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シドニー日本クラブ（ JCS）は、
オ ー ストラリア に 住 む 日 本
人および日系人家族の親睦
を図り、オーストラリア社会
の一員として日本文化の定
着とその維持に努め、また
他の諸民族の人たちとの相
互理解の向上を図ります。
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読者の声募集！
会員の方の生の声を募集していま
す。本誌を読んでの感想や、誌面に
対する注文、会に対しての要望、日
頃感じていることなど、何でも構い

ません。皆さんからの率直なご意見や、誌面に対する
感想などが、今後の誌面作りに多いに役立ちます。
また、絵や写真、詩、俳句、短歌などでも構いません。 
お気軽にお寄せください。
投稿先は、Email: hbma@optusnet.com.au まで。

※内容や文字数など、編集上の決まりによって、要約したり、

場合によっては掲載を見合わせる場合があります。

４月

５月

年間行事予定

JCS行事予定
 月 会全体 親睦の会 コミュニティーネット City校 Dundas校 Edgecliff校

保護者会（29日）

子どもの日（6日）

理事会（5日）
本誌発行（6日）

理事会（3日）
本誌発行（1日）

シニアのおしゃべり
サロン（26日）

シニアのおしゃべり
サロン（24日）

例会（8日）

例会（13日）

保護者会（29日）

子どもの日（6日）
TC会議（13日）
Big Morning Tea（20日）

始業式、保護者会、
子どもの日（29日）

TC会議、母の日（6日）
古本市（20日）

投稿原稿募集！
原稿は、趣旨を変えない範囲で手を
加える場合があります。文字数は最
大1000文字です。投稿原稿は、誌面
や内容、時期などの都合により掲載

を見合わせる場合がありますので、ご了承ください。

告知板について
「告知板」は会員の方が「売ります」「買います」「探し
物」「教えます」など、個人の広告を掲載するコーナー
です。会員の方なら、一回に限り無料で掲載できます
ので、ご利用下さい。

表紙の絵

本誌のカラー版は、電子版をダウンロードしてお楽しみください。

www.japanclubofsydney.org

■表紙の絵
4月と言えば、思い出されるのは、小学1年生の入学式！近所の1番大きな桜の木の下で
写真を撮ったのを覚えています。こちらの小学校の前には今、オリーブの実がなってい
ました。今日は皆さんに継続されているオーストラリアで一番古い小学校をご紹介致し
ます。Crown	Street	Public	Schoolです。今年で168年目！日本なら江戸時代末期！ビク
トリア朝風のゴジック正面は、小学校ではなく教会の様に見えます。シティーでCrown	
Streetを通られる際は、是非ご覧下さい。（Hikaru）

［作者プロフィール］　中学の時に大阪府主催絵画展で優秀賞受賞。高校では全国ポス
ターコンクールに入選。日本の某社製品企画課テキスタイル部に所属し、千趣会、生協、百貨店、量販店にて、自社や、コシ
ノ・ジュンコ、ハローキティ製品の作成に携わる。1994年シドニーに永住。National	Art	School、Julian	Ashton	Art	School
に通いオーストラリアで絵画を学ぶ。

JCS七夕フェイトは7月8日（土）に開催
　JCS毎年恒例の七夕フェイトは、
今年は7月8日（土）に開催します。
場所はいつものAuburn Community 
Picnic Areaです。今年も午前11時か
ら午後3時まで、食べ物屋台や小物
の販売、綱引きや玉入れなどのゲー

ムに、子どもたちによるチアリーディングのエンターテ
インメントと、盛りだくさんのイベントです。是非多く
の会員の方とご家族、お友達をピクニックがてら、お誘
い合わせのうえ、お越しください。

フェイトにてストール(屋台)出店を募集中!
売る物は食べ物、飲み物、和風小物、古着、古本など何
でもOKです。食べ物は重複を避けるため、事務局で調
整しますのでご相談ください。売上はすべてストール
主催者のものになりますが、出店費用がかかります。
ストール出店をご希望の方はJCS事務局までご連絡く
ださい。ちなみにJCSでは「たこ焼き」と「ソーセージシ
ズル」を今年も販売予定です。
日程：2016年7月8日（土）※スクールホリデー中
時間：11:00am～3:00pm（出店者は10時集合）
場所：The Auburn Community Picnic Area
お申込・お問い合わせ：JCS事務局

（jcs@japanclubofsydney.org または、0421-776-052）
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2017年東日本大震災復興支援イベント 〜 TSU-NA-GU 〜

東日本大震災復興支援6周年イベント開催
　未曾有の大地震災害が起きた2011年の東日本大
震災より6年が過ぎた2017年3月11日、ここシドニ
ーでも毎年恒例の復興支援イベントが開催された。
　宮城県東松島氏出身の日本舞踊家佐々木芙美氏は、
津波で亡くなった舞踊の恩師や祖母への祈りを込め
踊りを披露。震災後6年目にして初めて語ることがで
きたというスピーチでは、「3月11日は祖母の誕生日
だった、亡くなった人達の分まで強く生きる」と語っ
た。また、福島県浪江町、原発帰宅困難区域出身の斎
藤崇寛氏は、3月11日は亡くなった人達を想う日、3
月12日からは一日一日を大切に生きるための毎日
と語った。仙台市から留学中の東北大学生達は、被災
地プレゼンテーションや会場でのボランティア活動を
行った。シドニーで活動する朗読の会「声」の皆さんは、
福島県の詩人、和合亮一の詩をピアノ伴奏とともに朗
読した。
　震災発生時間の4時46分(日本時間2時46分）には、
浄土真宗本願寺派の渡部住職と一緒に来場者も黙祷
を捧げた。
　福島県白河市からは、渡辺だるま店がダルマのプレ
ゼンテーションと展示販売を行った。郷土玩具のコー
ナーでは、起き上がりこぼしやお面に絵付け体験を
したり、折り紙で人形を折ったりした。日本食普及親
善大使の出倉秀男氏は、東北地方の郷土料理の紹介

を行い、ずんだ餅、喜多方ラーメン、こづゆ、イカ人参
などの試食会も行われた。シドニーふくしま会も福島
県の郷土料理を作ったり、子供体験コーナーを実施
した。被災地を何度もボランティア活動や撮影で訪れ
た写真家の伊藤美咲氏は、被災地プレゼンテーション
と写真展、被災地工芸品販売会を開催。東北被災地の
工芸品を取り扱うArtLabは、福島県浪江町で被災を
した国の伝統指定工芸品、大堀相馬焼きの陶器のプ
レゼンテーションと展示販売会を行った。
　また、先月ロンドンのインターナショナルフィルムフ
ェスティバルで特別賞に輝いた、福島県南相馬市小学
生のドキュメンタリー「MARCH」を上映し、映画プロデ
ューサー角田氏からのビデオメッセージも届けられ
た。4時間にわたる震災復興支援イベントだったが、震
災から6年が経つここ異国の地シドニーで、述べ300
名以上の大勢の方にご来場いただいた。
　イベント収益金は2000ドル以上にもなり、皆様の
暖かいご支援に心から深く感謝申し上げます。
主催：シドニー日本クラブ・JCSレインボープロジェクト
協 賛：東 京 マ ー ト、RENCLUB、ふ く し ま 会、朗 読 の
会「声」、浄土真宗本願寺派オーストラリア開教事務
所、Japanese Functions of Sydney、渡 辺 だ る ま 店、
Gullivers Sport Travel、 ArtLab、会津喜多方グローバ
ル倶楽部、CUBEiT!、復興まちづくり大槌（順不同）

イベント報告

震災発生時間の4時46分(日本時間2時46分）に、渡部住職の唱導で黙祷を捧げる来場者日本食普及親善大使の出倉秀男氏

日本舞踊家の佐々木芙美さん ボランティア活動を行ってくれた東北大学生たち
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理事会

１．クリーンアップ･オーストラリア
　3月5日（日）朝9時集合。JCSから大人8人、子供3人
が参加予定。日本人会担当者が、駐車券並びにBBQ引
換券を用意している。2時間の清掃の後、BBQで交流
を深める。

２．レインボープロジェクトから
　JCSレインボープロジェクトから、小菅優ピアノリサ
イタル（2月11日）の報告と、東日本大震災復興支援6
周年イベント（3月11日）の案内があった。
　ピアノリサイタルでは300人の聴衆を集め、無事成
功裏に終えることができた。小菅氏自身もこちらの
音楽関係者との交流を深めることができ、意義ある
シドニー滞在となった。
　復興支援6周年イベントでは日本からの料理人、職
人、大学生を迎え、オーストラリア側のスタッフと様々
なパフォーマンスを披露する。

３．七夕フェイト（7月8日土曜日）について
　例年通り11時から､オーバンピクニックエリアに
て行う。昨年同様バスをチャーターする（ JCSと親睦
の会で折半）。JCSとしてソーセージシズル、たこ焼き、
飲み物の販売を行う。出店料を改定し、飲食関係は
$150（会員$100）それ以外は$60（同$40）とする。理
事は10時集合。

４．小疇節子さん中島喜美子さんより寄付
　小疇節子さんより、国際交流基金での個展が成功
裏に終わり、JCSの後援に対するお礼の言葉と、寄付
金をJCSと親睦の会にそれぞれ頂いた。
　中島喜美子さんからも親睦の会に寄付を頂いた。

５．日本語学校報告
City校：10クラス、生徒数167名（休学1名）、129家族
　18日のTC会議で年間授業計画の確認を行うも、ま
だ3週目で変更の可能性があるため、2学期のTC会議
で再調整を行う。クラス編成に関し前後のクラスで共
通テストを行い生徒の調整を図った。
　雨天で避難訓練が2月25日から3月4日に順延。雛
人形との撮影を各クラス行い、写真販売を行う。
　3月4日総会。3月11日、18日クラス保護者会。11日
スピコン実行委員会。18日合同教員研修会。25日ロッ
クダウン。4月1日現地校のためのファンドレイジング
を開催。事務・総務担当者の後任を募集し総会で承認
を取り引継ぎを行う。
Dundas校：10クラス、生徒数111名（休学1名）、82家族
　1学期第3～5週にかけて各クラスで保護者会を行

い、宿題や家でのサポート、授業について先生と保護
者で話し合った。第4週には、各クラスで雛祭りのクラ
フト等を行う。第6週には新入生・編入生を対象とし
た毎年恒例のこいのぼりの手形を取る。第2週に予定
していた避難訓練は、猛暑のため第7週に延期。フリ
ーマーケットを年1回の開催から年2回にとの要望
が多いため今学期の第8週に開催。3学期からの役員
交代に向け、次期役員6名を選出し全役職を決定する。
引継ぎは2学期。グラント申請の手続きを開始。ミニス
ターズアワードの候補に先生からの推薦でジュニア
部門に1人名前があがっている。学校周辺の住民から
路上駐車について苦情があったのを受け、全保護者
に注意を呼びかけ今後4週間登校時のパトロールを
行う。学校校歌のバナーが紛失したため再注文した。
Edgecriff校：2クラス、生徒数33名（休学1名）、30家族
　11日、避難訓練を行った。幼児部の子どもたちは初
めてで、小学部は2度目の訓練だったが、皆きちんと
行動してくれた。小学部は3分、幼児部は4分強と、い
ずれも5分以内で避難ができた。
　25日は雛祭りの授業を行った。シティ校から雛人
形を借りて教室に飾り付け、記念撮影をしたり、小学
部では保護者がひな祭りの動画を上映したり、歌を
歌ったり、プレゼントを用意する等、主体的に学校行
事に参加してくれた。学校運営に保護者当番とワー
キングホリデーのボランティアがサポートしてくれて
いる。ファンドレイジングとして、パンの販売、保護者
の手作りケーキ販売、ピラティスクラスを行い、売り上
げの一部を学校に寄付してもらう。グラント申請のフ
ォームは全員分回収した。

６．その他
①Edgecriff校銀行口座の変更について
　授業料の口座自動引き落としのために、Edgecriff
校のこれまでの口座を閉め、新たにWestpac銀行に
開設する。
②今年度のJCS理事選挙、総会について
　「 JCSだより」6月号に投票用紙を同封し6月末投票
〆切、回収。ダウンロード会員にも送付。7月理事会に
て承認し、7月末までに理事を確定して8月理事会で
新旧理事顔合わせ。8月12日（土）の総会に臨む。
　JCSの会則について追加変更がある場合はそれま
でに理事会で話し合う。
③世帯数：356世帯（ JCS116世帯、学校240世帯）
※来月の理事会日時：4月5日(水)午後7時より、
　Daugherty Centreにて

日時： 3月1日（水）19時〜21時   場所：Dougherty Community Centre, Chatswood
出席： 八重樫領事、水越有史郎、水野亮三、Chalker 和子、藤田結花、Fraser 悦子、多田将祐、

川上正和、平野由紀子、林さゆり、Joannes えみ、Costello 久恵、渡部重信
欠席： Kujundzija 里美、Teng 円香 （以上敬称略、順不同）

３月の
理事会から
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アングリケア・ディサービス

「シニアのおしゃべりサロン」

次回は、4月26日（水）

ロンガヴィルの閑静な住宅街にある、65歳以上の日系の方を対象とした

「シニアのためのサロン」です。チャツウッドからの送迎バスがあります。

な お、参 加 ご 希 望 の 方 は1800-200-422へ お か け に な り、「 Anglicare Services 

LonguevilleのSocial Club」に参加されたい旨をお伝えになり、事前の登録をお済ませ

ください。「Japanese please!」と言うと日本語通訳へもつなげてもらえます。

また、ウェブサイトwww.myagedcare.gov.auでの登録も可能です。

人数に制限がありますので、継続参加が可能な方歓迎です。

（事前申し込み必須）

開催日：4月26日（毎月第４水曜日開催）

時間：午前10:30～午後2:30

会場：アングリケア・デイセンター（ロンガヴィル）

Christina & Arabella Streets の角、Longueville 2066

無料送迎バス：MOSAIC前（12 Brown Street, Chatswood）

午前10時出発（時間厳守）

参加費：＄20（和食弁当、お茶菓子含む）

活動内容：歌、タイチ、ラジオ体操、古典文学、川柳、アート等

申込先：jcscommunitynet@gmail.com（京子まで）

コミュニティーネット
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皆さんの地区幹事
・A地区（North Sydney以南）加藤真理（Tel: 8957-6620）
 Email: marikato777@gmail.com
・B地区（Chatswood以東）：朝比奈冨美子（Tel: 9453-0058）
 Email: fumikopixie@gmail.com
・C地区（St.Ives以北）：朝比奈冨美子（Tel: 9453-0058）
 Email: fumikopixie@gmail.com

親睦の会役員 会長：林さゆり、副会長・会計：リヒター幸子、幹事：朝比奈冨美子、加藤真理、事務局：斉藤直子
 ボランティア：竹内美佐子、橋本克子、村田智富子　（五十音順）

【会員募集】　シドニー日本クラブ会員の親睦と交流の集いです。和やかな雰囲気の中、和食弁当を食べながらの情報交換

後には、様々な趣向を凝らした内容で楽しんでいます。現在の会員数約90名。JCS会員でしたら入会金は不要。年齢・性別・

国籍は問いません。ビジターも大歓迎です。新しい輪を広げましょう。お気軽にご参加ください。

親睦の会
だより

【2017年4月例会】

幼い子供達の演技に喝采！
　「元気・勇気・笑顔」を届ける活動
を行なっているシドニー・チアリーデ
ィングチーム、スプリングスのみなさ
ん約30名にお越しいただきます。
　2才～10才までのパフォーマーが

「親睦の会」での発表に備え、一丸と
なって練習を重ねています。ピラミ
ッド型や側転も取り入れた演技も
披露されますので、拍手喝采で応援
しましょう！パフォーマンスの途中
では、「おじいちゃん！おばあちゃ
ん！」と可愛らしい呼びかけコール
もあります。会員のみなさんも大き
な声で応えてあげましょうね！ 
　また、子供達との懇親座談会の時間も設けまし
た。日本語もおぼつかない幼い子供達ですが、「シド
ニーの好きなところは？」とか「日本の好きなところ
は？」など懸命に質問をしてきます。そのようなひと
時も慈しみ、和やかに楽しみたいと考えています。お
孫さんと一緒に参加してみては如何でしょう！

■日時：2017年4月8日（土）正午～午後2時40分
■会場： The Dougherty Community Centre
　7 Victor Street, Chatswood
　4月4日（火）迄に、地区幹事まで出席または欠席の
ご連絡をお願いします。欠席の場合もご連絡よろし
くお願いします。

（各地区の連絡先は、このページの冒頭をご参照くだ
さい。）
■会費：会員$5、非会員$7
　（お茶・コーヒー・紅茶代込）
■マイカップもお忘れなく
■お弁当の注文：和食弁当$12
　お弁当を注文されたい方は、出欠の連絡の際に個
数もお知らせください。

2017年3月11日（土）東日本大震災復興支援イベント
どれだけ年月が流れても胸が痛みます。復興支援イベントに参加さ
れた、東北から来豪した方々の明るい前向きな姿勢に感動しまし
た。ずっと応援し続けます。1日も早い復旧・復興をお祈りしていま
す。（シドニー時間 午後4時46分黙祷！）合掌。

シドニー・チアリーディングチーム「スプリングス」（Matsuri Japan Festival 2016でのパフォー
マンスより）
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3月のチルドレン・フェスティバルが延期になりました
　3月19日（日）に、毎年恒例のフェスティバル「 Children's Festival 2017」に参加して、よさこ
いソーランの踊りを皆さんに披露する予定でしたが、雨天のため延期となりました。
　来月は恒例の鯉の品評会やお釈迦様の誕生祭があり、踊り隊も参加する予定です。
　私たちの踊りが少しでも日豪文化交流に結びつくようにと今年も元気に踊ります。一緒に
踊りたい方、大歓迎です！
お気軽に練習にご参加ください。
①Cammeray Public School（Palmer Street, Cammeray）　毎週土曜日2時～3時
②シドニー市内では初心者の若者中心に練習しています。　毎週水曜日6時45分～8時
参加ご希望の方は、高尾 実（携帯：0434-711-925または、
Email：jcs.soran@gmail.com）までご連絡ください。
http://sydneysoran.wix.com/dancetroupe

クラブライフ

⑭

連載コラム

松田聖子
今もしばしば歌番組やCMに出演する現役のスター
だが、1980年代のあの熱狂的なアイドルブームの中で
ひときわ輝いていた松田聖子を取り上げる事にした。
1980年に「裸足の季節」でデビュー。1980年の「風は
秋色」から1988年「旅立ちはフリージア」まで24曲連
続で、オリコンチャート連続一位を記録した。アップテ
ンポの曲調に明るいのびのびとした歌声、ボリューム
のある可愛らしいドレスで歌う姿が初々しかった。若
い女性達の間では聖子の髪形を真似た、聖子ちゃん
カットが大流行した。聖子ちゃんのおっかけは男子
高校生たちがほとんどで、鉢巻をして野太い声で「聖
子ちゃーん」などと声援を送っていたが、「赤いスイ
ートピー」を機に、女性ファンが急増した。女性アイド
ルは結婚イコール引退と言う図式がお決まりだった
あの頃、結婚しても出産してもすぐに活動再開。「マ
マドル」と言う言葉は聖子をさす言葉として使われ始
めた。松田聖子の魅力はなんと言っても、可愛さとそ
の強さだろう。2度の離婚を経てもまた、結婚に突き
進んでいく姿は、たくましい。今でも彼女のファンは
多く、ディナーショーは5万円近くする

先日オープンした「達磨ゴールドクラス」という高級
寿司、割烹店にランチを食べてきた。場所はシドニー
市内のほぼ中心地にあるグレースホテルの2階。数メ
ートルあろうと思われる秋田杉の一枚板のカウンタ
ーや茶室などがあり、高級感あふれるこだわりの内
装でした。ヘイマーケットにある日本レストラン「だる
ま」と同じ系列のお店だそうです。折角だったのでラ
ンチセットメニューの中で一番高い「築地セット」を
注文しました。寿司、茶碗蒸し、生牡蠣と揚げ物など
がついて$48。全て申し分なく新鮮でおいしかった
です。特に寿司の海老とエビフライの甘みが強く格別
に美味しかったので、板前さんに聞いたところ、なん
でもパラダイスプローンというQLD州で捕れる一般的
にはあまり手に入らない海老だそうです。カウンター
の中では数人の板前さんが手際よくきびきびと働い
ていました。

達磨 Gold Class Daruma
住所 77 York Street, Sydney
電話 (02) 9262-1190
営業 ランチ（月〜金）12-2：30pm、

　　 ディナー（月〜木・日）6-10pm、（金・土）6-11pm
価格帯 ランチ$28〜、ディナー$100〜
雰囲気 8
サービス 8
料理 9
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　みなさんこんにちは、いかがお過ごしでしょう
か？いつものように長い前フリから入ろうかと思い
ます。
　楽屋ネタで恐縮なのですが、実は前回の原稿の内
容について、「乱暴な言葉遣いが散見され、正しい日
本語を学習しているお子さんたちに悪影響を及ぼ
すのではないか？　映画のレーティングだったら
MA15+（ Mature Audience、15歳未満はダメよ）なの
ではないか？」とのコメントをとある筋からいただき
ました。
　えっ、そうだったっけ？と読み返してみると、確か
に品のない単語や言い回しがいくつか見受けられ、
こういうことは他人から指摘されて初めて気が付く
ものですよね。…ということなので、今回はソフトな
言葉遣いを意識しようと考える所存でございます。

　さて、これもいつものように、前回のおさらいを
少々。
　「引っ越し後のドタバタ第3弾」という副題のついた
内容は、キッチンのレンジフードに関わる顛末で、在
庫がないようであったり、まったく違うアイテムを配
送してきたりと、「オーストラリアあるある」を地で行
くストーリーでしたね。
　今となっては笑い話のひとつですが、当時はカッ
カしてばかりでイライラしっぱなしの毎日でした。

　今回もドタバタ路線の「第4弾」で行こうかなと思い
ましたが、ちょっと趣向を変えて、我が家を担当する
ことになったSite Managerについて触れてみましょ
う。
　Site Managerは、その名の通り現場で作業するい
ろいろな業者を束ね、スムーズに建築が進むように
日程を調整する、Builderから派遣されるコーディネ
ーター役。
　裏を返せば、運悪く調整能力の低いSite Manager
に当たったりすると、フラストレーション製造マシー
ンのような存在に見えてきます。私たちはその「運の
悪いケース」に当たってしまったようだから…

　レンジフードの件も続編があって、商品が届けられ
る前に設置業者が先に到着してしまい、すぐに責任

者であるSite Managerとのコンタクトを試みたが結局
連絡がつかず、設置業者は帰ってしまい、その直後に
レンジフード受領という、コントのような流れ。そもそ
も誤った品番のレンジフードを配送するという初歩
的なミスを犯したのが原凶。
　それ以外にも、壁を塗り直すペインターも約束通り
現れなかったりしました。
　この塗り直しだって、パントリーに指定したTimber
製の棚を最初から正しく付けていれば、塗り直す必
要などまったくなかったもの。
　感覚的にはでは2日程度で終わる仕事を、何週間も
かけてやってるような感じ。

　そもそも論として、この人物は果たしてManager
としての器量を持ち得ているのか、当初から疑問だ
った。
　何がイライラするかって、こちらの質問にしっかり
答えようとしない姿勢に頭がくる。
　「言った、言わない」の泥沼にハマりたくないので
連絡は可能な限りメールでやり取りして、メールで
の質問はちゃんとメールで返ってくるのはいいのだ
が（これが証拠となって何度か救われている）、例え
ば5つ質問すると、1回目で返ってくる回答はせいぜ
い3つで、回答率はいつも60％前後。
　それで、積み残しの質問を再度メールして（←本来
ならいらないやり取り）やっと全問回答される。
　しかしその回答も満足できるようなレベルには程
遠くて素っ気ないもの。質問が3行だとすると、回答
はよくて1行で、最悪数ワードだったり。
　スマートフォン使っている点割り引いても、言葉が
足りねーだろが！忙しいのはアンタだけじゃねーん
だぞ！

　ホントにアンタ、Manager？　そんな仕事のやり方
でManagerになれるって、お気楽だな。
　対外的に体裁整えるだけの名ばかりMGRなんだろ
な、とか考えると、ちょっと気が楽になる。
　「顧 客 に 対 す る 心 構 え」研 修 の 類 は お ろ か、
Customer Satisfaction（＝顧客満足）という言葉自体
知らないんだろね。ある意味シアワセな人たち（←強
烈な皮肉のつもり）。

　おや？いつの間にか「ソフトな言葉遣い」はどこか
に飛んで行っていつもの書き方に逆戻りしてますね。
書いていたら頭に血が逆流してきて冒頭の心掛けが
吹っ飛んでしまいました、スミマセン。

ということで、続きは次回…

ひなっち

第30回

連載コラム
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［第65回］

ゆりさん（リリー）
トータル・ホリスティック・ケア

人物紹介

　誰でも道に迷ったり、頭でグルグル考えてしまって
答えが出ない時ありますよね。半世紀生きてきて、私
も何度かそんな時がありました。あれは６、７年ぐら
い前のこと。ひょんなことでゆりさんとお会いした
際、タロットをお願いしてみました。興味半分だった
私。でも、家族のこと、キャリアのこと、自分のあり方、
そして今後の方向性の見極め方がクリアに見えてき
ました。スピリチュアルな世界は、それぞれが自分な
りの理性や直感で判断することが多いかと思います
が、ゆりさんの淡々としたリーディング、そして次元
が上がってスーッと視界が開けるようなタローデパ
リの奥深さが印象に残りました。
　兄と弟にサンドイッチされて生まれたゆりさんは、
自分を男の子っぽい気質だといいます。そんなゆり
さんが癒しやスピリチュアルな分野に興味を持ち始
めたきっかけは、建設会社でのOL 10年目を迎える
頃、過度のストレスで体調を崩したことでした。その
緩和にと受けたリフレクソロジーに感銘を受け、資格
を取った後、バッチフラワーレメディ、アロマセラピー
など様々な分野の勉強へと繋がっていきました。そ
の頃、鹿児島で英語の先生をしていたオージーのク
リストさんと出会い、2001年に結婚し、鹿児島に移住。
バッチフラワーレメディやアロマを利用した精神治療
などに携わる傍ら、タローデパリに魅せられ資格を取
得。テレビ、ラジオ、各種イベントでタロットを広めて
きました。2009年にオーストラリアに移住してからは、
日本語情報誌「ジャパラリア」のタロットコラムを担当。
様々なイベントやプライベート・セッションを行って
きました。
　「人生、一番の転機は、クリストと出会ったこと。彼

は19歳で脳腫瘍と診断され、医師からは回復が難し
いとされていたにもかかわらず、瞑想やヒーリングな
どを駆使して克服したと聞き、自然治癒力やスピリチ
ュアルに深く共鳴し、結婚後、私の深いスピリチュア
ル・ジャーニーが始まりました」「大病や大手術、そし
て死を覚悟したこともなかった私は、スピリチュアル
レベルの違いからクリストの言っていることが今ひと
つフルに理解できずに反抗してしまった時期を経て
ようやく彼との調和を築いた頃、タローデパリに出会
いました。人生を22年周期で捉えるその視点による
と、あの反抗期は、15、16のカードにある2年続きの
断捨離期間。そこで彼との摩擦を通して必要ないも
のをすべて手放したからこそ17番目の「スター」とい
うカードが象徴する１段階高い次元の自分になれた
こと。だから今の自分でいいんだ、自分らしく生きて
いこうと肯定できたように思います」。
　「クリストと私には子どもができなかったのですが、
きっと自分の子どもを育てる運命ではなかったのだ
ろうと理解し、そこからチャイルドケアに興味も出て
きて、ありがたいことに今ではシュタイナーとチャイ
ルドケアの資格もとり、保育士としてたくさんの子ど
もたちとかかわることができています」。
　「私の102歳でなくなった父方の祖母が画家で、ス
ピリチュアルな世界に長けていた人ですから、小さい
頃からごく自然に親しんできてはいたので土台はで
きていたのかもしれません。その流れで、代替医療も
クリストの体験したことも、人間のヒーリングにはマ
インド・ボディ・スピリットのトータルなバランスが大
事なんだということを再三経験してきました」。
　「流れに任せて様々な知識や経験をしてきた私で
すが、いまふと浮かぶのは子どもたちのために私な
りのFamily Day Careを実現すること。子どもたちが
より充実した人生を送れるように、シュタイナー教育、
マクロビオティックの健康食などで3歳までの大事な
人生の土台を作り、また、お母さんたちの癒しのため
に別の日にはタローデパリのリーディングをしたり
…。結局、私は自身のストレスを軽減し、日々幸せな気
持ちで毎日を過ごせるようなトータルなセルフケアに
必要な様々な事柄を学んできていたのだなと思いま
す。感謝と笑顔、そして家族や友人とのかけがえのな
い大切な時間。ハッピーに生きるために必要なこと
を大事にしていきたいです」。

（もと）

※なんと、今月タローデパリの創始者フィリップ・ト
ーマス氏来豪！4月15日（土）2pmよりトークイベント
開催。また、別途でリリーさんの個別セッションも随
時受け付けています。
　詳しくは「ほんだらけ」（電話：9261-5225）まで。
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JCS日本語学校シティ校
JCS Japanese School
●学校：Ultimo Public School
 （Cnr Quarry & Wattle Streets, Ultimo NSW 2007）
●連絡先：PO Box 902, Glebe NSW 2037　電話：0407-461-618
●授業：毎週土曜日／幼児部：9:30〜12:10、小学部：9:30〜12:15
●Email：jcs-jpschcity@hotmail.com
●http://cityschool.japanclubofsydney.org/

JCS日本語学校

シドニーの４月
　先月は３月にもかかわらず、雨が多かった月のよ
うに思えます。通年、３月から４月は「早く秋が来な
いかな」と思うほどの残暑続きでした。しかし先月は、
思いのほか洗濯物が乾かない日々が続きました。い
つもはうっとおしく感じる残暑も、こんなにあっさ
りと秋が来てしまうと惜しくなるものです。来学期
からは、門番の当番も始まりますので、あまり寒い
日々が続かないといいのですが。
　今頃日本では、新しい学校や会社にて、入学式や入
社式が行われているのでしょう。当校にも、2月に入
学してきた新入生たちはもう日本語学校に慣れたの
か、朝、クラスの前で両親と別れた後に、あまり泣き声
を聞かなくなりました。子供の成長力は早くてすば
らしいものですね。
　今年は、少し早めのひな祭りとして、2月25日にお
雛様とお内裏様と一緒に、初めてのクラス写真を撮り
ました。そして、2週にかけて、クラス保護者会も行わ
れ、担任の先生から授業方針や年間目標などの説明
を受けると共に親からの愛情があふれるほどに先生
への質問が飛び交って降りました。運営委員として
はこれからも引き続き保護者と一丸となって学校を
支えていこうと思った次第です。
　これから、秋休みになりますが、日本語の勉強も忘
れずにしっかり復習をして２学期に元気にお会いま
しょう。

クラス紹介　ひのき組
　こんにちは、ひのき組です。今日もキンディから３
年生までの元気いっぱいの子どもたちの歌声や話し
声で教室があふれ返っています！今年から小学部と
なり、3回の50分授業（3時間目だけ45分）の合間に
10分休憩が2回という今までとは異なる時間割にな
りましたが、チャイム代わりのベルの音にみんな敏感
に反応し、校庭で楽しく遊んでいてもビュッと教室
へ帰ってくる、そんなしっかり者が集まっています。
　今日は先週読んだ絵本『バナナのはなし』でみんな
が興味をもった、‘楊枝でバナナの皮に傷をつけると
それが黒く浮き上がる’のは本当かどうか。本当なら
どのように浮き上がるのか、そして、そもそも楊枝っ
てなに？！という疑問にこたえるべく、みんなで実
際にバナナに楊枝を使って文字や絵を書く実験をし
ました。絵本をもう一度読んでバナナについての知識
を確認した後に今からどんな実験をするのかを確認
していると、何かがひらひらと視界に入ってきます。
何かと思ったら、一人の子が家に生えているバナナの
木の写真を持ってきてくれていました！そこには絵
本で読んだバナナの実を包み込んでいる‘ほう’も、緑
色のまだ熟していないバナナが束になって生えてい
る様子も写っています。
　ひのき組の子どもたちは今日はこのようにして、
今まで文字として覚えてきたひらがなが実際に言葉
となり、文章となり、私たちに沢山の情報をもたらし
てくれるというこの言語の神秘ともいえる世界に、
文字・絵・実物、そして保護者の方のサポート（写真）
を用いて浸っていきました。その他には平仮名テスト
に、日付の読み方の歌や詩の音読を通じて日本語の
音に親しむ活動。そして促音・拗音の復習も行いまし
た。沢山のことが短い3時間の授業内に行われますが、

「実際に見て聞いて、触れて感じて考えながら学ぶ」
ことを大切にしながら、これ
からも体全体を使って沢山の
事を学んでいきます。来週か
らはいよいよ国語の教科書を
つかった時間も始まりますが、
これから一年間、みんながヒノ
キの様にグンとまっすぐ力強
く伸びていってくれることと
今から楽しみにしています。

（担任：加藤朱公子）
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クラス紹介　天の川組
　2017年の天の川組は、Y2、Y3の男子5名と、女子7
名の計12名の生徒からなる非常にまとまりのある
クラスです。授業では、「こくご一年上」の教科書を中
心に“声に出して読むこと”に力を入れ、特に1学期は、
教科書以外にも沢山の「音読カード」に挑戦しました。

「音読カード」は、家庭学習の一環にもなっており、親
子一丸となって取り組むように保護者の方々にもご
協力をお願いしています。子ども達は、日本語がスラ
スラと読めるようになったことに自信を持ちました。
　2学期からは、更に読む文章も長くなる「説明文」や

「昔話」へと入ります。「昔話・おむすびころりん」では、
実際に「おむすび」の調理実習を行い、これまた保護
者の方の御協力を仰ぎながら、「はじめてのおべんと
う」を作ります。子ども達、もう嬉しくてたまりませ
ん。そして、同時進行で平仮名の拗音（小さい「ゃ・ゅ・
ょ」）の読み書きの定着。更に、拗長音（ぎゅうにゅう、
たんじょうび、きょうかしょなど、小さい「ゃ・ゅ・ょ」
に長音が続いている言葉）の定着へと進んでいきま
す。
　子ども達が、少しでも楽しく日本語を学習してい
けるように、授業の中では歌や踊り、カードを使った
ゲームなどを取り入れ、毎回盛り沢山の授業内容で
日本語の学習に取り組んでいます。国語の教科書以
外では、学期毎に「ずがこうさく」の教科書を取り入
れ、色々な作品づくりに挑戦しています。1学期の「ず
がこうさく」の授業では、自宅にある空箱や空容器な
どのリサイクル品を利用して、各自が好きな物を完成
させました。男の子は、楽器や乗り物、忍者に関する
物など、女の子は、人形の家や宝石箱、動物などをハ
サミやセロテープを使いながら、器用に仕上げました。
　来学期は、また課題を変えて、別の物づくりに挑戦
してもらおうと思っています。どんな作品ができる
か、また、机上では見ることのできない子ども達の性
格や個性が垣間見られるのも楽しみの一つです。子
ども達、さすがです! （担任：行武敦子）

JCS日本語学校

JCS日本語学校ダンダス校
JCS Japanese School Dundas
●学校：Dundas Public School
 （85 Kissing Point Road, Dundas NSW 2117）
●連絡先：電話：0411-734-819
●授業：毎週土曜日／9:30〜12:15
●Email：jcs-jpschdundas@live.com
●http://dundas.japanclubofsydney.org/index.html

1学期の学校の様子
　シドニーも秋に入り、急に朝夕が涼しくなって参り 
ましたが皆様如何お過ごしでしょうか。ダンダス校で
は4月1日、無事に終業式を終えました。新入生の子
ども達は1学期が終わり少しほっとしていることと
思います。
　1学期の2月18日と25日にはクラス保護者会があ
り、各クラスで保護者が先生を囲んで、授業の内容・学
習目標についての説明や生徒の様子・生活態度につ
いての報告を受けました。保護者と先生の質疑応答
の場面もあり、今後の授業がより良いものとなるた
めの有意義な時間となりました。
　2月25日にはひな祭りの授業が各クラスにて行わ
れ、歌を歌ったり、工作で雛人形を作成したりしまし
た。学校からも、全校生徒に日本のお菓子が配られま
した。生徒達にはひな祭りの雰囲気を味わってもら
えたでしょうか。
　3月11日には、ダンダス校恒例の、こいのぼりの鱗
の手形とりです。毎年、保護者の皆さんのご協力のも
と、新入生の手形を布に取り鱗の形に仕上げて、大き
なこいのぼりに縫い付けます。ダンダス校も9年目と
いうこともあり、鱗の数もすっかり増えました。設立
当初に小さな手形を取ったお子さんも今では中学・
高校生となり、感慨深いものがあります。こいのぼり
は、2学期の第一週、4月29日に全校生徒にお披露目
される予定です。
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1学期も終わりです
　早いもので2月4日に始まった新年度の1学期も4
月1日で終わりました。幼児部のきのこ組の子どもた
ちもすっかり日本語学校に慣れてきたようです。小
学部のたけのこ組はというと、2年目なので落ち着い
ているかと思いきや、まだまだ授業に真剣に取り組
まずに遊んだりする子もいるようです。
　学校のファンドレイジングのためのパンの販売や、
保護者の手作りケーキの販売、ピラティスクラスの開
講も定着してきました。売り上げや参加費の一部を
学校に寄付してもらうことで、保護者のみなさんの
ご支援を学校運営に生かしていきます。
　1学期は節分やひな祭りの行事のほか、避難訓練や
ロックダウンを行いました。避難訓練では皆、きちん
と先生の指示に従って数分で外に移動できました。

クラス紹介　たけのこ組
　たけのこ組は男子9名、女子8名の合計17名のクラ
スです。毎週の授業は、ボランティア先生と保護者ボ
ランティアにお手伝いしてもらい、進めています。
　使用する教材は教科書とおひさま（副教材）です。
この副教材はヨーロッパの日本語土曜校で教えてい
る先生方が、日々継承日本語を学ぶ子どもたちのた
めに作った教科書です。たけのこ組では、１年生（上）
の教科書と副教材を並行しながら、授業を進めてい
ます。また、授業を進める中で、子どもたちが苦手な
部分が出てきたときにはそれを取り上げて復習も兼
ねて学習していきます。
　５週目まででは、単語ではなく、文で答える（話す・

JCS日本語学校エッジクリフ校
JCS Japanese School Edgecliff
●学校：Ascham School
 （188 New South Head Road, Edgecliff NSW 2027）
●連絡先：電話：0412-283-393
●授業：毎週土曜日／14:00〜16:35
●Email：jcs.edgecliff@gmail.com
●http://edgecliff.japanclubofsydney.org

JCS日本語学校

書く）ことに慣れる。また、小さい「ゃ・ゅ・ょ」や濁音
などを取り上げて定着を図っています。
　たけのこ組は、年齢や学年の差があるクラスなので、
学習内容は同じですが、達成目標の設定を変えてい
ます。例えば、質問が①～⑤番まであったら、①と②
までできれば目標達成の子もいれば、①から⑤まで
全部やって目標達成の子がいます。
　1学期では数週にわたって定着を図っている、“文”
で答える（書く）ことの確認テストをしました。みんな
助詞の「は」と文の最後の「。」すっかり定着したよう
です。教科書の「あいうえおの歌」をみんなで一緒に
音読しました。みんなすっかり暗記できていました。
そのあとで、それぞれオリジナルのあいうえおの歌作
成に挑戦しました。また、濁点の復習では担任の音読
を聞き、プリントの濁点が抜けている箇所を直す聞き
取り活動をしました。そのあとで、語彙の確認もしま
した。
　カタカナとひらがなの形の似ている文字を探して
カタカナとひらがなの違いを学習しています。また、

「何がいますか。○○がいます」の文を練習しました。
その中では「います、あります」の区別も学習しまし
た。これは、どの子もまだ定着していないようで、「木
がいます」「家がいます」などの答えが出ましたが、み
んなで何度か練習しました。
　助詞「が」を使って教科書の挿絵を見ながら、「何が
どうだ」の文を作る練習をしました。教科書の他に副
教材として、プリントも一緒に学習しました。そのほ
か、小さい「っ」が含まれる文を練習しました。「ねこ
とねっこ」を１人ずつ音読してもらった後で、小さい

「っ」が入る言葉を探しました。
　家族について話そう！という授業では、「家族は何
人いますか？」「家族は何が好きですか？」の２つの
質問を聞いてみました。みんなペットも家族の一員
のようですね。大家族でした！
 （担任：川嶋靖代）

幼児部の「きのこ組」

小学部の「たけのこ組」



JCSだより2017年4月号 13

〜JCS教育支援委員会より〜　継承日本語と教員研修会

JCS日本語学校

　シドニー日本クラブ（ JCS）では、日本語学校を三校
運営しています。会員の多くは一方の親が日本人と
いう国際結婚の家庭がほとんどです。そして子ども
たちは普段は地元の学校で英語の授業を受け、友達
と英語で話すという環境に身を置いています。日本
語は家庭で、それもほとんどの場合、母親との会話で
のみ使われるというのが実態です。その結果、日本語
を聞いたり、話したりはできるものの、読んだり、書
いたりが劣ってしまうようです。
　JCSの日本語学校では、そんな子どもたちに日本語
の授業を毎週土曜日の3時間行っていますが、とても
その授業のみでは日本語力をしっかりと身につける
ことは難しく、家庭でお子さんの向学心を高める努
力が不可欠です。また、多くのお母さんが考えている
日本語は、ご自分が勉強されてきた「国語」のことで
すが、実は日本語には、日本の学校教育で行っている
国語のほかに、外国人が学ぶ外国語としての日本語
もあれば、在日外国人が日本国内で学ぶ日本語、そし
て私たち外国に住む日本人の子どもたちが学ぶ日本
語と、いくつも種類があります。
　JCSの日本語学校では継承日本語教育を行ってい
ますが、この継承語としての日本語は、親から子に文
化や伝統が継承されるように言葉を受け継ぐという
ことでもあります。周りが英語の環境に身を置き、家
庭で日本語を話すだけでは、学ぶスピードや語彙力
に大きな差が生じてしまいます。その中でいかに子
どもたちの日本語力を高めるか、先生方が苦労され
るところです。というのも、日本語の授業だから日本
の国語の教科書を使って行えばいいというものでは

「しらせ」がシドニーに寄港
　今年も日本の南極観測隊員を乗せた砕氷艦「しら
せ」（大鋸寿宣艦長）が、南極昭和基地から日本に戻る
途上でシドニーに寄港し、関係者を招いての艦上レセ
プションが3月21日の午後6時から開かれ、シドニー
日本クラブ（ JCS）からは渡部副会長と平野副会長ら
が参加しました。 
　レセプションの冒頭、大鋸寿宣艦長、竹
若敬三在シドニー日本国総領事、レイモ
ンド・ウィリアムズNSW州多文化相、ジョ
ン・アジャカNSW州上院議長による挨拶
が行われ、代表者による鏡開き、南極の
氷の入った飲み物、豪華なご馳走が振る
舞われ、例年通りの賑やかな晩餐会とな
りました。 左から、大鋸寿宣艦長、本吉洋一日本南極

地域観測隊観測隊長、渡部JCS副会長

ないのです。国語の教科書はあくまでも日本の文化・
社会に適応した内容で編纂されています。そのまま
では外国に住む日本人の子どもたちには理解できな
い部分がたくさんあります。そのため、先生方は独自
の教材を考案するなど努力されています。
　先月18日に、JCSでは日本語学校合同教員研修会
を開催しました。シドニーには、週末に日本語を教え
ている日本語補習校が9校あります。それらの学校で
日本語教育に携わっている教員の方々を対象に教員
研修会を開催しています。この合同教員研修会は、他
校の教員と学習活動のアイデアや意見・情報の交換と
共有ができる貴重な機会です。研修会の報告は、本誌
５月号から掲載する予定です。

（エッジクリフ校代表 水越）

竹若総領事夫妻を囲んで、渡部JCS副
会長と斎藤親睦の会事務局長

NSW州首相ハーモニーディナーパーティ
毎年恒例の各民族語学校の代表者等を招待してのデ
ィナーパーティが、3月16日（木）に催され、JCSから
藤田事務局長はじめ、日本語学校シティ校とエッジク
リフ校の運営委員が参加しました。

写真は（左から）藤田事務局長、シティ校運営委員の富岡麻衣子、
梶原めぐみ、エッジクリフ校副代表の小笠原晃子、シティ校代表
のコステロ久恵、同校運営委員の露木智徳の皆さん。

平野副会長（右）
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クリーンアップオーストラリアに参加
　日本クラブでは毎年恒例のクリーンアップ・オースト
ラリアに、3月5日（日）、日本人会の会員の方と一緒に
参加しました。クリーンアップ・オーストラリアはオー
ストラリア最大の環境美化のボランティア活動です。今
回もレーンコーブ国立公園の清掃活動を行いました。
　午前9時までに公園入り口に参加者が集まり、竹若
総領事、笠原日本人会レクリエーション委員長、水越
日本クラブ会長からの挨拶があり、注意事項等が告げ
られました。今年の会場には、このクリーンアップ・オ
ーストラリアの創始者であるイアン・キーナン氏が現れ
るというハプニングがあり、日本人コミュニティーか
らのイベント参加者に対して、一言挨拶を頂きました。

1989年にイアンさんがはじめた運動が、今日ではオー
ストラリアはもちろん世界各国に拡がり、Clean Up the 
Worldとして世界130カ国、4,000万人が参加するまで
になりました。
　今回参加した135人の大人から子どもたちは、雨模
様の天候にもかかわらず、各自が思い思いに公園の中
や周辺道路のゴミ集めに汗を流しました。約2時間の
清掃活動後は、公園内でBBQを楽しみました。
　JCSからは、水越会長、渡部副会長の家族、藤田事務
局長と娘さん、ジョアネス理事と娘さん、水野相談役の
11人が参加しました。来年のイベントには、是非多く
の会員の方の参加を願っています。

日豪の野球関心度
　現在日本に帰省中の”ぴか”です。日本では、WBC

（ワールド・ベースボール・クラシック）が一番ホット
な話題です。この会報が発行された頃には優勝国が
決まっていることでしょう。
　日本国民の多くが夢中になって応援しているのに
感動。オーストラリアは過去にオリンピックなどで日
本を破る大活躍を見せているのですが、今回は一次
ラウンドで敗退でしたね。オーストラリアのテレビにも

第102回

※会員の皆さんからの情報も受け付けています。Eメー
ルは、kenerit@gmail.comです。よろしくお願いします。
（ぴか）

スポーツ天国
SPORTS

新聞にも露出度ゼロ。出てくるのは、クリケットとラ
グビーとサッカーのみという状況。世界的にみて野
球がいかにマイナーなスポーツかが思い知らされま
す。
　それでも、オーストラリアのプロ野球リーグで活躍
する日本人はいるし、ソフトボールの日本代表は毎年
シドニーでキャンプしています。オーストラリアでも、
もっと野球に多くの人が関心をもってほしいなと日
本にいて強く思いました。

イベント報告
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「オーラの泉」にハマってます！

2005年から2009年の4年間放送

されていたトーク番組。国分太

一司会、美輪明宏そして江原啓

之がゲストを迎え、ゲストのオー

ラの色、守護霊からのメッセー

ジなどを紹介する番組。最初は、

深夜放送だったにもかかわらず、2007年からゴールデンタイ

ムに進出。視聴率15％に近い数字を記録した幻の番組。スピ

リチュアルな内容は、人それぞれ信じる信じないがあるかと

思うが、それぞれのゲストの顔が番組終了時には、リラックス

した穏やかさが含まれていることは事実。普段見られない

芸能人の横顔が垣間見れる番組だと思う。圧倒的なファン

も多い中、賛否両論あり、「霊感商法による被害の危険性を

高めている」などと批判されてもいた。今更なぜわたしがこ

の番組にハマっているかというと、人間の心理を読み解く際、

非常に参考になる情報が多々ある他、美輪と江原が諺、宗教

的、また哲学的フレーズをゲストの日常的な悩みや実生活に

当てはめるところが巧みで勉強になるので繰り返し観てい

る。YouTubeで検索するとほとんどのエピソードが楽しめま

す（著作権の問題で度々削除されているが…）因みに私の大

好きなのは、須藤元気のエピソード。（みさこ）

MOSAIC日本語カルチャー教室
　 ウ ィ ロビ ー カウンシル 運 営 の マ
ルチカルチ ャ ー センタ ーMOSAICで
は、日本語でのカルチャー教室が開
かれています（地域外の方でも参加

できます）。4月のMOSAICカルチャー教室は通常通り、
毎週水曜2時半からタイチー教室です。
　3月のお料理教室は男女合わせて12名の参加、茄
子の味噌ダレやきゅうりの即席漬け等を作り、オー
ストラリアで購入できる食材のお話などで楽しく試
食しました。今月のインフォメーショントークは乳癌
について。オーストラリアでは50歳以上の女性は無料
で乳癌検診が受けられるので、登録されていない方
は早速登録されていました。次回のお料理教室とイ
ンフォメーショントーク5月17日水曜日です、内容は
次回のJCSだよりでお知らせします。
■お問合せ先
日本ソーシャルグループ（ Japanese Social Group）
担当：千鶴子　Phone：0435-557-375
　　　　　　  Email：chizsydney@gmail.com
MOSAIC（住所：12 Brown Street, Chatswood）
担当：サン・へ・キム　Phone：9777-4979

ホームステイ受け入れ家庭募集
　毎年、JCS日本語学校で研修授業
を行う椙山女学園大学生のホーム
ステイの受け入れをして下さるご
家庭を募集しています。

　期間は、8月2日から8月27日までです。募集条件は、
朝食と夕食の提供、個室をご用意いただくこと、初日
に集合場所（シドニー大学）までお迎え頂き、最終日に
は、シティのホテルに送り届けて頂くことです。
　また、ご自宅から市内中心部までの所要時間が1時
間前後内の距離にお住いの方に限らせていただきま
す。ホームステイの受け入れへの謝礼は、930ドルです。
受け入れして下さる家庭内に日本人の方がいても全
く問題ございません。
　ご興味のある方は、お手数ですが、コステロまでご
連絡をお願いいたします。また、お友達の方でもご興
味がある方には、お知らせ頂けると幸いです。
　どうぞよろしくお願い致します。
連絡先：コステロ久恵
Mobile: 0423-976-035
E-mail: athomehomestay@gmail.com

お知らせ

さくら合唱団員募集‼︎
　シドニーで活動する主に日本語
で日本の歌を歌う合唱団。2014年
4月に発足以来、多くのイベントで
公演。2016年9月にはドイツ語で第

九をStrathfield Symphony Orchestraと共演。指導者
として、英国及びオーストラリアの指揮科を経て、交
響楽団音楽監督、カレッジ講師などされている村松
貞治氏を迎え、毎週楽しい練習です。
　小グループレッスンなどの丁寧な発声、音程指導も
あり、ある程度の音程が取れ日本語で歌える方、老若
男女問わず歓迎致します。見学やトライアルは随時受
け付け、毎月最終木曜日にはオープンデーもあります。
お問合せ：ひとみ（sakura.choir@gmail.com）
毎週木曜日6:30pm～9:00pm
場所：Neutral Bay
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アドマン「ポップ・アート以前のウォーホル」展開催中
Adman: Warhol before pop
　アメリカン・ポップを代表するスーパースターのア
ンディ・ウォーホル。消費社会と大衆文化の時代を背
景に、商業デザイナー、画家、音楽プロデューサー、写真
家、映画製作者、そして社交家と多面な顔を持ち、マ
ルチクリエーターとして活躍しました。アイコニック
な作品としてキャンベルスープ缶やマリリン・モンロ
ーの絵画やシルクスクリーンなど浮かびますが、今回
の展示会はウォーホルのキャリアの中でも商業アー
ティストとして才能を発揮した早期の時代の作品に
注目しています。
　1949年、21歳のウォーホルはピッツバーグのカー
ネギー工科大学卒業と同時にニューヨークに出てす
ぐ商業デザインの仕事を手がけました。テクニカルな
才能を超えた流暢で感覚的なデザインで広告のみな
らずレコードジャケット、デパートのウインドウ・ディ
スプレイなど商業分野の仕事を数々とこなしました。
イノセントでアイディアを思いつくまま描いたような
自由なタッチのイラストレーションは愛すべく親密
的で、アイテムの魅力を引き出すアピール性があり一
躍好評を博しました。現実的なイラストではなくイマ
ジネーションや夢をアプローチするコンテンポラリー
な形は既に彼の芸術の特質を位置づけています。
　本展はNSW州立美術館とアンディー・ウォーホル・
ミュージアム、ピッツバーグの協賛企画展です。商業
美術で成功をなした1950年代の若きウォーホルに
焦点をあてた展示会は珍しく、今まで研究者しかア
クセスできなかったウォーホルのアーティストブック、
スケッチブックなどの初公開を含め300点以上の作
品を総覧いただけます。「ブロテッド・ライン」（ペンで
描いた絵を別の紙に押し当てることで、にじんだ線
の効果を出したウォーホルのドローイングにおける
キャラクタリスティック・ライン）が特徴のイラストレ
ーションが数々紹介されています。

　子どもの頃病弱で末っ子として生まれたウォーホ
ルは母親思いが強く生涯を共にした母ジュリアの存
在はウォーホルに多大な影響を与えたと言われます。
もともと絵心があったジュリアのレタリングをデザイ
ン画に施したりジュリアがサインを代筆したりと共
に仕上げた作品群も見どころです。
　同展では他に外見を変えることへの関心が強かっ
たと言われるウォーホルのラフなタッチで鼻をスリム
にし髪が描き加えられた「変化した鼻のパスポート写
真、1956」や顔を手で覆った「自画像、1953」のドロー
イング、1956年に観光で初来日しスケッチした「キョ
ウト、ジャパン、1956」、大手靴メーカー、ミラー社の大
評判になった靴シリーズの広告なども含まれます。
　話題性があり20世紀を代表する影響力のあるアー
ティストでありながら捉えきれない存在感を持つウ
ォーホル。そんなウォーホルの新たな像をも見出せる
ユニークな展示会となっています。是非ご覧会くだ
さい。
吉澤なほみ（NSW州立美術館コミュニティー・アンバサダー）

Adman: Warhol before pop
アドマン：「ポップ・アート以前のウォーホル展」
会期：開催中～2017年5月28日（日）まで
料金：大人$18、コンセッション$16、美術館会員$14

Art Gallery of New South Wales
Art Gallery Road, The Domain 2000　Phone: (02) 9225-1700（英語）　www.artgallery.nsw.gov.au
開館：毎日10am～5pm（水～10pm）
毎週金曜11amから無料日本語ツアーがあります。　Email: communityambassadors@ag.nsw.gov.au（日本語可）

In the Bottom of My Garden by Andy Warhol

Happy Butterfly Day - 1955 The  
Andy Warhol Museum, Pittsburgh; 
Contribution The Andy Warhol 
Foundation for the Visual Arts, Inc.

Philip Pearlstein Andy Warhol in New 
York City c1949, Philip Pearlstein 
papers, Archives of American Art, 
Smithsonian Institution
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●このコーナーに皆さんからの投稿をお寄せください。映画・音楽・本・DVDなど、感動した作品や、是非、皆さんに紹介したい作品
　…など、読者の皆様からの投稿をお待ちしています。（メールあて先：hbma@optusnet.com.au）

アートレビュー

蜜蜂と遠雷
著者：恩田陸
発行：幻冬舎
おすすめ度：★★★★☆

2016年度下半期の直木賞受賞作品。「著
者渾身、文句なしの最高傑作！」という
帯の触れ込みだが、期待はまず裏切られ
ない（ただし私個人は、筆者の最高傑作は未だに「ユージニ
ア」だと思っている）。日本で開催される国際ピアノコンクー
ルを舞台に、風間塵、栄伝亜夜、マサル・カルロス、高島明石と
いう全く異なる個性・才能・人生を歩んできた4名のピアニ
ストの心の葛藤と成長を描く。エントリーから始まり、第一
次予選、二次予選、三次予選、本選と、章を追う毎に参加者
それぞれのピアノ、音楽を通じた生き方、音楽との関わり方
が華麗なクラシック音楽に乗って鮮やかに展開されていく。
クラシック音楽に詳しくない私でも知っている有名曲も多
かったが、演奏の描写に引き込まれ思わずYouTubeでチェ
ックして更に音楽への理解が深まる、という醍醐味も味わ
える心と耳に心地よい一冊。

DIVIDE
アーティスト：Ed Sheeran
おすすめ度：★★★★☆

今 アコ ー ステ ィ ッ クポ ッ プロ ッ ク で
一躍トップアーティストになったEd 
Sheeranの3番目のアルバム、Divide。3月に発表になったば
かりのこの新作は彼の曲の良さを満載した秀作。アコース
ティックギターを主体としながらポップやロック、ラップ
などの要素を取り入れて独特の世界を見せる音楽性は変わ
らず健在。Eraserのギターリフから軽快に始まり、シングルの
Castle on the Hillは気持ちのいい盛り上がりを持つ。もう一
つのシングルShape of YouもEd Sheeranの世界をさらに広
げてくれる。これまでのアルバムと比べて大きな進化がある
かというとそれほどでもないが、彼のファンとしてはうれ
しい新作。

Manchester-by-the-Sea
監督・脚本：ケネス・ロナーガン
出演：ケイシー・アフレック、ミシェ
ル・ウィリアムス、カイル・チャンド
ラー、他
おすすめ度：★★★★★

アメリカのドラマ映画。リー・チャンドラーは短気な性格で血
の気が多く、一匹狼。彼はボストンで便利屋として生計を立
てていた。兄のジョーが亡くなり、実家のマンチェスター・バ
イ・ザ・シーに帰ったリーは、自分が16歳になるジョーの息
子の後見人に選出されたことを知る。兄を失った悲しみや、
自分に甥が養育できるのかという不安に向き合うリーだ
ったが、彼はそれ以上に重い辛い問題を抱えていた。リーは、
涙も、美しかった思い出も、すべて置いてきたこの町で、ま
た歩き始める、、。なんといっても主演のケイシー・アフレッ
クの演技はお見事。ゴールデングローブ賞を始め、多くの賞
を獲得したのも納得。批評家からも絶賛された映画だ。

Hidden Figures
監督：セオドア・メルフィ
脚本：セオドア・メルフィ、アリソ
ン・シュローダー
出 演：タラジ・P・ヘンソン、ジ ャ
ネ ー ル・モネイ、オクタヴ ィ ア・
スペンサー、ケビン・コスナー他
対象鑑賞者： PG
おすすめ度：★★★★★

マーゴット・リー・シェタリーの同名ノンフィクション小説
が原作。地球周回軌道の飛行を達成した初のアメリカ人宇宙
飛行士、ジョン・グレンの功績を支えたNASAで働く3人の黒
人女性（キャサリン、ドロシー、メアリー）。彼女らが、偏見や差
別と戦いながら、いかにして科学史に残る偉業を達成した
かを描いている。アメリカ国内で有人宇宙船計画へのプレッ
シャーが強まっていた1961年、ラングレー研究所で計算手
として働いていたキャサリンは、スペース・タスク・グループ
初の黒人女性スタッフとなる。が、黒人向けのバスルームが
ないなどの劣悪な環境に苦しめられる、、。後味のいい秀作。
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【第169回】　Hybrid and so on 
　昨年の年末に、長年世話になった車を買い替えまし
た。新しい車は、Ｔ社が力を入れているハイブリッドを
備えた4ドアセダンで、燃費性能が良くブルーマウンテン
ズの峠越えに必要な登坂力も充分等、申し分の無いセ
ールストークについ食指が動き契約成立。凡そ3カ月間
約4,000kmの使用実績は期待した以上で、燃費性能も
オーストラリア製の前車と比べ格段に向上し、ガソリンス
タンドでの給油頻度も半分以下に減り温室効果ガス減
少の手応えも実感しています。車を替えて気付いた意
外な発見を一つ、日本からの親類を出迎えるためエアポ
ートに出掛けた折、数多の同類車を目の当たりに吃驚。
然も殆どが各社綯い交ぜたタクシーで、断る迄無くハイ
ブリッド車（ HV）故の占有状態と見て間違いありません。
ガソリン車と電動車を掛け合わせたHV、双方の良いと
こ取りをした「雑種強勢」を実現したと言えそうですが、
当然メカも複雑化し使用する側の熟知が不可欠に。
　交配や雑種そして混成等の総称であるハイブリッド
は、HVもほんの一例に過ぎず、紀元前から連綿と続く広
範な記録が見られ、科学技術の普及に合わせ身の回り
至る所に存在し多面的利用が進んでいます。有名な事
例の一つが「ラバ」の誕生で、雄の驢馬と雌の馬を両親と
しています。ラバの取り柄は、体が頑丈で病気に強く且
つ粗食でも良く働き、そのうえ親の馬より賢い優れも
のとして価格も数倍と高価でした。彼等の唯一の弱点
を上げるならば、交配雑種で多く見られる不妊性でし
ょう。同様な生物種の自然交配で最近問題となってい
るのが「猪豚」の存在で、6年前の巨大地震と原発事故で

住人が避難を余儀無くされた福島県各地で大量発生し、
避難解除後の生活再建に大きな障害と懸念されていま
す。猪の旺盛な食欲と攻撃性に、豚の人を恐れず並外れ
た繁殖力を兼ね備え体長1m以上とあっては、住人が我
家に戻れたとしてもとても真面に渡り合える相手では
ありません。
　全般的なハイブリッドの傾向としては、確立された方
式乃至技術の礎に革新的な着想が持ち込まれる図式で
すが、旧来の伝統が見直され新方式と共存乃至主客転
倒している逆ハイブリッドと呼べる例も僅かながら存
在します。その代表が「似顔絵」の手法で、一時主要とな
ったデジタルフォト合成技術を駆使した「モンタージュ
写真」から、容疑者を突き止める事件捜査資料としての
主役の地位を奪え返しています。似顔絵の場合、目撃者
と書き手が呼吸を合わせ容疑者の顔のここぞという特
徴を敢えて誇張して描き、写真以上に協力者の記憶に
強く働き掛ける効果とイメージの継続を生み、検挙率の
向上に寄与し似顔絵捜査員の重要性が高く評価されて
います。絵を凌いでハイブリッド化が著しいのが言語で、
年々増え続ける新日本語の殆どが各国語や専門用語の
混成です。
　話題を戻し、更にHVの特徴を取り上げてみましょう。
これまで運転中にアイドリングで消費される燃料を気に
掛けている方も多いと思います。信号待ちや渋滞で停
止中でも淀みないスタートに備えエンジンが常に稼働し、
平均的に14～15％の燃料が無駄になっているとのデー
タもあり、見逃しにできない大損失です。HVでは、通常
低速になるとエンジンが停止し電気車（ EV）モードで走
行します。従って減速後信号等で停止してもアイドリン
グストップが滑らかにでき、且つスタートもモーターで
行うので全く違和感を感じません。加えて減速時や下
り坂走行時には、車輪の回転力が二分され車の推進と
発電機の運転に利用され、発生した電気はバッテリーに
蓄えられ更なる走行の動力として再利用されます。こ
のためにギアをドライブ（ D）からエンジンブレーキ（ B）に
シフトすると、無理なく減速すると同時に発電容量が一
層上がります。安全運転に専心し、大きなを余禄を手に。

連載コラム
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第75回　バニラ・パンナコッタ

試してみよう　マクロビオティックの健康レシピ
食べ物を変えると、体も心も変わる 池田恵子

soramame

マクロビオティックって？
マドンナやハリウッドスターたちが実践している食事法と

いうことで有名になったマクロビオティック。実はこれ、大

正時代に日本で発祥した「食養法」「正食法」のことです。

穀物を中心とした菜食をする、食物を丸ごと食べる、住ん

でる土地で採れたものを食べる、動物性の食を避ける、白

い砂糖を避ける、そうしているうちに自然と心も体も健

康になる。そんなシンプルで簡単な方法です。

気軽にできるマクロビオティックのヒントがいっぱい。

詳しくはウェブサイトをご覧ください。

→　www.soramame.com.au

　長い間雨が続いて気温が下がり、すっかり季節が
変わったのを実感しますね♪
　パンナコッタといえば、ミルクやクリームをゼラチン
を使ったイタリアンデザート。つるん、プルプルとした
食感が魅力的ですが、カロリーも高め。そこで、乳製品
や動物由来のゼラチン、砂糖を使わずに、ヘルシーでお
腹にも優しいパンナコッタを作ってみませんか？
　バニラビーンズがなければ、エッセンスでも代用で
きます。

◎バニラ・パンナコッタ

【材料】8〜9個分
A ソイミルク　300ml
 ライスミルク　600ml
 葛　小さじ4.5
 粉寒天（アガアガ）　小さじ1.5
 アガベネクター　75ml
 シーソルト　小さじ1/8
 バニラビーンズ　小さじ1/2
B 季節のフルーツ　飾り用

【作り方】
①鍋に葛を入れ、少量のソイミルクを加えて混ぜ、溶

かす
②①の鍋にAの残りの材料を入れて火にかけ、やさし

く混ぜながら煮て沸騰したら弱火にして2、3分煮る
③火を止めて器に入れ、あら熱が取れたら冷蔵庫で

冷やし、食べる時に季節のフルーツを添える



JCS News April 201720

主任弁護士 林由紀夫（H & H Lawyers）

125

仏教語からできた
日本語
その136

渡部重信
hbma@optusnet.com.au
浄土真宗本願寺派［西本願寺］
オーストラリア開教事務所長

連載コラム

Q：職場で、パワーハラスメントに遭っています。私は仕
事の要領があまりよくないというのは自分でも認め
ます。でも、これについて延々と嫌味な指導を受けた
り、「仕事のできない人」などと陰口を言われ、精神的
に参っています。最近は同僚たちに無視されることも
多くなり、会社の月例ミーティングに呼ばれないこと
もありました。この間は上司から「そんなに仕事が嫌
なら、もう辞めたほうがいいんじゃないの？」と言わ
れました。これは私に対するいじめだと思います。こ
のようないじめに対して、どういった法的な対応が取
れるのでしょうか？
A：職場でのいじめに対しては、幾つかの法的対処が
考えられます。まず、Fair Work Act（労働法）を見てみ
ましょう（ Part 6-4B）。職場であろうとどこであろう
と、「いじめ」はしてはいけない、というのは当然のこ
とです。しかし、会社という組織の中では、上司が部
下に対して、仕事上の失敗について怒ったり、仕事の
やりかたについて指導を行ったりすることもあるで
しょう。どこまでが「上司から部下に対する妥当な指
導」で、どこからが「上司の部下に対するいじめ」にな
るのかという点については、判断が難しいことがあり
ます。陰口、無視、仲間外れは、いじめ行為として考え
られるでしょう（ Amie Mac v Bank of QLD [2015]等）。
では、「延々と嫌味な指導」はどうでしょう？この点重
要なのは、相談者自身が嫌だと感じたか否かではな
く、客観的に見てその指導が「妥当な範囲」を逸脱して
いたかどうか、という点です（ Comcare v Martinez #2 
[2013]）。会社がハンドブック等で指導の方法や手続
きを定めている場合は、それに従っているか否かも問
題になるでしょう。正しい手続きを踏まない辞職勧告
は「妥当な指導」とは言えません（ Swaran Lata Kumar 
and Macquarie Partnership Lawyers [2005]）。こうし
た辞職勧告は、いじめに該当するでしょう。
　いじめがあった場合、Fair Work Actに基づき、被
害者はFair Work Commissionという機関に訴え、職
場でのいじめ行為を禁じる命令を求めることがで
きます（789FF条）。ここで明確にしておきたいのは、
Commissionができるのはいじめ禁止命令を出すまで
で、賠償金の支払いを命じる権限は持たないという点
です。
　労災や、いじめを看過した雇用者の過失責任を問う
場合には、あなたがいじめの結果、精神疾患をわずら
った（精神的な損害を被った）ということを、医師の診
断書等により証明する必要があります。単に「精神的
に参ってしまう」ということだけでは、賠償を請求で
きる実質的な損害とは見做されません。

利益（りやく）
　人間は絶えず自分の利益を求めて生きています。私
たちの生きる現実社会はそこに生きるすべての人達
が、それぞれ生きていくため、お金を儲けるために利
潤追求の活動を行っています。共産・社会主義は理想
こそ素晴らしかったものの結果として一部の富裕層
と、より広い貧困層を生み出し、結局はそれぞれの人
間が利益を追求する資本主義が私たちの本質的な性
質に合っている社会構造であったことが証明されま
した。
　一方で、宗教においても、人の祈りに応じて利益を
もたらしてくれるのが、「良い宗教」であると考える人
がいるようです。人の祈りにも、集団における共同祈
願と個別的な祈りがあると言われ、例えば、雨乞い、日
乞い、疫病送りとか、息災延命、家内安全、商売繁盛等、
多種多様の祈りがあります。人は、現実の生活苦から
解放されることを求めて祈り続け、その恵みとして与
えられた恩恵のことを「ご利益(りやく)」と言っていま
す。
しかし、仏教でいう利益(りやく)という言葉には、自利
利他、つまり自分が利益を得るということだけでなく、
他の人を利する、益するという意味合いも含まれ、他
者に恵みを与えるということがなければなりません。
それが仏になろうと努力している菩薩の精神であり、
菩薩道の実践なのです。
　仏の教えによって得られる利益(りやく)の特徴は、
それが金銭的、物質的な利益ではないことであり、自
らの存在感に自発的に目覚めて生きる、自覚者として
誕生できるというところにあります。お釈迦様は、そ
の誕生の際に、七歩歩まれて右手で天を左手で地面を
指差し、「天上天下唯我独尊」とおっしゃられたと伝え
られています。それは、世の中で自分が最も偉いとい
うことを宣言したのでは無く、自らの命の尊厳性に最
も深く目覚めたその喜びを言い表したものであると
解釈しています。
　お釈迦様の教えに出遇い、教えに導かれ育てられる
時、我たちもまた自らの命の尊さに目覚めて生きる者
の一人となれるのです。お釈迦様の教えに出遇うこと
により頂く最も深い意味での利益(りやく)は、一人ひ
とりが、仏様からの願いに呼び覚まされて、最も尊い
ものとして自らの命を精一杯生きることができると
いう、言わば自分自身の獲得であると思っています。
それに気付かされる時、自らが人々を利益して、とも
に生きるという、真の共生の世界が実現出来るのでは
と信じています。　合掌
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連載コラム

暮らしの医療
ドクター・鳥居／Northbridge Family Clinic

　扁桃腺の摘出術は小児の手術で最もよく行われる
手術の中のひとつです。アデノイドも同時に摘出され
ることもよくあります。比較的安全で技術的にも簡
単な手術ですが、術後1週間から10日はかなりの痛
みを伴います。

扁桃腺とアデノイドの役目
　粘膜関連リンパ組織（呼吸器, 消化器や泌尿系のよ
うな湿った粘膜でみられる結節性集合体よりなるリ
ンパ織）（Mucosa-associated lymphoid tissue、MALT）
という免疫システムに属し、食べたり、吸入した抗原
に対し身体を感昨させる役目があります。つまり、身
体に入ってきた菌に対して抗体を作る役目です。
　この免疫活動は3歳から10歳までが一番活発で、
成長とともに扁桃腺もアデノイドも徐々に退縮して
いきます。
　扁桃腺とアデノイドを摘出することによって身体
の免疫機能が落ちることはないようです。舌の奥の
部分と咽頭にもリンパ組織があり、その機能を補うか
らと思われています。

扁桃摘出の適応症
　扁桃腺を摘出するための医学的理由は4つありま
す。

①閉塞性睡眠時無呼吸（Obstructive sleep apnoea）
これは、睡眠中に呼吸が一時的に止まり、血液中の酸
素濃度を下げる現象です。扁桃腺の大きさとこの症
状の重症度とは必ずしも強い関連はありません。10
歳以下の小児の10％は鼾をかきますが、無呼吸症の
発症率は2～3％です。つまり、鼾をかくすべての小
児に無呼吸症がおこっているわけではありません。
　無呼吸症がおこっている場合は次のような症状が
おこります。
＊やすらかでない眠り、夜間の発汗症、夜間の頻繁な

目覚め、歯ぎしり、夜尿症など
＊また昼間には行動障害、異常な眠気、注意欠陥、多

動、場合によっては鬱や不安症になることもあり
ます。

　もし、睡眠時無呼吸がおこっているかを的確に症
状からだけでは判断できない場合は睡眠ポリグラフ

（睡眠に関連した複数の生理学的因子を計測した睡
眠検査、酸素飽和度、心電図、空気流量、呼吸性努力、

扁桃腺摘出の適応症

四肢の動き、眼・顎の筋の動き、脳の電気的活動を含
む）をする必要があります。

②再発性の急性扁桃炎
　 扁桃腺摘出の指針は子供が1年間で7回以上、2年
連続で年5回以上、3年連続で年3回以上 急性扁桃炎
を繰り返しておこすようでしたら手術が薦められま
す。大人に関しての明らかな指針はありません。急性
扁桃炎とは発熱し、喉の痛みがおこり、扁桃腺にあき
らかに炎症が認められる場合（扁桃腺が肥大し、表面
に膿があるような場合）で、風邪からくる咽頭炎とは
ちがいます。

③扁桃腺周囲膿瘍（Peritonsillar abscess）
　扁桃腺のまわりに膿が溜まる疾患ですが、ほとん
どの場合は切開して排膿することと抗生物質で治ま
ります。もし、再発すれば扁桃腺の摘出が薦められま
す。

④癌の疑い
　特に小児では扁桃腺の癌がおこることはまれです
が、もし見た目が通常の扁桃炎とちがったり、急速に
片方の扁桃腺が大きくなったり、首の周りのリンパ節
が腫れたりし、癌が疑われる場合。

扁桃腺摘出術
　オーストラリアでは全身麻酔で行われる手術です。
比較的技術的には簡単な手術で約20分で終わります。
ほとんどの場合は一晩の入院ですみます。ただし、術
後1週間から10日はかなりの痛みがありますので充
分な痛み止めが必要です。また、脱水気味になると痛
みが増す傾向がありますので、充分に水分を摂るよ
うに注意しなければなりません。

扁桃腺摘出の合併症
　最もよくおこる合併症（0.6～10％）は出血です。ほ
とんどの場合は少量で止まりますが、酷ければ最寄
りの緊急病棟へ行かなければなりません。その他に
は術中におこる歯、唇、口などへの損傷や全身麻酔に
関するリスクなどですがこれらの問題はまれです。
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今月の喜怒哀楽 ＜哀＞→＜楽＞
父親の入院で日本に帰国中です。

自分が年を取るということは、親はもっと年を取っているということで、	

これから、どこでどういう風に暮らしていくのか、じっくりと考える時間が

できました。

結論はまだ出ていませんが、これだけは言える。生きてるだけで丸儲け！

（ぴか）

▼ある時かかりつけのGPに「親父は直腸癌で死んだ」ということを伝えてしまったため、
直腸の内視鏡検査を受ける羽目になってしまった。全裸で後ろ丸出しのかっぽう着の様

な紙のガウンを羽織らされ、横向きになって寝かされ、手の甲に麻酔の注射を打たれたと思った瞬間、意
識がなくなった。肛門の激痛で目が覚めると看護師から「もう終わりましたよ」と告げられた。すると担当
医が飛んできて目の前で人差し指と親指を小さく丸めて見せながら、「お前の肛門はこれ位の大きさしか
なく、俺の指も入らなかったから器具を使ってこじ開けなければならなかった」と言った。私はすかさず、
「俺はそんなにケツの穴の小さな人間じゃない!	＝	I	am	a	man	of	a	big	anus!」と叫んだ。すると医者は看護
師に向かって「He	hasn’ t	come	out	completely	yet	=	こいつはまだ麻酔から完全に醒め切っていない」と
言った。（Forest）

JCS傘下グループ・団体 代表・担当者 携帯電話 Email
親睦の会 林 さゆり 0412-019-878 shayashi@global-promotions.com.au
コミュニティーネット Lincoln 瑞枝 0449-581-683 mizue44@hotmail.com
シドニーソーラン踊り隊 水越有史郎 0412-283-393 miz@jams.tv
ソフトボール部 加藤 雅彦 0402-011-198 ckato@nmpa.com.au
レインボープロジェクト 平野 由紀子 0414-758-295 yukikosal@yahoo.co.jp
編集委員会 渡部 重信 0412-396-014 hbma@optusnet.com.au

シドニー日本クラブ2015/16＆2016/17年度役員一覧

 役　職 氏　名 担当／専門委員会 携帯電話 E-mail
名誉会長 竹若 敬三 在シドニー日本国総領事 - -
相談役 Chalker 和子  0404-043-393 kazukoch9@gmail.com
相談役 水野 亮三  0422-853-456 roymizuno@hotmail.com
会　長 水越 有史郎 教育支援委員会代表 0412-283-393 miz@jams.tv
副会長 渡部 重信 事務局・編集委員会編集長 0412-396-014 hbma@optusnet.com.au
副会長 平野 由紀子 行事・レインボープロジェクト 0414-758-295 yukikosal@yahoo.co.jp
理　事 多田 将祐 行事 0404-187-579 kenerit@gmail.com
理　事 川上 正和 行事 0433-655-616 makka@k2-inter.com
理　事 Joannesえみ 行事 0434-002-432 ejoannes@optusnet.com.au
専門理事 林 さゆり 親睦の会会長 0412-019-878 shayashi@global-promotions.com.au
専門理事 Fraser 悦子 コミュニティーネット 0408-643-420 etsuko@mediaetsuko.com
専門理事 Costello 久恵 City校代表 0407-461-618 jcs.daihyo@hotmail.com
専門理事 Kujundzija 里美 Dundas校代表 0411-734-819 jcs-jpschdundas@live.com
専門理事 水越 有史郎 Edgecliff校代表（兼任） 0412-283-393 jcs.edgecliff@gmail.com
事務局長 藤田 結花 会計・事務局 0420-692-559 account@japanclubofsydney.org
監　事 岩佐 いずみ 会計監査 0431-023-148 izuminsydney@gmail.com
監　事 Richter 幸子 会計監査 0414-667-438 richjms5@bigpond.com

編集後記

編集後記 役員一覧
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NBCA PTY LTD
Suite 602, Level 6, 309 Pitt Street, Sydney 2000
Phone: (02) 8068-5363
担当：人材（加藤）、ビザ（山口）、留学（山口）

Email: info@nbca.com.au　www.nbca.com.au
ビザ申請及び人材紹介費用につきましては、JCS会員

のみ通常の料金から10％の割引にさせて頂きます。留

学につきましては、JCS会員のみ通常料金から特別割

引させて頂きます。（学校によりこのサービスの対象

にならないものもございます。）

JTTディスカウント日本食販売
Phone: (02) 9317-2500
Fax: (02) 9669-1988
Email: info@jtt.com.au　www.jtt.com.au

お申し込みの際に「 JCS会員」と明記ください。会員の

方は5％割引きとさせて頂きます。

$200以上のお買い物の場合は無料配達サービスを行

っています。（※配送可能地区、曜日はホームページま

たはお電話にてご確認ください。）

甘利鳥居会計事務所
Suite 1003 Level 10, 84 Pitt Street, Sydney 2000
Phone：（02）9223-7448
E-mail：info@taxjp.com.au
新規顧客に特典

JCS会員の皆様のタックス・リターンの申請・作成に当

たり、料金から15ドルを割引いたします。お支払いの

際にこのクーポンをご提示下さい。

同時にお二人以上で申請される場合にも、1枚で全員

に適用できます。

そらまめ
Email: classes@soramame.com.au
www.soramame.com.au
Mobile：0402-961-907
そらまめは、マクロビオティックのクッキングクラス
や個人の献立プラン、コンサルテーションも承ります。
JCS会員の方には、クッキングクラスとコンサルテーシ
ョンの費用から1名様$10割引をいたしますので、お
申込みの際にお知らせください。お申込み、お問合せ
はウェブサイト、またはEmailでお気軽に♪

Rumiko's Creation ROCOMI Beauty Circle
Mobile：0402-178-519
お肌の大敵、乾燥や紫外線…みなさん、毎日のスキンケ

アどうしていますか？

きれいで健康なお肌は、健やかな毎日の“ビタミン美”…

和漢植物エキス配合の薬用化粧品をぜひお試し下さい。

店頭では手に入らない日本からの直輸入品です。

★JCS会員特典：初回ご購入の際に、ご購入合計金額

より5％割引。さらに洗顔時の必需品、ソープネットを

プレゼント！お気軽にご連絡下さい。

プラネットヘア（日本人美容室）
Level 2, 61 Market Street, Sydney 2000
Phone: (02) 9267-4881
JCS会員の方は平日15％Off、土日は10%Offになります。

また、平日2時までに2人以上でご来店の場合20%Off
（カットは15％Off）
日本の器具、商品を使用していますので、安心してご来

店ください。特に白髪染めは植物100％のヘナを使用し、

パーマは髪のコシがない方には十仁パーマをお勧めし

ます。詳しくはwww.planethair.com.au/jp/を見てください。

ほんだらけ フル・オブ・ブックス
Level 2, 39 Liverpool St, Sydney 2000
Phone: 02-9261-5225  Email: hondarake@gmail.com
Website: http://fullofbooks.com.au
13,000冊の日本のコミックと、日本から毎週届く最新雑
誌各種が読み放題！息抜きに、お待ち合わせまでの空き
時間に、お子様の日本語のお勉強にも…。

シティの真ん中の癒し空間、ほんだらけマンガ喫茶スペ
ース「 FOBラウンジ」を是非ご利用ください！こちらの
JCSクーポンをご持参いただくと、30分無料でご利用い
ただけます。（1枚に付き大人1名＋子供2名まで利用可）

会員特典

エーブルネット
Suite 30, Level 17, 327 Pitt Street, Sydney 2000
Phone: 02-9264-9601
Email: info3@able.net.au  WEB:able.net.au
①SIMだけ$9プラン（スマホ持ち込みの方におススメ）
国内通話は最安の$0.17/30と、$10で約30分間通話可
能。しかもSMS50回/毎月無料、データ500MB付。
②アンリミテッド$39プラン（国内通話が多い方におススメ）
国内通話/SMSは無制限、データ500MB付。データ容
量だけ増やし、毎月自分に合ったプランにアレンジ可能。
特典：7カ月以上の契約でデータ申請手数料$15無料

ケイナインリトリート by クラウドキャッチャー
276 Deepfields Road, Catherine Field NSW 2557
Phone: (02) 9606-5486
Email: sydney.ccatchers@gmail.com
シティからもノースからも1時間以内で行ける豪華な
ペットホテル。空調完備、素晴らしいエクササイズヤード、
日本人のスタッフがいます。JCSの会員には、3泊以上
の場合、1泊分の割引。デイケアもOK。
滞在中に、トレーニングもできます。メールは日本語で
の対応可能。お電話番号をいただければこちらから日
本語で折り返します。

Noriko’s Hair Salon
Shop 6, Level 1, 25-31 Florence Street, Hornsby 2077
Phone: (02) 8924-5189
http://norikohairsalon.wix.com/hornsby

JCS会員の方のみ、初回全サービスを通常料金より 
10％OFFとさせていただきます。
お支払いの際は「 JCSだより」掲載のこの会員特典を
ご提示ください。
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原稿は毎月15日迄に、編集長の渡部重信（Email: hbma@optusnet.com.au）
または、JCS事務局宛にEmailか郵送にてお送りください。

JCSだより原稿送付先

次号5月号は、5月1日発行です。
原稿の締切は、4月15日です。

「 JCSだより」では皆様からの広告を募集しています。本誌は会員に直接送付されますので、格安な料金で浸透力のある広
告効果が得られます。お申し込みの際は、上記のサイズ・期間・料金を明記の上、掲載する完全な広告原稿（サイズを守り、読
みやすくはっきりと仕上がったアートワーク）を、小切手（宛名は、Japan Club of Sydney）と共に事務局宛（ PO Box 1690, 
Chatswood NSW 2057）お送りください。全額前払いをお願いしています。締切は毎月15日必着です。
※折り込みチラシは、A4サイズ以内で印刷されたものを、部数分ご用意ください。（現在の部数は約400部です）
※広告内容が本誌に相応しくないと判断した場合、掲載をお断りすることがあります。ご了承ください。
※JCSでは本誌掲載の広告内容に関しては一切責任を負いかねますので、その旨ご了承ください。

●ＪＣＳだより広告申込書●

広告スペース □１ページ □１／２ □１／３ □１／６ □折り込みチラシ

料　金 ＄　　　　　　　（＄　　　　×　　　回）

期　間 □20　　年　　　月号のみ □20　　年　　　月号 〜 20　　年　　　月号まで　　　回

会社名  _______________________________________ . 担当者 _________________________ .

住　所  _________________________________________________________________________ .

電　話  ___________________ . FAX _________________ . Email _________________________ .

JCSだより2017年4月号通巻第385号
www.japanclubofsydney.org

①入会申込書に、入会金 $33 と年会費 $70（＋発送費 $10）の合計金額の小切手かマネーオーダーを添えて、事務局までご送付

下さい。現金は受け付けておりません。海外会員・法人会員の場合は入会金なし、年会費 $110（GST 含む）です。

②ボランティアによる運営のため、事務処理に多少時間がかかる場合があります。会報「JCS だより」（月刊）の送付まで最高 2 ヵ
月を目処として下さい。

③住所・家族構成に変更があった場合は、会報送付の宛名用紙の「登録事項変更届」に記入のうえ、事務局までお送り下さい。

④入会金・年会費は変更される場合があります。

If you want to join the JCS, please fill in the application form and send it with an appropriate cheque to: Japan Club of Sydney PO 
Box 1690, Chatswood NSW 2057.  If you have any queries, please call on 0421-776-052.
(1)Please fill out the form & send it to the address above with a cheque or money order for the joining fee $33, the annual 

membership fee $70 plus Postage $10, total $113 (inc.GST).  DO NOT send cash.  For overseas members or corporate 
members there is no joining fee but the annual membership fee is $110.00 (inc.GST). 

(2)The Club is run by volunteers, who will process your application.  Please note that it could take up to 2 months before you 
receive our monthly newsletter for the first time.

(3)Should there be any change in your address etc, please let us know without delay c/- the above address.
(4)Please note that both the admission fee & the annual fee of the Club are subject to change without prior notice.

入会をご希望の方は入会申込書に必要事項を記入のうえ、入会金と年会費を添え
てJCS事務局までご返送ください。入会申込書はサイトからダウンロードできます。

入会案内

JCS事務局連絡先
本誌やJCSに関するお問い合わせは、Japan Club of Sydney Inc.
PO Box 1690, Chatswood NSW 2057、電話：0421-776-052（9時〜18時）
Email：jcs@japanclubofsydney.org（渡部重信）まで。

広告締切は毎月15日です。広告（完全版下）と小切手（前払い）

を、PO Box 1690, Chatswood NSW 2057までお送りください。
JCSだより広告案内と申込書

広告スペース 広告サイズ 料金 会員割引料金 会員割引料金 会員割引料金
  （1回のみ） （1回のみ） （6〜11ヵ月） （12カ月以上）

１ページ 横17cm×縦25.5cm ＄220.00 ＄176.00 ＄154.00（月額） ＄132.00（月額）

１／２ページ 横17cm×縦12.5cm ＄132.00 ＄  99.00 ＄  88.00（月額） ＄  77.00（月額）

１／３ページ 横17cm×縦8.2cm ＄  99.00 ＄  77.00 ＄  66.00（月額） ＄  55.00（月額）

１／６ページ 横8.2cm×縦8.2cm ＄  55.00 ＄  44.00 ＄  38.50（月額） ＄  33.00（月額）

折り込みチラシ Ａ４サイズ以内 ＄440.00 ＄330.00 ※非会員の継続掲載にも、継続掲載割引あり。


