豪日交流基金理事
マレー・マクレーンAO 理事長
(ビクトリア州)
2012年1月1日 - 2020年2月23日
コンサルティング会社 Dunmore McLean
Pty Ltd 代表取締役。元オーストラリア外
務貿易省キャリア官僚。2004年より2011年
まで駐日オーストラリア大使を務めた。

クリス・セインズ
(クイーンズランド州)
2017年3月23日 - 2020年3月23日
クイーンズランド州立美術館・
ギャラリー・オブ・モダン・アートの館長

ピーター・クリアリー
（南オーストラリア州）
2015年6月1日－2018年6月1日
資源コンサルタント

ヴェロニカ・テイラー
（オーストラリア首都特別地域）
2015年6月1日－2018年6月1日
オーストラリア国立大学・教授

ブロンウィン・エバンス
（ニュー・サウス・ウエールズ州）
2015年6月1日－2018年6月1日
オーストラリア規格協会
（Standards Australia）CEO

マーク・コナーズ
(クイーンズランド州)
2017年2月7日 - 2020年2月7日
FIIG証券のクイーンズランド州マネージャ
ー。以前はラグビー・ユニオン全国代表選
手として活躍した。

デボラ・ヘーゼルトン
（東京）
2015年10月1日－2018年10月1日
みずほファイナンシャルグループの
東京本社グローバル人材戦略部長

ゲイリー・クインラン
（外務貿易省派遣理事）
豪日交流基金の規定により、外務貿易省次
官、もしくは次官により任命された人物が
外務貿易省派遣理事を務めることになって
いる。通常は、北アジア担当副次官が執り
行う。

豪日交流基金の助成の対象分野

40th Anniversary

助成金プログラム 過去実例

(2017-22年戦略計画より)

•

AJF 2016-17 助成金受賞団体： Touch Football Australia : 女子
選手の育成とビジネス持続計画。豪日交流基金40周年を祝うダニエ
ル・デービス（オーストラリア代表選手）と政木江瑠選手（日本女
子代表キャプテン）(写真：DFAT)

•

日豪関係は・・・
•
•
•
•

オーストラリアにとってアジアで最も緊密、
かつ成熟した二国間関係です。
きわめて相互補完性が高く、両国の戦略的・
経済的利益にとって欠かせないものです。
民主主義や自由、法による支配、人権に対す
るコミットメントの共有など、両国共通の価
値観や関心に根ざしています。
政府やビジネス、地域社会、学校、個人のレ
ベルにおける、真の友情を基盤としていま

す。

•

豪日交流基金について
豪日交流基金(AJF)はオーストラリア政府の日豪両国の交流
を促進する中心機関として1976年に設立されました。本基
金の運営目的は以下の通りです。
•
I.
II.
III.

豪日交流基金の理事に任命されたオーストラリア人は、
外務貿易省(DFAT)を通じて、オーストラリアの外交政策
や広報文化活動に専門知識や助言を提供しています。
本基金は、DFATの国際関係助成金プログラム（IRGP）の
資金を通じ、人的交流への支援や、日本でのオーストラ
リアにまつわる現代的イメージの推進、日豪二国間の主
な外交・貿易政策課題に関する確かな議論を促進するプ
ロジェクトに対し、助成を行います。
芸術やマスコミ、教育、ビジネス、イノベーション、科
学技術、スポーツといった分野で、現代的内容のプログ
ラムやパートナシップを支援することで、人的または組
織間の交流強化に努めています。

•

2016-17年

両国の政策決定者やビジネスグループ、学界著名人
等の間で、互いにとっての日豪ビジネスや経済、地
政学的関係の重要性や可能性について、知識に裏打
ちされた議論を促進するプロジェクト。

教育・オーストラリア研究

AJFからの助成金

15,000豪ドル

2016-17年

受賞者:日本介助犬協会

2016-17年

日本ではあまり知られていない、
オーストラリア先住民による舞
台・映像を通した表象を紹介す
る。ミュージカル、先鋭的な演
劇、大規模な商業映画、先住民ス
ター俳優の素顔などを様々な角度
から分析している。

日本の薬剤師向けに、オーストラリ
アの専門家が自国の薬剤業界につい
て、セミナーやワークショップを実
施。オーストラリアで行われている
薬剤師の生涯学習プログラムを日本
に紹介。

AJFからの助成金

10,000豪ドル

受賞者: 新潟薬科大学

2016-17年

AJFからの助成金

第27回オーストラリア学会2016年
全国研究大会を助成。二日間にわ
たり、様々な分野のオーストラリ
ア研究の発表が実施された。

受賞者: オーストラリア国立博物館

AJFからの助成金

20,000豪ドル

12,000豪ドル

教育・オーストラリア研究：
オーストラリア研究大会

「ワンロード： 現代アボリジ
ニ・アートの世界」展に合わせ来
日したアボリジニ・アーティスト
がワークショップを実施。

2016-17年

14,319豪ドル

科学イノベーション：
日豪薬剤師交流

社会・文化：アボリジニ・ア
ーティストによるワークショ
ップ

日豪両国は自然災害が多く、甚大な被害が発生する
点から、日本各地における深刻な自然災害からの復
興を支援するプロジェクト。現在、とりわけ2011年
東日本大震災からの東北地方の復興を対象としたプ
ロジェクトなどに高い優先順位が置かれている。

AJFからの助成金

出版助成： 『オーストラリア
先住民とパフォーマンス』

受賞者:佐和田敬司

復興支援

受賞者: オーストラリア学会

2016-17年

AJFからの助成金

24,000豪ドル

科学イノベーション
イノベーション、科学、健康、技術など、オースト
ラリアの卓越性を推進する分野における、個人・組
織レベルでの日豪協力・パートナーシップ交流の推
進など。但し、科学研究自体への資金拠出は行わな
い。交流を通じた、スポーツ医学や他のスポーツ関
連科学イノベーションにおける、オーストラリアの
卓越性の推進。

日本において、日豪両国の共通の利益に対する
理解を拡大する
オーストラリアにおいて、経済および戦略的パ
ートナーとしての日本の重要性に対する理解を
増進する
日本において、オーストラリアが卓越性および
専門性を持つ分野に対する認識を向上させる

日本介助犬協会はオーストラリアか
ら専門家を招き、介助犬のブリーデ
ィング技術を学んだ。介助犬パピー
もオーストラリアから贈られた。

受賞者:Monash Art Ensemble

経済外交・地政学

同窓生ネットワークの構築や日本国内でのオースト
ラリアの教育・訓練を受ける機会の提供等、オース
トラリアの教育分野における卓越性を推進するプ
ロジェクト。日本におけるオーストラリア研究の普
及やオーストラリアへの学術的関心や専門知識の維
持、拡大のための支援。

•

世界的ジャズ奏者のポール･グラボ
ウスキーとそのカルテットが被災し
た岩手県内の小・中学校を訪れ、ジ
ャズの演奏を通じて音楽の楽しさを
子どもたちに伝えた。

啓蒙・情報コミュニケーション
日本においてオーストラリアの正確、かつ肯定的な
イメージを推進し、日豪関係の持続性を浮き彫りに
すると共に、両国における日豪関係の重要性をより
広く理解させるプロジェクト。

啓蒙・情報コミュニケーショ
ン：
オーストラリアのパピー繁殖・
育成の高度な技術を学ぶ

復興支援：
オーストラリアジャズミュージ
シャン 岩手学校訪問

運営目的を実現するために、本基金では３つの分野横断
的なテーマ：（1）若者（2）ジェンダー、多様性、包括
性（3）イノベーション に関わる質の高いプログラム
に、特に助成の焦点を当てます。またプロジェクトは、
以下の優先分野に分けられます。

社会・文化
社会交流や協力活動を通じて、日本でオーストラリ
アの卓越性や専門性を伝えると共に、両国間の理解
や友情、敬意をより育むような新規のプロジェク
ト。オーストラリアを現代性、創造性、多様性、寛
容性のある成功した国、そして仕事や留学、訪問、
生活の場所という観点から、魅力の高い国として打
ち出すプロジェクト。日豪のパートナーが協力し合
い、革新的なアイディアや手法を用いた芸術・文化
プロジェクトが好ましい。参加する個人や組織は質
や卓越性において、優れた実績がなくてはならな
い。

豪日交流基金助成金プログラム
助成金プログラムの募集は一年に一回（２月頃）行なわ
れ、７月中旬頃に受賞団体が発表されます。オーストラ
リア国民やオーストラリアの団体、日本国民および団体
は、応募が可能です。通常、助成金は同事業に対し、３
年以上続けて提供されませんが、理事会によって重要プ
ロジェクトと位置づけられた場合、複数年（３年まで）
のプロジェクトとして応募も可能となります。
プログラムへの応募に関しては、豪日交流基金のウェブ
サイトとFacebookページをご覧下さい：

http://japan.embassy.gov.au/
tkyojapanese/ajf.html
www.facebook.com/ausjapanfoundation

お問い合わせはこちら：
豪日交流基金はキャンベラの同省内の事務所を拠点と
し、東京のオーストラリア大使館の広報文化部がサポー
トをしています。

オーストラリア (AJF Secretariat)
AJF Manager
Australia-Japan Foundation
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwen Crescent
Barton ACT 0221
Australia

E: ajf.australia@dfat.gov.au
www.dfat.gov.au/ajf
www.facebook.com/ausjapanfoundation
Twitter: #AusJapan Foundation, #AJF

日本
豪日交流基金東京事務所
広報文化部 オーストラリア大使館
〒108-8361
東京都港区三田２－１－１４

E: ajf.japan@dfat.gov.au

