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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。

鯉の品評会（ Koi–Pet & Garden show）開催
お知らせ
JCS七夕フェイトは7月8日に開催	 ③
コミュニティーネット「シニアのおしゃべりサロン」	 ⑤
［告知板］さくら合唱団員募集／［告知板］ホームステイ受け入れ家庭募集	 ⑬
［イベント案内］第7回東日本大震災チャリティーイベント開催	 ⑫
［お知らせ］MOSAIC日本語カルチャー教室	 ⑬
［クラブライフ］ソフトボール部「秋季ソフトボール大会」に参加	 ②

活動報告
親睦の会だより「4月例会『幼い子供達の演技に喝采！』報告と5月例会の案内」	 ⑥
［クラブライフ］シドニーソーラン踊り隊	 ⑦

日本語学校
JCS日本語学校の活動報告　シティ校⑧／ダンダス校⑨／エッジクリフ校⑩
JCS教育支援委員会より「日本語学校合同教員研修会の報告①」	 ⑪

コラム
昭和のスターたち◉大原麗子	 ⑦
外食日記◉Osaka	Bar	 ⑦
スポーツ天国◉コモンウェルス大会	⑫
江戸めがね◉書けない話	 ⑭
私、ハマってます！	 ⑬
翔け！マイグラント	 ⑯
声と、笑顔と、音楽と	 ⑰
科学の小箱◉G-LINEの重大使命	 ⑱
健康レシピ◉雑穀のハンバーグ	 ⑲
仏教語からできた日本語◉下品	 ⑳
法律Q&A	 ⑳
暮らしの医療◉子宮頸がん検査	 ㉑

アートシーン
［映画］Mal	De	Pierres	 ⑮
［書籍］笑ったらシェア	 ⑮
［音楽］The	Afterlove	 ⑮
［鑑賞］地味にスゴイ!校閲ガール	 ⑮

表紙の絵	 ②
理事会から	 ④
編集後記	 ㉒

今月の喜怒哀楽	 ㉒
編集から	 ②
読者から	 ②

役員一覧	 ㉒
会員特典	 ㉓
入会・広告案内	 ㉔
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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。

５月

６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

子どもの日（6日）

授業参観（17日）
七夕（24日）

理事会（3日）
本誌発行（1日）

理事会（7日）
本誌発行（5日）

シニアのおしゃべり
サロン（24日）

シニアのおしゃべり
サロン（28日）

例会（13日）絵画展
と長唄・三味線演奏

例会（10日）

母の日（6日）
TC会議（13日）
スピコン会議（20日）
授業参観（3日）
父の日（17日）
七夕（24日）

TC会議、母の日（6日）
古本市（20日）

校内発表会兼参観日
（10・17日）
七夕（24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
日本の国花の一つでもある菊の花ですが、お墓参りやお葬式で見る悲しい花のイメージ
があり、私は余り好きではありませんでした。でもオーストラリアに来てビックリ！「母の
日」に大きな菊の花を皆さんプレゼントされています！大輪の菊の花は、ゴージャスで、小
さいボンボン菊はとても可愛い花！今は大好きになりました。今日は皆さんに未だ、発表
されていないであろう、高浜虚子の俳句をプレゼントします。「その島は	まだ問わねども	
花の人」	文通のあった私の祖父に送られた俳句です。Happy	Mothers	Day!（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。

【おわび】 先月号の表紙の説明文が3月号のままになっていました。正しい文章は本誌電子版を参照ください。

秋季ソフトボール大会は5月7日（土）開催
　毎年恒例のシドニー日本人会主催、秋季ソフトボー
ル大会にJCSのソフトボール部「 JCSソフトボローズ」が
出場します。
　これまで、優勝や準優勝しているJCSソフトボロー
ズは、昨年11月に行なわれた春季ソフトボール大会
では3位と、常に上位入賞を果たしています。
　今年の秋季ソフトボール大会では、ぜひ優勝目指し
て熱戦を繰り広げてもらいたいです。ぜひ、会員の皆
さんも応援に駆けつけてください。
［秋季ソフトボール大会］

日時：5月8日（日）開会式8:30（雨天は15日（日）に延期）

場所：William Cowan Oval (St. Ives)
　JCSソフトボローズは入賞常連チームとなり、JCSの
知名度アップに貢献しています。選手はこれまで優
勝や準優勝、3位入賞と素晴らしい結果を残し続け、
JCSチームのために全力で戦っています。選手も常時
募集していますので、JCSの会員、会員のご主人など
興味がある方がいらっしゃいましたら、是非お声掛
けいただけたら幸いです。
　参加ご希望の方は、部長の加藤雅彦（携帯：0402-
011-198または、Email：ckato@nmpa.com.au）までご
連絡ください。



JCSだより2017年5月号 3

イベント案内

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、ソーセージシズル
やたこ焼きをはじめ、各種食べ物屋

台や小物の販売のほか、紙芝居や綱引き・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。
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
　　（ 駐車場入口はKilleen Streetから）

●会場送迎バス
　Chatswoodを10時出発。会場到着後、Auburn駅から
も送迎します。帰りは会場を3時出発です。

●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。
お申込・お問い合わせ：
JCS事務局　jcs@japanclubofsydney.org
または、0421-776-052 まで。
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理事会

1．クリーンアップ・オーストラリア報告
　3月5日(日)のクリーンアップに日本人会を中心に
135人が参加。JCSからは大人8人、子供3人の計11人
が参加。朝9時集合後、開会式。その時公園横を通り
かかったクリーンアップ・オーストラリアの創始者イ
アン・キアナン氏が挨拶されるという嬉しいハプニン
グがあった。一緒に全体写真を撮った後約2時間清掃。
その後、BBQで交流を深める。

2．3.11東日本大震災復興支援6周年イベント
　多くの方々の協力を得て、成功裏に終えることが
できた。会場には常時100名以上の入場者がいて、大
規模ではなかったがとても盛り上がりのあるイベン
トだった。
　ダルマ、陶芸品、等の郷土工芸品の展示販売。玩具コ
ーナー等の常設のスペースと、ステージに別れ、ステ
ージでは、スピーチ、朗読発表、ビデオ上映、等が行わ
れ多くの参加者が見入っていた。
　今後は追悼する方向から、被災地域の皆さんの直
接的な支援を行っていくという方向に向かっている。

3．JCSフェイトについて
◉7月8日11am～＠オーバンピクニックエリア
◉理事は10時集合
　バス貸切チャーター（会と親睦の会で費用の600
ドルを折半）出店料改定、食べ物関係は$150(会員
$100)それ以外は$60(同$40)。JCSはソーセージシズ
ル、たこ焼き、飲み物の販売－最終確認は来月の理事
会で。身障者の団体が参加を希望。トイレの状況など
を報告し、それでも大丈夫な方たちに是非参加して
もらうよう勧める。最終的に何人くらいが参加され
るのかを聞いておき、駐車場を確保する。
　毎年、七夕の日が確保できないということで、名称
から「七夕」を取る。

4．日本語学校報告
City校：10クラス、生徒数159名、120家族
　3月4日に総会を無事に終了した。11日は、授業終
了後にスピコン実行委員会を開催し、今年の開催形態、
題目を決定した。18日に、阿部先生に講師をお願いし
第3回合同教員研修会を開催、36名の教員が参加。25
日は、雨天で順延だった避難訓練とロックダウンを行
った。4月1日は、現地校に向けてのファンドレイジン
グを行った。保護者の協力もあり大成功に終わった。
午後は、初の教員と委員と懇談会を行い普段なかな
かゆっくり話ができない内容を話すことができとて
も有意義な時間となった。2学期からは、新しい委員

1名が加わり新体制がスタートする。Education GSuit
の登録完了。今後のメールアドレスは「＠jcs.org.au」で
対応していく。CLSのグラント入力がほぼ完了。該当者
130名中、127名が受領予定。
Dundas校：10クラス、生徒数111名、82家族
　避難訓練とロックダウンを行った。新入生、編入生
のこいのぼりの手形取りを行い、2学期初日にお披露
目をする。全クラスのクラス保護者会を行った。CLSの
グラントは、対象生徒99人のうち95人が70％以上の
出席を確保した。次期役員が決定し、2学期より引継
ぎを開始する。ミニスターズアワードの自薦はなく、先
生方からの推薦でジュニアの部門が決定済み。シニア
は該当なし。教科書の配布を行った。2学期は、休学4
名、退学者5名、編入2名を予定している。入学希望者
がまだ何人かいるので、スクールホリデー中に連絡を
取り、体験入学を予定する。
Edgecriff校：2クラス、生徒数30名、28家族
　新年度の1学期も4月1日で終わり、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。小学部のたけのこ組は、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だ。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た。
CLSのグラントは、対象生徒19人のうち昨年同様16
人が70％以上の出席を確保した。

5．JCS役員選挙
　「 JCSだより」6月号に告知、選挙用紙を同封し6月
末投票〆切、回収。ダウンロード会員に選挙用紙類を
郵送。7月理事会開会前の6時から開票作業。7月末ま
でに理事を確定し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。
　選挙管理委員会はフレイザー悦子理事と、コステロ
久恵理事。立会人は、水越会長、渡部副会長、藤田事務
局長。ダンダス校では新代表が選出されているので名
前の変更。

6．その他
①9月9日のウィロビーの日本祭りに向けて、販売用
浴衣を補充しておく。（担当和子さん）
②JCSの銀行口座情報を、入会用紙に記載しておく。
③世帯数　JCS115世帯、日本語学校230世帯（ City校
120、Dundas校82、Edgecliff校28）、総計345世帯
※来月の理事会
　5月3日(水)午後7時よりDaugherty Centreにて

日時： 4月5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、平野由紀子、藤田結花、Fraser悦子、Costello久恵、

Joannesえみ、Kujundzija里美、川上正和、渡部重信
欠席： Chalker和子、林さゆり、多田将祐、Teng円香 （以上敬称略、順不同）

４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、5月24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：5月24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：＄15（和食弁当、お茶菓子含む）

活動内容：歌、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シドニー日本クラブの会員でしたら入会

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5月例会のご案内】

芸術の秋！歌舞伎！絵画展と長唄・三味線演奏
　お弁当をご注文の方は、出欠の連絡時に個数をお
知らせください。お持ち帰り用は、昼食と同じ中身で
すが、手さげ袋をご用意しますので、お伝えください。
■服装：日本らしい装い
　先日、国際交流基金で個展を開かれたJCS親睦の会
会員の小畔節子さんが、歌舞伎、花魁（おいらん）、芸
者等、数々の作品を5月例会で展示してくださいます。
伝統的な日本の美を描きながら感じたこと等も伺い
ます。また、それらの絵画に因んだ歌舞伎の曲の解説
を交えて、長唄そして三味線の演奏を、柏 伊三寿美
師匠（本名：林さゆり）が演奏してくださいます。芸術
の秋を存分に味わって頂きたく、ミニ稽古など様々
な趣向を凝らしますので楽しみにお越し下さい。

【お知らせ】
■DVD・古本市が人気好評です。4月例会時に秋山喜
美代さん、堆津さおりさん、ヤング京子さん（五十音
順）より書籍とDVDの寄贈がありました。月例会で販
売し、収益金は親睦の会の運営に有り難く使わせて
いただきます。ご協力誠にありがとうございました。
■6月例会は、6月10日（土）です。
■風邪が流行っているようですので、どうぞお気を
付けてご自愛ください。

（左）歌舞伎、道行初音旅（義経千本桜）より「静御前」。（右）柏 伊三寿美師匠

会場が一つになった楽しい時間を子供達と過ごせ、非常に嬉しく思いました。今後益々のご健勝とご活躍をお
祈りしています。野元理香先生には、ご協力頂き大変ありがとうございました。

4月 例 会 で は、シドニ ー・
チアリーディングチーム、
スプリングスの2歳から10
歳 ま で の 可 愛 ら し い パ
フ ォ ー マ ー に 演 技 を 披
露 し て 頂 き ま し た。「元
気！」「勇 気！」「笑 顔！」
と大きな声で呼びかけら
れ、沢山の「元気、勇気、笑
顔」を受け取って若返ら
せて頂きました。

パフォーマンス後の懇親
座談会では、日本語を勉
強中の子供達でしたが、
お ば あ ち ゃ ん や お じ い
ちゃん達の昔話を聞いて
感激したり、会話も弾ん
で和やかな笑い声が飛び
交いました。

■日時：2017年5月13日（土）正午〜午後2時40分
■会場：The Dougherty Community Centre
　7 Victor Street, Chatswood
　5月9日（火）迄に、地区幹事までご連絡をお願いし
ます。欠席の場合もご連絡下さいますよう、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
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今月は久し振りのイベントで踊ります
　4月はイベントがなく、またスクールホリデー期間でもあり、練習も少ないという久し振りの
休息の時間を過ごしました。たまにはゆっくり休んで、次のイベントに備えるのも良いですね。
　さて、今月は、Buddha's Birthday Multicultual Festivalと、Children's Festival、2016 Koi Pet 
and Garden Showのイベントで踊ります。毎年恒例のイベントです。ぜひ、応援にきてください。
①Buddha's Birthday Multicultual Festival　日時：5月8日（日）12:00　場所：Darling Harbour
②Children's Festival　日時：5月13日（土）　場所：First Fleet Park, Circular Quay
②2016 Koi Pet and Garden Show　日時：5月15日（日）12:50〜13:10　場所：Fairfield
　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

⑮

連載コラム

大原麗子
サントリーレッドのコマーシャルで、着物姿でほっぺ
たを少し膨らませ、お馴染みのかすれるような甘い
声で「すこし愛して、なが〜く愛して」というセリフが
まだ耳に残っている女優、大原麗子。高倉健、千葉真
一、梅宮辰夫等日本映画界の大御所と共演し確固た
る女優の地位を築き上げ、演技力を買われ多くの大
河ドラマに出演したり、寅さんシリーズでもマドンナ
役を二度務めたりする等、数多くの映画、テレビドラマ
に出演しました。それらの作品を通じ、「しっとりし
た日本的美人像」を確立しましたが、この昭和の大女
優の晩年は寂しかったようで、死後3日経って発見さ
れたという所謂「孤独死」だったと聞き驚いたもので
した。携帯に手を伸ばしあと1.5メートルというとこ
ろで息絶えていたということで、もしこの時電話を
かけることができていれば…、と62歳という早逝を
惜しんだことでした。　（麗ちゃんファン）

　毎月最終火曜夜には、さくら合唱団の澄子さんが
歌っているというので、先月初めて大阪バールに行
ってきました。大阪ソウルフードと銘打つだけあって、
本場大阪の味を結構手ごろな値段で楽しめる居酒屋
バーです。特に熱々で、外がぱりぱり、中がとろとろ
のたこ焼きは、ほっぺたが落ちそうなくらいでした。
この時ばかりは日ごろの炭水化物抜きダイエットを
忘れて、心ゆくまで堪能しました。新鮮なお刺身、大
根おろしを添えた焼き魚、香ばしい鮭のかま焼き、表
面がさくさくの串揚げ、餃子、ホイル包みの鮭のバタ
ー焼きなど、どれもとても美味しかったです。
　キングスクロスの中心地から少し入ったこの一角、
ほとんどのお店がオープンスペースにテーブルを出
していて、夜のバンコクを彷彿とさせるような活気が
あります。澄子さんの歌声と息の合ったキーボード
の伴奏を聞きながら、親しい友達と過ごす夜は、まっ
たりと過ぎていくのでした。

大阪バール Osaka Bar
住所：Llankelly Place, 24-30 Springfield Ave, Potts Point
電話 (02) 8970-1143
営業 ランチ（金土日）12-3pm
　　 ディナー（木〜火）6pm-
　　 水曜定休

価格帯 $30〜
雰囲気 8
料理 8
サービス 8



JCS News May 20178

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：0452-141-618
●授業：毎週土曜日／幼児部：9:30〜12:10、小学部：9:30〜12:15
●Email：student.city@jcs.org.au
●http://cityschool.japanclubofsydney.org/

JCS日本語学校

学校の紹介
　4月29日からシティ校も2学期が始まりました。秋
休みを利用して一時帰国をした生徒がたくさんいた
ようで、以前より増して日本語が飛び交っているよ
うな気がします。今の時期、ゴールデンウィークも重
なるので、少しお休みを延長して帰国する家族も多
いようです。日本の小学校へ体験入学などをして日
本語がもっと好きになって帰ってきてくれるとうれ
しいです。
　4月29日は少し早めですが、端午の節句として、こ
いのぼりと一緒に集合写真をとりました。5月5日は、
鯉が滝を登ると竜になるという伝説にそって、男の
子の出世を祝う節句の日です。日本の「国民の祝日に
関する法律」では、この日を「こどもの日」と定め、「こ
どもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるととも
に、母に感謝する」日と説明されています。こども達
がお母さんに感謝する日となるような行事となった
ことと思っています。
　また、お世話になっている現地校（ Ultimo Public 
School）に向けてのファンドレイジンング、ビッグモー
ニングティーはお陰様で大盛況でした。寄付や当日の
お手伝いにご協力していただいた保護者の皆様、本
当にありがとうございました。これからもこうした
保護者間の交流を通して学校の環境を作って生きた
いと思います。2学期からの新委員とともに、これか
らもどうぞよろしくお願いいたします。

クラス紹介　さつき組
　さつき組はキンディから小学校1年生の21名（男子
11名、女子10名）が所属する元気いっぱいのクラスで
す。この1年間でひらがなの読み書きの定着を目指す
とともに、簡単な文の読み書きやカタカナの学習も行
っていく予定です。
　この1学期はひらがなの定着を目指して、様々な活
動を行ってきました。継続して取り組んでいること
の一つに「あいうえお体操」があります。一つ一つの
文字を大きな声で言いながら、決められたポーズを
していきます。例えば、「あ」はウサイン・ボルト選手の
決めポーズのように，遠くを指差しながら何かを見
つけた時のように「あっ！」と叫ぶ。「い」は手で口を
両側にいっぱい引っ張り、ちょっと意地悪な顔をし
ながら「いーっ」といった具合に。1回の授業で1行ず
つひらがなの学習をしていて、1学期はマ行まで終わ
りました。ア行からマ行までで全35ポーズ。教えてい
る私の方がうっかりポーズを忘れてしまっても、子
どもたちの方がしっかり覚えていて、私に教えてく
れることもあるほどです。書き取り練習に入る前の
恒例の体操となっており、子ども達の笑顔が溢れる
時でもあります。「読む」「書く」「話す」「聞く」に加え
て、身体も目一杯使って、楽しく文字を習得して欲し
いと思っています。
　その他にも、授業のなかで手遊び歌やかるたとり、
お話タイム（絵本・紙芝居の読み聞かせ）や折り紙の時
間もとっています。先日の授業では「グー・チョキ・パ
ーで何作ろう？」の歌をみんなで歌いました。すると，

「パーとチョキでブランコ！」「グーとチョキでアイス
クリーム！」といった、私には思いつかなかった色々
なアイディアが子どもたちから飛び出しました。彼ら
の発想力の豊かさに驚かされるばかりです。お話タ
イムでは1学期は動物の登場する物語を中心に選び、
物語の内容を聞くだけではなく、「何匹の…がいるか
な？」と質問し、動物を数える練習もしてきました。
折り紙の活動では、節分の時には鬼を、ひな祭りの時
には雛人形を作るなど、季節の行事に絡めて工作を
したり、子どもたちからリクエストのあったものを作
ったりと様々です。
　今後も、子どもたちが楽しんで日本語や日本の文

化に触れられるように、そしてそ
のなかで日本語の力をしっかりと
伸ばしていけるように、授業づく
りに励んで参りたいと思います。

（担任：森田麻記子）
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流れ星組紹介
　流れ星組には、9名の子どもたちが（1年生7人、2年
生2人。男の子3人、女の子6人）毎週元気に登校して
きます。昨年からレベル2とレベル3の間に一クラス加
わり、そのレベル3から上がってきた子どもたちです
ので、流れ星組がレベル4になります。ひらがなの復
習と新しくカタカナ練習が入ってきました。ひらがな
練習の（清音、濁音、促音、拗音、長音）読み書き練習が
終わっているので、単語を書いてみる、その単語を使
って2語文、3語文の練習。子どもたちにとって難し
い助詞の使い方を習いながら、違う助詞が入ると次
の言葉がかわる様子などを習っていますが、子ども
同士が先生となったり生徒となったりです。間違え
た人がいれば、わたしは、ぼくはこう思うと子どもた
ちの中からいろいろな意見が出てきます。
　1学期のある日、教室から外に出て（紙、鉛筆、下敷
きになるものを持参）見たものの書き取りをしまし
た。目に入ったもの。き、はな、そら、くも、つち、くさ、
ぼとる（すいとう）やね、すべりだい、いし、おんなの
こ、こども、せんせい、といれ、べんち、かぜもでまし
た。風って目に見えないけれど、なんでわかるのか
な？葉っぱが動いて（揺れて）るから。自分の所に吹
いているって感じるから。（体感できる）いつもとチ
ョッと違う授業をしてみるといろいろな感覚を使っ
て感じ、新鮮な驚きがありました。実際に試して聴覚、
食感覚（味覚）、嗅覚、触感覚を通して感じたもの、な
どを表現してみるのも楽しい授業になりますね。
　さて2学期は、第7，8週目に校内発表会があります。
これから子どもたちとテーマに沿った大まかな話し
合い、自分は（各自）何について話をまとめていくか
を決め。どんなことが一番言いたいか。を話したり書
いたりして後半の発表会までにまとめていきます。
日頃の力を出し切って、挑戦してほしいと思ってい
ます。

　これからも強さを備えた優しさ、
優しさを持った強さを磨きながら、
柔らかい心で日本語を楽しみなが
ら学んでほしいです。みんなでが
んばろう。保護者の方のご協力に
感謝申しあげます。

（担任 関口久子）

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

2学期が始まりました 
　あっという間のイースターホリデーも終わり、ダン
ダス校では4月29日に2学期の始業式を迎えました。
毎年始業式では新入生の手形を加えた鯉のぼりのお
披露目があり、その後で各クラスにてこどもの日につ
いて先生からお話を聞いたり、こどもの日にちなん
だクラフトを作成したりしました。翌週からは5月14
日の母の日の準備が各クラスで行われます。
　5月20日は毎年恒例の古本市を行なわれます。各
家庭でいらなくなった本やDVDを寄付して頂き、フ
ァンドレイズ係の保護者を中心に朝から並べ、子ども
達や保護者に販売しています。古本市は学校運営へ
の補助になるだけでなく、コインを握り締めて子ども
たちが「日本語」で買い物体験ができる、貴重なイベン
トでもあります。子ども達にとって毎年心待ちにし
ている人気の行事です。
　そして、校内発表会も2学期後半に行われる予定で 
す。授業中や、家庭にて練習を積み重ねてクラスや保 
護者の前に立つ発表会は、子どもたちにとって緊張 
するイベントではありますが、同時に日本語で話す自 
信をつける良い機会でもあり、そして保護者の皆さ 
んにとっては、普段見ることのないお子さんの姿を 
垣間見る貴重な時間でもあります。終業式のある6月 
24日には、現地の方に寄付いただいた笹を使って七 
夕も行う予定です。2学期も季節行事等、盛りだくさ
んですが元気に、楽しく子どもたちに日本語を学ん
で欲しいと思います。
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2学期が始まりました
　4月29日から2学期が始まりました。エッジクリフ
校では1学期で退学や休学する子どもが数人出まし
たが、2学期から入学するお子さんもいます。まだま
だ少人数のクラスですが、今学期も子どもたちはみん
な元気に学校に通っています。
　エッジクリフ校では使用教室がふたつしかないた
め、毎学期初日の1時限目は、子どもたちは合同授業
を行い、保護者の皆さんは保護者会に参加します。
　保護者会では、ボランティアのクラス当番のお願い
や、ファンドレイジングの活動についての協力、今後の
授業料の支払いを口座引き落としにすることの説明
などを行いました。また、毎年恒例のJCSフェイトに
は、シティ校やダンダス校がファンドレイジングの一環
として参加されていますので、今年はエッジクリフ校
でもぜひ、参加したいと考えています。
　今学期は「こどもの日」の行事を、第2週目の5月6
日（土）に行います。シティ校から鯉のぼりを借りて
きて、クラスごとに子どもたちとの写真撮影をします。
　これまでお手伝いしてくれたボランティアの二人
が終了したのですが、2学期からワーキングホリデー
のボランティアが3人来てくれます。なかには教員免
許を持っている方もいます。まだまだ多くの方のボ
ランティアによる協力で運営している学校ですが、早
く、シティ校やダンダス校のようにしっかりと揺るが
ない学校運営ができるようにしたいと思います。

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

クラス紹介　きのこ組
　きのこ組は男子8名、女子8名の合計16名のクラス
です。毎週の授業は、アシスタント先生と保護者ボラン
ティアにもお手伝いしてもらい、進めています。子ど
もたちもすっかり日本語学校に慣れ、リラックスした
様子で毎回の授業に臨んでくれており、わたしも毎
週楽しく授業をさせてもらっています。1学期の最終
週では、いつもとはちょっと違うなにか楽しいこと
を一緒にやりたいなぁと考え、お野菜スタンプに挑戦
しました。普段以上に、会話も弾んでいたような…？
　今日はみんなで「お野菜スタンプ」に挑戦するよ！
と伝えると、「えー、スタンプ持ってないよ」「お野菜持
ってこなかったぁ」と不安になる子どもたち。こんな
素直な反応がまだまだ可愛らしいきのこ組です。

　今回用意したお野菜はオクラ・カリフラワー・にん
じん・ピーマンです。絵の具もできるだけ使ってみま
した。どんな形ができるかな？どんなお野菜の形か
な？何に見えるかな？どんな色になったかな？など
など、アシスタントの先生たちには子どもたちとたく
さん会話をしながら作業を進めてもらいました。
　毎週の流れに沿った日本語の授業を積み重ねてい
くこともとても大切ですが、1学期に1回ぐらいは、体
験型のお楽しみ授業ができたらよいと考えています。
　1学期はお野菜スタンプで遊んでみましたが、2学
期以降、楽しい計画を立てられたらと考えています。
3学期には運動会、4学期には学芸会のようなものを
開催できれば…と思っています。
 （担任：村田めぐみ）
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〜JCS教育支援委員会より〜 日本語学校合同教員研修会の報告①

JCS日本語学校

生徒の理解度を把握する
　3月18日、土曜日の午後2:00から4:00ま
で、JCSシティ校でJCS教育支援委員会主催
の「日本語学校合同教員研修会」が行われた。
講師は、シドニー日本語土曜学校の教務局員
である阿部圭志氏。2016年3月と8月に同
氏によるJCS合同教員研修会の第1回と第2
回が行われ、今回は第3回目となる。会場に
はJCS日本語学校3校（シティ校、ダンダス校、
エッジクリフ校）をはじめ、シドニーにある
日本語補習校の教員36名が集まった。前回
同様、大変興味深い内容で、日本語学校の教
師同士よい交流の機会にもなり、活発な情
報交換などが行われた。
　研修会の内容は、「1.生徒の理解度、把握
していますか　2.Differentiation－区別化
　3.教科書を基にした授業プラン　4.学習内容の適
切性　5.質疑応答」。この興味深い内容を参加者だけ
でとどめておくのはもったいないので、かいつまん
で皆さんにもご紹介しよう。
　まずは「1.生徒の理解度、把握していますか」。
　普段は自ら教鞭を取っている教員もこの日は学生
に。阿部先生からプリントを配布され、言われた通り、
日本語の問題をやってみた。「｛　｝内に示した観点か
ら見て、他と性質の最も異なるものをひとつ選んで
ください」。例えば、「｛アクセントの問題｝：1.川（かわ）、
2.山（や ま）、3.鳥（と り）、4.夢（ゆ め）、5.歌（う た）」と
いうもの。う〜ん、どれが違うんだろう？う〜ん。そ
の後、しばらくして、全体でさーっと答え合わせをし
た。今一つなぜその答えにたどり着いたのかがわか
らない。ちょっとモヤモヤ感が。
　その後、「今のは、実は悪い例なんです」と、阿部氏。
わざと説明をあまりせずにささっと進んだのだとい
う。「わかりましたか〜？」と聞いて「うん、うん」とう

なづいている人がいる
一方、「う〜ん」と首を
かしげている感じの人
もいる。それでも、あま
り説明もせずに進んで
しまう。「実は、こうい
うことを教師は往々や
っているんです」と阿
部氏は言う。
　このあと、阿部氏は
一つずつ質問を見てて
いねいに説明しながら
進んでいき、授業中の
巡回は必須なのだと強
調した。巡回すると、ど

のへんが弱いのかというのが分かる。一斉にやって
しまうとできない人が置き去りになる。「わからな
い」「質問するのが恥ずかしい」などの「声なき声」に
気づいてあげてください、と阿部氏。全員が同じよう
に理解してくれれば理想だが、実際、あまり理解して
いない生徒がいる、というのはよくあるケース。まさ
にその通り！はい、よくあります、そういうの！とう
なづく教師たち。
　こういうこと、頭では分かっていながら、実際に学
ぶ側の立場になってみると、はっと気づいて、実感す
るのだ。授業を進める際、生徒の理解度を把握しよう
と努めなければ。
　この他の内容については次回のコラムでご紹介し
よう。お楽しみに！

（ JCS日本語学校シティ校教員　マーン薫）

　シドニー日本クラブ（ JCS）では、3月18日
（土）に、シドニーの日本語補習校７校で活

躍されている教員36名を集めて、「第3回日
本語学校合同教員研修会」を開催した。シ
ドニー日本語土曜学校教務局員の阿部圭志
先生に講師をお願いし、学習活動のアイデ
ィアや意見・情報の交換も行い有意義な時
間を共有した。また、8月には、第4回目の合
同教員研修会を開催する予定。
　JCSでは子どもたちの日本語教育の益々
の向上につなげていきたいと考えている。
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コモンウェルスゲームズ
　 最 近、テレビ や 新 聞 で、「 Gold Coast 2018 
Commonwealth Games」という宣伝を見かけません
か。「Commonwealth Games」は、英国連邦に属する国
と地域が参加し、４年ごとに開催される、オリンピッ
クまたは日本の国体みたいなものです。
　1930年にカナダのハミルトンで第1回大会が開催
され、第21回目の2018年はオーストラリアのゴール
ドコーストで開催されます（2014年はスコットランド

第103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

のグラスゴー、2022年は南アフリ
カのダーバン）。
　オリンピックでもおなじみの競
技が数多くありますが、英国連邦
ですので、オーストラリアでも人
気のネットボールやローンボー
ルもあります（なぜか、テニスや
サッカーはありません）。オリンピックには出てこな
い、日系の選手も出場しますので、ゴールドコースト
へ行かれる方、観戦ツアーもいいかもしれませんね。

イベント案内

第7回東日本大震災チャリティーイベント開催

[私達は忘れない，諦めない　2017]
日時：5月21日（日）9am〜4pm
ステージパフォーマンス：10am〜1pm
場所：Fairfield Showground

　毎年恒例の「にしき鯉の品評会（ Koi–Pet & Garden 
show）」も年々入場者数が増えており、遠方から西部
フェアフィールドに足を運ぶ人が多い。
　今年も5月21日（日）、鯉の品評会会場内にて日本
の伝統を紹介しながら東日本大震災のチャリティー
ブースを設ける。
　なお、錦鯉の表彰式にはシドニー総領事館より特別
審査員として領事が参加下さる。
　今年はJCSレインボープロジェクトから「東北工芸品
と郷土食品販売」、Tokyo Kimono Volunteeresからは
毎年恒例の「ミニ鯉のぼり」の限定販売とチャリティ
ーバザーを設ける。

　特設ステージでは、
和太鼓りんどう、レンク
ラブ書道パフォーマン
ス、佐々木氏の日本舞
踊、垂井由起＆チェロ
演奏、JCSソーラン踊り
隊がパフォーマンスを
盛り上げる。
 義 援 金 はJCSレインボ
ープロジェクトの活動、
東北復興支援団体に送
金する。
主催：Koi Society Australia Inc.
http://ksakoi.com/home/
チャリティーブースの問い合わせ
tokyokimonovols@gmeil.com

去年の様子　ボランティアの皆さん
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　「ハマっている」というと

少々大げさだが、最近筋力ト

レーニング、中でもコアエクサ

サイズ（体幹運動）を意識して

やるようにしている。身体を

引き締め、肩こりや腰痛が軽

減され、スポーツのパフォーマンスが向上するという

良いことずくめの運動で、かの錦織圭選手もトレーニ

ングに取り入れているという。

　もっとも私の場合は、Youtubeを検索して一番簡単

そうな体幹運動を、ビデオを真似しながら一通りこな

しているだけで、せいぜい15分間くらいの運動である。

それでも少しはお腹とおしりが引き締まってきたよ

うな気がして、今のところはせっせと続けている。続

けないと効果が逆戻りだと思うので、飽きっぽい私が

いつまで「ハマって」いられるか、それが問題だ…。

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、
日本語による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）。
　5月のMOSAICカルチャー教室は通常通り、毎週水
曜日2時半からタイチー教室です。
　5月17日（水）の才川先生の日本料理教室は10時か
ら12時で、いつもより30分早い始まりですので、お
間違えのないようにお願いします。参加費は12ドル。
参加ご希望の方は千鶴子までご連絡下さい。
　17日（水）12時から1時はインフォメーショントー
クです。今回のテーマは「 End of life care」。自分の希
望にあった最後を迎えるために、残された家族に正
式に伝える方法などや、遺書についてのお話です。
■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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第84回　書けない話

　文章を書いていると、何の苦労もなくすらすら書
ける時と、そうでない時があります。書けない時は数
日かけても全く進みません。理由はよくわかりませ
んが、書いている内容よりも、体調や気分に左右され
ているような気がします。
　数か月前にもそのような状態になってしまいまし
た。締切も迫っていたため、焦りでなおさら筆が進ま
なくなるという悪循環に陥りました。頭の中に降っ
ていた小雨が、だんだんと雨脚を強めていくような
気分でした。まずはこの気分をどうにかしなければ
ならない…。私は書くための資料集めをしようと、い
つも行く大きな書店に足を向けました。売れ行きの
よい本が並んでいる棚の近くを通ると、目に飛び込
んできたタイトルがありました。
　左右社編集部編『〆切本』左右社、2016年。
　手に取ってみます。往年の作家たちが書けない苦
しみを縷々述べた文章が、多数収められている本で

佐藤至子（日本大学文理学部）

ysato＠chs.nihon-u.ac.jp

した。そのままレジに向かったのは言うまでもあり
ません。
　読んでみると、書けない言いわけを書いた手紙の
ほか、書けない苦しみについて書いたエッセイも少
なからずあり、作家は何でもネタにするのだなぁと
感じ入りました。思えば「創作の苦しみ」は、べつに近
代作家に限ったネタではないのです。江戸時代の戯
作者、山東京伝に『作者胎内十月図』（さくしゃたいな
いとつきのず）という黄表紙があります。作者の生み
の苦しみを妊娠と出産にたとえるという、大胆とい
うか奇想天外な設定の作品です。何よりおもしろい
のは、作者のお腹のなかで胎児ならぬ作品がすくす
くと成長しているかと思いきや、九か月めにいたっ
ても「未だ作者の腹にこれぞといふ良い趣向もつか
まへぬ」（まだ作者の腹にはこれといった良いアイデ
アもない）などと書かれている点です。それでも十か
月めには「いやでも応でも生み出さねばならず」と趣
向を孕み、最後には難産ながら本を生み出してしま
うのですから、作者の力はすごいものだと思わされ
ます。
　山東京伝『作者胎内十月図』鶴屋喜右衛門、1804年。
　江戸時代も今も、書けない苦しみと、それをネタに
して書いてしまうという発想は、変わらないのでした。
　ちなみに私は『〆切本』を二日間かけて熟読し、そ
の間、執筆のほうは全く進まなかったのですが、気分
的にはおおいに励まされ、その後、なんとか原稿を完
成させることができました。

※総領事館メールマガジン第151号（2017年4月号）より

（1）領事手数料の改定

＜旅券関係＞
　①一般旅券（10年旅券） ......................................＄195
　　（5年旅券）＄134（12歳以上）、＄73（12歳未満）
　②記載事項変更 ........................................................＄73
　③査証欄増補 ............................................................＄30
　④帰国のための渡航書 ..........................................＄30
＜証明関係＞
　①在留証明 .................................................................＄15
　②署名証明 .................................................................＄21
　③出生・婚姻等証明 .................................................＄15

（2）在留届と「たびレジ」に関するお願い

　外国に3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館
や領事館に「在留届」を提出することが義務付けられて
います。大規模な災害が発生した場合など、オーストラリ
アの関係当局に連絡を取って邦人の被害について確認
をする一方、在留届を確認して該当地域にお住まいの方
に、直接ご連絡を差し上げ安否を確認することがありま
す。在留届は、このような災害時の安否確認のためにも
使用いたしますので、届出内容に変更（住所や同居家族
の変更等）が生じた場合には「変更届」を、帰国の際には

「帰国届」を提出いただくようお願いいたします。

　 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞
在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、「たび
レジ」に登録してください。
・http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/japanese/
consul/residence_report.htm
・http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/
index.html

（3）在外選挙人名簿への登録について

　日本国外に居住する満18歳以上の日本人は、国外から
の投票を通じて国政選挙に参加することができます。国
外から投票するには、在外選挙人名簿への登録が必要で
すので、登録をされていない方は、最寄りの大使館や領
事館にて登録をお願いいたします。
　登録申請をされる場合、3か月以上継続して当館管轄
区域に居住していることを確認する必要がありますが、
すでに在留届を提出されている場合は、パスポートを持
参の上、来館いただければ登録が可能です。
　申請後、在外選挙人証を交付するまでに2か月程度を
要しますので、選挙日程が決まり、選挙に対する関心が
大きくなった時点からでは登録が間に合わない恐れが
ありますので、今後の国政選挙に備えて、お早めに在外
選挙人名簿への登録手続きを行ってください。
・http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
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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

笑ったらシェア
著者：Share a lough
発行：2012年　角川書店
おすすめ度：★★★★★

Facebookの人気サイト「笑ったらシェ
ア~Share a lough~」の単行本。おもし
ろそうな写真をアップしているサイト。
開設から半年もたたないうちに「いい
ね！」が12万人を超えたというのもうなづける。ほほえま
しい写真、くだらなすぎておもしろい写真、つい突っ込みを
入れたくなる写真、などなど、興味深い写真がてんこ盛り！
この本は、トイレや病院の待合室、美容室などにおいて、暇
つぶしに見るのに最適！ぜひゲットしてみよう！「 share a 
lough」の「 lough　（湖）」は、「 laugh（笑い）」のスペルミスだが、
Facebookの仕様で「いいね！」が200件以上のページは名前
を変更できないからこのままにしているという。これまた
笑える！

The Afterlove
アーティスト：James Blunt
おすすめ度：★★★☆☆

2004年 の スマ ッ シ ュ ヒ ッ トYou're 
beautifulで 一 躍 有 名 に な っ たJames 
Blunt。日本ではポップ界の吟遊詩人と呼ばれそのソフトで
切なさを持った歌が世界で大きな話題となり、デビューア
ルバムはUKでNo. 1、全米でもNo. 2となった。そんな彼の新
作は今までのアコースティックでシンプルな表現から少し
踏み出し、現代的な音やアレンジを取り入れている。一般的
にはそれ程高い評価を得ていないようだが、今までの癖の
ある彼の裏声の歌い方よりもずっと聞きやすい優れたアル
バムだと思う。アメリカでのチャートはあまり高くないが彼
の本国イギリスやオーストラリアではいい評価を得ている。

地味にスゴイ! 校閲ガール・
河野悦子
出演：石原さとみ、菅田将暉、
本田翼、青木 崇高
放映：日本テレビ
2016年10月5日～12月7日
おすすめ度：★★★★★
おしゃれが大好きな河野悦子は、ファッション誌「Lassy」の
編集部に勤めたいと、7回目のチャレンジの末、ようやく景
凡社に就職が決まった。しかしその配属先はファッション
とは程遠い地味で暗い校閲部。おまけに地味で暗い他の校
閲部員とは全くそりが合わない。ファッションには興味す
ら持たない先輩から事細かく指導を受け、反発しながらも、
持ち前の貪欲さで情熱的に仕事を覚えていく。編集者を通
さずに直接作家と交渉したり、現場に出向いて事実確認し
たり、今まで熱心だが細かな規則にのっとって機械的に働
いてきた他の先輩部員も巻き込んで、成長していく姿を描
く。河野悦子とは犬猿の仲の文芸編集部の売れっ子編集者、
貝塚八郎（青木 崇高）とのやり取りは軽妙で、河野悦子のフ
ァッションも毎回可愛らしく、番組を見る楽しみの一つ。

Mal De Pierres
（From the Land of the Moon）
（邦題未定）

監督：Nicole Garcia
主演：Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemuhl, 他。
原作：Milena Agus 
制作：ドラマ、120分、2016年度、フランス
69回カンヌ映画祭パルム・ドールノミネート作品
おすすめ度：★★★★★

世界各国で翻訳されたサルディニアを舞台にした小説「祖母
の手帳」をベースに映画化されたMal De Pierres。第二次世
界大戦直後、まだ女性が自分の意思に忠実に生きることが
難しかった時代、湧き上がる女としての情熱のままに生き
抜いた主人公をマリオン・コティヤールが好演。「サンローラ
ン」主演のルイ・ガレル演じる病弱な兵士役、そして夫役のア
レックス・ブレンデミュールも渋い味を加えている。最後の
どんでん返し、そして結末が愛の複雑さ、そして尊さを強調
している。今まで観た最優秀作10作に入るかも？！
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　前回から始まったこのコラム、今回はこの特別学級
センターに入学してくる生徒が一体どんなバックグ
ラウンドを持ってどんなビザで来ているのか概要を
述べてみようと思います。
　この学校には、様々なビザを持っ
た様々な国籍の生徒が毎日入学して
きます。永住権や市民権を持ってい
る家庭の生徒、駐在員の家族、婚約者
ビザの親の子供、親が留学生といっ
た扶養家族の生徒、親元離れてホス
トファミリーと暮らしている留学生、そして難民＆亡
命。とまあ多種多様です。そして皆それぞれ色々なバ
ックグランドを抱えながら希望を持って新天地にや
ってくるわけです。
【永住権や市民権を持っている家庭】　永住権や市民
権を持っているといっても英語ができるとは限りま
せん。父親が先にこちらで生活の基盤を築き、後から
家族を呼び寄せるといったパターン。父親は本国に
残って働きとして収入を得ながら母親と子供だけを
こちらに送り生活させるといったパターン。全家族
一斉に本国を引き上げて移住するパターン。いずれ
の場合も親類（血縁関係があるかないかは定かでは
ないが）を頼って続々と一族が集まってくるという
特徴があります。みんながアンティ、アンクルというコ
ミュニテーの拡大ですね。彼らの生活の基盤は本国
そのものです。なのでホームシックにかかる生徒は
少ないようです。
【海外駐在員の家族】　限られた期間限定の在豪のた
め、将来的には本国に戻る前提で入学するというケ
ースが大半です。核家族ということもあり、本国とこ
ちらのライフスタイルをうまく融合させて一定期間
のオーストラリア生活を家族で満喫しながら本国の
学業も並行して教育に参加するご家庭が多いですね。
ただ、日本人家庭に関していえば、こちらの学業への
取り組み方が日本スタイルを引きずっていることが
多いです。またこのことに関しては別の機会で取り
上げることにしましょう。

【婚約者ビザの扶養家族】　まさに字の通りで、本国
で母子家庭で生活していた女性がオーストラリア人
男性をパートナーとして来豪し、ステップファザー
と実母と３人で生活を始める子供。生活環境として
は英語のみ話す家族と同居しているということから、
ローカルの生活に近いといえますね。
【親子留学】　親がオーストラリアで語学や技能スキル
等を学ぶために留学生として来ている扶養家族。一
時期日本で流行ったせいかたくさんの親子がこのビ
ザで来ていました。このビザ保持者には大きく分け
て２通りのパターンがあるようです。一つは純粋に
親（通常母親が大半）が語学や専門職を学ぶために来
豪し、その扶養する子供。もう一つは、子供に海外生
活を体験させるために親が学生ビザをとり、子供を
扶養家族として入学させる。これは一般的に一番ビ

ザが取りやすいということから人気
が出てきたのでしょう。ただ、いずれ
の場合にしても、親が学生ビザを更
新し続けるのには学業と子育て、さ
らに大体の方達は仕事もされてい
る場合が多く、体力的に大変なだけ
でなく経済的にも負担があるので、

HSCを全うするまでビザを保持し続けるケースはあ
まり多くはないようです。
【留学生】　これはYear 12、つまりHCSを習得するこ
とを目的とし、一定の学力向上などを条件とした政
府の監督下にあるビザの保有者です。ここ数年で一
気に増え、今では全校生徒の約半分を占めるように
なりました。彼らは基本的に政府で認可されている
ホストファミリーを保護者として生活しなければな
りません（ただし、15歳未満の生徒は血縁関係にある
親類が保護者になることが条件）。彼らのほとんども
ローカルの家族と同居していることから英語環境で
はあるけれど、ホストファミリーとの相性や、本国の
家族と離れている寂しさ故ホームシックにかかった
りと、精神的なサポートが重要となっています。
【難民、亡命者】　うちのチャッツウッド校では、他の
センターに比べれば数は多くはないけれど、難民判定
された生徒が常時数名います。アフガニスタンやチベ
ットなど、中近東、東ヨーロッパ、アフリカ諸国からが
主で、政府関連の団体や赤十字社等からの要請でう
ちの学校に送られてきます。彼らは精神的な痛手を
伴っているため、学業だけでなく生活全般を様々な
形で常にサポートし続けています。

　このように色々なバックグラウンドを持って来てい
る生徒達。みんなそれぞれ様々な家庭環境、悩み、十
人十色。次回はもう少し生徒の実態について書いて
みようと思います。

翔け！
マイグラント！

by シ〜ズ

第2回

生徒いろいろ、人生いろいろ

連載コラム
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　JCS会員の皆さん、こんにちは。
QP☆HoneyのQP、ボイストレ ー ナ ー
の加藤久恵です。前回に続いて、今回
も歌声ボイストレーニングについての
話題です。

　カラオケが趣味の人、人前で歌うの
が好きな人。歌うことが好きな人は
皆、今よりももっと歌が上手くなり
たいと思っているでしょう。実際、私
のレッスンでは「歌唱力をアップさ
せたい」と、歌声のボイストレーニング
に励む方が多くいらっしゃいます。

　そもそも、「歌唱力」とは何なのでしょう？
　例えば、正確な音程で歌うことができる。リズム・キ
ープが完璧。声が大きく、高い声が出る。音域が広い。
声が安定している。ビブラートのコントロールができ
る、などなど。

　確かに、それらの条件が揃っていれば「歌が上手
い」とは言われます。しかし、歴史に残るようなシンガ
ーの中には、声にものすごくクセや特徴があったり、
リズムをわざと崩してタメや揺らぎを強調するよう
な歌手も存在しますよね。
　決して、譜面通りに正確に歌う能力だけが、歌唱力
とは言わないのです。

　もちろん、歌う上での基礎的な能力は必要ですが、
聴き手の心に響かせるためにはそれを超えたものが
必要です。

　歌唱力とは、言い換えれば「表現力」です。

　自分の個性を生かした歌い方や、感情表現を豊か
に、ダイナミクスを与えることができてこそ、聴く人の
心に響く歌となるのです。

［第10回］

歌唱力とは〇〇力

　優しい曲では、ささやくように。激しい曲では、全
力で勢いよく。悲しい曲では、せつなく歌い上げるな
ど、「歌唱力がある」と言われる歌手の歌からは、その
歌詞の世界観やストーリー、テーマが声や表情から
伝わってきますよね。
　1曲を通した中でも、緩急や感情の起伏など、自分
の思うように変化させて歌うことができてこそ、「歌
唱力がある」と言えるのだと思います。

　自分の思うように歌うためには、頭の中で鳴らし
た音の通りに自分の楽器（声）を鳴らしてやる必要が
あり、発声前のウォーミングアップと声帯周りの筋肉
トレーニングは絶対に外すことはできません。

　私のボイストレーニングでは、一人一人の喉や声、身
体の調子を見ながら、どのようにすれば歌う力をつ
けることができるのか、また表現力をアップして魅
力のある歌手になるためにはどのような練習方法や
手段があるのかをお伝えしています。日本に「 Sing 
Like Talking」というロックバンドがありますが、まさ
に語るように歌う表現力を身につけて、聴き手の心
に残る歌を歌えるようになれたら素敵ですね。

●加藤久恵プロフィール
2003年来豪。日本では富山・石川を中心にフリーアナ
ウンサーとして8年の経歴を持つ。現在はローカルの
チャイルドケアセンターで働きながら、ボイストレーナ
ー、シンガーとして活動中。（タイトル画像左が筆者）

連載コラム
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【第170回】　G-LINEの重大使命
　G-LINEとは、現在オーストラリア国内で最も意味あ
る電話回線で、殊にNSWにおいて生命線と言っても
過言では無いでしょう。G-LINEの担っている役割は、
ギャンブル依存に関する広範な支援活動です。オース
トラリアは、上は複合社交場でもあるカジノから、下は
近所のボウリングクラブまで、よくぞこれまでと感心
を越えて呆れる程ギャンブル施設が完備し、当然の成
り行きとしてギャンブル依存症が大きな社会問題と
なっています。取り分け「 Pokie」の普及が凄く、競馬
やドッグレース、そして1から80までの数字を使用す
る米国生まれの「 Keno」を凌ぎ、年金受給者の射幸心
をもしっかり捉え日本のパチンコを凌駕する存在感
です。更にニュースエージェントの店頭には、日曜日
を除く毎日数ミリオンから数十ミリオンドルの賞金総
額を競う「 Powerball」､「 OZ Lotto」といった宝くじの
ポスターが所狭しと並べられ桃源郷へと誘います。名
称が違えどギャンブルの実態は、射幸心に付け入っ
た隠れた基幹産業。多数の雇用と行政側に多額の寺
銭収入をもたらす一方で、精神治療を要する数多の
依存症者を発生させるブラックビジネスです。そこで
NSW州政府（上記ギャンブルの胴元でもある）が嗜癖
者への注意喚起と再起を支援する目的で設置したの
がG-LINEで、病的状態から抜けきれないギャンブラ
ーとその家族等を対象に、専門のカウンセラーや医療

スタッフが対応し状況改善を支えます。
　ギャンブルへの依存は、誰もが一攫千金を夢見る射
幸心をDNAとして先天的に有し、「ビギナーズラック」
で思い掛けず賞金を手にする機会も加勢すると、理
性を持ち合わせていてものめり込みに抗うのは至難
です。大半の者が財を失い限られた者だけが幸運を
手にする、期待のピラミッドが巨大で仰ぎ見るのが困
難な程ギャンブルへの嗜好が煽られます。何度も期待
を破られながら、新たな誘いを受けると幸運を射止
める幻影が脳裏を過ぎり、事実大脳の中で「報酬系」
と呼ばれる高次な機能を担う神経系が活性化してい
ます。この時脳細胞間の情報伝達で働くのが、脳内物
質としてよく知られる「ドーパミン」で、報酬系の中を
多く飛び回ればそれだけ多幸感が増すことに。とこ
ろが情報伝達する他の脳内物質と同様、ドーパミンも
同種の刺激に対し徐々に「耐性」を形成し次第に発現
量が減少します。そうなると幸福感の飢餓状態に陥
った脳は、駄々っ子の如く強い多幸感を求めより多
くのドーパミンを欲し、やがて病的な依存状態に進行
し回復不能に陥ります。

連載コラム

　G-LINEの対象に新たに加わったのが、若年者が依
存者の大半を占め懸念されるデジタル依存症。小学生
でスマホやタブレットを持つのが当たり前となり、イ
ンターネットを通じた「チャット」や「ゲーム」で毎日
数時間過すのが普通のようです。後者の場合には、有
料で射幸心を煽る明らかにギャンブルと見做せるも
のが多く、課金の月額限度額を決める等の対策が取
られています。個人的な嗜好に対する厳格な社会的
制約は、既に多くの未成年ギャンブル依存者が存在す
る何よりの証拠です。公共の交通機関を利用しても、
本や雑誌を手にしている乗客は殆ど見掛けず、スマホ
の小さな文字を読み書きする姿に置き換わっていま
す。急速に進む活字離れと挨拶に始まる会話の減少、
そして幼少期から報酬系への耐性が絶えず形成され
る社会に、果たしてG-LINE が発展的に解消し再起で
きる時が来るのか否か。
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第76回　キドニービーンズと雑穀のハンバーグ

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

　寒くなって来たので、今回はガッツリ系メニューで
す♪
　秋晴れの日のピクニックにも向くように、小さく丸
めてお弁当用にしていますが、大きくまとめて焼い
ても食卓が華やかになります。もっとボリュームを
出したい場合は、ボールを油で揚げるのも一案です。

【材料】約16個分
◎豆腐ミックス
　豆腐（ハード）　175g（手で細かくつぶす）
　ニンジン　1/2本（すりおろす）
　醤油　小さじ1
　ゴマ油/extra virgin　小さじ2
　コショウ　少々
◎豆のマッシュ
　キドニービーンズ　100g
　（6時間以上浸水した豆を、圧力鍋で20分煮る）
◎野菜とキヌアの具
　タマネギ　1/2個（みじん切り）
　マッシュルーム　5〜6個（みじん切り）
　ショウガ　小さじ1/2（みじん切り）
　シーソルト　小さじ1/2
　コショウ　少々
　キヌア（ロールド）　80g
◎タレミックス
　葛　小さじ2
　水　150ml
　醤油　大さじ2
　みりん　大さじ3
◎焼き用
　ゴマ油/extra virgin　適宜

【作り方】
①タレミックスの材料を小鍋に入れて葛が溶けるよ

うによく混ぜておく。
②豆腐ミックスの材料を大きめのボウルに入れて、よ

く混ぜる。
③キドニービーンズを別のボウルに入れて、つぶして

おく。
④豆腐ミックスにマッシュした豆と野菜とキヌアの

具を入れて混ぜ、16等分して平たい団子型に丸め
る。

⑤多めの油を引いたフライパンで両面を焼き、一旦皿
に取り出しておく。

⑥同じフライパンに、タレミックスを入れて弱火で煮、
とろみがついたら取り出しておいたハンバーグを
戻してからめる。
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主任弁護士 林由紀夫（H & H Lawyers）

126

仏教語からできた
日本語
その137

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：4年ほど前からフラットメイトとして一緒に住んで
いた男性と、いつしか深い関係になりました。今の私
は主婦みたいなもので、パートタイムで働くかたわら、
彼の持ち家での炊事、洗濯、掃除は全て私がしていま
す。彼はフルタイムで毎日忙しく働いています。昨年私
の1万ドルを使って家のリフォームをしました。これ
からもずっと幸せな同棲生活が続いていくと思って
いたのですが、最近、彼氏から「関係を終わりにしたい。
出て行ってくれ」と言い渡されました。私がリノベーシ
ョンに使った1万ドルを返してほしいと伝えたところ、

「これは俺の家だし、改装はきみが勝手にやったこと
だ」と言って取り合ってくれません。少しでもお金を
取り返すことはできないのでしょうか？
A：結 婚 を し て い な い、い わ ば 内 縁 関 係（ De facto 
relationship）であっても、①内縁関係が2年以上続い
た場合、②内縁関係で子供が生まれた場合、③家庭に
対する“大きな貢献”があり、これを認めないのは“非
常に不公平”であると判断される場合、これらの要件
のいずれかを満たせば、離婚時と同じように財産分与
を受ける権利が発生し得ます（家族法90SB条）。①に
ついては、いつから“内縁関係”が始まっていたかが問
題になります。4AA(1)条は、内縁関係を「カップルとし
て、あたかも夫婦のように（ genuine domestic）同棲し
ている状態」と定めています。何をもって「あたかも夫
婦のような同棲」とするかは事実関係の問題です。例
えば、住居をどのように使っているか、性行為の有無、
金銭の共有、お互いの人生へのコミットメント等が考
慮に入れられます（4AA(2)条）。また、当事者たちに内
縁関係の自覚が無かったとしても、客観的に見て内縁
関係のようであれば認められることも稀にあります

（ Smyth & Pappas [2011] FamCA 434）。従って、今回
の相談者はこれらの点により「今から2年以上前に“た
だのフラットメイト”から“内縁の妻”になっていた」と
証明する必要があります。また、③の“貢献”については、
1万ドルを使ったリノベーションは、例えそれが彼の家
に対するものであったとしても、“金銭的貢献”と言え
るでしょう。これに加えて、家事を全て行っていたと
いうことも“非金銭的貢献”とすることができそうです

（90SM(4)条）。もし貢献として認められないのであれ
ば、「非常に不公平である」と裁判所を説得する必要が
あるかもしれません。どちらにせよ、これらの法的根
拠をもとに、1万ドル返還に関し相手の男性を説得し
てみる価値はありそうです。尚、貢献度によっては、1
万ドル以上の財産分与が可能になるかもしれません。
例えば、リノベーションしたことによって家の価値が
10万ドル上がった場合などが考えられます。

下品（げぼん）
　まずこの漢字を見て、仏教語って「げひん」なの？
とは思わないで下さい！「げひん」は、品のないこと、
卑しいことを意味していて、その人の言葉遣いや、行
動、服装などに対して今日でも日常的に使われてい
る言葉です。しかし、これは元々仏教語であり、「げぼ
ん」と読みます。それで当然仏教語ではこの言葉の意
味も違ってきます。もとは『観無量寿経（かんむりょ
うじゅきょう）』という経典に出ている言葉で、浄土
に往生する人を、その生き方に応じて、上品（じょう
ぼん）・中品（ちゅうぼん）・下品（げぼん）に分けて説
明されています。
　いくら外面を装い、言葉遣いに十分すぎるほど気
を使って振る舞っていても、それは仏教の世界では
上品とは言いません。仏教語では仏の教えにどれほ
ど誠実であるかが上品と下品の分かれ目となってく
るのです。仏の教えを守り、どんな命も大切にし、人
を自分の都合で利用しない、決して人を騙（だま）し
たり欺（あざむ）いたりしない。こうした人として当
たり前の事が仏の教えに生きる人の最初の出発点と
なります。
　現代は、経済効率を優先し、命までもが利用価値で計
られるようになっています。仏の教えからは、全くもっ
て遠いところにある生き様と云う他なく、お互いに傷
つけ合う生き方は、まさに下品そのものと言えます。
　ところが、平安末期、特にこの下品に注目された方
がいます。浄土真宗のご開山、親鸞聖人です。親鸞聖
人は、下品の姿に、偽らざる人間の現実を垣間見たの
でした。「お互いに傷つけ合いながらも、なお、人とし
て生きる道はあるのか？」これが、親鸞聖人の抱えた
問いでした。下品の者は下品としての愚かさに気付
かされ、その時初めて生きることの悲しみ、辛さ、大
切さを知るのです。そこに仏の教えを拠り所として
歩んでいく人生が始まるのです。親鸞聖人が言う「悪
人正機」、つまり悪人こそが仏にとっての救いの目当
てとなる人である、と言うのは、どんな悪い事をして
も良いんだ！と開き直って過ちを続けることではあ
りません。お互いに傷つけ合うことの愚かさを知る
が故に、そしてそれをやめられない自分がいるがそ
れも止めることができない。しかし、阿弥陀佛はそん
な自分をも見捨てず救うと言う、そのおいわれを知
るが為にいよいよ仏の教えを聞いていくのです。そ
の教えを通して、自分自身を見つめ、この世のあり方
を問い続けて行く眼を得るのです。これは、自分が上
品か下品かとこだわるよりももっともっと大切なこ
となのです。　合掌
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暮らしの医療
ドクター・鳥居／Northbridge Family Clinic

　99．7％の子宮頸癌はヒト乳頭腫ウイルスの感染に
よるものだということがわかっています。このウィ
ルスには100種類以上の亜型がありますが、その中の
約15種類には発癌性があります。特に16型と18型
が子宮頚癌との関連性が最も高く、それに続いて6型
と11型が癌をおこしやすいようです。
　オーストラリアでは2007年から全国的にヒト乳頭
腫ウイルスワクチン(HPV vaccine)の接種を実施した結
果、子宮頸癌、ならびにパップスミア検査で診られる
異常細胞の発見が極端に減少しています。
　その結果、2017年5月以降から子宮頸癌のスクリ
ーニング方法が変わります。これまではPAP smear

（パップスミア検査）といって、子宮頸部からブラシの
ようなもので細胞を採取してガラスのスライドに擦り
つけ、顕微鏡で子宮頸部の細胞の異常を見る検査で
した。2017年からは子宮頸部から採取したサンプル
はThinprepという検査用の液に入れ、ヒト乳頭腫ウイ
ルス遺伝子型を見る検査と変わります。

　このサンプルから検出されたウイルスの型に基づい
て子宮頸癌のリスクが分類されます。その結果によっ
てそれから先の詳しい検査方法が決められます。な
お、このThinprepのサンプルからはウイルスの検出だ
けではなく、細胞診をすることも可能ですが、リスク
の高いウイルスが検出されたときのみ細胞診も行い
ます。

2017年以降のスクリーニングスケジュール
　従来の2年ごとの細胞診に基づいたパップスミアテ
ストは2017年5月以降からは行われません。
＊ヒト乳頭腫ウイルスの予防接種を受けている／受
けていないに関わらず、25歳から74歳までの女性を
対象に5年ごとにスクリーニング検査を受けることが
薦められます。もちろん、原因不明の不正出血、性交
後の出血、閉経後の出血などの自覚症状のある人は
その時点で医師の診察を受けることが大切です。
＊25歳以下で子宮頸癌になるリスクは低めです。た

子宮頸癌検査

だし、予防接種を受けておらず、リスクの高い性生活
を送ってきた人は要注意です。

スクリーニング検査の結果に基づいた
リスクの分類
＊低度リスク
　癌誘発リスクのあるウイルスが検出されなかった場
合は自覚症状がない限り、5年ごとの検診

＊中度リスク
　癌誘発リスクの高い16か18型のウイルスは検出さ
れなくても、それ以外のリスクがあるウイルスが検出
された場合、同じサンプルから細胞診も行われます。
その結果、比較的軽度の細胞異常が認められた場合
は1年後にスクリーニング検査をすることが薦められ
ます。もし、細胞診の結果、高度な異常があった場合
はコルポスコピー（ colposcopy＝腟拡大鏡診。内視鏡
による腟および頸管の検査）を行います。

＊高度リスク
　ヒト乳頭腫ウイルス16か18型が検出された場合は
同じサンプルで細胞診も行いますが、同時にコルポス
コピーにも進みます。（コルポスコピーは婦人科の
専門医でする検査です。）

サンプルの自己採取について
　腟内の液を採ればウイルスの検出は可能です。僻地
に住んでいて医療機関へのアクセスが容易でない人
や宗教的な理由などにより婦人科の診察を好まない
人などの場合、サンプルを自己採取して検査機関に送
るという手段も考慮されます。ただし、この方法では
子宮頸部を肉眼で直接見て、その健康状態を確認す
ることはできません。しかも、子宮頸部からのサンプ
ルでない場合、追加で細胞診をすることも困難です。
よって、もし自己採取サンプルから高リスクのウイル
スが検出された場合は医師による診察や検査は免れ
ません。
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今月の喜怒哀楽　〈怒と哀〉
数カ月前の話。上の娘が昨年Y12を修了し、友人たちと7週間日本に卒業旅行に行った。
シドニー帰国の前夜、娘から私と主人宛にメールが届いた。普段は2行ぐらいのそっけ
ないものなのに、今回はなぜかMr、Mrsから始まる妙にフォーマルな響き。なんだか嫌
〜な予感がしながらメールを読んでいくと…、「シドニーに帰る前にどうしても伝え
ておかなければならないことがあります。（中略）実は、妊娠してしまいました。父親
が誰かわかりません」という内容。主人も私も思わず天を見上げた…。ああ！せっか
くHSCが終わって、これから大学だというのに…。もう怒りと哀しみを通り越してい
る。すると最後の方に「ははは、今のは冗談！でもこれからは本当のこと。彼氏ができ

ました。あした空港に迎えに来るから、そのあとうちに泊まってもいいよね？」と書いてある。なんだか狐に化かされ
た気分。さっきの怒りと哀しみは消え去ったから、まあ、いっか。（ケーエム）

▼クルーズの旅の途上、35年ぶりに上海に行きました。昔の上海はみなさん人民服を着て
いたのですが、今日ではシドニーと変わらぬカラフルな様子に一変していました。当たり前

ですが。昔泊まった飯店（ホテル）は名前が変わっていましたが、建物はそのままの姿で、懐かしかったです。
上海の目抜き通りを歩くと、有名ブランド店や日本のお店が立ち並び、躍進する中国の姿が垣間見られま
した。それでも工事現場の足場が今でも竹だったのは嬉しかったですね。▼シドニーに戻り、遊び気分から
現実生活に戻った頃、スクールホリデーも終わって学校が始まりました。一応、JCS日本語学校の代表兼校
長をしていますので、久しぶりに子どもたちに会って、2学期開始の挨拶をしてきました。立場上、三校の
学校を回ったりしているので、なかなか自分の学校に顔を出すことができません。そのせいか、子どもか
ら「誰？」と呼ばれたり、「仕事しているの？」などと言われています。（情けないトホホな校長）

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 student.city@jcs.org.au
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6月号は、6月5日発行です。
原稿の締切は、5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5月号通巻第386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。


