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豪産ワインの輸出先、中国が首位に
ワイン以外では生産者の恩恵少なく
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【ワイン】変わり種続々！青ワインやクリスタル限定品
【畜 産】９月の豪牛肉輸出８万トン割れ、12 年以来
【畜 産】インドネシアに豪産牛 300 頭、牧畜業支援
【畜 産】北部肉牛輸送道路、やっと予算配分が決定
【穀 物】ＷＡ州でＧＭ作物解禁へ、法案が議会通過
【穀 物】ＶＩＣの新貨物ターミナル稼働、農家に期待
【酪 農】乳業ＭＧが乳価下げ、酪農家向け融資も停止
【その他】農場での事故死 47 人、トラクターやバギー
【バイオ・肥料】富豪ラインハート氏、英で肥料生産に出資
【バイオ・肥料】富豪ミルナー一家、ＮＴで肥料事業に投資
【バイオ・肥料】独ＢＡＳＦ、豪で「天然」農薬で開発加速
【水 産】ヒラマサの養殖実験、ＮＳＷ州で幼魚放流
【農業政策】豪政府が環境訴訟の提訴厳格化、開発進まず
【農業政策】ＮＺ首相、印とＦＴＡ交渉も核の立場は固持
【食品飲料】飲料ＣＣＡがコスト削減加速、販売てこ入れ
【食品飲料】ビール大手、労使紛争で夏の需要満たせず？
【食品飲料】コールズ１Ｑの売上高、伸びが半減
【食品飲料】豪２都市で福島県を売り込み、県と地銀など
【羊 毛】ウールマーク、日本で初のコレクション
【その他】完全自動の除草ロボット、ＱＬＤ大学が開発
【その他】農場でのドローン利用が容易に、規制緩和
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来週のウェルスは、11月３日
（木）
の発行です。発行日が１日早くなります。ご了承ください。

好 評 連 載 中「Foodie の 豪
フード探訪」は、筆者の都
合により休載です。

オーブン徹底活用

オーストラリアの家屋には︑
大きなガスオーブンが標準装備
されている︒説明書もなく謎の
記号が書かれているだけなので
敬 遠していたが︑一度 使ってか
らは週に何度も活躍する存在に
なっている︒
野 菜 や 肉 を 適 当 に 切 って オ
リーブオイルと調味料をまぶし
て焼けば簡単に大量のロースト
料理ができ︑キウイやバナナな
どを薄く切って低温で焼けばド
ライフルーツも一瞬でできる︒
土台を買って好きな具を載せれ
ば焼き立てピザも食べ放題︒冷
凍食品もオー ブン向けのライ
ンナップは豊富で︑ラザニアや
一口サイズのパイなどこれまで
中々手が出せなかった洋風の家
庭料理のレパートリーが大幅に
増えた︒
何より美味しさ以上にありが
たいのが︑手間のかからなさ︒
天板にしっかりアルミホイルを
敷いておけば︑丸めて捨てるだ
けで片付けが済むのである︒さ
らに超高温で内部の汚れを灰に
して落とす掃除機能も付いてい
るらしいが︑こちらはさすがに
恐ろしくて使ったことはない︒
︵松子︶
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【ワイン】

豪産ワインの輸出先、中国が首位に
ワイン以外では生産者の恩恵少なく
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ⏘࣡ࣥࡀ୰ᅜᕷሙ࡛Ꮡᅾឤࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ㸦㤶 㝖ࡃ㸧ࡢ㍺ฟ㧗ࡣࠊ㸷᭶ࡲ࡛ࡢ
㸯ᖺ㛫࡛ࡇࢀࡲ࡛㤳ࡔࡗࡓ⡿ᅜࢆึࡵ࡚ᢤࡁࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡗ࡚᭱ᕷሙ㌍ࡾฟࡓࠋዲㄪ࡞୰
ᅜྥࡅ㍺ฟࡢ⫼ᬒࡣࠊ㧗౯᱁ရࡢᘬࡁྜ࠸ࡢᙉࡲࡾࡢࠊᖺᮎⓎຠࡋࡓ୰⮬⏤㈠᫆༠ᐃ㸦㹄
㹒㸿㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉ࠊ୰㹄㹒㸿ࡼࡿ㛵⛯ᘬࡁୗࡆࡢᜠᜨࡣࠊ㎰ᴗ࣭㣗ရᴗ⏺య࡛ࡣᛮࡗࡓ
ࡁࡃ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋ࢙࠙࢘ࣝࢫ⦅㞟㒊ࠚ
ᨻᗓᶵ㛵࣭࣮࣡ࣥ࢜ࢫࢺࣛࣜࡀ᭶Ⓨ⾲ࡋࡓ
᭱᪂ࡢᅄ༙ᮇሗ࿌ࡼࡿࠊ୰ᅜࡢ࣡ࣥ㍺ฟ㧗
ࡣ㸲൨  ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࠊ๓
ᖺࡽ 㸣ቑຍࠋ୰ᅜࡀⱥᅜࢆᢤ࠸࡚㸰࡞ࡗࡓ
ࡢ ࡣ ࢃ ࡎ  ༙ ᖺ ๓ ࡛ࠊ ᖺ ๓ ࡢ ࣡  ࣥ ㍺ ฟ 㧗 ࡀ
 ࢻࣝࡔࡗࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ┠ぬࡲࡋ
࠸ఙࡧ࠸࠼ࡿࠋ
ᅇ㸰㌿ⴠࡋࡓ⡿ᅜࡣࠊ㸲൨  ࢻࣝ
ྠ㸲㸣ቑຍࡋࡓࠋ୍᪉㸱ࡢⱥᅜࡣࠊḢᕞ㐃ྜ
㸦㹃㹓㸧ࡽࡢ㞳⬺Ỵᐃࡼࡿ࣏ࣥࢻᏳ࡞ࡀ㡪ࡁࠊ
㸱൨  ࢻࣝྠ㸱㸣ῶᑡࡋࡓࠋ࢝ࢼࢲࡸ㤶
࡞㍺ฟඛୖ㸳࢝ᅜ࣭ᆅᇦࡢ࠺ࡕ๓ᖺẚ࡛ῶᑡ
ࡋࡓࡢࡣⱥᅜࡢࡳࡔࠋ᪥ᮏྥࡅࡢ㍺ฟ㧗ࡣࠊࣂࣝࢡ
࣡ࣥࡢ㍺ฟࡀῶࡗࡓࡇ࡛ࠊ ࢻࣝྠ
㸣ῶᑡࡋࡓࠋ
࣡ࣥ㍺ฟࡢᡂ㛗ࢆࡅࢇᘬࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㧗౯᱁ရ
࡛ࠊ୰ᅜྥࡅࡀ✺ฟࡋ࡚ዲㄪࡔࠋ㍺ฟయ࡛ࠊࣂࣝ
ࢡࡼࡾࡶ౯᱁ࡢ㧗࠸⎼ワࡵရࡢ㍺ฟ㧗ࡣ  ൨ࢻ
ࣝ๓ᖺࡽ 㸣ቑຍࠊ㸯ࣜࢵࢺࣝᙜࡓࡾࡢᖹᆒ౯
᱁ࡶ  ࢻࣝྠ㸷㸣ୖ᪼ࡋࠊ ᖺࡪࡾࡢ㧗್
࡞ࡗࡓࠋ㸯ᮏ  ࢻࣝ௨ୖࡢ࣡ࣥ㍺ฟࡣࠊ㍺
ฟඛୖ㸳࢝ᅜ࣭ᆅᇦ࡚࡛ቑຍࠋࡇࡢ࠺ࡕ୰ᅜྥ
ࡅࡣ㸯൨  ࢻࣝྠ 㸣ቑຍࡋࠊࡇࡢ౯᱁
ᖏࡢ࣡ࣥࡢ㸱ศࡢ㸯௨ୖࢆ༨ࡵࡓࠋ⡿ᅜྥࡅࡣྠ
㸣ࠊⱥᅜࡀྠ 㸣ࠊ࢝ࢼࢲࡀྠ㸷㸣ࠊ㤶 ࡀྠ
㸵㸣ࡑࢀࡒࢀቑຍࡋࡓࠋ
࢜ ࣮ ࢫ ࢺ ࣛ ࣜ  ࡢ ࣡  ࣥ ㍺ ฟ 㢠 ࡣ  య ࡛  ൨
 ࢻࣝࠊ๓ᖺࡽ 㸣ቑຍࡋࠊ ࢝᭶㐃
⥆࡛ᖺ㸰᱆ࡢఙࡧࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢜ࣛࣥࢲ⣔㎰ᴗ
㔠⼥ᶵ㛵ࣛ࣎ࣂࣥࢡࡼࡿࠊ୰ᅜ࡛ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜࡣࠊࣇࣛࣥࢫḟࡄ⎼ワࡵ࣡ࣥࡢ౪⤥ᅜ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫࡢࣃࣜᮏ㒊ࢆ⨨ࡃᅜ㝿ࣈࢻ࣭࢘࣡ࣥ
ᶵᵓ㸦㹍㹇㹔㸧ࡣࠊᖺࡢୡ⏺ࡢ࣡ࣥ⏕⏘㔞ࡀࠊ
༡⡿ࡢ㞵ࡸࣇࣛࣥࢫࡢᝏኳೃ࡞ࡼࡾࠊ๓ᖺ
ࡽ 㸣ῶᑡࡋࠊ ᖺࡪࡾࡢపỈ‽࡞ࡿࡢぢ㏻
ࡋࢆ♧ࡋࡓࠋ ൨ࢻࣝつᶍࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ
࣡ࣥᴗ⏺ࡗ࡚ࠊᾏእ࡛ࡢ୍ẁࡢᡂ㛗ᶵᮇ
ᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Copyright (C) NNA Australia All rights reserved.

日本の酒類販売店に並ぶトレジャリーの主力銘柄「ウルフ・ブラス」
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トレジャリーが日本販売強化
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18 万 5 千＄! の高級セット

変わり種続々！
青ワインやクリスタル限定品

【畜

日本向けに特別デザイン
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デザインは 雪の 結 晶 を
イメージ

思わず試してみたくなる鮮やかな色
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ࡾฟࡋࡓࠋ㸳ࢭࢵࢺ㝈ᐃ࡞ࡿࠋ
ࢧࣥࣝࡀḢᕞ௨እࡢࣈࣛࣥࢻᥦᦠࡍࡿࡢࡣึࡵ
࡚࡛ࠊࢺࣞࢪ࣮ࣕࣜࡣࠊ㧗⣭࣡ࣥࡋ࡚ࡢ࣌ࣥࣇ࢛࣮
ࣝࢻࡢࣈࣛࣥࢻຊࡀ㧗ࡲࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋࡲࡓࠊᩘ
㔞㝈ᐃ࡛౯᱁ࡀ  ࢻࣝࡢᏳ౯∧ࡶ㈍ࡍࡿࠋ

産】

９月の豪牛肉輸出８万トン割れ、12 年以来
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡽࡢ㸷᭶ࡢ∵⫗㸦Ꮚ∵⫗ྵࡴ㸧
㍺ฟ㔞ࡀࠊ∵⫗⏕⏘ࡀῶࡗࡓࡇ࡛㸵  ࢺࣥ
ⴠࡕ㎸ࢇࡔࡇࡀࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㣗⫗ᐙ␆⏕⏘
⪅ᴗᅋ㸦㹋㹊㸿㸧ࡢⓎ⾲࡛ศࡗࡓࠋ㍺ฟ㔞ࡀ㸶
ࢺࣥࢆษࡗࡓࡢࡣࠊ ᖺ㸰᭶௨㝆࡛㸰ᅇ┠ࠋ㸯
ࠥ㸷᭶ࡢ㍺ฟ㔞ࡣ๓ᖺྠᮇẚ࡛ 㸣ῶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪥࣮࢘ࢡ࣮࣭ࣜࢱ࣒ࢬࡀఏ࠼ࡓࠋ
㹋㹊㸿ࡢᕷሙሗ㒊㛗ࡢࢺ࣮࣐ࢫẶࡼࢀࡤࠊ㍺
ฟ㔞ࡀῶᑡࡋࡓ࡞⌮⏤ࡣࠊ∵⫗⏕⏘㔞ࡀ๓ᖺẚ࡛
㸣ῶᑡࡋࡓࡇࠋฎ⌮㢌ᩘࡢῶᑡࡶ㍺ฟࡢⴠࡕ㎸
ࡳᢿ㌴ࢆࡅࡓࠋ㸷᭶ࡢᮾ㒊ᕞࡢฎ⌮㢌ᩘࡣ㐌ᖹ
ᆒ    㢌࡛ࠊ๓ᖺྠᮇẚ࡛ 㸣ῶᑡࡋࡓࠋ
㹋㹊㸿ࡣ  ᖺࡢฎ⌮㢌ᩘࢆᙜึ  㢌ண
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢺ࣮࣐ࢫẶࡼࢀࡤࠊணࢆ  㢌
ୗ᪉ಟṇࡋࡓ࠸࠺ࠋ
⡿ᅜྥࡅ㍺ฟࡣࠊ㸷᭶ࡣ㸯  ࢺࣥࠊ๓
ᖺྠ᭶ẚ࡛༙ศ௨ୗⴠࡕ㎸ࢇࡔࠋ㸯ࠥ㸷᭶࡛ࡣ
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㸣ῶࡢ    ࢺࣥࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ∵⫗⏕
⏘㔞ࡢῶᑡࠊ⡿ᅜࡢ∵⫗⏕⏘㔞ࡢቑຍࠊࢻࣝ㧗
ࡀ⫼ᬒ࠶ࡿࠋ
᪥ᮏྥࡅࡢ㸷᭶ࡢ㍺ฟ㔞ࡣ㸰  ࢺࣥᅜู࡛
᭱ࠋ୰ᅜྥࡅࡣ㸯ࠥ㸷᭶࡛ 㸣ῶࡢ㸵  ࢺ
ࣥࡔࡗࡓࠋ

韓国向けはセーフガード発動へ
୍᪉࡛㡑ᅜྥࡅࡣ㸯ࠥ㸷᭶࡛    ࢺࣥࠊ
๓ᖺྠᮇẚ࡛㸶㸣ቑຍࡋࡓࡀࠊ㡑ᅜ࡛ࡣ∵⫗ࡢ⥭ᛴ
㍺ධไ㝈ᥐ⨨ࡀⓎືࡋࠊ㛵⛯ࡀ 㸣ᘬࡁୖࡆࡽࢀ
ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᚋࡢ㍺ฟ㔞ࡣⴠࡕ㎸ࡴ
ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸯ࠥ㸷᭶ࡢ⏕య∵ࡢ㍺ฟࡣ  㢌ࠋ㏻ᖺ࡛ࡣ 
㢌ணࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖺࡢ  㢌ࢆࡁࡃୗ
ᅇࡿぢ㏻ࡋࡔࠋ
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産】

インドネシアに豪産牛 300 頭、牧畜業支援
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ⫗∵  㢌ࡀࡇࡢࠊࣥࢻ
ࢿࢩࡢ༡࣐࢝ࣜࣥࢱࣥᕞ฿╔ࡋࡓࠋࣥࢻࢿࢩ
ࡢ∾␆⏘ᴗᨭࢆ┠ⓗࡋࡓ୧ᅜࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࠕࣥࢻࢿࢩ࣭࣮࢜ࢫࢺ࣭ࣛࣜࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝ
࢟ࣕࢺ࣭ࣝࣈ࣮ࣜࢹࣥࢢ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦㹇㸿㹁㹁
㹀㸧ࠖࡗ࡚ࠊࡁ࡞᭱ึࡢ୍Ṍ࡞ࡿࠋබඹᨺ
㏦㸿㹀㹁ࡀ  ᪥ࠊሗࡌࡓࠋ
㹇㸿㹁㹁㹀ࡣࠊ୧ᅜࡢ㣗⫗⏘ᴗࡢ㐃ᦠᙉࢆ┠ⓗ
ࡋࡓࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㐃㑥ᨻᗓࡀ  ࢻࣝ
㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࢆᣐฟࡍࡿᨭ⟇ࡢ୍ࡘࠋ
ࣥࢻࢿࢩࡢ∾␆ᴗ⫱ᡂࠊ ࠥ  ᖺ࡛  
ࢻࣝࢆᢞࡌࡿࠋ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡣྠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ
ࣥࢻࢿࢩᨻᗓࡀ㑅ᐃࡋࡓᆅᇦྥࡅࠊྜィ࡛ᮍ⤒
⏘∵  㢌㞝∵  㢌ࢆࡑࢀࡒࢀ౪⤥ࡍࡿࠋ
【畜

࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㐃㑥ᨻᗓࡢࣂ࣮ࢼࣅ࣮࣭ࢪࣙࢫ
㎰┦ࡣࠊ୧ᅜᨻᗓࡀࡇࢀࡲ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㉥⫗࣭∾
␆⏘ᴗࡢ➇தຊࢆ㧗ࡵࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡛ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ
࠶ࡿࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊດຊࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓᙉㄪࠋ
ࣥࢻࢿࢩ࡛∵⫗㟂せࡀ㧗ࡲࡿ୰ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
ࡀ⦾Ṫ࡞࡛ᢏ⾡ࡸᑓ㛛ᛶࢆᥦ౪ࡋ࡚ࣥࢻࢿࢩ
ࡢ∾␆ᴗࢆᨭࡍࡿࡇࡣࠊඹᡂ㛗ࢆ┠ᣦࡑ࠺
ࡍࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢጼໃࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㏙ࡓࠋ
ྠ┦ࡣࡲࡓࠊࣥࢻࢿࢩࡢ༠ㄪ㛵ಀࡼࡾࠊ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡗ࡚ࡶᢞ㈨ࡢᶵ᪂ࡓ࡞ᕷሙ
ࡢ☜❧ࡘ࡞ࡀࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୧ᅜࡢ㎰ᴗ㈠᫆㢠ࡣ  ᖺࡣ⣙  ൨ࢻࣝつᶍ
ୖࡗࡓࠋࣥࢻࢿࢩࡢ∵⫗ᾘ㈝㔞ࡣᖺ㛫࡛⣙
㸲㸣ࡢྜ࡛ᡂ㛗ࡋ࡚࠾ࡾࠊྠᅜࡢ⤒῭ࡣ  ᖺࡲ
࡛ୡ⏺㸲ࡢつᶍ㐩ࡍࡿணࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

産】

北部肉牛輸送道路、やっと予算配分が決定
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㐃㑥ᨻᗓࡼࡿ㒊ᆅᇦࡢ⫗∵㍺㏦㐨㊰ࡢᩚഛィ⏬ࠕࣀ࣮ࢨ࣮ࣥ࢜ࢫࢺ࣭ࣛࣜࣅ࣮ࣇ࣭࣮ࣟ
ࢬ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦㹌㸿㹀㹐㹎㸧࡛ࠖࠊ⥲㢠㸯൨ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࡢண⟬ࡢ࠺ࡕࠊ ࢻࣝ
ศࡢ㓄ศࡀ  ᪥Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋࡋࡋィ⏬ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࡢࡣ  ᖺ㸳᭶㸯ᖺ௨ୖ๓ࠋᴗ⏺ࡽࡣ㐍ᒎࡢ
㐜ࢀ࠸ࡽ❧ࡕࡢኌࡶୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋබඹᨺ㏦㸿㹀㹁ࡀሗࡌࡓࠋ
㈨㔠ࡢ㓄ศࡣࡑࢀࡒࢀࠊࢡ࣮ࣥࢬࣛࣥࢻ㸦㹏㹊
㹂㸧ᕞࡀ  ࢻࣝࠊ㒊‽ᕞ㸦㹌㹒㸧ࡀ 
ࢻࣝࠊす࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㸦㹕㸿㸧ᕞࡀ  
ࢻࣝ࡞ࡗࡓࠋ
㹌㹒ࡢ  ࢻࣝࡣࠊࣂ࣮ࢡ࣮࣭ࣜࢫࢺࢵࢡ࣭
࣮ࣝࢺࢸ࣮ࣈࣝࣛࣥࢻ࣭ࣁ࢚࣮࢘ࡢᨵಟ࡚
ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㐨㊰ࡣࠊࢥࣥࢯࣜࢹ࣮ࢸࢵࢻ࣭ࣃ
ࢫࢺ࣭ࣛࣝ࢝ࣥࣃࢽ࣮㸦㹁㹎㹁㸧࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
࣭ࣥࢢࣜ࢝ࣝࢳ࣭ࣗࣛࣝ࢝ࣥࣃࢽ࣮㸦㸿㸿㹁㹭㸧
ࡢᡤ᭷ࢆྵࡴ௨ୖࡢ∾ሙࡽ⫗∵ࢆ㍺㏦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㹏㹊㹂ᕞࡢ  ࢻࣝࡢ࠺ࡕ  ࢻࣝ
ࡣྠᕞ୰ኸ㒊ࡢᐙ␆➇ሙຍᕤฎ⌮ሙࢆ⤖ࡪ㐨
㊰ࡢᨵಟᢞࡌࡽࢀࡿࠋࣛࣈࢫࢺࢵࢡ㸤࣮ࣝࣛ
࣭ࣝࢺࣛࣥࢫ࣏࣮ࢺ࣭ࢯࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥ㸦㹊㹐㹒
㸿㸧ࡢ㹏㹊㹂ᕞ௦⾲ࡢ࣡ࣝࢻẶࡣࠊᨵಟᕤࡼ
ࡾࠊ㍺㏦㛫ࡀ࡛᭱㸱㛫▷⦰ࡉࢀࡿࡶࠊ
Ᏻᛶຠ⋡ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿ㏙࡚࠸ࡿࠋ
ṧࡾࡢ  ࢻࣝࡣࠊࣂ࣮ࢡ࣭ࢹ࣋ࣟࢵࣉ
࣓ࣥࢺ࣭࣮ࣟࢻࡸࢡࣞࣔࣥࢺࠥࣝࣇ࣭࣮ࣟࢻࠊ

好評
連載中

࢜࢜ࢱ࣭࣮ࣥࣟࢻࠥࢣࢿࢹ࣮࣭ࣁ࢚࣮࢘࡞ 
ࡢᨵಟࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡚ࡽࢀࡿࠋ

１億＄では不十分との声
࣎ࢵࢺ๓㤳┦ࡀⓎ⾲ࡋࡓ㹌㸿㹀㹐㹎ࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊ
㹏㹊㹂ᕞࣟࢵࢡࣁࣥࣉࢺࣥ㹕㸿ᕞ࢝ࢼࢼࣛࠊ㹌㹒
ࢲ࣮࡛࢘ࣥ㈨㔠ࢆࡢࡼ࠺㓄ศࡍࡿࡢࠕ༟
㆟ࠖࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋ㆟ࡣ㐍ࡲࡎࠊཧຍ
⪅ࡽࡣࡉࡽ࡞ࡿ༠㆟ࡀᚲせࡔ࿌ࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
୍㐃ࡢ㆟࡛ࡣࠊ㸯൨ࢻࣝࡢ㈨㔠つᶍࡣᚲせ࡞
ᨵಟࢆ⾜࠺ࡢ༑ศ࡛ࠊࡁ࡞ᨵၿࡣ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞
࠸ࡢぢ᪉ࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࠋ㹌㹒␆⏘㎰ᐙ༠
㸦㹌㹒㹁㸿㸧ࡣࠊ㹌㹒ࡔࡅ࡛ࡶ⫗∵㍺㏦㐨㊰ࡢᩚ
ഛࡣ  ൨ࢻࣝ௨ୖࡀᚲせࡔᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㐃㑥ᨻᗓࡣ㹌㸿㹀㹐㹎ูࠊ
ࠕࣀ࣮ࢨ࣭࣮ࣥ࢜
ࢫࢺ࣭࣮ࣛࣜࣟࢬ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦㹌㸿㹐㹎㸧
ࠖ
ࡋ࡚ࠊ≉ᐃࡢ㐨㊰ࡢᨵಟ㸱൨  ࢻࣝࢆᢞ
ࡌࡿィ⏬ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᘓタᮇࡣᮍᐃࡢ
ࡲࡲࡔࠋ

パースで暮らす
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物】

ＷＡ州でＧＭ作物解禁へ、法案が議会通過
す࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㸦㹕㸿㸧ᕞࡢᕞ㆟ࡀ  ᪥ኪࠊ ᱂ᇵࡣࠊ࢝ࣀ࣮࣮ࣛ࢜ࢻ㸦2UG㸧ࣜࣂ࣮ࡢࢇ
ྠᕞ࡛ࡢ㑇ఏᏊ⤌ࡳ࠼㸦㹅㹋㸧స≀ࡢ᱂ᇵࢆ⚗
Ṇࡍࡿࠕ㹅㹋స≀⚗Ṇ࢚ࣜἲ㸦*0 &URSV )UHH

ࡀ࠸ᆅᇦ࡛᱂ᇵࡉࢀࡿ⥥ⰼࡢࡳ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㎰ᐙࡽࡣࠊ㹅㹋స≀ࡢゎ⚗ࡼࡾࠊᡂ㛗ྥ

$UHDV $FW㸧ࠖࢆ᧔ᅇࡍࡿἲࢆྍỴࡋࡓࠋࡇࢀ

ࡅࡓ㑅ᢥ⫥ࡀࡁࡃቑ࠼ࡿࡋ࡚Ḽ㏄ࡍࡿኌࡀ⪺

ࡼࡾࠊᕞࡢ㎰ᐙࡣᙜᒁࡀᢎㄆࡋࡓ㹅㹋స≀ࢆ᱂ᇵ

ࢀࡿ୍᪉ࠊᆅ⌮ⓗࡶ㹅㹋స≀ࡢ᱂ᇵ࠾࠸࡚

࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋබඹᨺ㏦㸿㹀㹁ࡀ  ᪥ఏ࠼

ࡶࡇࢀࡲ࡛ୡ⏺ⓗ᭱ࡶ㝸㞳ࡉࢀࣘࢽ࣮ࢡ࡞❧ሙ

ࡓࠋ

࠶ࡗࡓ㹕㸿ᕞࡀࠊྠἲࡢ᧔ᗫ࡛ࡑࡢⰋࡉࢆኻࡗ

㹕㸿ᕞ࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊྠἲࡼࡾࠊ㹅㹋స≀ࡢ

【穀

ࡓࡋ࡚ᢈุⓗ࡞ኌࡶୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ

物】

ＶＩＣの新貨物ターミナル稼働、農家に期待
ࣅࢡࢺࣜ㸦㹔㹇㹁㸧ᕞ࣓ࣝ࣎ࣝࣥᮏ♫ࢆ⨨ࡃ

ࡢ㐠⾜ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋྠ᭶ࡣ  ࢻࣝࢆᢞࡌ

㕲㐨㐠Ⴀ࡛Ẹ㛫᭱ᡭࡢ㹑㹁㹒ࣟࢪࢫࢸࢡࢫࡣࡇ

࡚ᘓタࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿྠᕞࣈ࣓ࣟࣝࢺࣥࡢ㈌≀ࢱ࣮࣑

ࡢࠊྠᕞ㒊࢛࢘ࢻࣥ࢞ᘓタࡋࡓ᪂㈌≀ࢱ࣮

ࢼࣝࡶ✌ാࡍࡿணᐃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣑ࢼࣝࡢ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᢞ㈨㢠ࡣ  ࢻࣝ

ࢢ࣭ࣞࣥࢫ࣑ࢫ᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅㸦㹁㹃㹍㸧ࡣࠊ᪂

㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࠋྠࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ✌ാࡼࡾࠊ

ࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆ⤒⏤ࡍࡿ㊰⥺ࡀࠊ✐≀ࡸ⥥ⰼࠊ㣗⫗⏘

ࢽ࣮ࣗࢧ࢘ࢫ࢙࣮࢘ࣝࢬ㸦㹌㹑㹕㸧ᕞ༡㒊ࡢ㎰ᴗ

ᴗࡢࠊ㣫ᩱࡢ༺ᴗࡸ࣡ࣥᑠࡾࡶᜠᜨࢆ

ࡗ࡚᪂ࡓ࡞ᴗᶵࡀฟࡉࢀࡿᮇᚅࡉࢀ࡚࠸

ࡶࡓࡽࡍᙇࠋ㎰ᴗ㒊㛛ࡸᆅඖࡢ≀ὶ♫ࡢ༠

ࡿࠋ ᪥ࣛࣥࢻࡀఏ࠼ࡓࠋ

ᴗᮇᚅࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࢛࢘ࢻࣥ࢞ࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࡽࡣࠊ࣓ࣝ࣎ࣝࣥ༡

㹑㹁㹒ࡣྠ㹁㹃㹍ࡢ∗ぶࡢࣆ࣮ࢱ࣮࣭ࢫ࣑ࢫẶࡀ

࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᕞࢹ࣮ࣞࢻࠊす࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᕞ

 ᖺタ❧ࠋ࡚ࡢᕞ㒔ࡢᆅ᪉ࡢせ㒔ᕷ

ࣃ࣮ࢫྥࡅࠊ㈌≀㕲㐨ࡀ㐌㸯౽㐠⾜ࠋ ᖺ㸯᭶

ᣐⅬࢆ⨨ࡁࠊ㹌㹑㹕ᕞ࡛ࡣࣃ࣮ࢡࢫ㈌≀ࢱ࣮࣑ࢼ

ṇᘧ✌ാࡋࠊࢡ࣮ࣥࢬࣛࣥࢻᕞࣈࣜࢫ࣋ࣥྥࡅ

ࣝࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

【酪

農】

乳業ＭＧが乳価下げ、酪農家向け融資も停止
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ᭱ࡢஙᴗ⤌ྜ࣐࣮࣭ࣞࢦ࣮ࣝ

ࢬࣥ࠸ࡗࡥ࠸ṆࡍࡿⓎ⾲ࡋࡓࠋᐃࡋࡓຠᯝࡀ

ࣂ࣮ࣥ㸦㹋㹅㸧ࡣ  ᪥ࠊࢩ࣮ࢬࣥ㸦 ᖺ㸵᭶ 

ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡋ࡚ࠊไᗘࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡓࡵࠋ

ᖺ㸴᭶㸧ࡢࠊ㓗㎰ᐙᨭᡶ࠺⏕⏘⪅ங౯ぢ㎸ࡳࢆࠊ

ࡁࡻ࠺  ᪥ࡢᰴ⥲࡛ぢ┤ࡋࡢෆᐜࢆ᫂ࡽ

ᅛᙧங㸯࢟ࣟࢢ࣒ࣛᙜࡓࡾ  ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ

ࡍࡿࠋ

㸻⣙  㸧ࠊ๓ᅇணࡢྠ  ࢻࣝࡽᘬࡁ

ブラは価格引き上げ

ୗࡆࡓࠋᆅඖྛ⣬ࡀఏ࠼ࡓࠋ
ࡉࡽࠊ㸷᭶௨㝆ࡢ༡ᮾ㒊ࡢ㛗㞵ࡸዎ⣙㎰ᐙࡢῶ

ࣅࢡࢺࣜᕞࡢஙᴗࣈ࣭ࣛࣇ࣮ࢬࡣ  ᪥ࠊࢩ࣮

ᑡ࡞ࡼࡾࠊᮏᖺᗘࡢ∵ஙᅇ㔞ࡀ  ൨ࣜࢵࢺ

ࢬࣥࡢ⏕⏘⪅ங౯ぢ㎸ࡳࢆᅛᙧங㸯࢟ࣟࢢ࣒ࣛᙜࡓ

ࣝࠊ๓ᖺᗘࢆ 㸣ୗᅇࡿࡢぢ㏻ࡋࢆ᫂ࡽࡋ

ࡾ  ࠥ  ࢻࣝࠊ๓ᅇぢ㏻ࡋࡽ  ࢻࣝ

ࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᮏᖺᗘࡢ⛯ᘬࡁᚋ┈ࡀࠊࡇࢀࡲ

ᘬࡁୖࡆࡓࠋ

࡛ࡢணࡢ  ࢻࣝࢆୗᅇࡿணࡋࡓࠋ

ࣈࣛࡢࢡ࣮ࣟࢨ࣮ࢬ᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅㸦㹁㹃㹍㸧ࡣࠊ

ࡉࡽࠊ㓗㎰ᐙྥࡅᨭࢆ┠ⓗᖺᑟධࡋࡓ㸱

ஙᴗࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡀࠕᗏࢆᡴࡗࡓࠖࡋࠊ౯᱁ࡢ

ᖺ㛫ࡢ⼥㈨ไᗘࠕ∵ங౪⤥ᨭࣃࢵࢣ࣮ࢪ㸦㹋㹑㹑

ᘬࡁୖࡆࡣࠕᕷሙࡢᡂ㛗ࡢ⮬ಙࡢ⾲ࢀࠋᚋ౯᱁

㹎㸧ࠖࡘ࠸࡚ࠊ ᭶㸯᪥ࠥ᮶ᖺ㸴᭶ᮎࡲ࡛ࢩ࣮

ࡀୗࡀࡿࡇࡀ࡞࠸ࠖᙉẼࡢጼໃࢆ♧ࡋࡓࠋ
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農場での事故死 47 人、
トラクターやバギー
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ㎰ሙ࡛Ṛஸࡋࡓேࡢᩘࡀᖺ㸯᭶
௨㝆࡛ࠊィ  ேୖࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊࢩࢻࢽ࣮Ꮫࡢ
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ㄪᰝᶵ㛵࣮࢜ࢫࢺ࣭ࣛࣜࢭࣥࢱ࣮࣭ࣇ࢛࣮࣭ࢢࣜ
࢝ࣝࢳ࣭ࣗࣝ࣊ࣝࢫ㸤ࢭ࣮ࣇࢸ࣮㸦㸿㹁㸿㹆㹑㸧
ࡢㄪᰝ࡛ศࡗࡓࠋ ᪥ࣛࣥࢻࡀఏ࠼ࡓࠋ
Ṛᅉ࡛᭱ࡶከࡗࡓࡢࡣࢺࣛࢡࢱ࣮ࡼࡿᨾ࡛Ṛ
⪅ࡢᩘࡣ㸵ேࠋࡇࢀࠊᅄ㍯ࣂࢠ࣮㸦TXDGV㸧ࡢᨾ
ࡼࡿṚ⪅ᩘࡀ㸲ே⥆࠸ࡓࠋ
㎰ሙ࡛Ṛஸࡋࡓேࡢ 㸣㏆ࡃࡀࠊᖺ㱋ࡀ  ṓ௨ୗࡢ
Ꮚࡶࡔࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࣓ࢹ࡛ሗࡌࡽࢀࡿࡅࡀࡢ⛬ᗘࡀ㔜࠸
ᨾࡢࡶ  ௳࠶ࡗࡓࠋ

【バイオ・肥料】

富豪ラインハート氏、英で肥料生産に出資
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢᐩࢪ࣮ࢼ࣭ࣛࣥࣁ࣮ࢺẶࡀࠊ㎰ᴗࣈ࣮࣒ࡼࡿ⫧ᩱᴗ⏺ࡢᚋࡢᡂ㛗ࢆࡽࡳࠊ
㸱൨⡿ࢻࣝ㸦㸯⡿ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࢆᢞࡌࡿࠋⱥࣟࣥࢻࣥドๆྲྀᘬᡤୖሙࡍࡿࢩࣜ࢘ࢫ࣭ࣜࢯ࣮ࢩࢬ⤌ࡳࠊ
ⱥᅜ࡛ࡢ࣏ࣜࣁࣛࢺ⏕⏘ࢆ㐍ࡵࡿィ⏬ࡔࠋ ᪥ᆅඖྛ⣬ࡀఏ࠼ࡓࠋ
ࢩࣜ࢘ࢫࡣⱥࣀ࣮ࢫ࣭࣮ࣚࢡࢩ࣮࡛࣏ࣕࣜࣁࣛ
ࢺࡢ㖔༊ࢆಖ᭷ࠋࢩࣜ࢘ࢫࡢ⫧ᩱ⏕⏘ᴗࡣึᮇࡢ
౯್ࡀ  ൨  ⡿ࢻࣝࠊࣇࣝ✌ാ࡞ࡗࡓ㝿
ࡣ  ൨⡿ࢻࣝቑ࠼ࡿࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣏ࣜࣁࣛ
ࢺࡣኳ↛ࡢ㖔≀࡛ࠊ࣒࢝ࣜ࢘ࡸ◲㯤࡞ࠊ᳜≀ࡢ
ᡂ㛗ࢆಁࡍ㸲ࡘࡢᡂศࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࣛࣥࣁ࣮ࢺẶࡢ㈨※♫ࣁࣥࢥࢵࢡ࣭ࣉࣟࢫ࣌
ࢡࢸࣥࢢࡀࢩࣜ࢘ࢫ⤖ࢇࡔዎ⣙࡛ࡣࠊࣁࣥࢥࢵ
ࢡࡀࢩࣜ࢘ࢫࡢᰴᘧ  ⡿ࢻࣝࢆྲྀᚓࡍࡿࠊ
ࢩࣜ࢘ࢫࡀ⏕⏘ࡍࡿ⫧ᩱࡢ᭱ึࡢ  ࣓࢞ࢺࣥࡘ
࠸࡚ࡣ㸳㸣ࠊࡑࢀ௨㝆ࡣ㸯㸣ࡢࣟࣖࣝࢸ࣮ධ
ࢆᚓࡿࠋࡉࡽࠊࣁࣥࢥࢵࢡࡣ⫧ᩱࢆ᭱ᖺ㸰ࢺ
ࣥ㉎ධ࡛ࡁࡿᶒࢆᣢࡘࠋࣁࣥࢥࢵࢡࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜྥࡅ⫧ᩱࢆ౪⤥ࡋࡓ࠸⪃࠼ࡔࠋ

「世界有数の事業に成長」
ࣛࣥࣁ࣮ࢺẶࡣኌ࡛᫂ࠊࢩࣜ࢘ࢫࡢ⫧ᩱᴗ
ࡘ࠸࡚ࠕኳ↛⣲ᮦࡢ᪂ࡓ࡞〇ရࢆసࡾฟࡍᴗ࡛࠶
ࡾࠊ㎰ᴗ࡛ࡢᡂ㛗࠸࠺ࣁࣥࢥࢵࢡࡢ᪉㔪㛵㐃ࡋ
࡚࠸ࡿࠖㄝ᫂ࠋࠕୡ⏺࡛ࡶ᭷ᩘࡢ⫧ᩱᴗᡂ㛗
ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ㖔༊ࡢᑑࡶ  ᖺࢆぢ㎸ࡵࡿࠋ
ᡓ␎ⓗ࡞ᆅᇦ㛗ᮇⓗ࡞ᢞ㈨ࢆ⾜࠺⮬ศࡢ᪉㔪ྜ
⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠖ㏙ࡓࠋ
ࢩࣜ࢘ࢫࡢ᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅㸦㹁㹃㹍㸧ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜேᐇᴗᐙࡢࢡࣜࢫ࣭ࣇࣞࢨ࣮ẶࠋྠẶࡣࢩࢸ
ࢢ࣮ࣝࣉົ௦ࠊ㕲㖔▼᥇᥀ᡭࣇ࢛࣮ࢸࢫ࣮࣭࢟ࣗ
࣓ࢱࣝࢬ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢᕧ㢠㈨㔠ㄪ㐩࡛せ࡞ᙺࢆᯝ
ࡓࡋࠊࡑࡢᚋᢞ㈨㖟⾜ᴗࡽ㈨※ᴗ㌿ྥࡋࡓࠋ

【バイオ・肥料】

富豪ミルナー一家、ＮＴで肥料事業に投資
㞟ࡵ࡚࠸ࡿࡇࡀᙉࡳࠋ᭱㏆࡛ࡣᙺဨࠊ⫧ᩱ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢᢞ㈨♫࣡ࢩࣥࢺ࣭ࣥ㹆࣭ࢯ
ᡭࣥࢩࢸࢵࢡ࣭ࣆ࣎ࢵࢺࡢඖ᭱㧗ᇳ⾜㈐௵⪅
࣭࢘ࣝࣃࢸࣥࢯࣥ㸦㹕㹆㹑㹎㸧ࢆಖ᭷ࡍࡿᐩ
ࡢ࣑ࣝࢼ୍࣮᪘ࡀࠊ⫧ᩱᴗࡢᚋࡢᡂ㛗ࢆぢᤣ 㸦㹁㹍㹍㸧࡛࠶ࡿࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭࣍࣡ࢺࢧࢻẶࢆ
࠼ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㒊‽ᕞ㸦㹌㹒㸧࡛ࡢࣜࣥ㓟
㏄࠼ࡓࠋ᮶᭶ࡢᖺḟ⥲࡛ࡣࠊ♫ྡࢆࣂ࣮ࢲࣥࢺ࣭
ሷ⏕⏘ᴗࢆᨭࡍࡿࠋ㹕㹆㹑㹎ࡀᰴᘧ 㸣ࢆᥱ
࣑ࢿࣛࣝࢬ㸦9HUGDQW0LQHUDOV㸧ᨵྡࡍࡿࠋ
ࡿ᥇᥀♫࣒࣭ࣛࢪࣕࣥࢢࣝ㸦5XP -XQJOH㸧ࡣࡇ
アデレード〜ダーウィン鉄道で輸送も
ࡢࠊ㹌㹒ࡢ࣐࣮ࣝ㸦$PPDURR㸧ࣜࣥ㓟ሷ
ᴗ࡛ࠊ᥇⟬ᛶㄪᰝ㸦ࣇ࣮ࢨࣅࣜࢸ࣮㸧ࢆ㛤ጞ
࣒ࣛࡢ♫㛗࡛ࠊ࢘ࣛࣥ᥇᥀ᡭ࢚ࢼࢪ࣮࣭ࣜ
ࡋࡓࠋ ᪥࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࣥࡀఏ࠼ࡓࠋ
ࢯ࣮ࢩࢬ࣭࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢඖ᭱㧗㛤Ⓨ㈐௵⪅
㹕㹆㹑㹎ࡣᖺ㸳᭶ࠊ࣒ࣛࡀ⾜ࡗࡓ㈨㔠ㄪ㐩࡛ྠ 㸦㹁㹂㹍㸧ࡔࡗࡓࢶ࢜ࣜࢫẶࡣ㹌㹒ࡘ࠸࡚ࠊ
♫ᰴࢆྲྀᚓࠋ࣐࣮ࣝᴗࡣࢸࢼࣥࢺࢡ࣮ࣜࢡࡢ༡ ࠕ❅⣲ࣜࣥ㓟ሷࠊ࣒࢝ࣜ࢘࠸࠺⫧ᩱࡢせ࡞
ᮾ  ࣓࣮࢟ࣟࢺࣝ⨨ࡋࠊᴗࡢ➨୍ẁ㝵ࡋ
㸱ཎᩱࢆࠊ࡚㏆ࡃ࡛ㄪ㐩࡛ࡁࡿୡ⏺࡛ࡶࡲࢀ࡞
࡚ࠊ㸱൨ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࢆᢞࡌ࡚ࠊ
ᆅᇦࡔࠖホ౯ࠋࡉࡽࢹ࣮ࣞࢻࠥࢲ࣮࢘ࣥ
ࢪྥࡅࣜࣥ㓟ሷ㖔≀ࢆ ࢺࣥࢆ᥇᥀ࡍࡿࠋ 㕲㐨ࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊᅜෆᮾ༡㒊ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࡉࡽ࣒ࣛࡣᑗ᮶ⓗྠ♫ᴗࢆࠊ ൨ࢻࣝ
㒊ࠊࢪࡢ౪⤥ࡀᐜ᫆ࡔࡋࡓࠋ
ࢆ㉸࠼ࡿつᶍࡢࠊࣥࣔࢽࣜࣥ㓟ሷࡢ⫧ᩱ⏕
᥇⟬ᛶㄪᰝࡢࠊ⎔ቃᙜᒁࡽࡢᢎㄆ⋓ᚓࠊ
⏘ᴗᣑࡋࡓ࠸⪃࠼ࡔࠋ
ࢿ࣮ࢸࣈ࣭ࢱࢺࣝ㸦ඛఫẸࡢᅵᆅᑐࡍࡿᶒ
࣒ࣛࡢ౯⥲㢠ࡣ⌧ᅾ  ࢻࣝࡍࡂ࡞࠸
㸧ࢆᣢࡘඛఫẸࢢ࣮ࣝࣉࡽࡢᢎㄆྲྀᚓ࡞ࠊ
ࡀࠊᏳᐃࡋࡓᰴࡢᏑᅾࡸࠊ㛤Ⓨࡢࣉࣟࢆᖿ㒊
 ࠥ  ࢝᭶ࡿぢ㏻ࡋࡔ࠸࠺ࠋ
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【バイオ・肥料】

独ＢＡＳＦ、豪で「天然」農薬で開発加速
ࢻࢶࡢ㎰⸆ᡭ㹀㸿㹑㹄ࡀࠊ࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜ
Ꮫ⸆ရࢆࢃ࡞࠸㎰⸆ࡢ㛤Ⓨࢆຍ㏿ࡍࡿࠋࢽ࣮ࣗ
ࢧ࢘ࢫ࢙࣮࢘ࣝࢬ㸦㹌㹑㹕㸧ᕞࢭࣥࢺࣛࣝࢥ࣮ࢫࢺ
࡛㸱ᖺ๓ྲྀᚓࡋࡓᦤྲྀ〇㐀ᕤሙࠊ ࢻ
ࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧ᙉࢆᢞࡌ࡚ࠊタࡢᨵಟ
ᣑࢆᅗࡿ᪉㔪ࡔࠋᨵಟࡣ᮶ᖺ㸱᭶ࡍࡿぢ
㎸ࡳࠋ ᪥ࣛࣥࢻࡀሗࡌࡓࠋ
ࢭࣥࢺࣛࣝࢥ࣮ࢫࢺࡢࢧ࣐࣮ࢬࣅ࣮࠶ࡿ〇㐀ᕤ
ሙ࡛ࡣࠊᏛ≀㉁ࢆࢃࡎࠊ᭷┈࡞⣽⳦ࡸᐤ⏕⏕≀ࠊ
㓝⣲࡞ࡢ⏕≀Ꮫⓗ࡞ᡂศࢆ⏝࠸ࡓ㎰⸆ࢆ〇㐀ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᅇࡢタഛᢞ㈨ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㎰⸆ࡢᡂศ࡞ࡿ
⣽⳦ࡸᐤ⏕⏕≀ࡢ᱂ᇵタࢆ㸰ಸᣑࡍࡿィ⏬ࡔࠋ

ヒラマサの養殖実験、
ＮＳＷ州で幼魚放流
ࢽ࣮ࣗࢧ࢘ࢫ࢙࣮࢘ࣝࢬ㸦㹌㹑㹕㸧ᕞࡢ➨୍ḟ⏘ᴗ
┬㸦㹂㹎㹇㸧ࢱࢫ࣐ࢽᕞࡢ㣴Ṫᡭࣄ࣮࣭ࣗ࢜ࣥ
ࢡ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡀࡇࡢࠊࣄ࣐ࣛࢧ㸦\HOORZWDLO
NLQJ㸚VK㸧ࡢ㣴Ṫᐇ㦂ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ㹌㹑㹕ᕞ࣮࣍ࢡࢫ
ࢿࢫࢺᆅ༊ࡢ㣴Ṫሙ࡛ࠋࣄ࣐ࣛࢧࡢᗂ㨶ᩘ༉ࢆᨺὶ
ࡋࡓࠋබඹᨺ㏦㸿㹀㹁ࡀ  ᪥ࠊఏ࠼ࡓࠋ

ࡲࡓࠊᖺྲྀᚓࡋࡓ㹌㹑㹕ᕞす㒊ࢱ࣒࣮࣡ࢫ༡
㒊ࡢ  ࣊ࢡࢱ࣮ࣝࡢ◊✲⏝㎰ሙ࡛ࡣࠊస≀ࡢヨ㦂
᱂ᇵᩘࡀ⌧ᅾࡢ  ✀㢮ࡽ⣙  ✀㢮ቑ࠼ࡿぢ㏻
ࡋ࠸࠺ࠋ
㹀㸿㹑㹄ࡣ  ᖺ๓࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜࡢ㎰
⸆㛤Ⓨᴗࡽ᧔㏥ࡋࠊ㹀㸿㹑㹄ࡢ୍㒊ၟရࡣྠᴗ
ࢽ࣮ࣗࣇ࣮࣒ࡀ⏕⏘㈍ࢆㄳࡅ㈇ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ
㹀㸿㹑㹄ࡣ  ᖺ㎰⸆㛤Ⓨᴗࢆ㛤ࠋᖺ◊
✲⏝㎰ሙࢆ㛤タࡋࡓࠋ
ྠᕤሙࡢᨵಟࡼࡾࠊ᪂ࡓ⛉Ꮫ⪅㸴ேࡀ㞠⏝ࡉ
ࢀࡿࠋ

㹌㹑㹕ᕞ㹂㹎㹇ࣄ࣮ࣗ࢜ࣥࡣࠊࣄ࣐ࣛࢧ㣴Ṫࡢᐇ
⾜ྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡓࡵඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇࠋ
ࣉࣟࣅࢹࣥࢫ࣋࠶ࡿ㣴Ṫሙ࡛ࠊ⏕ᚋ㸳࢝᭶ࠊయ㔜
⣙  ࢢ࣒ࣛࠊ㛗ࡉ⣙  ࢭࣥࢳࡢࣄ࣐ࣛࢧࡢᗂ㨶ࠊᩘ
༉ࡀᨺὶࡉࢀࡓࠋ
㹂㹎㹇ࡢ࢙࣭࢘ࣥ࢜ࢥࢼ࣮ㄪᰝ࣮ࣜࢲ࣮ࡼࢀࡤࠊ
ᨺὶࡉࢀࡓᗂ㨶ࡀᡂ㛗ࡋ࡚⏘༸ࡋࡓᚋࠊࡇࢀࡽࡢ༸ࢆ
㞟ࡋ࡚ࡉࡽᗂ㨶ࢆ⏕⏘ࡍࡿィ⏬࠸࠺ࠋ
ྠㄪᰝ࣮ࣜࢲ࣮ࡣࠊࠕᅇᨺὶࡋࡓᗂ㨶ࡣࠊࣄ࣐ࣛࢧ
ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞౪⤥ࢆ⠏ࡁୖࡆࡿୖ࡛㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓ
ࡍࡔࢁ࠺ࠖㄝ᫂ࠋࣄ࣮ࣗ࢜ࣥࡢࢹࣅࢵࢻ࣭࣍࣡ࢺ
ᢏ⾡㒊㛗ࡶࠊᨺὶᐇ㦂ࡼࡗ࡚ࣄ࣐ࣛࢧࡢ౪⤥ࢆᖜ
ቑࡸࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿᮇᚅࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿࠋ

【農業政策】

豪政府が環境訴訟の提訴厳格化、開発進まず
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢࢱ࣮ࣥࣈࣝᨻᶒࡣࠊ⎔ቃࡢᙳ
㡪ࢆ⌮⏤ࡋࡓ㈨※ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᕪࡋṆࡵุ
ࡘ࠸࡚ࠊάືᐙࡼࡿᥦッᐇ᮲௳ࢆཝ᱁ࡍࡿ᪉
㔪ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࢡ࣮ࣥࢬࣛࣥࢻ㸦㹏㹊㹂㸧ᕞ
࡛ࣥࢻࡢ」ྜᴗ㸦ࢥࣥࢢ࣐ࣟࣜࢵࢺ㸧ࢲࢽ࣭
ࢢ࣮ࣝࣉࡢⅣ㖔㛤Ⓨࡀࠊᗘ㔜࡞ࡿᕪࡋṆࡵุ࡛㐍
ࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡞ࡀ⫼ᬒࠋ࣎ࢵࢺᨻᶒ௦ྰ
Ỵࡉࢀࡓ㛵㐃ἲࡢᑂ㆟ࢆ≺ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᪥
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࣥࡀሗࡌࡓࠋ
ࢱ࣮ࣥࣈࣝ㤳┦ࡣ  ᪥ࠊάືᐙࡼࡿ㈨※ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺᑐࡍࡿᕪࡋṆࡵุࢆྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ
ࠕ⎔ቃಖㆤ࠾ࡼࡧ⏕≀ከᵝᛶಖἲࠖࡘ࠸࡚ࠊᨵ
ṇࡢᥦฟ࡞ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ㏙ࡓࠋປാඪᨻ
ᶒ௦ᑟධࡉࢀࡓྠἲࡣࠊᅜෆ࡛⎔ቃಖㆤࡸ◊✲
άືᚑࡋ࡚࠸ࡿࡍ࡚ࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᅜẸ
ᑐࡋࠊ⎔ቃၥ㢟ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡓሙྜ㈨※ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰Ṇࢆồࡵࡿᥦッࢆྍ⬟ࡍࡿࡶࡢࠋࣈ
ࣛࣥࢹࢫྖἲ㛗ᐁࡣྠἲࡘ࠸࡚ࠕᛴ㐍ⓗ࡞άື
Copyright (C) NNA Australia All rights reserved.

ᐙࢆḼᚅࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࠖᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢱ࣮ࣥࣈࣝ㤳┦ࡣࡲࡓࠊࢲࢽࡀィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿ
 ൨ࢻࣝ㸦⣙㸯  ൨㸧つᶍࡢⅣ㖔㛤Ⓨ
ᑐࡍࡿ⎔ቃᅋయࡘ࠸࡚ࠕᾏእࡽ㈨㔠ຓࢆ
ཷࡅࠊᴟࡵ࡚⤌⧊ⓗάືࡋ࡚࠸ࡿࠖᣦࠋἲ
ᇶ࡙࠸ࡓᥦッࢆࡍࡿᶒࢆㄆࡵࡿࡶࡢࡢࠊྠᅋయࡢ
ᐇែࡘ࠸࡚ᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢲࢽࡣࠊ㹏㹊㹂ᕞ࣮࢞ࣜࣜ┅ᆅ࡛࣮࣐࢝ࢣࣝ
Ⅳ㖔ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ࣎ࢵࢺ࣏ࣥࢺ▼Ⅳࢱ࣮࣑ࢼࣝ
ࢆᣑᙇࡋ࡚ࣥࢻ▼Ⅳࢆ㍺ฟࡍࡿィ⏬ࠋࡓࡔࠊྠ
♫ࡣ⣙㸴ᖺ㛫ࢃࡓࡾ⎔ቃㄆྍࢆࡵࡄࡿ」ᩘࡢッゴ
ࢆதࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊࢲࢽࢆᥦッࡋ࡚࠸ࡿ⎔ቃᅋ
యࡣࠊ⡿ᅜࡢ⤫㡿ೃ⿵ࣄ࣮࣭ࣛࣜࢡࣜࣥࢺࣥẶࡢ
ඖഃ㏆ࡽ㈨㔠ᥦ౪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ࠸࠺ሗ㐨ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓඛఫẸࡢάືᐙࡶࢲࢽࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᕪࡋṆ
ࡵࢆồࡵ࡚ᥦッࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ ᪥ࢹ࣮ࣜ㹌㹌㸿
ᕞ㸤࢜ࢭࢽ∧ࡼࡾࠚ
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【農業政策】

ＮＺ首相、印とＦＴＡ交渉も核の立場は固持
ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ㸦㹌㹘㸧ࡢ࣮࢟㤳┦ࡣ  ᪥ࠊ
ゼၥඛࡢࣥࢻ࡛ྠᅜࡢࣔࢹ㤳┦ㄯࡋࡓࠋ㹌
㹘ࡣ  ᖺ௨᮶ࠊࣥࢻࡢ⮬⏤㈠᫆༠ᐃ㸦㹄㹒
㸿㸧΅ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜࡢ㎰⏘≀ࡢ㍺ฟ౫Ꮡ
ᗘࢆୗࡆࡿ≺࠸ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࣥࢻࡣ᰾㛵㐃≀
㉁࣭ᢏ⾡ࡢ㍺ฟࢆ⟶⌮ࡍࡿࠕཎᏊຊ౪⤥ᅜࢢ࣮ࣝ
ࣉࠖ
㸦㹌㹑㹅㸧ຍධࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ㹌㹘ࡢᨭ
ᣢࢆ☜ಖࡋࡓ࠸ᵓ࠼ࠋ ᪥㹌㹘࣊ࣛࣝࢻ࡞ࡀఏ
࠼ࡓࠋ
㹌㹘ࡣࣥࢻࡢ㹄㹒㸿࡛ࠊ㎰⏘≀ࡢ㛵⛯つไࡢ
⦆࡞ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࣥࢻࡣୡ⏺᭱
ࡢ∵ஙࡢ⏕⏘࣭ᾘ㈝ᅜ࡛࠶ࡾࠊ୧ᅜ㛫ࡢ΅࡛ࡣ㞴
㛵ࡀᚅࡕཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢟㤳┦ࡣࠕࣥࢻࡣࠊ㹌㹘
ࡢ㹄㹒㸿ࡀ㣗⣊⮬⤥⬟ຊࡢᨵၿᙺ❧ࡘㄆ㆑ࡍ
ࡿࡇ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠖ㏙ࡓࠋ
୍᪉ࠊ࢚ࢥࣀ࣑ࢵࢡ࣭ࢱ࣒ࢫ⣬ࡼࡿࠊࣔ
ࢹ㤳┦ࡣࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ㛵ಀᝏࢆ⫼ᬒࠊ
ࣥࢻࡢ㹌㹑㹅ධࡾࡘ࠸࡚ࠊ㹌㹘ࡢᨭᣢࢆ☜ಖࡍࡿ
ࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋ㹌㹘እົ┬ࡣࠊ

ࣥࢻࡀ᰾ᣑᩓ㜵Ṇ᮲⣙㸦㹌㹎㹒㸧ࢆᢈࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡇࡽࠊྠᵝࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓୖ࡛㹌㹑㹅ධࡾࢆ
ㄆࡵࡿࡁࡢぢゎ❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣮࢟㤳┦ࡶඛ
㹄㹒㸿΅ᘬࡁ࠼ጇ༠ࡣࡋ࡞࠸ពྥࢆ♧ࡋࡓࠋ

ＥＵとのＦＴＡ交渉に暗雲？
Ḣᕞ㐃ྜ㸦㹃㹓㸧ㅖᅜࡢ㛫࡛㹄㹒㸿ࡢឤࡀ㧗
ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ㹌㹘ࡢ㹄㹒㸿΅ࡢ⾜᪉ࡶ㏱᫂
ࡢᠱᛕࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ㹃㹓࢝ࢼࢲࡢ㹄㹒㸿ࡣࡇࡢ
ࠊ࣋ࣝࢠ࣮༡㒊ࡢ࣡ࣟࣥᆅᇦࡀࠕḢᕞࡢ㎰ᐙᡴ
ᧁ࡞ࡿࠖࡋ࡚ᑐࢆ⾲᫂ࡋࡓࡓࡵࠊᢎㄆࡉࢀ࡞
ࡗࡓࠋ㎰ᐙࢆ௦⾲ࡍࡿࣟࣅ࣮ᅋయࡣࠕ㍺ฟᅜ࡛
࠶ࡿࢻࢶ࡞࡛㐣ཤ㸳ᖺಖㆤ㈠᫆⩏ࡀᗈࡲࡗ
࡚࠸ࡿࠖヰࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊࢸ࣮࣮ࣛᅾḢᕞ㹌㹘ࡣࠊ㹌㹘㹃㹓ࡢ
㹄㹒㸿΅ࡣ࢝ࢼࢲ㹃㹓ࡢ㹄㹒㸿΅㛗ᮇ
ࡋ࡞࠸ᴦほⓗ࡞ぢ᪉ࢆ♧ࡋࠊ ᖺ༙ࡤ⨫ྡ࡛ࡁ
ࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ ᪥ࢹ࣮ࣜ㹌㹌㸿ᕞ㸤࢜ࢭ
ࢽ∧ࡼࡾࠚ

【食品飲料】

飲料ＣＣＡがコスト削減加速、販売てこ入れ
㣧ᩱᡭࢥ࢝ࢥ࣮࣭࣐ࣛࢸࣝ㸦㹁㹁㸿㸧ࡀࠊࢥࢫࢺ๐ῶࢆࡉࡽຍ㏿ࡉࡏࠊ⠇ῶࡋࡓ㈨㔠ࢆ㈍࡚ࡇ
ධࢀྥࡅࡓ್ᘬࡁࡸ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊࠕࢪࣥࢪ࣮࣭ࣕࢥ࣮ࢡࠖ࡞ࡢၟရࣞࣥࢪᣑᢞ㈨ࡍࡿࠋᾘ㈝
⪅ࡢ◁⢾㞳ࢀࡸΎᾴ㣧ᩱᐜჾࡢࢹ࣏ࢪࢵࢺ㸦ಖド㔠㸧ไᗘࡢᑟධ࠸࠺㏫㢼ࡢ୰ࠊᮏᖺᗘࡢ┈┠ᶆࢆ㐩
ᡂ࡛ࡁࡿᙉẼࡔࠋᆅඖྛ⣬ࡀఏ࠼ࡓࠋ
㹁㹁㸿ࡣࢩࢻࢽ࣮࡛  ᪥㛤ࢀࡓᢞ㈨ᐙྥࡅ
ྜ࡛ࠊ ᖺⓎ⾲ࡋࡓ㸯൨ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻
⣙  㸧ࡢࢥࢫࢺ๐ῶ㸱࢝ᖺィ⏬ࡀࠊᐃࢆୖᅇ
ࡿ࣮࣌ࢫ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿㄝ᫂ࠋᚋ㏣ຍ࡛ࡉࡽ㸯
൨ࢻࣝࡢࢥࢫࢺ๐ῶࢆ⾜࠺᪉㔪ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ചୗࡢ㣗ရ♫㹑㹎㹁࣮ࢻࣔࢼࡢᚋࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᮶ᖺぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡋࡓࠋ
㹁㹁㸿ࡢ࣡ࢺ࢟ࣥࢫ᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅㸦㹁㹃㹍㸧ࡣࠊ
ᮏᖺᗘࡢ㸯ᰴᙜࡓࡾ┈ࡢఙࡧࡀ㸯᱆ྎ༙ࡤࡢ┠
ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿⓎゝࠋࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࠊࣥࢻࢿ
ࢩࡸࣃࣉࢽ࣮ࣗࢠࢽࠊࣇࢪ࣮࡞ࡢ᪂⯆ᕷ
ሙࡸࠊࣝࢥ࣮ࣝࡸࢥ࣮ࣄ࣮㣧ᩱࡼࡿ┈ࡢఙࡧ
ࡀࠊప㏞ࡍࡿ࣮࢜ࢫࢺ࣭ࣛࣜࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ㒊
㛛ࡢᴗ⦼ࢆ⿵࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㹁㹁㸿ࡣ᮶ᖺࠊࣜࢫࢺࣛ㈝⏝  ࢻࣝࠊ
タഛᢞ㈨  ࢻࣝࢆࡑࢀࡒࢀィୖࡍࡿணᐃࠋ
タഛᢞ㈨ࡢ┠⋢࡞ࡿࡢࡣࠊࢡ࣮ࣥࢬࣛࣥࢻᕞࡢ
ࣜࢵࢳࣛࣥࢬᕤሙタ⨨ࡉࢀࡿ⮬ືᗜ࡞
ࡿࠋ
୍᪉ࠊ㹁㹁㸿ᰴࡣᴦほⓗ࡞ᴗ⦼ぢ㏻ࡋⓗ
࡞ࡼ࠺ࡔࠋྜᚋࡢ  ᪥ࡢྠ♫ᰴ⤊್ࡣ  ࢻ
ࣝࠊ๓Ⴀᴗ᪥ẚ 㸣ୗⴠࡋࡓࠋ
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砂糖税の導入も脅威
Ύᾴ㣧ᩱᐜჾࡢࣜࢧࢡࣝಁ㐍ࢆ┠ⓗࡋࡓࢹ࣏
ࢪࢵࢺไᗘࡣࠊࢽ࣮ࣗࢧ࢘ࢫ࢙࣮࢘ࣝࢬᕞ࡛ࡣ᮶ᖺ
㸵᭶ࡽࠊࢡ࣮ࣥࢬࣛࣥࢻᕞす࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
ᕞ࡛ࡣ  ᖺࡽࡑࢀࡒࢀྠᵝࡢไᗘࡀᑟධࡉࢀࡿ
ணᐃࠋ㹈㹎ࣔࣝ࢞ࣥࡢࢼࣜࢫࢺࡣࠊ㹁㹁㸿ࡀྠไ
ᗘࡢࢥࢫࢺࢆ 㸣౯᱁㌿᎑ࡋࡓሙྜࠊ㈍㔞ࡣ
㸣ࠊࡾୖࡆࡣ 㸣ࡑࢀࡒࢀῶᑡࡍࡿヨ⟬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊⱥᅜࢆ⓶ษࡾḢ⡿࡛◁⢾⛯ࡢᑟධࡢື
ࡁࡀᙉࡲࡿ୰ࠊ࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜࡶ㔝ඪࡢ⥳ࡢඪ
㸦ࢢ࣮ࣜࣥࢬ㸧ࡀࠊΎᾴ㣧ᩱỈᑐࡋ࡚ 㸣ࡢ◁⢾
⛯ࡢᑟධࢆᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ⌧ࡍࢀࡤ㹁㹁㸿ࢆࡣࡌ
ࡵࡍࡿ㣧ᩱᴗ⏺ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡑ࠺ࡔࠋ

日本ではコカコーラとキリンが提携
᪥ᮏࡢΎᾴ㣧ᩱᴗ⏺ࡶཝࡋ࠸➇தࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ᪥ࡲ࡛ࠊ᪥ᮏࡢΎᾴ㣧ᩱᴗ⏺ࢺࢵࣉࡢࠕࢥ࣭࢝
ࢥ࣮ࣛࠖࡢࢢ࣮ࣝࣉࠊ㸲ࡢࠕ࢟ࣜࣥࣅࣂࣞࢵ
ࢪࠖࢆചୗᣢࡘࠕ࣮࢟ࣜࣥ࣍ࣝࢹࣥࢢࢫࠖࡀࠊ
Ύᾴ㣧ᩱᴗࡢศ㔝࡛ᴗົᥦᦠࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿሗ
ࡌࡽࢀࡓࠋ
オセアニア農業専門誌「ウェルス
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【食品飲料】

ビール大手、労使紛争で夏の需要満たせず？
ⱥ㣧ᩱᡭ㹑㸿㹀࣑࣮ࣛചୗࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
ࡢࣅ࣮ࣝ㔊㐀㸰ࠊ࣮࢝ࣝࢺࣥ㸤ࣘࢼࢸࢵࢻ࣭
ࣈ࣮ࣜࣗ࣡ࣜࢬ㸦㹁㹓㹀㸧ࡀࠊປ⣮தࡢࡇࡌࢀ
ࡼࡿ⏕⏘ῶࡼࡾࠊ✌ࡂ࡛࠶ࡿࢡࣜࢫ࣐ࢫ๓
ࡢ㟂せቑᑐᛂ࡛ࡁࡎࠊᩘⓒࢻࣝࡢࡾୖࡆ
ࢆ㏨ࡍࡢᠱᛕࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᪥࣮࢜ࢫࢺ
࣭ࣛࣜࣥࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࣞࣅ࣮ࣗࡀఏ࠼ࡓࠋ
㹁 㹓 㹀 ࡣ  ᖺ 㸴 ᭶ࠊ ࣓ ࣝ ࣎ ࣝ ࣥ ࡢ  ࣎ ࢵ ࢶ
ࣇ࢛࣮ࢻᕤሙ࡛ࠊタ⟶⌮ዎ⣙ࡢኚ᭦కࡗ࡚㟁
Ẽᕤࡸᩚഛኈ࡞ࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㛵㐃ࡢᚑᴗဨ 
ேࢆ࠸ࡗࡓࢇゎ㞠ࠋࡑࡢᚋࠊಶேዎ⣙ࡢୗ࡛ྠࡌ
⫋✀㞠⏝ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࡀࠊඖᚑᴗဨࡽ
ࡣࡇࢀⓎࡋࠊᕤሙࡢእ࡛ᢠ㆟άືࢆ⥆ࡅ࡚࠸
ࡿࠋ
࣎ࢵࢶࣇ࢛࣮ࢻᕤሙ࡛ࡣ⇍⦎ࡋࡓඖᚑᴗဨࡢ
⫋ሙᖐࢆᚅࡘ㛫ࡢᥐ⨨ࡋ࡚ࠊேᮦ⤂♫ࢆ
ࡋࡓᚑᴗဨࡢ⿵╔ᡭࡋࡓࡀࠊ⮫ᚑᴗဨ
ᑐࡋ࡚ඖᚑᴗဨࡽࡀ᎘ࡀࡽࡏࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵࠊࡇࡢ

ேᮦ♫ࡣ㸶᭶ᮎࠊ㹁㹓㹀ࡢዎ⣙ࢆᡴࡕษࡗ࡚
࠸ࡓࠋ
㹁㹓㹀ࡣ⌧ᅾࠊࢡ࣮ࣥࢬࣛࣥࢻᕞࡢᕤሙࡸ
ᗜࡽࣅ࣮ࣝࢆ⿵ࡋ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㟁ຊປ
⤌㸦㹃㹒㹓㸧ࡼࡿࠊᅾᗜࡣᑡ࡞ࡃࠊࣝࢥ࣮
ࣝ㟂せࡀಸቑࡍࡿኟᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡣࠕ᫂ࡽ
ࡔࠖ࠸࠺ࠋ௬⏕⏘ࡀࡍࡄ㐣ཤࡢỈ‽ࢆᅇ
ࡋ࡚ࡶࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢ㟂せࢆ‶ࡓࡍࡢࡣ㞴ࡋ࠸
ࡢぢ᪉ࡔࠋ
୍᪉ࠊ㹁㹓㹀ࡢᗈሗᢸᙜ⪅ࡣࠊࣆ࣮ࢡࡢ㟂せ
ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡢぢ᪉ࢆྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᕤሙෆࡢປാ⪅ࡢヰࡼࢀࡤࠊ⏕⏘㔞ࡣࡇࢀࡲ
࡛ࡢ㐌ᙜࡓࡾ⣙  ࢣ࣮ࢫ㸦㸯ࢣ࣮ࢫ  ᮏ㸧
ࡽࠊᖹᆒ࡛⣙  ࢣ࣮ࢫࠊ᭱ప࡛  ࢣ࣮ࢫ
ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡶࡼ࠺ࠋປ⤌ࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶẖ
㐌  ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࡢᦆኻࡀฟ
࡚࠸ࡿࡳࡿࠋ

【食品飲料】

コールズ１Ｑの売上高、伸びが半減
す࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᕞࡢ」ྜᴗ࢙࢘ࢫࣇ࣮࣐࣮
ࢬࡣ  ᪥ࠊຊᴗࡢࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺ㒊㛛ࢥ࣮
ࣝࢬࡘ࠸࡚ࠊ 㸭  ᖺᗘ➨㸯ᅄ༙ᮇ㸦 ᖺ㸵
ࠥ㸷᭶㸧ࡢ㣗ရ࣭㓇㢮ࡢ᪤Ꮡᗑୖ㧗ࡀ๓ᖺྠᮇẚ
㸣ቑࠊ ᖺ௨᮶᭱పࡢఙࡧࡔࡗࡓࡇࢆ᫂ࡽ
ࡋࡓࠋ๓ᮇࡣྠ 㸣ቑࡔࡗࡓࠋྠᴗ㤳ࡢ
࣮࣮࢘ࣝ࣡ࢫࡸࢻࢶࡢࣝࢹࡢ➇தࡀ⃭ࡋ
࡚࠸ࡿࡇࡀ⫼ᬒ࠶ࡿࠋ ᪥ᆅඖྛ⣬ࡀఏ࠼ࡓࠋ
ᅜෆࢫ࣮ࣃ࣮㸰ࡢࢥ࣮ࣝࢬࡢ⥲ୖ㧗ࡣࠊ㸣
ቑࡢ  ൨  ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࡔࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊࢥࣥࣅࢽేタ࢞ࢯࣜࣥࢫࢱࣥࢻࢳ࢙࣮ࣥ
ࠕࢥ࣮ࣝࢬ࣭࢚ࢡࢫࣉࣞࢫࠖࡢྠᮇࡢୖ㧗ࡣࠊ⇞
ᩱ౯᱁ࡢୗⴠࢆཷࡅ࡚ࠊ㸣ῶࡢ  ൨  

Copyright (C) NNA Australia All rights reserved.

ࢻࣝⴠࡕ㎸ࢇࡔࠋࠉ
ࢥ࣮ࣝࢬࡢࢲ࣮࢝ࣥ♫㛗ࡣࠕᅜෆᕷሙࡢᡂ㛗ࡀῶ
㏿ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ᫂ࡽ࡛ࠊ➇தࡀᛴ㏕ࡋ࡚࠸ࡿࠖ
㏙ࡿඹࠊ㏻ᖖ౯᱁ࢆᢚ࠼ࡿ㛗ᮇⓗᡓ␎ࢆ⥔ᣢ
ࡍࡿពྥࢆ♧ࡋࡓࠋࡓࡔࠊࢼࣜࢫࢺࡽࡣࠊࣛࣂ
ࣝᗑᐈࢆዣࢃࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊྠ♫㛗ࡀ㈍౯᱁ࢆࡉ
ࡽୗࡆࠊࣟࣖࣝࢸ࣮࣮࢝ࢻࢆᣢࡘ㢳ᐈࡢ≉
ࢆᣑࡍࡿࡳ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊࡁࡻ࠺  ᪥Ⓨ⾲ࡉࢀࡿ࣮࣮࢘ࣝ࣡ࢫࡢ
ྠᮇࡢ᪤Ꮡᗑୖ㧗ࡣ  ࠥ 㸣ቑࠊ ᖺ௨᮶
ึࡢቑຍ㌿ࡌࡿࡶࡢࡢࠊ౫↛ࡋ࡚ࢥ࣮ࣝࢬࢆୗ
ᅇࡿணࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ ᪥ࢹ࣮ࣜ㹌㹌㸿
ᕞ㸤࢜ࢭࢽ∧ࡼࡾᢤ⢋ࠚ
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 ࡣࠕ  ࡁ
࡞ᡂ㛗࣏ࢸ
ࣥࢩࣕࣝࠖ
ࡀ࠶ࡿࡢ
ぢ ᪉ࠋ ࣛ ࣮

豪２都市で福島県を売り込み、
県と地銀など

࣓⃭ࣥᡓ༊
࠸ࢃࢀࡿ
ࢩࢻࢽ࣮࡛
ࡶὶࡣ

パースで同県の観光・物産セミナーを開催した。東日

ࢇࡇࡘࢫ࣮ 日本酒を振る舞う。大和川酒造のブース
（在パー
ࣉ ࡞ ࡓ ࡵࠊ ス日本国総領事館提供）

本大震災からの復興推進を目的に、主に東邦銀行が担

୍␒ᫍ㯝ࡢࡉࡗࡥࡾࡋࡓࡋࡌࡳࡢࢫ࣮ࣉࡣ⌋ࡋ࠸ࠋ

福島県と同県地銀の東邦銀行などが今月、シドニーと

当する物産部門では、同県の日本酒や喜多方ラーメン、

在豪福島県人のサポート

たれ調味料などが出品され、現地の業者との商談が行
われた。

࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜࡢほග࣭≀⏘ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊࣃ࣮ࢫ

ࣃ࣮ࢫ࡛ࡣ  ᪥ᅾࣃ࣮ࢫ᪥ᮏᅜ⥲㡿බ㑰࡛ࠊࢩ

ࡀᖺ⥆࠸࡚㸰ᗘ┠ࡔࡀࠊࢩࢻࢽ࣮࡛ࡣึࡵ࡚ࠋࣃ࣮

ࢻࢽ࣮࡛ࡣ  ᪥᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓ㸦ࢪ࢙ࢺࣟ㸧ࢩࢻ

ࢫ࡛ࡣᖺࠊす࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᕞ᭱つᶍࡢᒎ♧ࠕ࣍

ࢽ࣮ົᡤ࡛ࡑࢀࡒࢀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ

ࢫࣆࢱࣜࢸ࢚࢟ࢫ࣏ࠖࣈ࣮ࢫࢆฟࡍᙧ࡛ཧຍࡋ࡚

ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢㅮᖌࢆົࡵࡓᮾ㑥㖟⾜ࡢబࠎᮌᾈẶࡣ

࠾ࡾࠊ⮬ࡽദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ୧㒔ᕷࡶึࡵ࡚ࡔࠋ

ࢩࢻࢽ࣮ࡢሙ࡛ྲྀᮦᛂࡌࠊࣃ࣮ࢫ࡛ࡢࢭ࣑ࢼ࣮

ᅇࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊᖺࡢ⤒㦂ࢆࡉࡽⓎᒎࡉࡏࡓࡶ

ࡘ࠸࡚ࠕ᪥ᮏࡢ㣗ᮦࡀࡑࢀධࡗ࡚࠸࡞࠸୰࡛ࠊ㠀

ࡢࡔ࠸࠺ࠋ

ᖖ⯆ࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓࠖㄒࡾࠊᡭࡈࡓ࠼ࢆឤࡌ

ࡶࡶ࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜࡢ㛤ദࢆỴࡵࡓ⫼ᬒࡣࠊ

ࡓᵝᏊࠋ≉ࡑࢀ᪥ᮏ㓇ࡀὶ㏻ࡋ࡚࠸࡞࠸ࣃ࣮ࢫ

ᅾࡢ⚟ᓥ┴ฟ㌟⪅ࡽࡢᙉ࠸ࢧ࣏࣮ࢺࡀ࠶ࡗࡓ࠸

࡛ࡣࠊᕝ㓇㐀㸦႐ከ᪉ᕷ㸧ࡢ㉁ࡢ㧗࠸㓇ࡢホ౯

࠺ࠋᚋࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺⮬యࡀయ࡞ࡿࡢ࡛

ࡀ㝿❧ࡗࡓࠊ⫗ᩱ⌮ྜ࠺ࡇࡲࡸ㸦ⓑἙᕷ㸧ࡢࡓ

ࡣ࡞ࡃࠊྛᴗࡀࡑࢀࡒࢀ⊂⮬ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᒎ㛤

ࢀㄪᩱࡶࠕ㠀ᖖዲホࡔࡗࡓࠖ࠸࠺ࠋ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊὶࢀࢆࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼ࡔࠋ

⚟ᓥ┴ࡢ㣗ࡢᏳࢆ࠺ᾏእࣆ࣮ࣝࡋ࡚࠸ࡃ

㸰㒔ᕷ࡛ࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࠊほගࡸ㣗ရࡢᏳ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᩘ್ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ពࡋࠊ⢓ࡾᙉࡃㄒࡾ

࡞ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࡓᚋࠊ⚟ᓥ┴ࡢ㣗ᮦࢆ

ࡅ࡚࠸ࡃࠖࡋࡓࠋ

ࡗࡓᩱ⌮ࢆᅖࡳ࡞ࡀࡽࡢࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀ

బࠎᮌẶࡣࡲࡓࠊᅇึཧຍ࡞ࡿࠊⱝᡭ⤒Ⴀ⪅ࡽ
㸳ேࡀ❧ࡕୖࡆࡓ႐ከ᪉ࢢ࣮ࣟࣂࣝᴦ㒊ࡼࡿ႐ከ
᪉࣮࣓ࣛࣥࠊ୍␒ᫍ㯝ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣓ࣛࣥேẼࡀ㧗ࡲ

ࡓࠋ
ࣃ࣮ࢫࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊ᪑⾜ࡸ࣍ࢸࣝࠊ㣧㣗ᗑ㛵㐃
ࡢ⣙  ேࡀฟᖍࡋࡓࠋ

ࡿ୰࡛ࢪᕷሙ⃭ᡓ༊࡛ࡣ࡞࠸࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ

【羊

毛】

Ẹ㛫㠀Ⴀᅋయ㸦㹌㹎㹍㸧ࡢ⨺ẟࣀ࣮࣋ࢩࣙ

ࣝ ࡀ  ࢃ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾࠊ

ࣥ㸦㸿㹕㹇㸧ࡢᏊ♫ࢨ࣭࣮࣐࣮࢘ࣝࢡ࣭࢝ࣥࣃ

㸣⏝ࡋࡓࡶࡢࠊ

ࢽ࣮ࡀ  ᪥ࠊ⇃㇂ᖾẶࡀᡭࡅࡿ᪥ᮏࡢ⏨ᛶ⾰

࢝ࢩ࣑ࣖΰྜࡋࡓࡶ

ᩱࣈࣛࣥࢻࠕࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺ㸦$77$&+0(17㸧ࠖᥦ

ࡢࡀ࠶ࡿࠋ

ᦠࡋࠊ࢝ࣉࢭࣝࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆᅜⓎࡋࡓࠋ࢝ࣉ

࣮࣐࣮࢘ࣝࢡࡣ⨺ẟ

ࢭࣝࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡣࠊ㏻ᖖࡢࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡣู

ࢃࡿ◊✲㛤Ⓨ

ࠊᮇ㛫ࡸᩘ㔞㝈ᐃࡢᑠࡉ࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢࡇ࡛ࠊ 㸦㹐㸤㹂㸧ຍ࠼ࠊ⨺
࣮࣐࣮࢘ࣝࢡࡀ᪥ᮏ࡛ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆⓎ⾲ࡍࡿࡢࡣ

ẟࡸ⨺ẟ〇ရࢆୡ⏺୰

ึࡵ࡚࡞ࡿࠋ

ᥦ౪ࡋࠊ࣐࣮ࢣࢸ

ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡣࠊࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺࡀᚓពࡍࡿ

得意とするコート︒価格は 万円

ウールマーク、日本で初のコレクション

10

ࣥࢢࡶ⾜࠺ࠋ

ࢥ࣮ࢺຍ࠼ࠊ࢝ࢵࢺࢯ࣮ࡸࣃࣥࢶࠊࢽࢵࢺ࡞ 
ၟရࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ࡚ࢱࢫ࣐ࢽ⏘ࡢ࣓ࣜࣀ࣮࢘
Copyright (C) NNA Australia All rights reserved.
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テスト走行するアグボット２︵ＱＬＤ
大提供︶

完全自動の除草ロボット、
ＱＬＤ大学が開発
ࢡ࣮ࣥࢬࣛࣥࢻ㸦㹏㹊㹂㸧Ꮫࡀࡇࡢࠊ㞧ⲡ
ࢆ㥑㝖ࡍࡿ⮬ືࣟ࣎ࢵࢺࠕࢢ࣎ࢵࢺ㸰㸦$* %27
,,㸧ࠖࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࡢࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊ㞧
ⲡࡢ㥑㝖㈝ࢆ 㸣๐ῶࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࡔ࠸࠺ࠋ⏕⏘
⪅ࡗ࡚ᖺ㛫࡛⥲㢠  ൨ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧
ࡢ⤒㈝⠇ῶࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ㝖ⲡࡢ
⏝㍍ῶࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋබඹᨺ㏦㸿㹀㹁ࡀ  ᪥ࠊሗࡌࡓࠋ
㸿㹅࣎ࢵࢺ㸰ࡣࠊࢦࣝࣇ࣮࢝ࢺࡰྠࡌࡁࡉࡢ
㟁ືᅄ㍯㌴࡛ࠊ㔜㔞ࡣ  ࢟ࣟࢢ࣒ࣛࠋᦚ㍕ࡋࡓ࣓࢝ࣛ
࡛㞧ⲡࢆ᳨▱ࡋࠊ㝖ⲡࢆࢫࣉ࣮ࣞࡍࡿࠊ᰿ࢆ᥀ࡾ
㏉ࡋ࡚㥑㝖ࡍࡿࠋኴ㝧ගࣃࢿࣝࢆഛ࠼ࠊ㟁ຊࡀ㊊ࡾ࡞
ࡃ࡞ࡿ⮬ືⓗ࣮࣋ࢫᡠࡗ࡚㟁ࡍࡿࠋ
㹏㹊㹂Ꮫࡢ㎰ᴗࣟ࣎ࢵࢺࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⋡࠸ࡿ࣌ࣞ

ࢫᩍᤵࡼࢀࡤࠊ㸿㹅࣎ࢵࢺ㸰ࡣ㸿㹇㸦ேᕤ▱⬟㸧ࢆ
ഛ࠼࡚࠾ࡾࠊ࣓࡛࢝ࣛࡽ࠼ࡓ㞧ⲡࡢ✀㢮ࢆุูࡋࠊ
᭱㐺࡞㥑㝖᪉ἲࢆỴᐃࡍࡿ࠸࠺ࠋ
㹏㹊㹂ᕞᨻᗓࡣࠊྠࣟ࣎ࢵࢺࡢ㛤Ⓨ㈝ࡋ࡚  
ࢻࣝࢆᣐฟࠋ㝖ⲡ⪏ᛶࢆᣢࡘ㞧ⲡࡀቑ࠼࡚࠸ࡿၥ
㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣌ࣞࢫᩍᤵࡣࠊ㸿㹅࣎ࢵࢺ㸰ࡀ㎰ᐙ㝖ⲡࡢ᪂ࡓ࡞
㑅ᢥ⫥ࢆ࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㝖ⲡࢆࢃࡎ㥑㝖ࡍ
ࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ㝖ⲡ⪏ᛶࢆᣢࡘ᪂
✀ࡢ㞧ⲡࡢቑຍࢆ㜵ࡄࡇࡀ࡛ࡁࡿ㏙ࡓࠋ

【その他】

農場でのドローン利用が容易に、規制緩和
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ⯟✵Ᏻᒁ㸦㹁㸿㹑㸿㸧ࡀ᭶ࠊ
㎰ᴗ┠ⓗ࡛⏝ࡉࢀࡿࢻ࣮ࣟࣥ㸦ᑠᆺ↓ேᶵ㸧ࡘ
࠸࡚つไࢆ⦆ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾ↹㞧࡞ᡭ⥆ࡁࡀᗫ
Ṇࡉࢀࠊ㎰ሙ࡛ࡢࢻ࣮ࣟࣥ⏝ࡀᐜ᫆࡞ࡿࡳࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࣛࣥࢻࡀሗࡌࡓࠋ
㎰ሙ࡛ࡢࢻ࣮ࣟࣥ⏝࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊົฎ⌮
᭱ప  㛫ࡗࡓࠊチྍᡭ⥆ࡁ㈝⏝ࡋ࡚
 ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࡢᨭᡶ࠸ࡀᚲせ
ࡔࡗࡓࠋࡋࡋᅇࡢ㹁㸿㹑㸿ࡼࡿつไ⦆࡛ࠊ
㎰ሙࡣ㐲㝸᧯⦪චチࡢྲྀᚓࡸࠊ㎰ሙ࡛ࡢ⏝ࢆ┠
ⓗࡍࡿ᧯⦪⪅ࡢチྍドࢆྲྀᚓࡏࡎࠊ㔜ࡉ  ࢟
ࣟࢢ࣒ࣛ௨ୗࡢᑠᆺࢻ࣮ࣟࣥࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀྍ⬟
࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ୍᪉࡛㹁㸿㹑㸿ࡣࠊ୍㒊ࡢつไࢆ᧔ᗫࡍࡿ௦

ࢃࡾࠊྍیど⠊ᅖෆ࡛᧯⦪ࡍࡿࡇی᪥୰㧗ࡉ
 ࣓࣮ࢺࣝ௨ୗ࡛㣕⾜ࡉࡏࡿࡇ⦪᧯࣮ࣥࣟࢻی
⪅௨እࡢேࡽ  ࣓࣮ࢺࣝ௨ୖࡢ㊥㞳ࢆಖࡘࡇ
یேཱྀᐦᗘࡢ㧗࠸ᆅᇦࡸࠊ㌷ᆅ༊࣭✵ ࡢ  ࢟ࣟ
࣓࣮ࢺࣝ௨ෆ࡛㣕⾜ࡉࡏ࡞࠸ࡇؐ࡞ࠊ⚾᭷ᆅ
࠾ࡅࡿࢻ࣮ࣟࣥ⏝࡛᪂ࡓ࡞つᐃࢆタࡅࡓࠋ
ࢽ࣮ࣗࢧ࢘ࢫ࢙࣮࢘ࣝࢬᕞࢱ࣒࣮࣡ࢫᆅ༊࡛ࢻ
࣮ࣟࣥࢆ㈍ࡍࡿࢽ࣮ࣗࣥࢢࣛࣥࢻ࣭ࣥࢫࢺࣝ
࣓ࣥࢺ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮ࡢࢩࣀࢫẶࡼࡿࠊ౯᱁ᖏࡀ
⣙  ࢻࣝࡢ㎰ᐙྥࡅࡢࢻ࣮ࣟࣥ㈍ࡀᛴቑࡋ
࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋྠẶࡣࠊ
ࠕస≀ࡸᐙ␆ࠊࣥࣇࣛタ
ഛࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊⰋ㉁࡞࣓࢝ࣛࢆᦚ㍕ࡋࡓ
ࢻ࣮ࣟࣥࡀேẼࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠖヰࡋࡓࠋ

なぜ
な
ぜ 、英語を翻
英 語を翻 訳した
日 本語はぎこちな い の か？
日本語はぎこちないのか

翻訳
訳サ
サ ービス
大好
好評
評

それは、日本語のプロが翻訳していないからです。
NNA豪州のプロ翻訳集団が、
ビジネス・専門文書の翻訳を自信を持って請け負います。
見積もりや詳しいサービス内容は、
営業部
（02-9264-0998新田・松本）
、sales@nna.net.auまで
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引
10％割
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SPECIAL REPORT

こんな商品

売れてます
オーストラリア・N Zの
ブランド紹介

確かにアルカリ性だったまろやかな水質

第63品「アルカパワー・イオニック・アルカリ・ウォーター」
᪥ᮏ࡛ࡣ㏆ᖺࠊᗣࡸ⨾ᐜຠᯝࡀ࠶ࡿࡉࢀ࡚
࠸ࡿỈ⣲Ỉࡸࣝ࢝ࣜ࢜ࣥỈࡀࣈ࣮࣒࡛ࡋࡓࡀࠊ
ᾘ㈝⪅ࡢᗣᚿྥࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛ
࡛ࣜࡣ࡞ࡐࠊࣝ࢝ࣜ࢜ࣥỈࡸࢧࣉࣜࢆ࠶ࡲ
ࡾぢࡅࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ࡋࡋඛ᪥ࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࡢ࣑ࢿ࢛࣮ࣛࣝ࢘ࢱ࣮ࡾ
ሙ࡛ࡘ࠸Ⓨぢࡋࡲࡋࡓࠋᅇ⤂ࡍࡿࣝ࢝ࣃ
࣮࣡♫ࡢࠕࣝ࢝ࣃ࣮࣭࣡࢜ࢽࢵࢡ࣭࣭ࣝ࢝ࣜ
࢛࣮࢘ࢱ࣮ࠖ
㸦 ࣑ࣜࣜࢵࢺࣝධࡾ㸧࡛ࡍࠋࣝ࢝
ࣃ࣮࣡♫ࡣࠊ ᖺࢃࡓࡗ࡚Ỉࢆ◊✲ࡋ࡚ࡁࡓ࣮࢜
ࢫࢺࣛࣜேᏛ⪅ࡢࣛࣥࢹ࣭ࣃ࣮ࢡẶࡀࣝ࢝
ࣜ࢜ࣥỈࡢຠ⬟ࢆᥦၐࡋࠊᴗࡋࡓ⏕⢋ࡢ࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜᴗ࡛ࡍࠋ

鶏肉大手、ＶＩＣの工場来年閉鎖
㭜⫗ᡭࣂࢲ㸦%DLDGD㸧ࡀ᮶ᖺ㸱᭶ᮎ࡛ࠊࣅࢡ
ࢺࣜ㸦㹔㹇㹁㸧ᕞࣛࣂ࣮ࢺࣥࣀ࣮ࢫ࠶ࡿຍᕤᕤሙ
ࢆ㛢㙐ࡍࡿࠋࡇࢀࡼࡾᚑᴗဨ  ேࡀኻ⫋ࡋࠊࢽ࣡
ࢺࣜࢆ㐌ィ  ⩚๓ᚋ⣡ධࡋ࡚࠸ࡓ㎰ᐙ  ㌺ࡀዎ
⣙ࢆኻ࠺ࠋࣂࢲࡣྠᴗᡭ࣒ࣥ࢞ࢬࡢໃ࠸
ᢲࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྠᕤሙࡢ㛢㙐ࡣ௨๓ࡽᠱᛕࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ
㸦࣮࢘ࢡ࣮࣭ࣜࢱ࣒ࢬ㸧

ビール醸造会社ブルーが上場

ၟရࣛ࣋ࣝࡣࠊỈ⣲࢜ࣥ⃰ᗘᣦᩘ㸦㹎㹆㸧ࡀ
 ࠥ  ࣝ࢝ࣜᛶ࡛࠶ࡿ᭩ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡕ࡞
ࡳ➹⪅ࡀᣢࡘ᳨ᰝ࢟ࢵࢺ࡛ࠊỈ㐨Ỉࡸࡢ࣑ࢿࣛ
࣮ࣝ࢘࢜ࢱ࣮ྠၟရࢆẚ࡚ࡳࡿࠊỈ㐨Ỉࡀ୰
ᛶࠊ࣑ࢿ࣮ࣛࣝ࢘࢜ࢱ࣮ࡀ㓟ᛶࢆ♧ࡋࡓࡢࡣᑐ↷
ⓗࠊ☜ࣝ࢝ࣜᛶࢆ♧ࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊရ㉁
ഇࡾࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋࡣࠊࡲࢁࡸ࡞Ỉࠊ࠸࠺
ឤࡌ࡛ࡍࠋ್ẁࡶ  ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  ࠊ
౯᱁ࡣㄪᰝᙜ㸧ࠊ≀౯㧗ࡢ࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜࡣ
㧗ࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㣗ᮦ࡛ࡣ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡᅜࡢ࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜࡍ
ࡀࠊᗘࡣỈࡢရ㉁ࡇࡔࢃࡿ௦ࡀゼࢀࡿࡢࡶ
ࡋࢀࡲࡏࢇࠋ㸦すᔒ㸧
ึ᪥⤊್ࡣ  ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࠊබ
ເ౯᱁ࡢ  ࢻࣝࢆୖᅇࡗࡓࠋࣈ࣮ࣝࡣ୰ᅜ࡛ࡢᡂ
㛗ࢆぢᤣ࠼ࠊࡍ࡛୰ᅜࡢ㔠ᫍၴ㓇㸦-LQ[LQJ %HHU
*URXS㸧ྠᅜ࡛ࡢ〇㐀ዎ⣙ࢆ⤖ࢇࡔࠊἙ༡┬ࡸ
ி࡛㓇౽㸦/LTXRU (DV\㸧 ᗑ⯒ࢆᒎ㛤ࡍࡿἙ
༡㓇౽ၟᴗ㸦+HQDQ/LTXRU㸧㈍ዎ⣙ࢆྲྀࡾࡅ
࡚࠸ࡿࠋ
㸦࣮࢜ࢫࢺ࣭ࣛࣜࣥࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࣞ
ࣅ࣮ࣗ㸧

ＮＺのパン菓子会社、新工場開所
ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ㸦㹌㹘㸧࡛㠀ୖሙᴗࡋ࡚ࡣ᭱
ࡢࣃࣥⳫᏊ࣓࣮࣮࢝ࠊ࢜ࣜࢪࢼ࣭ࣝࣇ࣮ࢬ࣭࣮࣋࢟
ࣥࢢ㸦㹍㹄㹀㹁㸧ࡀ᭶ࠊࢡࣛࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳ࡛ 
㹌㹘ࢻࣝ㸦㸯㹌㹘ࢻࣝ㸻⣙  㸧ࢆᢞࡌࡓ᭱᪂ᘧ
ࡢຍᕤᕤሙࢆṇᘧ㛤ᡤࡋࡓࠋᗈࡉࡣ  ᖹ᪉࣓࣮ࢺ
ࣝࠋᖺᴗ  ࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡓ㹍㹄㹀㹁ࡣࠊࢣ࣮࢟ࡸ
ࢻ࣮ࢼࢶ࡞  ✀㢮௨ୖࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㹔㹇㹁ᕞࡢࣅ࣮ࣝ㔊㐀♫ࣈ࣮ࣝ㸦%URR㸧ࡀ  ᪥ࠊ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜドๆྲྀᘬᡤ㸦㸿㹑㹖㸧ୖሙࡋࡓࠋ
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ＮＺでディーゼル需要増、林業などが押し上げ
ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ㸦㹌㹘㸧࡛㎰ᴗ࡞ࡢ➨୍ḟ⏘ᴗ
ࡀ⏝ࡍࡿࢹ࣮ࢮࣝ⇞ᩱࡢ㔞ࡀ㸳ᖺ㛫๓ࡽ 㸣ቑ
ຍࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ➨୍ḟ⏘ᴗ࡛ࢃࢀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮య
ࡢ༙ศ௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊ㹌㹘ᨻᗓ⤫ィᒁࡢㄪ
࡛᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ≉ᯘᴗࡸ⁺ᴗ࡛ࡢ㟂せࡀቑຍ
ࡋࡓࠋࣇࣛࢹ࣮࣭࢜ࣇ࢝ࢵࢶࡀఏ࠼ࡓࠋ
ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫࡛ࠊ➨୍ḟ⏘ᴗࡀᾘ㈝ࡋࡓ
ࢹ࣮ࢮࣝ⇞ᩱࡢ㔞ࡣ⣙㸴൨  ࣜࢵࢺࣝ㐩ࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡣᑠᆺ⏝㌴ࡀᆅ⌫ࢆ    ࿘࡛ࡁࡿ㔞
┦ᙜࡍࡿ࠸࠺ࠋྠ⤫ィࡢ➨୍ḟ⏘ᴗࡣ㎰ᴗࠊ⁺
ᴗࠊᯘᴗࠊ㖔ᴗࡀྵࡲࢀࡿࠋࡑࡢ୍᪉ࠊங〇ရࡸ㣗⫗
ࡢຍᕤࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋㄪᰝࡣ  ᖺ㹼  ᖺ

ࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡑࢀࡼࡿࠊࢹ࣮ࢮࣝ⇞ᩱࡢ㟂せࢆࡅࢇᘬࡋࡓ
ࡢࡣ⁺ᴗᯘᴗ࡛ࠊ⁺ᴗࡣ㐣ཤ㸳ᖺ㛫࡛ 㸣ቑࠊᯘᴗ
ࡣ 㸣ቑ࡞ࡗࡓࠋ⇞ᩱ㟂せࡀ㧗ࡲࡗࡓ⫼ᬒࡣࠊ⁺
ᴗࡣỈᥭࡆ㔞ࡢቑຍࠊᯘᴗࡣኴࡢ㍺ฟ㔞ࡀሀㄪఙ
ࡧ࡚࠸ࡿ࡞ࠊ⏕⏘㔞ࡢቑຍࡀ࠶ࡿࠋ
ࢹ࣮ࢮࣝ⇞ᩱࡢ㟂せࡣ⏘ᴗู࡛㎰ᴗࡀᘬࡁ⥆ࡁ᭱
ࡶከࡃࠊ ᖺࡣయࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋ㹌㹘⤫ィᒁࡼ
ࡿࢹ࣮ࢮࣝ⇞ᩱࡢ⣙ 㸣ࡀ࢜ࣇ࣮ࣟࢻ㌴୧ࠊࣈࣝ
ࢻ࣮ࢨ࣮ࠊࢺࣛࢡࢱ࣮࡞ࡢ㌴୧⇞ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ

ＮＺ企業、オークランドにプレハブ工場
ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ㸦㹌㹘㸧ࡢఫᏯᘓタ࣐ࢡ࣭ࢢࣜ
࣮࣭࣮࣒࣍ࢬࡣࠊࢡࣛࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳ㏆ࡃࡢ࣮ࣟࣝ
ࢫࢺࣥ⥆࠸࡚ࠊ࣮࢜ࢡࣛࣥࢻࡶࣉࣞࣁࣈᕤሙࢆ㛤
タࡍࡿィ⏬ࡔࠋᖺ㛫  ᡞࡢఫᏯཷὀࢆ┠ᣦࡍࠋࣉࣞ
ࣁࣈࡼࡗ࡚ᘓタࡢ⢭ᐦࢫࣆ࣮ࢻࢆᅗࡿࡇࡀ
࡛ࡁࠊ࣮࢜ࢡࣛࣥࢻࡢఫᏯ㊊ࡢᨵၿᙺ❧ࡘࡋ࡚
࠸ࡿࠋࣇࣛࢹ࣮࣭࢜ࣇ࢝ࢵࢶࡀఏ࠼ࡓࠋ
࣐ࢡ࣭ࢢ࣮ࣜࡣ  ᖺࠊྠᴗࢫࣃࣥࣅࣝࢻ
ࡢྜᘚ࡛࣮ࣟࣝࢫࢺࣥࣉࣞࣁࣈᕤሙࢆタ⨨ࡋࠊ
ᖺࡣ࣮࢟㤳┦ࡀྠᕤሙࢆどᐹゼࢀࡓࠋࢡࣛࢫࢺ
ࢳ࣮ࣕࢳࡢࢫࣉࣜࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣟࣈ࡛ࡣࠊࣉࣞࣁࣈᘧࡢ
ఫᏯ⣙ᡞࢆ㸷㐌㛫࡛ᕤࡋࠊ
᭶࣮࢜ࣉࣥணᐃ࡛ࠊ
ᅵᆅఫᏯࡢᗈ࿌⾲♧౯᱁ࡣィ㹌㹘ࢻࣝ
㸦⣙
 㸧
ࠋྠ♫ࡣࠕ࣮࢜ࢡࣛࣥࢻࡢ᪂ᕤሙࡼࡗ࡚ࠊ
᭶ᙜࡓࡾఫᏯ  㹼  ᡞࢆᐜ᫆ᘓタྍ⬟ࠖ㏙ࡓࠋ
ࡲࡓࠊྠ♫ࡣࢡࣛࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳࡢ࣋ࣝࣇࢫࢺᾎ
ᐊᕤሙࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠊࢡࣛࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳ✵

ࡢ࣍ࢸࣝᘓタዎ⣙ࢆཷὀࡋࡓࠋ

10 月のＮＺ丸太価格、113 ドルに上昇
㎰ᴗ㛵㐃ሗ♫ࢢࣜ㹆㹏ࡢ᭶㛫⤫ィࡼࡿࠊ
 ᭶ࡢࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ㸦㹌㹘㸧⏘ࡢ㍺ฟ⏝ኴ㸦ࢢ
࣮ࣞࢻ㸿㸧ࡢᖹᆒ ‴౯᱁ࡣ㸯ࢺࣥᙜࡓࡾ  㹌㹘ࢻ
ࣝࠊ๓᭶ࡢ  㹌㹘ࢻࣝࡽୖ᪼ࡋࠊᏳᐃࡀ⥆࠸࡚
࠸ࡿࠋప㍺㏦ᩱࡸࠊ㹌㹘᭱ࡢ㍺ฟ┦ᡭᅜ࡛࠶ࡿ୰ᅜ
ࡢᘓタᴗࡢሀㄪ࡞㟂せᅾᗜỈ‽ࡢపୗࡀ⫼ᬒ࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊᐃ㸦ࡏࢇ࡚࠸㸧ኴࡢᖹᆒ ‴౯᱁ࡣྠ㸱
㹌㹘ࢻࣝᏳࡢ  㹌㹘ࢻࣝࠊᅜෆ౯᱁ࡣ㸴㹌㹘ࢻࣝᏳ
ࡢ  㹌㹘ࢻࣝࡔࡗࡓࠋ୰ᅜࡢ㟂せࡀῶࡗࡓࡇࡀ⫼
ᬒ࠶ࡿ࠸࠺ࠋ㹑㸯ኴࡣᶓࡤ࠸ࡢ  㹌㹘ࢻࣝࠋ
ࢼࣜࢫࢺࡣࠕኟᏘࡢ㛫ࡣఫᏯᘓタࡀᏘ⠇ⓗቑຍ
ࡍࡿࡓࡵࠊᚋᩘ࢝᭶ࠊᅜෆᕷሙࡣሀㄪࢆ⥔ᣢࡍࡿぢ
㎸ࡳࠋᕷሙ㛵ಀ⪅ࡢ୍㒊ࡣࠊ㍺ฟᕷሙࡘ࠸࡚ᑡ࡞ࡃ
ࡶ᪂ᖺࡣᨵၿࡍࡿணࡋ࡚࠸ࡿࠖヰࡋࡓࠋ

マレーシア木材輸出、20 年まで目標の半分以下
࣐࣮ࣞࢩࡢᮌᮦ࣭ᮌᮦ〇ရࡢ㍺ฟ㢠ࡣࠊ ᖺ
ࡲ࡛ࡣᖺ㛫൨ࣜࣥࢠ㸦㸯ࣜࣥࢠ㸻⣙㸧
࡛ࠊᨻᗓࡀ┠ᶆᥖࡆࡿᖺ㛫  ൨ࣜࣥࢠࡢ༙
ศࡶ‶ࡓ࡞࠸ぢ㏻ࡋࡔࠋ ᪥࣐࣮ࣞࢩ࣭ࣥࣜ
ࢨ࣮ࣈࡀఏ࠼ࡓࠋ
ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⏘ᴗ࣭ၟရ┬ࡢࢼࢫ࣭࣐ࣛࣥࣥ
ࢫࣝ⮧ࡣ  ᪥ࠊୗ㝔㆟࡛ࠕ⎔ኴᖹὒ㐃ᦠ༠
ᐃ㸦㹒㹎㹎㸧ࡢⓎຠࡲ࡛ࡣࠊ㟂せࡢࡣ⥆ࡃࡀࠊ
㹒㹎㹎Ⓨຠࡽᩘᖺᚋࡣࠊ≉ྜᯈ㟂せࡀᛴቑࡍ
ࡿࠖࡢぢ᪉ࢆ♧ࡋࡓࠋ㹒㹎㹎΅࡛ࠊ
᪥ᮏࡣ࣐࣮ࣞ
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ࢩࡢᮌᮦ࣭ᮌᮦ〇ရᑐࡍࡿ㛵⛯ࡢ๐ῶࠊ᧔ᗫ࡛
➽ྜពࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡢ౯᱁➇த࡛ᅜ
ẚࡋ࡚᭷ാࡃุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢᯘ㔝ᗇ
ࡼࡿࠊ᪥ᮏࡣ࣐࣮ࣞࢩࡢྜᯈࡘ࠸࡚ࠊ⌧⾜ࡢ
 㹼 㸣ࡢ㛵⛯ࢆࠊ㹒㹎㹎Ⓨຠึᖺᗘ 㸣๐ῶࠊ
⛯⋡ࢆ⥔ᣢࡋ  ᖺ┠᧔ᗫࡍࡿࡇ࡛➽ྜពࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
࣐࣮ࣞࢩࡢ  ᖺࡢᮌᮦ࣭ᮌᮦ〇ရࡢ㍺ฟ㢠ࡣ๓
ᖺẚ 㸣ቑࡢ  ൨  ࣜࣥࢠࠋ ᖺ㸯㹼㸵᭶
ࡣ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑࡢ൨ࣜࣥࢠࡔࡗࡓࠋ
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アジア農業情報
森永乳、パキスタンで粉ミルクの生産検討
᳃Ọஙᴗࡣࠊࣃ࢟ࢫࢱ࡛ࣥࡢ⏕⏘ᣐⅬࡢ㛤タྥ
ࡅࠊྠᅜᴗࡢ΅ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋィ⏬࡛ࡣ  ൨
ࣃ࢟ࢫࢱࣥࣝࣆ࣮㸦㸯ࣃ࢟ࢫࢱࣥࣝࣆ࣮㸻⣙㸯㸧
ࡢྜᘚᴗฟ㈨ࡋ࡚ࠊࠕ᳃Ọࠖࣈࣛࣥࢻࡢ⢊࣑ࣝࢡ
ᕤሙࢆ  ᖺ✌ാࠋ⌧ᆅ⏕⏘ࡼࡗ࡚㍺ධ⛯ࢆᅇ
㑊ࡋࠊᣑࡍࡿᕷሙᑐᛂࡍࡿࠋ

ேཱྀࡀ㸰൨ே㏆࠸ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡣᚋࠊࣥࢻࢿࢩ
ࢆᢤࡁࢫ࣒ࣛᅪ࡛᭱ࡶேཱྀࡢከ࠸ᅜ࡞ࡿぢ㎸
ࡳࡔࠋ
ྜᘚࢆ⤌ࡴ㹇㹁㹇ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡼࡿࠊ㹇㹁㹇ࡀ
㸣ࠊṧࡾ 㸣ࢆ᳃Ọஙᴗᆅሙࣘࢽࣈࣛࣥࢻࡀฟ
㈨ࡍࡿࡇ࡛⌧ᅾ΅୰ࡔ࠸࠺ࠋ

鹿児島県南部が香港で食品ＰＲ、試飲など
ᯖᓮࠊ༡ᕞࠊ༡ࡉࡘࡲࠊᣦᐟࡢ㸲ᕷ༡㝮⏫
࡛ࡘࡃࡿ㮵ඣᓥ┴༡㒊ᗈᇦほග≀ὶᐇ⾜ጤဨࡀ 
᪥ࠊ㤶 ᓥ࣭ࢥ࣮ࢬ࢙࣮࢘࣋㸦㖡㛐‴㸧࡛㣗ရ
ほගࡢ㹎㹐࣋ࣥࢺࢆ㛤࠸ࡓࠋ㤶 ࡢほගࡸ⯟✵ࠊ
እ㣗࡞ࡢᴗ⏺㛵ಀ⪅ࡽ⣙  ேࡀ㞟ࡲࡾࠊࡘ࠾⠇
ࡽࡗࡓࡔࡋࡸ↝㓅࡞ࡢヨ㣧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㮵ඣᓥ┴༡㒊ᆅᇦࡢ㹎㹐࣋ࣥࢺࡣࠊ㹉㸿㹂㹍㹉
㸿㹕㸿ࡢ㤶 ἲே࡛࠶ࡿ㤶 ゅᕝࡀദࠋྠ♫ࡀⓎ
⾜ࡍࡿ㞧ㄅࠕ㤶 ࢛࣮࣮࢘࢝ࠖࡀྠᆅᇦࢆ≉㞟ࡋࡓ
ࠊ᪥⣔ࣞࢫࢺࣛࣥࠕ࣮࣡ࢻ࢝ࣇ࢙࡛ࠖࡣྠ
⏘ࡢ㇜ࡸᱵ㓇ࢆࡗࡓ≉ู࣓ࢽ࣮ࣗࢆ⏝ពࡋࡓࠋ

シンガポールで食品などＰＲ 中部経産局
᪥ᮏࡢ⤒῭⏘ᴗ┬୰㒊⤒῭⏘ᴗᒁࡀࠊᮾ༡ࢪ
࡛㈍㊰㛤ᣅࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ ࠥ  ᪥ࢩ࣏࣮ࣥ࢞
࡛ࣝ㛤ദࡉࢀࡿᮾ༡ࢪ᭱⣭ࡢ᪥ᮏ㣗ရࡢぢᮏ
ᕷࠕࣇ࣮ࢻࢪࣕࣃࣥࠖඛ㥑ࡅ࡚ࠊ ᪥ࢩ࣏࣮ࣥ࢞
࡛ࣝᴗ㛫ࣅࢪࢿࢫ≉ࡋࡓࢸࢫࢺ࣐࣮ࢣࢸࣥ
ࢢࢆᐇࡋࡓࠋ

୰㒊ᆅ᪉ࡢఏ⤫ᕤⱁရࡢ㹎㹐ຍ࠼ࠊᆅඖࡢࢩ࢙
ࣇࡸ㣗ရ㛵㐃ࡢࣂ࣮ࣖ࡞⣙  ேྥࡅࡓヨ㣗࣭
ၟㄯࢆᐇࡋࠊ≉⏘ရࢆࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㢼ࣞࣥ
ࢪࡋࡓᩱ⌮ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
ヨ㣗࣭ၟㄯࡣࠊ୰㒊⤒⏘ᒁࡀ⟶㎄ࡍࡿ㸳┴
୰㸲┴ࡽ㸵♫ࡀཧຍࡋࡓࠋ

比進出支援事業を開始、バイオマスジャパン
ࣂ࢜ࢹ࣮ࢮࣝ⇞ᩱ㸦㹀㹂㹄㸧ࣉࣛࣥࢺࡢ〇㐀
㈍࡞ࢆᡭࡅࡿࣂ࣐࢜ࢫ࣭ࢪࣕࣃࣥ㸦ᮾி㒔
㇏ᓥ༊㸧ࡣ  ᪥ࠊ୰ᑠᴗࡢᾏእᒎ㛤ࢆᨭࡍࡿࢥ
ࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛ࢆ❧ࡕୖࡆࡓⓎ⾲
ࡋࡓࠋࡲࡎࡣ⮬♫ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࣇࣜࣆࣥ༡㒊ࡢ
ࢲࣂ࢜ᕷࡢ㐍ฟࢆᨭࡍࡿࠋ

ྠ♫ᢸᙜ⪅ࡣࠊ
ࠕࢻࢸࣝࢸ⤫㡿ࡣ⎔ቃၥ㢟⇕
ᚰ࡛ࠊࢲࣂ࢜ᕷࡣ⎔ቃ㠃࡛᪥ᮏࡢᢏ⾡ࢆḧࡋࡀࡗ࡚
࠸ࡿࠖᣦࡋࡓࠋ
ࣂ࣐࢜ࢫ࣭ࢪࣕࣃࣥࡣ㏆ࡃ⌧ᆅἲேࢆタ❧ࡋࠊ
᮶ᖺึ㢌ࡶྠᕷෆᗫ㣗Ἔ㸯᪥  ࣜࢵࢺࣝࢆ
ฎ⌮ࡍࡿࣉࣛࣥࢺࢆタ⨨ࡍࡿࠋ

香港で来月に酒類見本市、注目はウイスキー
㓇㢮ࡢᅜ㝿ぢᮏᕷࠕ㤶 ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࣡
ࣥ㸤ࢫࣆࣜࢵࢶ࣭ࣇ࢙ࠖࡀ᮶᭶  ᪥ࡽ  ᪥
ࡢ᪥⛬࡛ࠊ㤶 ࡢ‴࡛㛤ദࡉࢀࡿࠋ ᪥㤶 ᩥ
༂ሗࡼࡿࠊᅇࡣᩘ㔞㝈ᐃရࡸࠊⱝ⪅ྥࡅ⏑
ࡳࡢ࠶ࡿ᪂ࡋ࠸ࢱࣉࡢ࢘ࢫ࣮࢟ࢆฟရࡍࡿ࣓࣮
࣮࢝ࡀከ࠸ࡢࡀ≉ᚩࡔࠋ

࡛࣡ࣥࡣࠊᙉ࠸ගࡀᒆࡎࠊ ᗘࡀᏳᐃࡋࡓᾏ
ᗏ࣓࣮ࢺ࡛ࣝ㔊㐀ࡉࢀࡓࢫࣃ࣮ࢡࣜࣥࢢ࣡ࣥࡸࠊ
࣑ࣝ⨁࣡ࣥ࡞ࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸷ᅇ┠࡞ࡿᅇࡣ  ࢝ᅜ࣭ᆅᇦࡽ  ♫௨
ୖࡀฟᒎࠋ㸰ேࢆ㉸࠼ࡿࣂ࣮ࣖࡢ᮶ሙࢆぢ㎸ࡴࠋ

上海医薬のビタコ買収、豪外資当局が認可
ୖᾏ࣭㤶 ୖሙ࡛་⸆ရᡭࡢୖᾏ་⸆㞟ᅋࡣ 
᪥ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢᗣ㣗ရ࣓࣮࣮࢝ࠊࣅࢱࢥ࣭࣮࣍
ࣝࢹࣥࢢࢫࡢ㈙ࢆࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜእ㈨ᑂ㆟ጤ
ဨ㸦㹄㹇㹐㹀㸧ࡀㄆྍࡋࡓⓎ⾲ࡋࡓࠋ
ୖᾏ་⸆ࡢ㢠ฟ㈨Ꮚ♫㹑㹇㹇㹁࣓ࢹ࣭࢝ࣝ
ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࣥࢻ࣭ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡀࣅ

ࢱࢥࡢᰴᘧ 㸣ࢆ㸯൨  ࢻࣝ㸦㸯ࢻࣝ㸻
⣙㸧
࡛ྲྀᚓࡍࡿࠋṧࡾ㸣ࡣᢞ㈨♫ࣉ࣐࣮ࣜ࣋
࣭ࣛ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࣇࣥࢻࡀྲྀᚓࡍࡿࠋ
㈙ྥࡅ࡚ࡣᚋࠊࣅࢱࢥᰴࡸࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛ
ࣥࢻᙜᒁ࡞ࡼࡿㄆྍࡶᚲせ࡞ࡿࠋ
（The Daily NNA 各国・地域版より転載）
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PRECIPITATION

豪主要農畜産地域の降水量

10 月 20 日〜 26 日

※平均値は、1971 年〜 2000 年の30 年間分（一部を除く）
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MLA牛肉市況データ
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編集後記
なんと、もうクリスマスカード
やグッズが販売されています。
シドニーで最近根付いてきた
ハロウィーンもまだ終わって
ないのに……。カボチャのラ
ンタンとサンタが並ぶ店頭を
見ながら、ただでさえ日本と
季節が逆なのに、さらに季節
の先取りでものすごい違和感。
それだけ皆忙しくなったという
ことでしょうか。
（編集長、
葉羽）

自宅の近所に障害者施設があ
りますが、そこでフェイト（祭
り）をやっていました。がらく
た市をのぞいてみますと、な
かなかいい椅子やテレビ台な
どが、なんと１〜２豪ドルで売
られていました。あまりに安す
ぎても、これは本当に必要な
ものなのかと考慮してしまっ
て、買いにくいものですね。
結局買いましたけど。
（西嵐）

スマホに標準搭載されていた
ヘルスケアアプリが、毎日の
移動距離と歩数を測定してい
ることに気がつきました。徒
歩通勤のため、平日は平均５
〜６キロ移動、歩数も1万歩
弱と健康的な数値なのですが、
土日は移動距離 0.02キロ、歩
数は34 歩など自分の出不精ぶ
りがきっちりと記録されており
恥ずかしいです。
（松子）
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