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オーストラリアンフットボール
オーストラリアンフットボールにご
フットボールにご興味
にご興味のある
興味のある方
のある方へ

西日本唯一のオーストラリアンフットボールクラブである大阪ディンゴーズご代表のジョナサン・クーパー氏から
神戸日豪協会宛にサポーター募集のご案内をいただきました

The Osaka Dingoes will begin training in preparation for the 2013 season on the first weekend of February.
We currently require players, sponsors and match day assistants to help make our 2013 season a
successful one.
大阪ディンゴーズは 2013 年のシーズンを成功させ
るために、選手、スポンサー、そして試合を手伝っ
てくれる人を募集しています。オーストラリアンフ
ットボールは、早いテンポの動作で試合が行われ、
現在日本でも人気となりつつあります。しいて言う
ならばバスケットボールとラグビーを合わせたよう
なスポーツです。オーストラリア人にとっては、た
だのスポーツ以上の意味を持ち、 熱狂的な宗教のよ
うになっています。私たちは、どんなレベルの選手
にも適応し、またどんな人にでもどのようにプレー
するか喜んで教えています。ぜひチャレンジしてみ
てください。体力面はもちろん向上し、さらに色ん
な言語の練習が楽しく行える環境でもあります。
私達は毎週土曜日に中津で練習しており、またシーズンの間はトップリーグの試合を６試合と決勝戦を行います。
またシーズン前にはいくつかの練習試合やエキシビジョンゲームを関西地方でしばしば行っています。日本人選手の
中で活躍した選手は、2014 年にオーストラリアで開催予定のインターナショナルカップに日本代表として参加でき
る機会もあります。興味がある方や何かスペシャルな事をしてみたいと思っている方は

Osakadingoes @ hotmail.com までご連絡いただくか、大阪ディンゴーズホームページをご覧ください。
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日豪観光交流年２０１３
日豪観光交流年２０１３
オーストラリア政府観光局と日本政府観光局は、2013 年 1 月 1 日より 12 月 31 日までを「日豪観光交流年」
とし、一般社団法人日本旅行業協会による協賛のもと、両国の観光産業における双方向の交流促進を図ること
で合意しました。2013 年の 1 年間、日豪両国の各地で様々なイベントを開催する等、積極的な観光交流プロモ
ーションを行い、通常の渡航者数と合算で約 65 万人の相互交流を目指します。2013 年は、奈良県大和高田市
とＮＳＷ州のリズモア市が 1963 年に日豪間で初めてとなる姉妹都市関係を結んでから 50 周年の節目を迎えま
す。日本とオーストラリアの姉妹都市関係は現在では都道府県と州との提携も含めると 109 件を数え、活発な
国際交流が行われています。また、航空座席の安定供給のためにも二国間の観光促進が必要でありことから
2013 年を日豪観光交流年と設定し、日豪両国の交流をより深めるとともに、双方からの観光客誘致に繋げる施
策を実施していきます。

ビクトリア州 イチオシ・イベント
オーストラリアン
オーストラリアン・Ｆ１グランプリ（
グランプリ（Australian F1 Grand Prix）
Prix）
開催日時：2013 年 3 月 14 日（木）～17 日（日）
開催場所：メルボルン
モータースポーツの最高峰でもあるフォーミュラー１グランプリ。メルボルン中心部近くのアルバートパーク
周辺が会場となります。一部公道を使うために観客にとっては大迫力、レーサーにとっては厳しいレースとな
り、毎年過酷のレースが展開されます。
ニュー・サウス・ウェールズ州 イチオシ・イベント
オペラ・
オペラ・オン・
オン・シドニーハーバー －カルメン（
カルメン（Opera on Sydney HarbourHarbour-Carmen）
Carmen）
開催日時：2013 年 3 月 22 日（金）～4 月 12 日（金）
開催場所：国立植物園（Royal Botanic Garden）
シドニー湾上に特設舞台を設けて行われるオペラ。昨年はラ・トラビアータを上演し、その豪華さと斬新さで
話題になりました。2013 年は日本でもおなじみの「カルメン」を上演。夏が終わって秋に向かう心地よい屋外
で楽しむオペラは格別なものです。
クインズランド州 イチオシ・イベント
アイアンマン・
アイアンマン・ケアンズ（
ケアンズ（Ironman Cairns）
Cairns）
開催日時：2013 年 6 月 9 日（日）
開催場所：ケアンズ
2011 年にケアンズ初のトライアスロン大会としてスタート、2012 年にはアイアンマン大会の仲間入りをし、日
本からも多くのアスリートたちが参加しました。アクセスのよさ、時坐臥ほとんど無いなど、海外のアイアン
マン・レースの中でも日本人には特に参加しやすい大会です。世界でも珍しい 2 つの世界自然遺産に囲まれた
素晴らしい環境の中で、日頃の練習成果を存分に発揮することができます。
ゴールド・
ゴールド・コースト・
コースト・マラソン（
マラソン（Ironman Goldcoast）
Goldcoast）
開催日時：2013 年 7 月 6 日（土）＆7 日（日）
開催場所：ゴールドコースト
毎年 7 月の第 1 週目の土曜日、日曜日に開催されるゴールドコースト：マラソン。2013 年には 35 回目を迎え
るこの大会には、日本からも毎年多くの方にご参加いただいています。梅雨となるこの時季、南半球にあるゴ
ールドコーストは爽やかな春のような気候。また、日本との時差もわずか 1 時間のため、体調を整えやすくフ
ルマラソン、５㌔ラン＆ウォークなどからレベルにあった種目をお選びいただけます。
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生活費世界番付 豪二大都市が
豪二大都市がトップ５
トップ５に
英経済誌エコノミストの調査部門、エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）は世界都市の生活費
に関する調査結果を発表。東京がトップ、2 位は大阪となったが、3 位にシドニー、4 位オスロ、5 位にメルボ
ルンとなった。ほんの 10 年前まではオーストラリアの都市は 50 位以内にも入っていなかったと述べ、トップ
10 に入ったのが2年前ことだという。
東京の物価高は世界でも周知のことだが、
昨年は特に為替変動の影響で、
これまでトップだったスイス・チューリッヒが 7 位に転落した。EIU では、東京は過去 20 年間、常にランクイ
ンしていると述べた。
***** 生活費が高い世界都市トップ１０は以下のとおり。
（前年度）
１．東京（2 位）２．大阪（3 位）３．シドニー（7 位）４．オスロ・ノルウェー（5 位）
４．メルボルン（8 位）６．シンガポール（9 位）７．チューリッヒ・スイス（1 位）
８．パリ・フランス（6 位）９．カラカス・ベネズエラ（34 位）10．ジュネーブ・スイス（3 位）

WA 州で山火事発生
2 月 12 日の嵐の影響で、ＷＡ州南西部ドニーブルグとブリッジタウン地区で一連の山火事が発生し、同地区
のグリーンブッシェズとヘスターブルック、ワンディラップ、マラナップ、サウサンプトンの住人に対し、消
防・緊急サービス局（DFES）による緊急警報が発せられている。
今日の山火事により、これまで約 3000 ヘクタールが延焼しており、サウサンプトンにある 1862 年建造され
た邸宅と民家が消失している。200 人以上の消防隊が消火活動に当たっており、消防ヘリなども現場に派遣さ
れている。

VIC 州の山火事現場で
山火事現場で消防士 2 人死亡
VIC 州の高山帯にあるマウント・ホッサム地区で 13 日重大な山火事の消化活動に当たっていた消防士 2 人が
死亡した。

●寄付 Donation(２月) ありがとうございました
堀 田

真 紀 子 様

●2012 年度の会費の納入がお済みでない方へ
２０１２年度の会費が未納入の方は３月度中にお願いいたします。また、お知り合いやお友達でオーストラ
リアに興味のある方がおられましたら、ぜひ会にお誘いください。よろしくお願いいたします。
郵便振替口座番号：
郵便振替口座番号：０１１０３ ６ ５８９４４
加入者名：
加入者名：神戸日豪協会
銀行振込口座：
銀行振込口座：三井住友銀行・
三井住友銀行・神戸営業部
口 座 番 号 ：１２７６３５１
口 座 名 ：神戸日豪協会
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今後の青年部のイベント予定

3/17（日） ＫＯＢＥ国際交流フェア 2013 へ出展
11：00-17：00 於：神戸ハーバーﾗﾝﾄﾞセンタービル地下 1 階

4/27（土） 2012 年度派遣日本語補助教員 帰国報告会①（計二回予定）
17：30-20：00 於：神戸勤労会館多目的ホール（各線三宮駅より徒歩 5 分）
2014 年度派遣に応募される方が帰国したばかりの派遣教員のナマの声を聞く絶好の機会です。
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