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事業概要



事業概要
• 事業名称： Japanaroo 2021

Japanaroo＋

• 実施時期:

2021年8月20日（金）～2021年10月2日（土） Japanaroo２０２１

2021年12月3日（金）～2021年12月19日（日） Japanaroo＋

• 概要及び目的：
Japanarooは、コロナ中からコロナ後に向けて、日豪関係団体・企業が官民連携で立ち上
げた新たな取組です。シドニーを中心に、様々な団体・企業が日本文化・ビジネス関連行事
を同じ時期に集中開催するものです。主な目的は以下の三点です。

第一に、豪州が推進する多文化主義の一翼を日本が担い、日本食や日本文化を通じて豪州
の人々の生活を一層楽しく豊かなものにすること。

第二に、豪州の雇用創出とビジネス・イノベーションに日本が自らの強みを生かして貢献し、
日本と豪州がともに発展すること。

第三に、これらの価値を実現するために、日豪間の交流を通じて信頼関係を深化させること。

8～10月のJapanaroo 2021は、NSW州のロックダウンにより対面行事を開催できずオン
ライン行事のみとなったことから、12月に改めてJapanaroo+を企画して、当初予定してい
た対面行事を開催しました。



■キャッチコピー（Tagline）Japan at your doorstep
和訳：すぐそこにある日本

■ロゴとキャッチコピーの説明

豪州における多文化主義と日本との交流を推進するための新たなイニシアティブである「Japanaroo」の趣旨を体現
するものとすべく、ロゴは豪州で活躍する著名な日豪アーティストの合作により制作しました。

「Japanaroo 2021」が開催される豪州で生活する皆様に、日豪の文化が融合して展開される本イベントの魅力がひ
と目で伝わるよう、ロゴには両国の象徴的存在として親しみがもたれるカンガルーと富士山を採用し、両アーティストの
特徴を活かしたイラストとして制作したものです。

ピンクと水色という明るい色調で本イベントの楽しさを表現しながら、どちらのイラストにもこの色を使用することで、異な
る特徴をもつ2人のアーティストのイラストを一つのロゴとして成立させています。

キャッチコピー「Japan at your doorstep」は、より多くの人々に日本を身近に楽しんでもらうことを意図しており、
doorstep＝玄関先という、どの家庭にもある身近でなじみのある言葉を用いることで、オーストラリア国内の日常にい
ながらも、一歩出れば日本の体験が待っており、「一歩踏み出してみよう」と思ってもらいたいというメッセージがこめら
れています。

［ロゴ制作者］
Kentaro Yoshida（ヨシダ・ケンタロウ）
https://kentaroyoshida.com/
Mulga（モルガ）
https://mulgatheartist.com.au/



賞品キャンペーンを実施：

• Gold Prize：ペア往復航空券（東京/シドニー）

提供：全日本空輸株式会社 / 日本航空

・Silver Prize：

‐Japanaroo ２０２１ Festive SeasonConcert入場券 提供：J Culture

‐SMASH! 2022, Weekend SMASH! Ticket

提供：SMASH! Sydney Manga and Anime Show

‐The Japan Foundation, Sydney Friction Pen & Tote Bag

提供：The Japan Foundation

イベント概要
Japanaroo 2021 Japanaroo +

参加団体・イベント数 3３団体
４０イベント

32団体
３３イベント

イベント参加者数※ 8,307人

※イベント参加団体からの報告ベースであり全ての人数ではありません
（不明を含め23イベント主催者から回答）



成果一覧
項目 実績

Japanarooサイト訪問者数（ユニークユーザー数）
Japanarooサイトアクセス数
FACEBOOKページリーチ数
Instagramリーチ数

17,063名
23,009名
12,720名
5,342名

賞品キャンペーン参加者数（往復航空券） １１７名

掲載媒体
※把握できたもの

14媒体

その他、在シドニー総領事館
始めパートナーのプラット
ホームによるイベント告知を
実施。

一般参加者



ウェブサイト・SNS実績



ウェブサイト実績
項目 実績

Japanarooサイト訪問者数
（ユニークユーザー数)

17,063名

Japanarooサイトアクセス数 23,009名

オーディエンス属性 使用言語Top10



オーディエンス属性 居住地（国）Top10



ウェブサイトオーディエンス属性 居住地（市）Top10

豪州からのアクセスは全体の81％。日本やアメリカ等からのアクセスもあり。
豪州国内でもシドニーからのアクセスが54％、各都市からのアクセスも一定数見られる。
オンラインの優位性を活かし、シドニー以外の都市、他国でもJapanarooのイベント参加が見られた。



項目 実績

Facebookページリーチ数 12,720名

Facebookページライク数 426

オーディエンス属性

Facebook実績



リーチ数の推移

アカウント訪問者数の推移

フォロワー数の推移

ウェブサイト同様、シドニー以外の都市からのアクセスも見られる。
Japanaroo２０２１、Japanaroo＋それぞれのイベント直前にアカウントのアクセスが増加。
オンラインのイベントが中心となったJapanaroo2021のアクセスが高く、オンラインイベントとSNSとの親和性の高
さがうかがえる。



項目 実績

Instagramリーチ数 5,342名

Instagramフォロワー数 959

オーディエンス属性

Instagram実績



リーチ数の推移

アカウント訪問者数の推移

フォロワー数の推移

ウェブサイト、FB同様、シドニー以外の都市からのアクセスも見られる。
Japanaroo２０２１、Japanaroo＋それぞれのイベント直前にアカウントのアクセスが増加。
オンラインのイベントが中心となったJapanaroo2021のアクセスが高く、オンラインイベントとSNSとの親和性の高
さがうかがえる。また、FBと比較すると女性の割合が高い。



広報実績



広報実績一覧

媒体種類 媒体名 URL リーチ数

EDM Travel Monitor https://mailchi.mp/travelmonitor.com.au/7-april-
178830?e=1ba962ec08

Online Travel & Cruise Weekly https://travelandcruiseweekly.com.au/a-travel-food-
and-arts-festival-is-bringing-a-touch-of-japan-to-
australia/63588/

Online Travel Talk https://www.traveltalkmag.com.au/news/win-trip-to-japan 1,000

⽇刊紙 The Sunday Morning Herald 69,000

⽇刊紙 The Age 78,000

Online What’s on Sydney https://whatson.cityofsydney.nsw.gov.au/events/japa
naroo-opening-night

74,000

Online Up next https://upnext.com.au/event/japanaroo-opening-
night-2021

Online Travel Monitor https://www.travelmonitor.com.au/category/news/tod
ays-news/virtual-japanaroo-travel-food-and-arts-
festival-to-bust-lockdown-blues/

1,000

Online Kiama Online News https://kiamaonlinenews.com.au/japanaroo-2021-
sydney/

Online Secret Sydney https://secretsydney.com/japanaroo/

Online Murwillumbah Online News https://murwillumbahonlinenews.com.au/japanaroo-
2021-sydney/

Online Concrete Playground https://concreteplayground.com/sydney/event/japanaroo-2021 31,000

Online Eat Drink Play https://eatdrinkplay.com/sydney/japanaroo-virtual-
experience-2021/

Online SBS日本語放送 https://www.sbs.com.au/language/japanese/audio/japanese-
festival-in-a-new-format-japanaroo-brings-japan-to-australia-in-
august



総領事通信

在シドニー日本総領事館

イベント主催者によるJapanaroo告知

ウェブサイト、Facebook、Twitter、Instagramを活用した広報活動の他、総領事通信（計8回）で紹介

ウェブサイト



ニュースレター（BtoC向け）

JNTOウェブサイト

Instagram （Visit Japan AU) Facebook （Visit Japan AU)

JNTO

イベント主催者によるJapanaroo告知

Press Release



Facebook（Discover Fukuoka）

福岡県

イベント主催者によるJapanaroo告知

ウェブサイト（G'Day Japan!）

名古屋市

Press Release

ニュースレター（旅行事業者向け）

CLAIR
Facebook



アンケート結果



イベント参加団体・アンケート結果①

QあなたはJapanaroo 2021に参加して満足ですか Q１ 回答理由

Q認知度向上につながりましたか

・日本に興味のあるローカルの方へ自社商品や自社ブ
ランド認知向上の機会をいただき大変感謝しております。
・小規模のイベントでしたが、対面で参加者と交流でき
たことにとても満足しています。
・もっと多くの方に参加頂ければ、よりよいイベントにな
ると思います。
・積極的に広報していただけたので

Qご自身のイベントは日本全体としてアピールできましたか？

●92%は参加に満足をしている

●89%は認知度向上に
繋がったと回答



・8月の同時期
・日本の桜や紅葉時期（オンラインツアーで現地の様子
が分かるから）
・豪州の夏（12月～2月）はイベントが多いので、春（9
月～10月頃）

イベント参加団体・アンケート結果②

Q来年度実施した場合、参加は希望しますか Q１ 来年度実施した場合は友人・家族に勧めますか

Q豪州において、日本に対する印象や理解が向
上したと思いますか。

Q来年度の希望開催時期について



コメント（抜粋）
・コロナ禍でのイベントとして、リモートでの開催でも助かった。今後も続けて欲しい

・素晴らしいイベントであった。ロックダウンの最中ではあったが、多くの方がイベントを楽しめた事は素晴らしい
事でした。

・日豪共の、多くの団体、企業、個人が繋がる良い機会になっていると思います。

・今回はコロナ禍と言う事で非常に難しかったと思います。来年以降、制限が撤廃された場合、もう少し若い世
代に向けたイベントを行っても良いと感じました。例えば、オーストラリア人の若者の間で流行っているお酒と音
楽などをかけたイベントを実施するなど

・想像より、大規模なイベントでしたが、ソーシャルメディアでの広報なども併せとても素晴らしかった。オースト
ラリアにおいての日本促進に貢献していると感じました。

・全体的にコロナ禍の影響が大きかったのではないかと思います。東京オリパラの時期がちょうどロックダウン
と重なってしまったのは残念でした。タウンホールでのイベント（Expo、Ganbare Concert, A festive 
Concert）は今後の発展に向けてとても良いスタートになったのではないでしょうか。

・素晴らしいミッションと出展者にとって明確なプロセスでした。まだ、始めたばかりのイベントであり、ポテンシャ
ルは高いと感じます。今後、よりエクサイティングになる事を確信しています。



一般参加者満足度

満足度 ％

大変満足 65%

満足 30%

良かった 4％

不満足 1％



一般参加者・コメント（抜粋）
loved seeing all the delicious food & cultural sites in Tokyo that I will be able to visit soon!
（Amazing Tokyo）

Our family walked the streets of Dotonburi and Harajuku from our lounge room! We could almost smell the 
takoyaki cooking. Thanks for bringing Japan to us at home.（Virtual Walking Tour in Harajuku Tokyo & 
Dotonbori Osaka!）

I enjoyed the drum playing. I am really looking forward to travelling again so I can enjoy other cultures.
（Japanaroo Opening Night）

We loved connecting with the Japanese culture from home and learning the origami craft. It was so much fun 
and such a holiday from lockdown. Thank you so much. (Origami Workshop)

The best part was looking at our 2018 Japan photos. Reminiscing of all the places we went, experiences we 
had and the places we want to come back and see!(Share your Japan Campaign)

It was to be able to enjoy the integration of the beauty of Japan and Australia.  We are lucky to be able to 
embrace diversity in such a lovely setting. (Ikebana Exhibition, Sogetsu Ikebana Awakening)

Discovering not only the ramen flavours but also, had a chance to taste a unique sake that we both loved. 
We were so enthralled in the Japanese experience. (GOGYO Surry Hills | Flavours of Fukuoka)



実施事業
※確認が取れたイベントのみであり、全てのイベントを網
羅しているわけではありません。



JETAANSW & doq & Japanaroo Partners
Japanaroo Opening Night

8月20日

中核イベント

JETAANSW & doq & Japanaroo Partners
Japanaroo+ Opening Night

１２月３日



J Culture
JAPAN Expo

１２月17日



J Culture
Janaroo Festive Season Concert

１２月17日



Japan Club of Sydney
Matsuri Japan Festival in Chatswood

１２月18日



JNTO Sydney

https://www.japan.travel/en
/au/share-your-japan/

イベント告知

特設サイト

https://www.instagram.com
/explore/tags/shareyourjapa
ncomp/

応募作品

Share your Japan & Win 

参加団体によるイベント

http://www.greatwalks.com.au/news/photo-comp-
open-for-japan-lovers

アウトドア専門メディア Great Walksで
の告知



JETRO Sydney Kintsugi Australia

Building your business in Japan Beginner’s Kintsugi



JTB Australia

イベント告知
Run to Japan Close to you Hokkaido Night “Hokkaido BBQ”

Sake Net

Kan-zaké (warmed Saké) tasting & talk



Simply Native Origami Cafe

Happy JP Design

Journey to Kyoto

Japanese Mizukiri Earring Making

Collaboration of Art and Café



福岡

イベント告知

Ken Done Gallery

Flavours of Fukuoka

Ken Done: Japan



名古屋 Sogetsu Ikebana Sydney

JETAA Cbado Urasenke Tankokai Sydney

Ikebana Exhibition, Sogetsu Ikebana AwakeningEat the Feast of Nagoya

Japanaroo JETAA NSW, Visualizing Japan Photo 
Exhibition

Chado Demonstration by Urasenke Sydney in Blue 
Mountains



akira Sydney Kyudo Kai

Akira family Sale

HIS X Travel JAPAN

Virtual Walking Tour Nikko Edo Wonderland Virtual walking tour in Harajuku Tokyo & Dotonbori Osaka

Sydney Kyudo Kai Open Doors



所感



１ 「コロナを乗り越えて」の初開催実現
Japanaroo 2021は、コロナによるロックダウンを受けて、当初計画を一部変更してオンライン
行事に全面移行したが、在宅で娯楽が少ない中で、多数の参加者を得て、日本に対する関心と
理解を高めることに寄与した。
更に、コンサートや展覧会、講演会、試食会などの対面行事については、時期を後ろ倒しして

Japanaroo+を企画することで、ロックダウン後の開放的な雰囲気のもと、年内の開催を実現し、
日豪要人も含め多数の参加を得ることができた。

２ 「持ち寄りパーティー」の発展可能性
Japanarooとして、個別の行事に対しては広報協力のみを行い、財政支援は行わなかったにも
かかわらず、Japanaroo 2021とJapanaroo+の合計で74の日本関連行事が集まり、豪州で
最大級の日本祭を実現することができた。

また、対面行事のみならず、コロナによるオンラインツールの普及を生かしてのオンライン行事を
積極的に取り込んだことで、バーチャルツアーなど日本からの行事企画や、シドニーのみならず
豪州内の他都市からの参加といった広がりが生まれた。

３ 「日豪の共創」という方向性
今回のJapanarooで各種の日本関連行事を開催する中で、日本の琴と豪州先住民のディジリ
ドゥー（大きな笛）の協奏など、日豪間の交流・協力を通じて新たな価値を生み出す共創の素晴
らしさを評価する声が多く聞かれた。

従来より豪州各地で日本祭が開催されているが、Japanarooは日本の紹介にとどまらず日豪
の共創に焦点を当てることにより、これまでの日本祭と差別化し、将来の発展が可能となると感じ
られた。



別添



Japanaroo タスクチームJapanaroo パートナー

Japanaroo サポーター



参加団体一覧

akira
AJBCC
AJBCC/JETRO Sydney
Art Gallery of NSW
Chado Urasenke Sydney
Consulate General of Japan 
in Sydney
d.doq Pty Ltd
GOGYO Surry Hills
Goshu Kariyushi-Kai
H.I.S. x Travel Japan
happy JP designs
Happy Travels in Japan with 
TokudAW Inc.
iDA Australia Pty Ltd
J Culture Sydney 
Japan Blood Vessel Stretch 
Association 
Japan Club of Sydney Inc.
Japan National Tourism 
Organization

JETAA NSW
JETRO Sydney
JTB Australia Pty Ltd
Kintetsu International 
Express (Oceania)
Kintsugi Australia 
Matcha Yu Tea
Mayuko's Little Kitchen x 
Travel Japan
Mayu's Shinrin-yoku walk
Midori Furze Fine Art & 
Design
Nichigo Press
Nippon Travel Agency
Nippon Travel Agency 
Australia x Japan Panoramic 
Tours
Nippon Travel Agency 
Australia x Nextage Co., Ltd 
Homestay in JAPAN
Origami Café
Plus Voice Creation
Ramen Zundo

Sakeshop by Chef's Armoury
SAKEYOU AU
Sakucha
Sekka Dining
Simply Native
Sogetsu School of Ikebana 
Sydney/NSW Branch
Sushi Kaido
Sydney Japanese Dance
Sydney Kyudo Kai
Takashi Wakasugi
The City of Nagoya
The Ken Done Gallery
University of New South 
Wales
University of Sydney Law 
School
Wamazing
WomenCanFly.co
WSO/J CULTURE SYDNEY

Sakana-Ya Japanese 
Restaurant
Sakenet Australia



Japanaroo2021
来賓からのメッセージ

I am delighted to welcome the first Japanaroo festival to Sydney, celebrating Japanese culture and 
the deep friendship between Japan and Australia.

Coming just weeks after the 2021 Tokyo Olympics, Japanaroo provides the opportunity to enjoy a 
range of Japan-related performances, cultural experiences and business events over the 10-day 
festival.

NSW and Japan have built a strong relationship underpinned by strong cultural, people-to-people 
and economic ties. We are excited that this association continues to grow and we look forward to 
opportunities for continued cooperation.

Initiatives like this help to revitalise cultural and business activities in the wake of the COVID-19 
pandemic and I congratulate the Embassy of Japan in Australia and the Consulate-General of 
Japan in Sydney on bringing this event to life.

I would also like to thank the Japanese community in NSW for your contribution to our State’s 
success and harmonious multicultural society.

I hope you enjoy the first Japanaroo and I wish all the best to everyone involved.

⽇本⽂化と⽇豪の深い友好関係を祝う祭典、Japanarooの第１回をシドニーに迎えることを⼤変
喜ばしく思います。

Japanarooは2021年東京オリンピックの数週間後に実施され、10⽇間の開催期間中、⽇本に関連
するさまざまなパフォーマンス、⽂化体験やビジネスイベントを楽しむ機会が提供されます。

ニューサウスウェールズ州と⽇本は、確固たる⽂化的、⼈的、経済的な結びつきに裏付けられた
強固な関係を築いてきました。州政府は、この関係がさらに発展し、協⼒の機会が引き続き得られ
ることを楽しみにしています。

このようなイニシアティブは、新型コロナウイルスの⼤流行後の⽂化やビジネス活動の活性化を
促進するものです。イベントの実現にあたり、在オーストラリア⽇本国⼤使館と在シドニー⽇本国
総領事館にお祝いをお伝えします。

また、ニューサウスウェールズ州の⽇本⼈コミュニティに対して、私たちの州の成功と調和ある
多⽂化社会への皆様の貢献に感謝をお伝えします。

皆様が第１回Japanarooを楽しまれることを願うとともに、全ての関係者のご成功をお祈りして
います。



Japan and Australia have moved beyond its traditional ‘complementary economic relationship’ and our 
two countries are now ‘Special Strategic Partners’ who share basic values and strategic interests with 
bilateral cooperation encompassing a broad range of areas, from politics and security to people-to-
people exchange.

At the very foundation of our relationship is the mutual trust we have built up over decades and grass-
roots level exchange as represented by the 107 sister city agreements between Japan and Australia. 
Each year here in Canberra, we come together to celebrate sister city relations between Canberra and 
Nara with the Canberra- Nara Candle Festival. At a local level in Japan, internationalisation is progressing 
thanks to the large number of young Aussies participating on the Japan Exchange and Teaching (JET) 
Programme and contributing to cultural exchange and foreign language education in their communities.

Due to the COVID-19 pandemic, many large scale events were postponed or cancelled last year. 
However, right now athletes from around the world, including from Australia are putting their hard work 
into practice as they vie for gold at the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games.

And so there is no better time to hold Japanaroo 2021 and introduce all things Japan to the people of 
Australia than right now when all eyes are on Tokyo. I have no doubt that the return of cultural exchange 
events such as Japanaroo 2021 will become a symbol of how we overcame the threat of COVID-19.

Japanaroo 2021 is an event made possible thanks to a wide range of collaboration between our two 
countries. It is my sincere hope that the Japanaroo initiative will expand even further together with the 
ever deepening relationship between Japan and Australia.

Congratulations on holding Japanaroo 2021 and best wishes for a successful event.

⽇豪関係は、伝統的な「補完的貿易関係」を超えて、政治･安全保障⾯での協⼒から⼈的交流まで広範にわたり、基本的価値と戦略
的利益を共有する「特別な戦略的パートナー」に進化してきました。
その基盤は、⻑年にわたり築き上げられた相互信頼と、107もの姉妹都市提携に代表される草の根レベルでの交流です。ここキャンベ

ラにおいても、奈良市との姉妹都市関係を祝う「キャンドル･フェスティバル」が毎年盛⼤に行われています。また、JETプログラムに
よりオーストラリアから例年多くの若者が訪⽇し、国際交流業務や外国語教育に携わり、地域レベルでの国際化を推進しています。
新型コロナウイルスにより、昨年は⼤規模行事の延期や中⽌を余儀なくされました。しかし、東京では現在、オリンピック･パラリン

ピックが行われており、オーストラリアを含む多くの国･地域のアスリートがこれまでの研さんの成果を競っています。
そのような⼤事な時期に、シドニーでは「Japanaroo2021」が開催され、⽇本の⾵物、⽂化がオーストラリアに紹介されます。こうし

た交流の再開は、我々がコロナの脅威を乗り越えたことの象徴の1つとなるでしょう。「Japanaroo2021」は⽇豪の幅広い協⼒関係があ
るからこそ実現したイベントといえ、⽇豪関係の深化とともに、これから一層拡⼤していくことが期待されます。
ここに改めて、「Japanaroo2021」開催をお祝い申し上げ、その成功を祈念いたします。



What value does Japan have in Australia? As I go about my work and life here in Sydney, I have come to 
feel that there are two significant points.
First, Japan plays an integral part in Australian multiculturalism, enriching lives and bringing enjoyment to 
people in Australia through Japanese cuisine and culture.
Second, Japan contributes to job creation and business innovation in Australia by leveraging its particular 
strengths, for the benefit of both Japan and Australia’s development.
In order to realise these values, our ever strengthening ties of trust gained through mutual exchange are 
essential.
Japanaroo is an initiative under a publicprivate partnership to further promote Japan’s contribution to 
multiculturalism and job creation in Australia as well as Japan-Australia exchange.
Japanaroo 2021 is being held as the very first activity of this initiative. With the support and participation of 
many organisations engaged in Japan-Australia relations, more than 50 events are taking place.

Since last year, COVID-19 has made international travel very difficult. However, in Australia, there is a large 
Japanese community, and by using online tools, it is possible for us to “bring Japan to Australia”.

Please take this opportunity to discover “Japan at your doorstep”!

I hope that Japanaroo 2021 will be a chance for more people to know about Japan’s wideranging contributions to Australia and the 
importance of Japan-Australia exchange.

It is my heartfelt wish that, once travel resumes between Japan and Australia, Japanaroo 2021 leads to a dramatic development in 
exchange and business between our two countries.

豪州において、⽇本はいったいどのような価値を持っているのでしょうか。当地で仕事や⽣活をする中で、以下の⼆点が重要と感じました。
第一に、豪州が推進する多⽂化主義の一翼を⽇本が担い、⽇本⾷や⽇本⽂化を通じて豪州の⼈々の⽣活を一層楽しく豊かなものにすること。
第⼆に、豪州の雇⽤創出とビジネス･イノベーションに⽇本が⾃らの強みを⽣かして貢献し、⽇本と豪州がともに発展すること。そして、
これらの価値を実現するためには、⽇豪間の交流を通じた信頼関係の深化が不可欠です。

Japanarooは、多⽂化主義や雇⽤創出を掲げる豪州における⽇本の貢献や⽇豪交流を更に推進するために、官⺠連携で⽴ち上げられたイニ
シアティブです。今般、初めての取組として、Japanaroo 2021を開催する運びとなりました。多数の⽇豪関係団体の賛同と参画を得て、50
以上のイベントが開催されます。

昨年来、新型コロナウイルスの影響で、国境を超えての往来は困難な状況にあります。しかし、豪州には⼤きな⽇本⼈コミュニティがあ
り、オンラインのツールも活⽤できるので、「⽇本を豪州に持ってくる」ことが可能です。

今回、「すぐそこにある⽇本」をぜひお気軽にご体験ください!

Japanaroo 2021を契機に、⽇本の豪州における幅広い貢献や⽇豪交流の重要性を、より多くの皆様に知っていただければ幸いです。
それにより、⽇豪間の往来が再開した後に、⽇豪間の交流やビジネスが⾶躍的に発展するよう⼼から願っています。



Japanaroo＋
来賓からのメッセージ

What a great pleasure to have the first Japanaroo here in Sydney. This terrific festival brings Japan 
and its rich culture right to our doorstep. After a fantastic virtual launch in August this year, I am 
thrilled to see the Japanaroo continue and in-person events kicking off in December.

NSW and Japan have started opening up to the world and we are excited for a brighter future. 
What better way to celebrate this new beginning than through this inspiring initiative? It combines 
the spirit of Japan and Australia, promotes renewed cultural and economic exchange and brings 
entertainment back into our lives after some very challenging times.

NSW has long enjoyed a deep friendship with Japan. This relationship is built on strong cultural, 
people-to-people and economic ties. We are looking forward to a new world of opportunities for 
future cooperation with Japan and welcoming our Japanese friends back to our state.

Congratulations to the Embassy of Japan to Australia and the Consulate-General of Japan in 
Sydney on bringing Japanaroo 2021 to life. And a heartfelt thank you to our Japanese community 
in NSW for making our state a better place to live, work and play.

I encourage everyone to immerse themselves in unique Japanese culture, brought to you through 
the very first Japanaroo. All the best for the many years to come!

当地シドニーにおける初めてのJapanaroo開催を、⼼から歓迎します。この素晴らしい祭典は、
⽇本のとその豊かな⽂化を私たちの「すぐそこに」持ってきてくれます。本年8月のオンライン開
催で見事に始まったJapanarooが継続され、12月には対⾯行事が始まることにわくわくしています。

NSW州と⽇本は共に世界との交流を再開し、より輝く未来が私たちを待っています。この新たな
幕開けを祝うために、この⼼躍らせるイニシアティブ以外のものがあるでしょうか。Japanarooは
⽇本と豪州の精神を結び付け、⽂化・経済両⾯での交流を推進し、厳しい時期を乗り越えた私たち
に楽しみを再び与えてくれるでしょう。

NSW州は⻑年にわたり、⽇本と深い友好関係を享受してきました。この関係は、強靭な⽂化的、
⼈的、経済的な結びつきを基盤とするものです。私たちは、引き続き将来に向けて、⽇本の新たな
協⼒の機会を得られ、また当州に戻られる⽇本⼈を歓迎することを楽しみにしています。

Japanaroo 2021の実現に当たり、在オーストラリア⽇本国⼤使館と在シドニー⽇本国総領事館に
お祝いをお伝えします。また、⽇本⼈コミュニティの貢献により、NSW州が⽣活と仕事の両⾯でよ
り良い環境となっていることに感謝をします。

是⾮、この初めてのJapanarooに参加し、⽇本特有の⽂化を存分に楽しんでください。今後とも
ご多幸を末永くお祈りします。



The arrival of summer brings great news. The popular Japanaroo has made its return as Japanaroo+, 
coinciding with the end of lockdown. Not virtually either, but in real life! It is a great pleasure to have 
Aussies visit Japanaroo+ and experience Japan with their five senses.

Despite lockdowns, the friendship and mutual understanding between the people of Japan and 
Australia has progressed and deepened this year.

The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games were a great success, thanks to the Aussie Spirit, the 
national softball team who were the first to arrive for a training camp leading up to the Games, as well as 
the wonderful Australian athletes and officials involved. The President of the Australian Olympic 
Committee, Mr John Coates called Tokyo 2020 the “greatest Games ever”. Tokyo 2020 was an invaluable 
opportunity for Aussies to learn more about Japan.

The momentum of Tokyo 2020 led to the success of Japanaroo, an online event held in September and 
October this year. Now that lockdown has ended, I invite everyone to experience Japan in-person 
through traditional face-to-face Japanese hospitality, omotenashi. Aussies will have an unforgettable 
experience enjoying the profound charms of Japan, such as our traditional culture, art and food.

I am delighted Japanaroo+ will provide more Aussies the opportunity to learn about Japan, fall in love 
with Japan, and visit Japan in the near future.

Once again, I congratulate Japanaroo+ and thank all those who have worked tirelessly to bring this event 
to the people of Australia. Best wishes for a successful event!

夏の訪れとともに、素晴らしいニュースが⾶び込んできました。⼤好評であった「Japanaroo」が、ロックダウンの終了とともに「Japanaroo+
（プラス）」として戻ってきました！しかも、今度はオンラインではなく「リアル」で！豪州の皆様に実際に⾜を運んでいただき、五感で⽇本
を感じていただけることは、この上ない喜びです。
思えば今年は、ロックダウンにもかかわらず⽇豪の⼈々の間の友好や相互理解が一層進展し、深まった年となりました。2020年東京オリン

ピック・パラリンピック競技⼤会は、事前合宿一番乗りを果たしてくれた⼥⼦ソフトボール代表「オージースピリット」をはじめ、豪州の素晴
らしいアスリートや関係者の皆様、また豪州の地から応援いただいたファンの⽅々のおかげで、⼤成功となりました。コーツAOC会⻑からは、
「これまでで最も偉⼤な⼤会」との高い評価が寄せられました。また、豪州の⽅々に⽇本の様々な⾯を知っていただく貴重な機会となりました。
このオリンピック、パラリンピックの勢いが、オンライン・イベントながら今年の８月～１０月に行われた「Japanaroo」の⼤変な盛況につな

がりました。ロックダウンが解除された今こそ、昔ながらのフェース・トゥ・フェースの⽇本の「おもてなし」を通して、豪州の皆様に直接⽇
本に触れていただきたいと思います。伝統⽂化や芸術、⾷など⽇本の持つ奥深い魅⼒は、豪州の皆様に忘れがたい体験をお届けできると確信し
ています。
このイベントが、さらに多くの豪州の⽅が⽇本を知り、もっと⽇本を好きになり、また、⽇本を訪れていただくきっかけとなれば、これほど

嬉しいことはありません。
ここに改めて、「Japanaroo+（プラス）」の開催を⼼よりお祝いし、尽⼒された皆様に感謝申し上げるとともに、その成功を祈念いたします。



It is my immense pleasure that, after a very tough lockdown in Sydney and much of NSW, Japanaroo+ can 
now take place with many on-site events before the end of this year.
You can enjoy a wide range of Japanese culture – food and drink, music, crafts, fine arts,and more – in 
many places in Sydney and beyond! Please take this opportunity to discover “Japan at your doorstep”!
Japanaroo started this year as an initiative under a public-private partnership to further promote Japan’s 
contribution to multiculturalism and job creation in Australia as well as Japan-Australia exchange.
Japan plays an integral part in Australian multiculturalism, enriching lives and bringing enjoyment to 
people in Australia through Japanese cuisine and culture.
Japan also contributes to job creation and business innovation in Australia by leveraging its particular 
strengths, for the benefit of both Japan and Australia’s development.
In order to realise these values, our ever strengthening ties of trust gained through mutual exchange are 
essential.
Against this background, Japanaroo 2021 from August to October this year attracted more than 10,000 
visitors online despite the lockdown. Japanaroo+ will be more lively as on-site events revive.
Japanaroo is a great opportunity for many people to know more about Japan’s wide-ranging contributions 
to Australia and the importance of Japan-Australia exchange.
As COVID is being overcome, travel will hopefully resume between Japan and Australia in large numbers 
soon. It is my wish that Japanaroo will lead to a dramatic development in exchange and business between 
our two countries.

シドニー市内やNSW州各地での本当に厳しかったロックダウンを乗り越えて、年が終わる前にJapanaroo＋を開催し、多くの対⾯行事を楽
しめることを⼼から嬉しく思います。

Japanaroo＋では、⾷、音楽、工芸、美術などの多岐にわたる⽇本⽂化を、シドニーを中⼼に多くの場所でお楽しみいただけます。是⾮、
この機会に「すぐそこにある⽇本」を体感してください！

Japanarooは、多⽂化主義や雇⽤創出を掲げる豪州における⽇本の貢献や⽇豪交流を更に推進するために、官⺠連携で⽴ち上げられたイ
ニシアティブとして本年始まりました。
⽇本は、豪州が推進する多⽂化主義の一翼を担い、⽇本⾷や⽇本⽂化を通じて豪州の⼈々の⽣活を一層楽しく豊かなものにしています。
また、⽇本は豪州の雇⽤創出とビジネス･イノベーションに⾃らの強みを⽣かして貢献し、⽇本と豪州の双⽅に発展をもたらしています。
そして、これらの価値を実現するためには、⽇豪間の交流を通じた信頼関係の深化が不可欠です。
このような考えに基づき本年８月から10月にかけて開催されたJapanaroo 2021は、ロックダウン中にもかかわらず１万⼈以上の皆様がア

クセスする⼤盛況に終わりました。Japanaroo＋は、対⾯行事が再開されるので、一層盛り上がるでしょう。
Japanarooは、⽇本の豪州における幅広い貢献や⽇豪交流の重要性について、多くの皆様に理解を深めていただけるすばらしい機会と感

じています。
新型コロナウイルスを乗り越えて、⽇豪間の往来も近いうちに本格的な再開を迎えることでしょう。Japanarooを通じて、⽇豪両国間の

交流やビジネスが⾶躍的に発展するよう願っています。
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