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在シドニー総領事通信 

第 46 回 Japanaroo 2021：すぐそこにある日本 

 

 

 

令和３年（2021年）８月 19日 

 

東京オリンピックが終わりました。豪州の選手団の皆様からは、選手村の「THANK 

YOU」という垂れ幕をはじめ、日本に対する多くの温かいことばをいただき感謝

申し上げます。当館にも、日本が素晴らしい大会を開催したことに感謝する手紙

や電子メールが、豪州の人たちから 17通も届きました。 

 

来週からは、パラリンピックが始まります。コロナが引き続き厳しい状況下で、

世界中からの選手団が日本で思う存分力を発揮し、新たな感動と夢を世界中の

人たちに与えてほしいと思っています。 

 

豪州の人たちの日本への関心が高まっている今のタイミングを捉えて、

Japanaroo 2021がいよいよ明日、８月 20日（金）から始まります！日豪間の往

来が難しい中、日本を豪州に持ってこようという試みです。キャッチコピーは

「すぐそこにある日本（Japan at your doorstep）」。対面・オンライン・ハイブ

リッド行事を組合せ、50以上の行事を開催する準備を進めてきました。 

 

新型コロナウイルスのデルタ株の影響で、最終日は当初予定の８月 29 日（日）

から 10月２日（土）まで後ろ倒しにしました。それでもロックダウンが更に続

き、オンライン行事が中心となる可能性も高いので、対面行事については 12月

に別途特別な期間を設けて開催できないか検討中です。 

 

ロックダウン下で始まる Japanaroo 2021には、どのような行事があり、どのよ

うに楽しめるのでしょうか。今回の総領事通信では、今回の Japanaroo 2021の

見どころをご紹介しながら、今後の豪州における日本文化行事のあり方につい

て、皆様と一緒に考えていきたいと思います。 
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Japanaroo Opening Night!  

（2021年８月 20日） 

 

●Japanaroo Opening Night 

 

初日の８月 20 日（金）には、Japanaroo パートナーの共催により、Japanaroo 

Opening Night がオンラインで開催されます。Zoom のミーティング機能を使っ

て、参加者がお互いに顔を合わせながら、家族向けの折り紙ワークショップ、日

本食・日本酒での乾杯と日本の酒蔵からのオンライン中継、日本と豪州先住民の

文化共創パフォーマンスのプレビュービデオ、チアリーディングチームの東京

パラリンピック応援メッセージ、Japanaroo のロゴとビジュアルを作った日豪ア

ーティストのトークイベント、そしてクイズ番組など、幅広い層の皆様に楽しん

でいただけるようにプログラムを組みました。  

 

ソーシャルメディアのハッシュタグを活用して参加型の写真コンテストも行い、

入賞者には賞品を用意しています。また、豪州の多文化主義の発展に日本が貢献

する Japanaroo 2021 の開始に際して、NSW 州やシドニー市の代表からご挨拶も

いただく予定です。 

 

厳しいロックダウンの中、オンラインで日豪の交流を盛り上げる初めての試み

です。是非お気軽にご参加ください。Zoomリンクはこちらです。 

https://us06web.zoom.us/j/84091516234 

８月 20日（金）午後５時半から午後８時まで、事前登録なしで、いつでも自由

に参加・退出いただけます。 

 

 

https://japanaroo.com/program/others/japanaroo-opening-night/
https://japanaroo.com/program/others/japanaroo-opening-night/
https://japanaroo.com/program/others/japanaroo-opening-night/
https://us06web.zoom.us/j/84091516234
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山上駐豪州日本国大使の日豪ビジネス協力ウェビナー 

（2021年８月 20日） 

 

●オンラインセミナー 

 

同じく初日の８月 20 日（金）午前 10時半から、豪日経済委員会（AJBCC）主催

で、山上信吾駐豪州日本国大使を招いての日豪ビジネス協力ウェビナー“Going 

for Gold! Building a Japan-Australia Business Partnership for the Future”

が開催されます。参加者との質疑応答も行われます。事前にご登録ください。 

 

また、８月 25日（水）には、豪日協会 NSW 支部（AJS-NSW）、豪州日本研究学会

（JSAA）、オーストラリア国立大学（ANU）豪日研究センター（AJRC）、シドニー

大学アジア太平洋法センター（CAPLUS）、豪州日本法ネットワーク（ANJeL）の共

催で、日豪の３名の研究者がコロナ下の日本の政治経済について議論するオン

ライン・シンポジウム“Pandemic Pressure Points: Economics, Governance and 

Society in Japan”が開催されます。 

 

その他、８月 20日（金）には JETRO主催の日本ビジネス法ウェビナー、８月 21

日（土）・22 日（日）には日本人女性が当地で起業した WomenCanFly.co 主催の

妊活ウェビナーなど、各種のオンラインセミナーが予定されています。以上、い

ずれも参加は無料です。 

https://www.ajbcc.asn.au/2021/08/webinar-ambassador-yamagami/
https://www.ajbcc.asn.au/2021/08/webinar-ambassador-yamagami/
https://www.ajbcc.asn.au/2021/08/webinar-ambassador-yamagami/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uhiqQw77SU6tUvzrBvTUAA
https://japanaroo.com/program/others/university-of-sydney-law-school/
https://japanaroo.com/program/others/university-of-sydney-law-school/
https://japanaroo.com/program/others/university-of-sydney-law-school/
https://japanaroo.com/program/business/jetro-sydney/
https://japanaroo.com/program/lifestyle/womencanfly-co/
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豪州人が案内する日光江戸村オンラインツアー 

（2021年８月 21日） 

 

●オンラインツアーと旅行関係イベント 

 

このロックダウン下で、当地の皆様に是非楽しんでいただきたいのはオンライ

ンツアーです。H.I.S.、近鉄インターナショナル、日本旅行などの旅行会社が企

画しました。例えば、８月 21日（土）には、豪州人が案内する日光江戸村ツア

ーが開催されます。また、８月 22 日（日）・28 日（土）には原宿・道頓堀徒歩

ツアー、８月 22日（日）・25日（水）・28日（土）には元力士と話せる相撲ツア

ー、更に全期間でホームステイなどのオンライン日本体験も参加できます。 

日本の旅行・文化の動画配信もたくさんあります。東京都内観光、北海道の酒蔵

巡り、日本各地の和菓子工房訪問など、無料で最新の動画が見られます。また、

iDA Australia による日本での買い物・おもてなし紹介の動画も配信されます。 

近鉄インターナショナル主催のクイズ企画“Are you a Japan travel expert?”

では、旅行券や宿泊券が当たります。JNTO 主催の “Share Your Japan 

Competition”は、自然・料理・伝統の３部門で写真と動画を募集し、総額 2,000

ドル以上の賞品が当たりますので、是非ご応募ください。 

更に、コロナ明けのスキー旅行再開に向けて、WAmazing Snowは年末から来年に

かけてのスキー・リフト券の早割を出展しています。スキーの動画もご覧くださ

い。 

https://japanaroo.com/program/travel/aussie-abroad-virtual-nikko-edo-wonderland-walking-tour/
https://japanaroo.com/program/travel/aussie-abroad-virtual-nikko-edo-wonderland-walking-tour/
https://japanaroo.com/program/travel/aussie-abroad-virtual-nikko-edo-wonderland-walking-tour/
https://japanaroo.com/program/travel/virtual-walking-tour-in-harajuku-tokyo-dotonbori-osaka/
https://japanaroo.com/program/travel/virtual-walking-tour-in-harajuku-tokyo-dotonbori-osaka/
https://japanaroo.com/program/art/h-i-s-x-travel-japan-3/
https://japanaroo.com/program/art/h-i-s-x-travel-japan-3/
https://japanaroo.com/program/travel/nippon-travel-agency-australia-x-nextage-co-ltd-homestay-in-japan/
https://japanaroo.com/program/travel/nippon-travel-agency-x-japan-panoramic-tours/
https://japanaroo.com/program/travel/nippon-travel-agency-2/
https://japanaroo.com/program/travel/nippon-travel-agency-2/
https://www.nta-sachitours.com.au/meetwagashi
https://japanaroo.com/program/travel/ida-australia-pty-ltd/
https://japanaroo.com/program/travel/kintetsu-international-express-oceania/
https://japanaroo.com/program/travel/kintetsu-international-express-oceania/
https://japanaroo.com/program/travel/japan-national-tourism-organization/
https://japanaroo.com/program/travel/japan-national-tourism-organization/
https://japanaroo.com/program/travel/wamazing-snow/
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Japanarooバーチャルマラソン 

（2021年８月 20日～10月２日） 

 

●オンラインワークショップ・展覧会 

 

オンラインでの各種ワークショップも出展されています。 

 

JTBはバーチャルマラソン“Run to Japan close to you”を開催します。５キ

ロのファンランから 42キロのフルマラソンまで自分で距離を選び、走った際に

日本にゆかりのある場所や物との写真を自撮りして報告すると、Japanaroo 特製

Ｔシャツなどの記念品がもらえます。 

 

オンラインの利き酒もあります。Sakenet は燗酒の利き酒会を９月 12 日（日）

にオンラインで開催します。また、Sakeshop by Chef’s Armoury では、４種類

の日本酒セットをオンラインで購入してビデオで利き酒を楽しむ“Sake 101 - 

Taste and Learn”を９月８日（水）～10月２日（土）に開催します。 

 

Mayuko’s Little Kitchen のチキン南蛮料理教室（８月 21日（日）・27日（金））

やツナ・マッシュルーム料理教室（８月 24 日（火）・29 日（日））、キャンベラ

からオンラインで出展する happy JP designs の水引イヤリング教室（時期未定）

や、日本血管ストレッチ協会の加圧トレーニング（全期間）も予定されています。 

 

オンラインショップも出展されています。豪州人が日本の抹茶に惹かれて起業

した Matcha Yu Teaや Sakucha の紹介ページには、日本での抹茶体験の動画や

写真も掲載されており、私自身興味深く拝見しました。 

 

 

https://japanaroo.com/program/sport/jtb-australia-pty-ltd/
https://japanaroo.com/program/sport/jtb-australia-pty-ltd/
https://japanaroo.com/program/food/sakenet-australia/
https://japanaroo.com/program/food/sakeshop-by-chefs-armoury/
https://japanaroo.com/program/food/sakeshop-by-chefs-armoury/
https://japanaroo.com/program/food/mayukos-little-kitchen-x-travel-japan-2/
https://japanaroo.com/program/food/mayukos-little-kitchen-x-travel-japan-3/
https://japanaroo.com/program/art/happy-jp-designs/
https://japanaroo.com/program/sport/japan-blood-vessel-stretch-association/
https://japanaroo.com/program/food/matcha-yu-tea/
https://japanaroo.com/program/food/sakucha/
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シドニーの在留邦人によるプロジェクト“Voice Collage”は、コロナのロック

ダウンの時期に、広く豪州や日本各地から約 50人の参加を得て「ふるさと」と

「カントリーロード」の合唱の動画を製作し、紹介しています。更に、豪州在留

邦人約 35人が豪州に感謝し合唱する“I Still Call Australia Home”の動画

も追って紹介される予定です。 

ダーリングハーストの Origami Café は、“Collaboration of Art and Café”と

題して、アーティストの斉藤なお子さんとのコラボによる様々なキャラクター

のお弁当、デザートやラテアートの楽しい動画を出展しています。 

シドニー在住の画家ケン・ドーン氏は日本との関わりが深く、ロックスにある同

氏のギャラリーで「ケン・ドーンと日本」展を明日から開催予定でした。コロナ

を受けて、オンラインでの開催を現在検討中です。 

 

賞品キャンペーン 

（2021年８月 20日～10月 10日） 

●賞品キャンペーン 

今回、Japanaroo 2021 の行事に参加すると、参加する毎に賞品キャンペーンに

応募できます。金賞はなんと全日空（ANA）と日本航空（JAL）のペア往復航空券

です！また、銀賞も J Culture Sydney の Japanaroo 2021 Festive Season 

Concertと SMASH!のシドニー・アニメ＆マンガショーのチケット、国際交流基金

のペンとトートバッグが当たります。 

https://japanaroo.com/program/art/plus-voice-creation/
https://japanaroo.com/program/art/origami-cafe/
https://japanaroo.com/program/art/the-ken-done-gallery/
https://japanaroo.com/campaign
https://japanaroo.com/campaign
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Japanaroo 2021の行事に参加した感想ひとこと（30語以内）に、参加した時の

写真（スクリーンショット可）を添えてお申し込みください。応募者は、

Japanaroo 2021 キービジュアルのパソコン・スマホ壁紙がもれなくダウンロー

ドできます。 

 

今回は対面行事が困難なので、当選の確率がその分高まると思います。奮ってご

応募ください！  

 

 

Japanaroo 2021 Festive Season Concert 

（2021年 12月 17日） 

 

●対面行事に向けて 

 

以上、オンライン行事についてご紹介しましたが、シドニー大都市圏での厳しい

ロックダウン規制により、対面行事は現時点でなかなか見通しがつかない状況

です。実は、これ以外に 30以上の対面行事が企画されていました。次の機会に

是非紹介させていただければ幸いです。 

 

在豪日本人コミュニティ紙の日豪プレスは８月号で Japanaroo特集を 18頁にわ

たって組み、英語でシドニーCBDの日本レストランガイドも掲載しています。こ

のような取組を通じて、コロナ明けに日本レストランの人気が一層高まること

を期待しています。また、Japanaroo特集をきっかけに、日豪プレスでは今後も

豪州人に日本の魅力を伝える英語記事の掲載を続けるそうです。豪州の人たち

の日本に対する理解や相互交流が一層深まると嬉しいですね。 

 

今回、幅広い企業・団体に折角企画いただいた対面行事が開催できるように、現

在、12月上旬から中旬にかけて“Japanaroo Pop-up（仮称）”を開催することを

検討中です。既に 12 月 17日（金）には、Japanaroo 2021 Festive Season Concert

https://japanaroo.com/program/art/j-culture-sydney/
https://japanaroo.com/program/lifestyle/nichigo-press/
https://japanaroo.com/program/food/nichigo-press-2/
https://japanaroo.com/program/art/j-culture-sydney/
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がシドニー市庁舎のセンテニアルホールで開催されることが決まっています。

今の厳しい時期をオンライン行事で乗り越え、年末には皆様と盛大な対面行事

でご一緒できることを心から楽しみにしています。 

 

この Japanarooは、今年が初年度になります。今回、官民連携で多くの団体・企

業が一致団結し、これだけ大きな行事を開催して「すぐそこにある日本」を実現

いただいたことを嬉しく思います。関係者の皆様に深く感謝申し上げます。厳し

い状況を乗り越えるからこそ、日豪関係の真の強さを見せることができると確

信しています。Japanaroo を通じて、オンラインを交えた新しい形と発想の日豪

文化交流行事がこれから全豪へと広がり、長きにわたり発展するよう願ってい

ます。 

 

 

 

在シドニー日本国総領事 紀谷昌彦 

 

 

 

 

 

 

Japanaroo website 

https://japanaroo.com/ 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_en/Japanaroo.html 

 

 

  （以上） 

https://japanaroo.com/
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_en/Japanaroo.html

