学にやるというのが良い教育のように思われていますが、それは決

してそうではありません。人間をつくるのが良い教育だと思う。その人間をつくる過

程において、例えば和田さんのようにテレビの番組を見て、海外を目指す子供もいま

す。でもテレビの番組を見なくても、学校でも、そう思えるように、子供を仕向けて

やることが私は教育だと思います。特に日本の将来を考えたら、教育のあり方という

のは小学校から変わっていかないとご期待の成果はあがらないと思います。つまりは、

教育の「制度」と、それから同様に「態度」、企業や社会側の「態度」がもう少し一人

一人の個人を重んじる態度が必要だと思います。 

 

話はちょっと具体的なことになりますけど、オーストラリアでは先ほどミラー大使

がおっしゃったギラード首相の白書の前から、ずっと小学生からアジアの言語に目を

向けさすことをやっている。20年前には中学 1年生から、たくさんの外国語を選択し

て学べるようになっています。移民の生徒が来たら、その国の言語も入っているくら

いの選択肢の多さでした。その中で４つのアジアの言語が優先的に扱われていたとい

うことです。ロシアの近隣の国から来た生徒がいましたが、自国の言葉を勉強しよう

と思ったら、オーストラリアの学校で学べると言っていました。日本はどうですか？

韓国のような近い国のハングルでさえ勉強することができません。日本の教育もオー

ストラリアみたいに小学校からいろんな外国語に触れる機会を持てばいいんです。ま

あ、日本も小学校から英語をすることになり、やらないよりいいでしょうけど、英語

だけではいけません。もちろん、小 6や中 1 が一年、勉強したくらいでは、語学とし

ては何にもなりません。が、それはその国に対する理解、文化への興味に繋がるので

す。日本語を勉強して焼き鳥パーティーでもよし、そういうのを日本でどうしてやれ

ないのかと思います。成績は、上級生の方であげていけばいいわけですからね。結局、
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下（小学生）からも上（大学生）からも変えていかなきゃいけない結論になってしま

いました。 

もうひとつ、オーストラリアに留学している人の問題で、先ほど授業料のことを申

し上げましたけれども、もう少し、オーストラリア政府が、留学生の授業料の負担を

軽くしてくれると日本人が行きやすくなるかなあと思います。でも、そしたら、さっ

きインドや中国から何万人という留学生が来ているという話がありましたが、もっと

増えますね。特にインドからの留学生の話をテレビで見ていると、はじめから居残り

を画策しているわけです。オーストラリアに永住権をもらうつもりで来ている。日本

人はどうか？日本人は殆ど、帰りますね。だから、少し優遇してあげましょうねとい

う政策に期待したいと思います。「自分の国を否定して留学して来て、そのまま住民に

なりたい人」と、「自分の国をよくしようと思って留学に来ている人」というのは違う

と思います。そのあたりが、なんとかなればいいと思います。 

最初に申し上げようと思ってすぐ本題に入ってしまいましたが、神戸日豪協会創立

40周年、私はそれより前に古澤先生を存じ上げており、創立のいきさつなど様々なこ

とを知っています。あれから４０周年を迎えられたことを心からお祝いしたいと思っ

て、今日ここに来ました。 

 

―――― 太田太田太田太田 松井先生、お生まれが 1932年、来週は 80才のお誕生日をお迎えに

なるそうでおめでとうございます（拍手）本日は皆様、ありがとうございました。 
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○○○○スライドショースライドショースライドショースライドショー上映上映上映上映    「「「「日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣プログラムプログラムプログラムプログラムのごのごのごのご紹介紹介紹介紹介」」」」                

○○○○ギターギターギターギター演奏演奏演奏演奏                        ザザザザ・・・・ととととーーーーちゃんちゃんちゃんちゃんズズズズ        

○○○○抽選会抽選会抽選会抽選会    

○○○○ベストドレッサーベストドレッサーベストドレッサーベストドレッサー賞発表賞発表賞発表賞発表    シンディシンディシンディシンディ・・・・リネバーグリネバーグリネバーグリネバーグ    神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長    

○○○○閉会閉会閉会閉会あいさつあいさつあいさつあいさつ                        伊藤紀美子伊藤紀美子伊藤紀美子伊藤紀美子                        神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長        

    

    

    

    

    



 - 28 - 

全国日豪協会連合会神戸大会全国日豪協会連合会神戸大会全国日豪協会連合会神戸大会全国日豪協会連合会神戸大会    懇親会懇親会懇親会懇親会    

神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立４０４０４０４０周年記念周年記念周年記念周年記念パーティパーティパーティパーティ    

    

2012.11.24 18：30 より  

ＡＮＡクラウンプラザ神戸 

 10ＦBall Room にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18：35ブルース・ミラー駐日オーストラリア大使閣下よりご祝辞 

18：45 乾杯のご発声、クリス

トファー・リース在大阪総領事 

19：10ブリスベン豪日協会 

マーガレット・ラックマン副会長 

19：20 創立から 40 年を 

振り返り赤保正文氏 

19：25派遣教員スライドショー 

伊藤みなみさん 

 

18：40全国日豪協会連合会 

足立英雄副会長よりご祝辞 

世界中から元・派遣教員たちが 

エールを送ってくれました 

18：30太田敏一会長あいさつ 
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シンガポールへご栄転の 

クリストファー・リース総領事へ 

感謝をこめてプレゼントを渡す 

太田会長 

20：30 

伊藤紀美子副会長による閉会挨拶 

 

20：00豪華賞品の発表は 

2011 年派遣教員前田梨花さんと 

大澤奈巳青年部長  

見事な司会！2011 年度補助教員 

松井健太朗さんと鳴神沙紀さん 

19：40ザ・とーちゃんズのお二人と 

I Still Call Australia Home を熱唱 

高校留学生のエレンさん＆ベンくんと 

飛び入り？ブレンダン・ボルトン二等書記官 

ミラー大使と 2013 年度派遣予定の日本語補助教

員の皆さん。この写真は大使の公式ツイッターに

載せていただきました。左から原田くん、林さん、

藤田さん、橋本くん、ミラー大使、楠田さん、石

井さん、大森さん（残念ながら松尾さんは欠席） 

 

19：30頑張ってきます！ 

2013 年派遣補助教員を代表

して原田裕基さん 

くいだおれ人形・・・？ 

ホラホラ、僕を 

思い出しやすいでしょ？ 

20：20ベストドレッサー賞発表 

シンディ・リネバーグ副会長 

 
ベストドレッサーは

ワタシ（笑） 
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おおおお祝祝祝祝いいいいメールメールメールメール    

☆☆☆☆水島水島水島水島    亜也子亜也子亜也子亜也子（（（（ユーロアユーロアユーロアユーロア在住在住在住在住））））地元小学校地元小学校地元小学校地元小学校にてにてにてにて日本語教師日本語教師日本語教師日本語教師としてごとしてごとしてごとしてご活躍中活躍中活躍中活躍中    

この度は神戸日豪協会創立４０周年おめでとうございます。私と家族にとっ

て日本とオーストラリアの両方が自分達の祖国ですが、神戸日豪協会そして古澤先生

との出会いがなかったならば、今の私の人生も違ったものになっていたと思います。

４０年の歴史を重ねてこられた中には色々な方々の努力がおありだったことと思いま

す。先輩方のオーストラリアに対する情熱と愛情を受け継ぎ、渡豪をただの観光旅行

に終わらせたくないと心から思ってから２０年以上が経ちました。まさに「オースト

ラリアに恋をした」といった感じでした。そのように考えさせて頂いたことに本当に

感謝しております。ただ今、ビクトリア州の田舎町に在住しながら、日本人でありオ

ーストラリア人である子供２人を育て、日本語教師として日豪の架け橋になるよう努

力しております。子供たちも生徒達も皆、日本が大好きです。生徒達は文通を通して

日本のお友達を作りつつあります。そんな小さな交流が続いて友情が生まれ、将来お

互いの国の良い点を学びあってくれればと願っています。古澤先生が空から応援して

下さっているような気がします。少しでも日豪交流に力になれますよう頑張ります。

会員の皆様の益々のご健勝をお祈りしております。        

    

☆☆☆☆遠藤遠藤遠藤遠藤    マリマリマリマリ    （（（（フランスフランスフランスフランス在住在住在住在住））））    この度は神戸日豪協会創立 40周年おめで

とうございます。わずかな期間でしたが、古澤先生の熱き思いに溢れた神戸日

豪協会で、先生の下で行事活動に関与できました事は何にも代え難い貴重な経験、思

い出です。世代が変わっても古澤先生の志が維持され、こうして 40周年を迎えられた

事を心よりお祝い申し上げます。神戸日豪協会が益々ご発展されます様、そして豪日

交流が多方面に亘り、さらに充実されます様、陰ながら応援しております。 

 

☆☆☆☆三森三森三森三森    すみすみすみすみ代代代代                神戸日豪協会創立 40 周年おめでとうございます。協

会の益々のご発展と皆様のご健勝をお祈り申し上げます。当日は出席を予定し

ておりましたが、仕事の都合上帰国が延期になりました。全国日豪協会連合会、記念

シンポジウム、そして記念パーティのご成功をシドニーよりお祈り申し上げます。 

    

☆☆☆☆奥村奥村奥村奥村（（（（浅野浅野浅野浅野））））広樹広樹広樹広樹            神戸日豪協会設立 40 周年おめでとうございます。

1998年度日本語補助教員としてＣＣＧＳに派遣していただきました。当時は 3

校だけでしたが、現在は 8 校に派遣されているようですね。私は現在、滋賀県草津市

で小学校 5 年生を担任しています。毎年のように、自分のクラスの子ども達には私の

オーストラリアでの体験を話し、オーストラリアやオーストラリアの人達の素晴らし

さを伝えていますので、ほとんどの児童がオーストラリア・ファンになっていきます。

なかなか神戸まで行くことはできませんが、自分の仕事の中で、直接オーストラリア

の素晴らしさを伝える機会があることを嬉しく思っています。皆々様におかれまして

は、いつまでもご健康でご活躍されることをお祈りいたしております。 

    

☆☆☆☆服部服部服部服部    清海清海清海清海（（（（オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア在住在住在住在住））））            神戸日豪協会創立 40 周年を心か

らお祝い申し上げます。創立以来、半世紀近くに亘って日豪交流と相互理解に

尽くされた皆様のご努力に敬意を表します。今後も異文化間の相互理解、ひいては世

界平和に貢献されることを祈ります。    



神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会 40404040年年年年のののの歩歩歩歩みみみみ    

    

    

1972197219721972年年年年                神戸日豪協会発足神戸日豪協会発足神戸日豪協会発足神戸日豪協会発足    阪本勝阪本勝阪本勝阪本勝    元兵庫県知事元兵庫県知事元兵庫県知事元兵庫県知事をををを会長会長会長会長にににに兼松江商兼松江商兼松江商兼松江商    神戸神戸神戸神戸    

営業所営業所営業所営業所 2222階階階階にににに事務所開設事務所開設事務所開設事務所開設    事務局長事務局長事務局長事務局長にににに古澤峰子氏古澤峰子氏古澤峰子氏古澤峰子氏    当初会員当初会員当初会員当初会員 180180180180名名名名    

ででででスタートスタートスタートスタート    （（（（1111月月月月 26262626日日日日））））                                        

1973197319731973年年年年                シドニーシドニーシドニーシドニー・・・・ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン親善旅行親善旅行親善旅行親善旅行（（（（12/1512/1512/1512/15～～～～1/31/31/31/3））））    

1974197419741974年年年年                ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン・・・・プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト（ＱＬＤ（ＱＬＤ（ＱＬＤ（ＱＬＤ大学大学大学大学）、）、）、）、日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣プロプロプロプロ    

グラムグラムグラムグラム（（（（Geelong Grammar School TimbertopGeelong Grammar School TimbertopGeelong Grammar School TimbertopGeelong Grammar School Timbertop校校校校    マンスフィールマンスフィールマンスフィールマンスフィール    

ドドドド,VIC,VIC,VIC,VIC））））開始開始開始開始    

1978197819781978年年年年                高校生交換留学高校生交換留学高校生交換留学高校生交換留学プログラムプログラムプログラムプログラム    開始開始開始開始    

1979197919791979年年年年                事務所事務所事務所事務所    移転移転移転移転（（（（→→→→現在地現在地現在地現在地    田嶋田嶋田嶋田嶋ビルビルビルビルへへへへ））））(5(5(5(5月月月月 25252525日日日日))))    

1980198019801980年年年年                エセルエセルエセルエセル・・・・メイメイメイメイ・・・・パンションパンションパンションパンションさんさんさんさん（（（（モンティモンティモンティモンティさんさんさんさん））））をををを日本日本日本日本へへへへ招待招待招待招待    

1981198119811981年年年年                創立創立創立創立 10101010周年記念親善旅行周年記念親善旅行周年記念親善旅行周年記念親善旅行（（（（7/247/247/247/24～～～～8/58/58/58/5））））    

記念誌記念誌記念誌記念誌「「「「支支支支えられてえられてえられてえられて」」」」発行発行発行発行    

1983198319831983年年年年                小学生小学生小学生小学生のののの日豪交流日豪交流日豪交流日豪交流スタディスタディスタディスタディ・・・・ツアーツアーツアーツアー派遣開始派遣開始派遣開始派遣開始    

（（（（野尻小学校野尻小学校野尻小学校野尻小学校＜＜＜＜波賀町波賀町波賀町波賀町＞、＞、＞、＞、登美丘東小学校登美丘東小学校登美丘東小学校登美丘東小学校＜＜＜＜堺市堺市堺市堺市＞、＞、＞、＞、神大付属神大付属神大付属神大付属    

                                住吉小学校住吉小学校住吉小学校住吉小学校＜＜＜＜神戸市神戸市神戸市神戸市＞＞＞＞→→→→アイアンサイドアイアンサイドアイアンサイドアイアンサイド小学校小学校小学校小学校（（（（ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン市市市市））））    

1984198419841984年年年年                小学生日豪交流受小学生日豪交流受小学生日豪交流受小学生日豪交流受けけけけ入入入入れれれれ開始開始開始開始    

（（（（アイアンサイドアイアンサイドアイアンサイドアイアンサイド小学校来日小学校来日小学校来日小学校来日→→→→堺市堺市堺市堺市、、、、波賀町波賀町波賀町波賀町、、、、神戸市神戸市神戸市神戸市））））    

1985198519851985年年年年                神戸市神戸市神戸市神戸市・・・・ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン市姉妹都市提携調印式市姉妹都市提携調印式市姉妹都市提携調印式市姉妹都市提携調印式（（（（7777月月月月 16161616日日日日））））    

1986198619861986年年年年                創立創立創立創立 15151515周年記念訪豪親善周年記念訪豪親善周年記念訪豪親善周年記念訪豪親善ツアーツアーツアーツアー    （（（（9/139/139/139/13～～～～25252525））））    

1987198719871987年年年年                古澤峰子氏古澤峰子氏古澤峰子氏古澤峰子氏にににに豪政府豪政府豪政府豪政府よりよりよりよりＯＡＭＯＡＭＯＡＭＯＡＭメダルメダルメダルメダル授与授与授与授与。。。。日本人日本人日本人日本人でででで 4444人目人目人目人目、、、、女性女性女性女性    

でででで初初初初めてめてめてめて    

「「「「モンティモンティモンティモンティ 100100100100年年年年のののの青春青春青春青春――――人生人生人生人生はははは未来未来未来未来をををを秘秘秘秘めてめてめてめて」」」」出版出版出版出版    

1989198919891989年年年年                Christ Church Grammar School(Christ Church Grammar School(Christ Church Grammar School(Christ Church Grammar School(パースパースパースパース,WA),WA),WA),WA)にににに日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣    

開始開始開始開始                                                        

1991199119911991年年年年                創立創立創立創立 20202020周年記念訪豪周年記念訪豪周年記念訪豪周年記念訪豪ツアーツアーツアーツアー（（（（７７７７/18/18/18/18～～～～31313131））））                        

1992199219921992年年年年                兵庫県自然教室兵庫県自然教室兵庫県自然教室兵庫県自然教室オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア研修旅行研修旅行研修旅行研修旅行（（（（7/297/297/297/29～～～～8/98/98/98/9））））    

Geelong Grammar School CorioGeelong Grammar School CorioGeelong Grammar School CorioGeelong Grammar School Corio校校校校（（（（ジーロンジーロンジーロンジーロン,VIC,VIC,VIC,VIC））））にににに日本語補助日本語補助日本語補助日本語補助    

教員派遣開始教員派遣開始教員派遣開始教員派遣開始    

1993199319931993年年年年                兵庫県自然教室兵庫県自然教室兵庫県自然教室兵庫県自然教室オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア研修旅行研修旅行研修旅行研修旅行（（（（7/307/307/307/30～～～～8/118/118/118/11））））    

1994199419941994年年年年                カウラカウラカウラカウラ・・・・ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン友好親善旅行友好親善旅行友好親善旅行友好親善旅行（（（（7/287/287/287/28～～～～8/88/88/88/8））））    

1995199519951995年年年年                阪神淡路大震災阪神淡路大震災阪神淡路大震災阪神淡路大震災    －－－－    事務所一時閉鎖事務所一時閉鎖事務所一時閉鎖事務所一時閉鎖    －－－－    

                                オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア派遣団派遣団派遣団派遣団（（（（8/178/178/178/17～～～～31313131    被災学生被災学生被災学生被災学生、、、、一般一般一般一般、、、、ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン・・・・    

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト＜＜＜＜最終最終最終最終＞）＞）＞）＞）    

1996199619961996年年年年                豪日友好豪日友好豪日友好豪日友好 100100100100周年記念大会周年記念大会周年記念大会周年記念大会    （（（（於於於於：：：：ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン））））    

1997199719971997年年年年                創立創立創立創立 25252525周年記念周年記念周年記念周年記念のののの集集集集いいいい」（」（」（」（於於於於：：：：神戸商工貿易神戸商工貿易神戸商工貿易神戸商工貿易センタービルセンタービルセンタービルセンタービル））））    

                            「「「「神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会 25252525年年年年のののの歩歩歩歩みみみみーーーー心心心心のののの懸懸懸懸けけけけ橋橋橋橋」」」」ををををサンサンサンサン TVTVTVTVにてにてにてにて放映放映放映放映    

1998199819981998年年年年                日豪合同日豪合同日豪合同日豪合同シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    「「「「21212121世紀世紀世紀世紀をををを担担担担うううう若者若者若者若者はははは異文化交流異文化交流異文化交流異文化交流からからからから育育育育つつつつ」」」」    

（（（（於於於於：：：：ひょうごひょうごひょうごひょうご国際国際国際国際プラザプラザプラザプラザ））））    
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神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会 40404040年年年年のののの歩歩歩歩みみみみ    

    

    

1999199919991999年年年年                West Morton Anglican College West Morton Anglican College West Morton Anglican College West Morton Anglican College （（（（イプスウィッチイプスウィッチイプスウィッチイプスウィッチ、、、、QLDQLDQLDQLD））））にににに日本語日本語日本語日本語

補助教員派遣開始補助教員派遣開始補助教員派遣開始補助教員派遣開始（～（～（～（～2001200120012001年最終年最終年最終年最終））））    

2000200020002000年年年年                特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人としてとしてとしてとして兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県よりよりよりより認証書認証書認証書認証書をををを交付交付交付交付されるされるされるされる    

2001200120012001年年年年                古澤峰子氏古澤峰子氏古澤峰子氏古澤峰子氏にににに豪政府豪政府豪政府豪政府よりよりよりよりＯＭＯＭＯＭＯＭ勲章授与勲章授与勲章授与勲章授与（（（（2222度度度度のののの叙勲叙勲叙勲叙勲はははは日本人初日本人初日本人初日本人初））））        

2002200220022002 年年年年                創立創立創立創立 30303030周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業としてとしてとしてとして高校生夏季高校生夏季高校生夏季高校生夏季オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア英語研修英語研修英語研修英語研修プロプロプロプロ

グラムグラムグラムグラム開始開始開始開始    

2003200320032003年年年年                オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア文化文化文化文化セミナーセミナーセミナーセミナー    「「「「日本人日本人日本人日本人ののののオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア移民史移民史移民史移民史」」」」        

講師講師講師講師：：：：ノーリンノーリンノーリンノーリン・・・・ジョーンズジョーンズジョーンズジョーンズ氏氏氏氏（（（（於於於於：：：：神戸市勤労会館神戸市勤労会館神戸市勤労会館神戸市勤労会館））））    

                             Barallat & Clarendon College Barallat & Clarendon College Barallat & Clarendon College Barallat & Clarendon College（（（（バララバララバララバララットットットット、、、、VICVICVICVIC）、）、）、）、Moley HS (Moley HS (Moley HS (Moley HS (パーパーパーパー

スススス、、、、WA  WA  WA  WA  ～～～～2005200520052005年年年年))))にににに日本語補助教員派遣開始日本語補助教員派遣開始日本語補助教員派遣開始日本語補助教員派遣開始                                                        

2004200420042004年年年年                神戸日豪協会青年部再神戸日豪協会青年部再神戸日豪協会青年部再神戸日豪協会青年部再スタートスタートスタートスタート    

                                Peace Lutheran College(Peace Lutheran College(Peace Lutheran College(Peace Lutheran College(ケアンズケアンズケアンズケアンズ・・・・QLD)QLD)QLD)QLD)、、、、Narrabundah CollegeNarrabundah CollegeNarrabundah CollegeNarrabundah College    

((((キャンベラキャンベラキャンベラキャンベラ・・・・ACT ACT ACT ACT ～～～～2011201120112011年最終年最終年最終年最終))))にににに日本語補助教員派遣開始日本語補助教員派遣開始日本語補助教員派遣開始日本語補助教員派遣開始    

2005200520052005年年年年                21212121世紀万博世紀万博世紀万博世紀万博「「「「愛愛愛愛・・・・地球博地球博地球博地球博」」」」のののの開催開催開催開催をををを記念記念記念記念しししし、、、、博覧会場博覧会場博覧会場博覧会場をををを出発出発出発出発しししし広島広島広島広島    

までまでまでまで６００６００６００６００㌔㌔㌔㌔をををを日豪日豪日豪日豪のののの自転車愛好家自転車愛好家自転車愛好家自転車愛好家がががが走破走破走破走破                    

Loreto CollegeLoreto CollegeLoreto CollegeLoreto College((((バララットバララットバララットバララット、、、、VIC)VIC)VIC)VIC)にににに日本語補助教員派遣開始日本語補助教員派遣開始日本語補助教員派遣開始日本語補助教員派遣開始        

Thomas Carr College(Thomas Carr College(Thomas Carr College(Thomas Carr College(メルボルンメルボルンメルボルンメルボルン、、、、VIC)VIC)VIC)VIC)にににに日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣    

2006200620062006年年年年                日豪交流年日豪交流年日豪交流年日豪交流年（「（「（「（「日豪友好基本条約日豪友好基本条約日豪友好基本条約日豪友好基本条約」」」」署名署名署名署名 30303030周年周年周年周年、、、、日本在外公館日本在外公館日本在外公館日本在外公館    

                                開設開設開設開設 110110110110周年周年周年周年、、、、豪日交流豪日交流豪日交流豪日交流基金創設基金創設基金創設基金創設 30303030周年周年周年周年））））    

                                Westbourne Grammar School (Westbourne Grammar School (Westbourne Grammar School (Westbourne Grammar School (メルボルンメルボルンメルボルンメルボルン、、、、VIC)VIC)VIC)VIC)にににに日本語補助教員日本語補助教員日本語補助教員日本語補助教員

派遣開始派遣開始派遣開始派遣開始（～（～（～（～2011201120112011年最終年最終年最終年最終））））    

2007200720072007年年年年                神戸市立森林植物園内神戸市立森林植物園内神戸市立森林植物園内神戸市立森林植物園内のののの「「「「ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベンのののの森森森森」」」」ににににブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン市市市市のののの市議会市議会市議会市議会    

議長議長議長議長らがらがらがらが古代木古代木古代木古代木「「「「ジュラシジュラシジュラシジュラシックックックック・・・・ツリーツリーツリーツリー」」」」をををを植樹植樹植樹植樹        

2008200820082008年年年年                オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア外務大臣外務大臣外務大臣外務大臣スティーブンスティーブンスティーブンスティーブン・・・・スミススミススミススミス氏一行氏一行氏一行氏一行ととととクラウンクラウンクラウンクラウン・・・・ププププ    

ラザラザラザラザ新神戸新神戸新神戸新神戸でででで会長会長会長会長、、、、副会長副会長副会長副会長、、、、理事理事理事理事らがらがらがらが会談会談会談会談（（（（6666月月月月 27272727日日日日））））    

2009200920092009年年年年                ビクトリアビクトリアビクトリアビクトリア州州州州でででで山火事猛威山火事猛威山火事猛威山火事猛威をををを振振振振るうるうるうるう（（（（TimbertopTimbertopTimbertopTimbertop校付近校付近校付近校付近））））    

2010201020102010年年年年                古澤峰子先生古澤峰子先生古澤峰子先生古澤峰子先生 100100100100歳歳歳歳長寿長寿長寿長寿のおのおのおのお祝祝祝祝いのいのいのいの会会会会（（（（1111月月月月 9999日日日日））））    

神戸市神戸市神戸市神戸市・・・・ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン市姉妹都市提携市姉妹都市提携市姉妹都市提携市姉妹都市提携 25252525周年記念交流団周年記念交流団周年記念交流団周年記念交流団    来神来神来神来神    

2011201120112011年年年年                ブリスベンブリスベンブリスベンブリスベン市洪水市洪水市洪水市洪水にににに見舞見舞見舞見舞われるわれるわれるわれる（（（（1111月月月月 13131313日日日日））））    

                                東北関東大震災東北関東大震災東北関東大震災東北関東大震災（（（（3333月月月月 11111111日日日日））））    

                                古澤峰子氏逝去古澤峰子氏逝去古澤峰子氏逝去古澤峰子氏逝去（（（（6666月月月月 22226666日日日日    享年享年享年享年 101101101101歳歳歳歳））））    

                            「「「「WALLABYWALLABYWALLABYWALLABY」」」」メールメールメールメール配信開始配信開始配信開始配信開始（（（（9999月号月号月号月号よりよりよりより））））    

                             The Cathedral School( The Cathedral School( The Cathedral School( The Cathedral School(タウンズビルタウンズビルタウンズビルタウンズビル、、、、QLD)QLD)QLD)QLD)にににに日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣    

開始開始開始開始    

2012201220122012年年年年                古澤峰子先生古澤峰子先生古澤峰子先生古澤峰子先生をををを偲偲偲偲ぶぶぶぶ会会会会    （（（（1111月月月月 28282828日日日日））））    

                                全国日豪協会連合会総会神戸大会全国日豪協会連合会総会神戸大会全国日豪協会連合会総会神戸大会全国日豪協会連合会総会神戸大会・・・・神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立 40404040周年記念周年記念周年記念周年記念パパパパ

ーティーティーティーティ（（（（11111111月月月月 24242424日日日日、、、、於於於於：：：：ANAANAANAANAクラウンクラウンクラウンクラウン・・・・プラザプラザプラザプラザ神戸神戸神戸神戸））））        
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日豪日豪日豪日豪    ――――心心心心のののの懸懸懸懸けけけけ橋橋橋橋めざしてめざしてめざしてめざして    

神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立 40404040 周年周年周年周年    

    神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立神戸日豪協会創立 40404040 周年周年周年周年をををを祝祝祝祝うううう記念行事記念行事記念行事記念行事がががが、、、、全国日豪協会連合会神戸大会全国日豪協会連合会神戸大会全国日豪協会連合会神戸大会全国日豪協会連合会神戸大会もももも兼兼兼兼

ねてねてねてねて 11111111 月月月月 24242424 日日日日（（（（土土土土））））神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区のののの ANAANAANAANA クラウンプラザホテルクラウンプラザホテルクラウンプラザホテルクラウンプラザホテル神戸神戸神戸神戸でででで盛大盛大盛大盛大にににに開開開開

催催催催されたされたされたされた。。。。    

    昭和昭和昭和昭和 47474747 年年年年（（（（1972197219721972 年年年年））））1111 月月月月、、、、古澤峰子先生古澤峰子先生古澤峰子先生古澤峰子先生らがらがらがらが中心中心中心中心になってになってになってになって、、、、日豪日豪日豪日豪のののの心心心心のののの懸懸懸懸けけけけ橋橋橋橋

をををを目指目指目指目指しししし、、、、東京東京東京東京にににに次次次次いでいでいでいで 2222 番目番目番目番目のののの神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会がががが呱呱呱呱呱呱呱呱のののの声声声声をあげてをあげてをあげてをあげて 40404040 年年年年。。。。現在現在現在現在でででで

はははは 30303030 をををを超超超超えるえるえるえる全国全国全国全国のののの協会協会協会協会でもでもでもでも、、、、最最最最もももも目覚目覚目覚目覚しいしいしいしい活躍活躍活躍活躍をををを続続続続けているけているけているけている協会協会協会協会といわれるまといわれるまといわれるまといわれるま

でにでにでにでに発展発展発展発展してきたしてきたしてきたしてきた。。。。生前生前生前生前からからからから「「「「次次次次はははは 40404040 周年周年周年周年のののの記念記念記念記念パーティーパーティーパーティーパーティーなのねなのねなのねなのね。。。。全国全国全国全国とととと一緒一緒一緒一緒

にににに祝祝祝祝いましょうよいましょうよいましょうよいましょうよ」」」」といわれていたといわれていたといわれていたといわれていた古澤先生古澤先生古澤先生古澤先生もももも、、、、このこのこのこの盛会盛会盛会盛会ぶりをぶりをぶりをぶりを喜喜喜喜んでくれていんでくれていんでくれていんでくれてい

るにるにるにるに違違違違いないいないいないいない。。。。    

    神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会神戸日豪協会にとってにとってにとってにとって最最最最もももも幸運幸運幸運幸運ななななことにはことにはことにはことには、、、、東京東京東京東京からおからおからおからお祝祝祝祝いにいにいにいに駆駆駆駆けつけてくれけつけてくれけつけてくれけつけてくれ

たたたた駐日駐日駐日駐日オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア大使大使大使大使ブルースブルースブルースブルース・・・・ミラーミラーミラーミラー氏氏氏氏がががが当協会当協会当協会当協会のののの太田会長太田会長太田会長太田会長のののの旧知旧知旧知旧知でありでありでありであり、、、、

さらにさらにさらにさらに古澤先生古澤先生古澤先生古澤先生のののの教教教教えもえもえもえも受受受受けていることだけていることだけていることだけていることだ。。。。大使大使大使大使はははは 17171717 歳歳歳歳のののの春春春春、、、、国際交流基金国際交流基金国際交流基金国際交流基金でででで来来来来

日日日日しししし古澤先生古澤先生古澤先生古澤先生のののの指導指導指導指導をををを受受受受けながらけながらけながらけながら 2222 週間神戸週間神戸週間神戸週間神戸にににに滞在滞在滞在滞在しししし、、、、20202020 歳歳歳歳ののののシドニーシドニーシドニーシドニー大学在学大学在学大学在学大学在学

中中中中にはにはにはには留学生留学生留学生留学生としてとしてとしてとして関西学院大学関西学院大学関西学院大学関西学院大学にににに学学学学びびびび、、、、太田会長宅太田会長宅太田会長宅太田会長宅ににににホームステイホームステイホームステイホームステイしていたのしていたのしていたのしていたの

であるであるであるである。。。。現在現在現在現在ののののオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア大使大使大使大使がががが日豪協会日豪協会日豪協会日豪協会のののの会長会長会長会長とととと同窓生同窓生同窓生同窓生でででで、、、、しかもしかもしかもしかもホストホストホストホスト

ファミリーファミリーファミリーファミリーだったというのはきわめてだったというのはきわめてだったというのはきわめてだったというのはきわめて珍珍珍珍しくしくしくしく、、、、大使大使大使大使ははははシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムのののの記念講演記念講演記念講演記念講演をををを

始始始始めめめめ、、、、そのそのそのその後後後後のののの討議討議討議討議やややや挨拶挨拶挨拶挨拶もすべてもすべてもすべてもすべて流流流流暢暢暢暢なななな日本語日本語日本語日本語でででで行行行行ったったったった。。。。    

    記念行事記念行事記念行事記念行事はははは全国日豪協会連合会総会全国日豪協会連合会総会全国日豪協会連合会総会全国日豪協会連合会総会、、、、記念記念記念記念シンポジウムウシンポジウムウシンポジウムウシンポジウムウ、、、、祝賀祝賀祝賀祝賀パーティーパーティーパーティーパーティーとととと

３３３３部部部部にににに分分分分かれていたがかれていたがかれていたがかれていたが、、、、一番注目一番注目一番注目一番注目されたのはされたのはされたのはされたのは大使大使大使大使がががが講師講師講師講師ととととパネリストパネリストパネリストパネリストをををを務務務務めるめるめるめる記記記記

念念念念シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムであったであったであったであった。。。。大使大使大使大使はははは日豪両国日豪両国日豪両国日豪両国にとってにとってにとってにとってアジアアジアアジアアジア外交外交外交外交がががが今今今今ほどほどほどほど重要重要重要重要なななな時時時時

はないはないはないはない。。。。両国両国両国両国のののの発展発展発展発展のためにのためにのためにのために更更更更なるなるなるなる日豪日豪日豪日豪のののの交流交流交流交流、、、、連携連携連携連携がががが必要必要必要必要だとだとだとだと力説力説力説力説されたされたされたされた。。。。まままま

たたたたパネリストパネリストパネリストパネリストたちもたちもたちもたちも留学留学留学留学するするするする学生学生学生学生がががが激減激減激減激減したことやしたことやしたことやしたことや、、、、自分自分自分自分のののの努力努力努力努力でででで運命運命運命運命をををを切切切切りりりり開開開開

くというくというくというくという気迫気迫気迫気迫がががが若者若者若者若者にににに欠如欠如欠如欠如していることをしていることをしていることをしていることを憂憂憂憂いたいたいたいた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、こうしたこうしたこうしたこうした閉塞感閉塞感閉塞感閉塞感のののの溢溢溢溢

れるれるれるれる時代時代時代時代だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、国際交流国際交流国際交流国際交流のののの重要性重要性重要性重要性をををを改改改改めてめてめてめて見直見直見直見直すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと提案提案提案提案したしたしたした。。。。    

    当日当日当日当日ののののハイライトハイライトハイライトハイライトともいうべきともいうべきともいうべきともいうべき祝賀祝賀祝賀祝賀パーティーパーティーパーティーパーティーにはにはにはには 120120120120 名名名名をををを越越越越すすすす参加者参加者参加者参加者がありがありがありがあり、、、、

たいへんたいへんたいへんたいへん盛会盛会盛会盛会だっただっただっただった。。。。映像映像映像映像によるによるによるによる日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣日本語補助教員派遣プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの紹介紹介紹介紹介やややや、、、、近近近近

くくくく渡豪渡豪渡豪渡豪するするするする 8888 名名名名のののの来年度生来年度生来年度生来年度生のののの紹介紹介紹介紹介などからなどからなどからなどからギターギターギターギター演奏演奏演奏演奏、、、、豪華賞品豪華賞品豪華賞品豪華賞品のののの当当当当たるたるたるたる抽選会抽選会抽選会抽選会、、、、

当日当日当日当日ののののベストドレッサーベストドレッサーベストドレッサーベストドレッサー選選選選びなどのびなどのびなどのびなどのプログラムプログラムプログラムプログラムでででで盛盛盛盛りりりり上上上上がったがったがったがった。。。。なおなおなおなお当日当日当日当日のののの模様模様模様模様

はははは翌日翌日翌日翌日のののの神戸新聞神戸新聞神戸新聞神戸新聞にににに写真入写真入写真入写真入りでりでりでりで紹介紹介紹介紹介されているされているされているされている。。。。    

    ところでところでところでところで、、、、このようなこのようなこのようなこのような立派立派立派立派なななな記念行事記念行事記念行事記念行事がががが開催開催開催開催できたのもできたのもできたのもできたのも全国各地全国各地全国各地全国各地からからからから参加参加参加参加いたいたいたいた

だいただいただいただいた役員方役員方役員方役員方をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、日頃日頃日頃日頃からからからから何何何何かとかとかとかと当協会当協会当協会当協会のののの活動活動活動活動にごにごにごにご尽力尽力尽力尽力いただいているいただいているいただいているいただいている会会会会

員員員員のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方のごのごのごのご協力協力協力協力のののの賜物賜物賜物賜物であるであるであるである。。。。改改改改めてめてめてめて深深深深くくくく謝意謝意謝意謝意をををを表表表表したいしたいしたいしたい。。。。    

    

日日日日    下下下下    德德德德    一一一一    （（（（副会長副会長副会長副会長・・・・40404040 周年記念大会実行委員長周年記念大会実行委員長周年記念大会実行委員長周年記念大会実行委員長））））    
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神戸日豪協会設立神戸日豪協会設立神戸日豪協会設立神戸日豪協会設立 40404040 周年記念周年記念周年記念周年記念        

    

    

大会長大会長大会長大会長                            太田太田太田太田    敏一敏一敏一敏一                        神戸日豪協会会長神戸日豪協会会長神戸日豪協会会長神戸日豪協会会長    

副大会長副大会長副大会長副大会長                        伊藤紀美子伊藤紀美子伊藤紀美子伊藤紀美子                        神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長    

実行委員会長実行委員会長実行委員会長実行委員会長                日下日下日下日下    徳一徳一徳一徳一                        神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長    

実行委員会副委員長実行委員会副委員長実行委員会副委員長実行委員会副委員長    シンディシンディシンディシンディ・・・・リネバーグリネバーグリネバーグリネバーグ    神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長    

実行委員会副委員長実行委員会副委員長実行委員会副委員長実行委員会副委員長    谷内谷内谷内谷内    豊豊豊豊                            神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長神戸日豪協会副会長    

総務長総務長総務長総務長                            川鍋川鍋川鍋川鍋    彰男彰男彰男彰男                        神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事    

    副総務長副総務長副総務長副総務長                        吉田吉田吉田吉田    昭裕昭裕昭裕昭裕                        神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事    

祝賀会委員長祝賀会委員長祝賀会委員長祝賀会委員長                藤岡藤岡藤岡藤岡    滋滋滋滋                            神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事    

祝賀会副委員長祝賀会副委員長祝賀会副委員長祝賀会副委員長            堀田堀田堀田堀田    寛晶寛晶寛晶寛晶                        神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事    

祝賀会副委員長祝賀会副委員長祝賀会副委員長祝賀会副委員長            久野久野久野久野    靖洋靖洋靖洋靖洋                        神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事神戸日豪協会理事    

書記書記書記書記                                渡利由紀子渡利由紀子渡利由紀子渡利由紀子                        神戸日豪協会事務局神戸日豪協会事務局神戸日豪協会事務局神戸日豪協会事務局    

渉外渉外渉外渉外                                堀田真紀子堀田真紀子堀田真紀子堀田真紀子                        神戸日豪協会事務局神戸日豪協会事務局神戸日豪協会事務局神戸日豪協会事務局    

庶務庶務庶務庶務                                穂谷稚佳子穂谷稚佳子穂谷稚佳子穂谷稚佳子                        神戸日豪協会事務局神戸日豪協会事務局神戸日豪協会事務局神戸日豪協会事務局    
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発行：2013 年 1 月 20 日 

特定非営利活動法人 神戸日豪協会  

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通 4-2-8 KIMM ビル７階 

Kobe Japan-Australia Society  ☎078(252)0576  FAX 078(252)0347 

事務所：月～金（10:00～15:00）eeee----mail:mail:mail:mail:    kjas@hop.ocn.ne.jpkjas@hop.ocn.ne.jpkjas@hop.ocn.ne.jpkjas@hop.ocn.ne.jp    

    


