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JCSフェイトは7月14日
（土）
開催です！
毎年恒例のフェイトをAuburnで行います

35周年記念イベント パラマッタ初の日本の祭り大成功！
JCS年次総会は8月18日（土）に開催
ウィロビーの日本祭りは9月8日（土）に開催
35周年記念イベント第5弾は映画
「一陽来復」
上映会
8月26日（日）に州立美術館で開催

2 JCS行事予定
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2018年 JCS創立35周年記念イベント

第一弾

第二弾

キャンベラ日帰りバスツアー

STAR SAND - 星砂物語- 上映会

第三弾

第四弾

創立35周年記念懇親会

パラマッタで日本の祭りを開催

日時：1月20日（土）7時出発／19時帰着
行先：Canberra
総勢25人で、駐豪日本大使公邸を表敬訪問し、国会
議事堂、戦争記念館を見学してきました。

日時：5月27日（日）12時〜3時
会場：Centennial Park内レストラン
1983年の創立時にBBQパーティーを行った同公園
で、35周年記念の懇親会をレストランで行いました。

日時：5月12日（土）14時
会場：州立美術館ドメインシアター
ロジャー・パルバース監督の沖縄戦が舞台の映画「星
砂物語」の上映会。豪州かりゆし会との共催企画。

日時：6月9日（土）11時〜16時
会場：Centenary Square, Parramatta
チャッツウッドに続いて、シドニー西部パラマッタで
初の日本の祭りを開催しました。

●JCSこれからの活動予定
7月14日（土）JCSフェイト開催

第五弾

8月26日（日）映画「一陽来復」上映会
9月8日（土）チャッツウッドの日本祭り

映画「一陽来復」上映会

日時：8月26日（土）10時30分〜12時
会場：州立美術館ドメインシアター
岩手・宮城・福島の、東日本大震災の被災者のその後
を伝える、心温まるドキュメンタリー映画です。
本誌のカラー版は、電子版を
ダウンロードしてください。

■表紙の絵

9月22・23日（土・日）カウラ慰霊祭ツアー
11月25日（日）JCS忘年会
12月8日（土）年末恒例の日本の祭り

www.japanclubofsydney.org
冬：椿
7月、
寂しい真冬のシドニーの家々の庭に明るさをくれる椿をよく見かけます。
先端が尖ってつやつやと光沢のある、かっちりとした深緑色の葉を持ち、頭が重たげ
な赤い花びらの椿の花。花瓶に挿したその姿から、葉や花の質感や色をイメージして
頂けたらうれしいです。（鴨粕弘美）

［作者プロフィール］シドニー在住。2007年から永淵博子氏に墨絵を師事。2003年、
NSW州立美術舘コミュニティー・アンバサダーの研修修了。以降、同美術館にて日本語
ガイドボランティア活動を続け、
仲間と共に本誌連載コラム
「 Let’ sアート」
の記事寄稿も
している。

JCS行事予定
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JCSフェイトは７月14日（土）開催
毎年恒例のJCSフェイトは、
7月14日
（土）に開催です。
場所はいつものAuburn Community Picnic Areaです。今
年も各種食べ物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。

日時：7月14日（土）スクールホリデー中11am～3pm
（出店者は10時集合）
（駐車場入口はKilleen Street）
●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。
Auburn駅は11時出発です。
帰りは会場を3時
に出発します。
料金＄5
（会員）
／＄10
（一般）

シドニー日本クラブ年次総会8月18日（土）開催
日時：8月18日（土）14時30分（予定）
場所：Doughety Community Centre, 7 Victor Street, Chatswood

2018/19年度の年次総会を、8月18日（土）に開催します。是非、会員のみなさまのご出席をお願い致します。
欠席される方には委任状の用意もあります。事前に提出をお願い致します。
（委任状は8月号に同封します。）
総会資料は、本誌8月号とJCSのサイトに掲載しますので、必ず目を通されるよう、お願い致します。
年次総会では、事業報告と事業計画（案）、決算報告と予算（案）の審議と承認を行います。

シドニー日本クラブ2018/19年度年次総会式次第
日時：2017年8月18日（土）午後14時30分（予定）
場所：The Dougherty Community Centre
第1号議案 2017/18年度事業報告
第2号議案 2017/18年度収支決算報告
第3号議案 2018/19年度事業計画（案）
第4号議案 2018/19年度予算（案）
質疑応答

ウィロビー日本祭り

日時：9月8日（土）11時〜18時

場所：Chatswood Mall, Chatswood

チャッツウッド駅前の遊歩道を会場に、日本のお祭り「 Matsuri Japan Festival in Willoughby 2018」を開催し
ます。ウィロビーカウンシルの協力を得た、JCS主催のお祭りです。皆さんご家族連れでお出かけください。日本
食の屋台や、日本文化紹介ブース、ソーラン踊り隊などの舞台パフォーマンスが楽しめます。

4 創立35周年特別企画

JCS創立35周年記念イベント
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Parramattaで祭りを開催

パラマッタ初の日本の祭り大成功！

6月9日（土）に、チャッツウッドに続いて、シドニー西部パラマッタで初の日本の祭りを開催しました。会場はパラマッ
タ駅からすぐのCentenary Squareです。当日は朝から雨が降り開催が危ぶまれましたが、やがて晴れ間も出てきて大
降りになることなく、無事祭りを催すことができました。地元の方が大勢集まってくれて、ワークショップや屋台に
行列ができるほどでした。ステージ前にも数百人の観客が立ち並んでくれました。
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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、7月25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、参加ご希望の方は電話：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：7月25日（毎月第４水曜日開催です）
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、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）

スポーツ天国

SPORTS

サッカーワールドカップ

116

ウルグアイと対戦してPK戦までもつれましたが、なん
とか32年ぶりの出場。
（筆者はスタジアムで観戦しまし
た。）日本は1998年のフランス大会で、有名なジョホー
ルバルの歓喜でイランに勝利し、初出場。そのイランが
豪州との最終決戦で二引き分けになりながら、イラン
の勝利。いろいろ歴史があります。その話はいずれま
た…（ぴか）

この原稿が読まれている時には（読んでる人がいれ
ば）サッカーワールドカップも佳境に入っていること
と思います。いまや、日本も豪州もW杯の常連ですが、
初出場は豪州が先で1974年（本戦は1次リーグ敗退）。 ※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。
その後、常にオセアニア地区で首位なるも、南米5位と
よろしくお願いします。
（ぴか）
の大陸間プレーオフで負け続け、2006年大会予選で

6 理事会から

6月の理事会
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日時： 6月6日
（水）19時〜21時 場所：Dougherty Community Centre, Chatswood
出席： 八重樫領事、
水野、
水越、
平野、
藤田、
林、
光岡、
コステロ、
ジョアネス、
ベイカー、
渡部
欠席： チョーカー、
フレイザー、
多田、
コックス、
川上

1. 創立35周年記念「 Star Sand 星砂物語」上映会

上映会にはほぼ満席の290人ほどが参加し、成功裏に
終えることができた。

2. 創立35周年記念「懇親会＠センティニアル公園」

開校3年目の今年度初めて、エッジクリフ校からもミニ
スターズアワードに応募することにした。

4. 創立35周年記念「パラマッタで日本の祭り」

センティニアル公園での懇親会には竹若総領事にも参
加して頂き、子供一人を含む20人が集い、楽しく和やか
な午後を過ごすことができた。

日時：6月9日（土）11時〜16時
会場：Centenary Square, Parramatta
（パラマッタ駅前広場）
祭りの最終確認が行われ、細部の確認をした。よほど
の悪天候にならない限り、雨天決行。朝、９時半集合。

3．JCS日本語学校報告（3校）

5. JCSフェイト

JCS日本語学校報告（３校） この度、JCS日本語学校の
これまでの活動が評価され、総領事表彰を受けることと
なり7月11日（水）に総領事皇帝にて伝達式が行われる。
◉City校:10クラス、生徒数169人、128家族
保護者から食べ物の寄付やお手伝いをお願いして5月
19日にBig morning teaを開催し、現地校へのファンドレ
イジングを行った。売上金の250ドルを現地校に寄付した。
6月2日、30日は、スピコン実行委員会を開催し、準備を
着実に行っている。9日は、授業参観を行う。
7月14日開催のフェイトには、ラムネ販売（ $2.50）、金
魚、ヨーヨー、スーパーボールすくい、射撃ゲーム（ $2を
予定）を行う。
◉Dundas校：10クラス、生徒数122人、85家族
5月12日 はTC会 議 を 行 い、19日、26日、6月2日 と 授
業参観を行った。6月16日に残り一クラスの授業参観、
HSCJCセミナー／お餅販売を予定している。
6月9日のパラマタ日本祭りにはダンダス校役員全員で
お手伝いに行く。ミニスターズアワードは今年はジュニア、
シニア両部門より申請予定、準備を進めている。
6月30日最終日は各クラスで七夕クラフトをするため、
飾りの準備を進めている。
3学期より新役員になる4人への引継ぎをしている。
代講ができるアシスタントの先生が一人しかおらず、ま
た代講授業が立て続けにあったため、臨時アシスタント
の先生を一人採用した。7月14日の七夕フェイトでは、
ダンダス校からは豚汁、パン、フェイスペインティングを行
う。一律3ドルにする予定。
◉Edgecliff校：4クラス、生徒数44名、38家族
2学期から4クラスの担任が変更になったが、幼児クラ
スと小学準備クラスは新しい担任が決定し、国際クラス
は6週目から新しい担任の授業になる。現在、小学クラス
の担任を募集中で、今学期は代講の先生による授業を行
っている。これまでエッジクリフ校はシティ校からの先
生に授業をお願いしていたため、午後の時間の制限から
打ち合わせはできても、なかなか正式なTC会議を持つ
ことができなかった。今学期から毎学期4週目にTC会議
を行うこととし、先日、第1回の会議を持つことができた。

日時：7月14日（土）11時〜15時
会場：Auburn Community Picnic Area
出店者と、出店内容を確認。本部はソーセージシズル
のみ。イベントの順番、送迎バスの料金（会員$5、非会員
$10)確認。MCは斉藤直子さん。

6．創立35周年記念「一陽来復 Life Goes On」上映会

日時：8月26日（日）10時30分または11時
会場：NSW州立美術館ドメインシアター
会員：大人$15、子供（15歳以下）$10
一般：大人$18、子供（15歳以下）$13
ゲストがいる場合10時半より、ゲストがいない場合は
11時開始。

7．創立35周年記念品の配布

学校はほぼ配布を終えた。親睦の会は例会の時に配布
する予定。一般の会員は、フェイトや祭りのイベント時に
受け渡したり、理事を通じて配布するようにする。

8．JCS年次総会について

日時：8月18日（土）14時30分〜
会場：ドゥガティコミュニティーセンター
本誌7月号に総会開催の告知を行う。

9．チャッツウッドの日本の祭り
日時：9月8日（土）11時〜18時
会場：Chatswood Mall, Chatswood
今年も例年の場所で開催予定。

10．JCS忘年会について

日時：11月25日（日）12:00〜
会場：ゴールドクラス達磨
11月最後の日曜日に開催。市内の日本レストランで、今
年はランチということでお昼に開催する。

11. その他

○チャリティー募金活動の認定登録更新が当局に5月
31日付で受け付けられた。
◉会員世帯数 352世帯（一般101世帯、学校251世帯）
※次回理事会は、2018年7月4日（水）午後7時〜

連載コラム

San
F
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モザイク画階段プロジェクト

サンフランシスコのダウンタウンからほど近いモラガスト
リートにあるモザイク画階段はアイルランドの陶芸家アイ
リーン・バーバンとモザイクアーティストのコレット・ク
ラッチャーによるコラボ作品です。全163段の階段には
手作りタイル2000枚、タイル片7万5000個が使用されて
います。2年半の歳月を経て2005年に完成しました。
このプロジェクトは市民ボランティアと多大な寄付に
よって完成しました。そのためプロジェクトに従事した
人達の名前がタイルに刻まれています。空へ向かってい
るモザイク画は流れる川をイ
メージし、川の中の魚や貝、
生き物、川辺に咲いている花
等をあしらっています。モザ
イク画階段のてっぺんまで登
るとそよ風が吹き本当に気
持ちよいものです。そして眼
下にはゴールデンゲートブリ
ッジを始めゴールデンゲート
パークが見渡せます。

MOSAIC日本語カルチャー教室
Willoughby Council運 営 の マルチカ
ルチ ャ ー センタ ーMOSAIC（12 Brown
Street, Chatswood）で は、日 本 人 の た
め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）。
タイチー（太極拳）クラス：毎週水曜日2時半から、24式、
48式を日本人講師から毎
回20人 程 度 の 女 性（平 均
年 齢75歳？）が 楽 し ん で
います。最近は男性も増え
つつありますので、ぜひお
気軽にご参加を！参加費
はたったの2ドル、終わっ
たあとは爽快な気分です。
日本料理教室：奇数月の第三水
曜日10時半〜12時まで日本人
講師のもと日本料理教室が開
かれています。
作った料理で楽
しいランチ会、次回は7月18日、
費用は実費12ドル。
ご参加希望
の方はご予約をどうぞ！

日本再発見
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日本は、やはり食！

最近仕事で毎月日本に行く中、
やはり常に感心させられるのが
その食。今回は銀座の六雁とい
うお店でコース料理を堪能。そ
の素晴らしさはやはりディテー
ルへのこだわりと新鮮な様々な素材の組み合わせ。
献立は江戸崎かぼちゃのスープ、蓴菜 トマトジュレ 加
減酢 黒七味／蛸と茄子のオランダ、夏果の白和え最中、
胡麻豆富 山葵 花穂、油目 沢煮椀、お造り《真子鰈 岩茸
スダチ》、焼き物《活け鮎の炭火焼 ガーデンクレス》、一口
の寿司《鯵のなめろう》、季節野菜の煮こごり、黒毛和牛
のローストビーフ おか
ひじき 鶏のつくね ミニ
パプリカ、鯛ご飯／香の
物／赤出汁、六雁名物！
かき氷 葛餅
もうその多彩な内容
と繊細な食感、深い味わ
いはたまりません。最後のかき氷は抹茶ソースから餡子、
ミルク、しょうがソースな
ど好きなトッピングを選べ
るもので、梅雨の初夏には
最適。やはり日本は食なし
には語れない。

Info Talk：講演会 奇数月の第三水曜日午後1時から2時
まで、住まいや地域社会にとって重要なテーマについて
の説明会が通訳付きで行われています。7月18日はNSW
Trustee and Guardianship職員からWILL（遺言状）につ
いての説明会を予定しています。どなたでも参加は無料
です。MOSAICセンターまでお出かけを！
MOSAIC センターでは、Japanese Social Groupの活動
のほかにも各種英語教室や趣味の教室が開かれていま
すので、一度訪ねられたらいかがでしょうか？

■申し込み先

MOSAIC日本ソーシャルグループ
（Japanese Social Group）
担当： 榎本正弘
携帯：0422-019-930
		
Email: fairgo6007@hotmail.com
担当： 雅子グライム 携帯：0422-576-990
		
Email：makog7989@gmail.com

8 親睦の会
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親睦の会
だより
親睦の会役員

・A地区（ North Sydney以南）加藤真理（ Tel: 0405-235-365）
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

会長：林さゆり、副会長・会計：リヒター幸子、幹事：加藤真理、ピアス康子、事務局：斉藤直子
ボランティア：朝比奈冨美子、橋本克子、村田智富子 （五十音順）

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。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。

■2018年7月例会のご案内

【 JCS七夕フェイト遠足】

近）を用意しています。一つのテーブルでは、会員の有志
で作った巻き寿司、お赤飯、おはぎ、いなり、五目寿司を
販売します。もう一つのテーブルでは、ガレージセール及
び瀬戸物を販売します。ご自宅でご不要の物がありまし
たら、当日お持ちくださいますようお願いします。
収益金は、親睦の会の運営に使わせていただきます。
尚、そのテーブルには椅子がついていますので、お疲
れが出ませんようご自由にご利用ください。また、人気
の紙芝居も担当します。存分に楽しみましょう！
■6月例会では、
JCS35周年記念バッグを贈呈しました。ま

バス遠足気分を味わい、シドニー日本クラブ「 JCS七夕
フェイト」を楽しみましょう！踊りや紙芝居、ショウな
どのエンターテイメント、玉入れや綱引き、縁日の小物類、
様々な食べ物屋台を満喫しましょう！
■日時：2018年7月14日（土）11時〜午後3時
■会場：Auburn Botanic Gardens Community Picnic Area
（住所：Killeen Street, Auburn）
■会費：なし
■車で向かわれる方は、Chiswick Rd.からでも、Killeen
だ受け取られていない方は、
7月のフェイトでお渡しします。
St.から入っても無料路上駐車することができます。
【お知らせ】
■バス代：会員5ドル／非会員10ドル
■6月2日
（土）に開催した月例会では、豪州新日鉄住金、
（チャッツウッドと会場の往復または片道。オーバン駅か
シドニー日本商工会議所会頭の末永正彦氏をお招きして、
ら会場の往復または片道でも、バス利用者は一律です。） 「ドイツとモザンビーク共和国での体験談」
と題し、
国の概
■バス詳細：
要やご滞在時の貴重なお話を伺いました。質疑応答の時
10:00 専用バス出発（集合場所：チャッツウッドの月例会
間では、活発な発言が交わされ、時には会場が笑いに溢
の会場「 The Dougherty Community Centre」です。）
れる盛り上がりをみせた印象的な会でした。
（写真左）
10:40 オーバン会場到着／10:50 オーバン駅出発
■6月9日
（土）は、パラマッタ駅前で
「日本の祭り」でした。
11:00 オーバン会場到着、フェイト開始
心配されていた雨もお昼頃には晴れ間が見え出し、地元
15:00 フェイト終了、オーバン会場から専用バス出発
の大勢の人が集まってくれました。食べ物の屋台、習字、
15:40 チャッツウッドの月例会の会場に到着・解散
折り紙、茶道、華道、金魚すくい、浴衣販売、様々な踊りな
■通常の地区幹事への参加／不参加の連絡は不要です。 ど日本を味わっていただいた大成功の日でした。
ご参加・
■バス申込：乗車希望の方のみ、地区幹事へご連絡くだ
ご協力くださった皆さんお疲れさまでした。
（写真右）
さい。その際、チャッツウッドまたはオーバン駅のどちら
■8月11日（土）は、月 例 会 を 通 常 のThe Dougherty
から乗車を希望されるかもお知らせ下さい。
Community Centreで開催します。
■お弁当の注文：通常の和食弁当の注文はありません。
■古本/CD市へ、小畔節子さんより沢山の寄贈がありま
会場には、様々な食べ物や飲み物の屋台が出店していま
した。ありがとうございます。またラージム敏子さんか
すので、各自でお求めになりお楽しみ下さい。
らは現金の寄付がありました。会の運営に有り難く使わ
■会場では、親睦の会用に2つのテーブル（前方中央付
せていただきます。重ねて御礼申し上げます。

クラブ活動
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クラブライフ
6月はパラマッタ初の日本の祭りで踊りました
先月は、9日（土）に催されたMatsuri Japan Festival
in Parramatta 2018で踊りました。パラマッタでは初
めての日本のお祭りです。雨が心配でしたが大降り
にならずに曇天のなか元気いっぱい踊りを披露する
ことができました。ダーリングハーバーのお祭りに比
べると規模は小さいですが、初めてのお祭りに地元
の方が大勢集まってくれました。
今月は14日（土）のJCSフェイトで踊ります。
私たちの踊りが少しでも日豪文化交流に結びつく
ようにと元気に踊っています。一緒に踊りたい方、大
歓迎！お気軽に練習にご参加ください。

【練習日】

日時：毎週土曜日2時〜3時
場所：Cammeray Public School
（Palmer St, Cammeray）
参加ご希望の方は、Email：sydsoran@gmail.comまで
ご連絡ください。
http://sydneysoran.wix.com/dancetroupe

フラダンスを踊りませんか？
JCS Hula Aloha Hawaiian Groupは、シドニーにフラ
ダンスの会として発足して6年になります。
体を動かす気持ちの良さを感じながら、明るく楽
しく美しく、健康をモットーに和気あいあいと踊っ
ています。（写真は6月のパラマッタの祭りの舞台）
興味のある方は是非、見学にいらして下さい。
年齢は問いません。
練習日：第2・第4火曜日午前11時〜12時
場所：Dougherty Community Centre Annex, Chatswood
お問合わせは真理まで。
メール：hulaaloha2067@gmail.com または、電話：0405-235-365

秋季ソフトボール大会で3位入賞！
JCSソフトボール部「シビックス」では、毎年、春と秋
に催されるシドニー日本人会のソフトボール大会に出
場しています。5月に行われた秋季大会では、悪天候
の中、前回に続き3位入賞という好成績を残すことが
できました。今回も優勝チームのるっくJTBに敗れま
したが、チーム力はだいぶJTBレベルに迫ってきてい
ると思います。
「シビックス」では会員募集中です。一緒に優勝目指
しませんか？家族で応援に来られませんか？
興味のある方は是非、ご連絡ください。
メール：ckato@nmpa.com.au または、電話：0402-011-198 （ソフトボール部部長

加藤雅彦）
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JCS日本語学校シティ校
JCS Japanese School
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シャチ組クラス紹介

シャチ組はプリスクール、キンディ、Year1までの男子
10名、女子7名、計17名の生徒が在籍しています。
2学期に新たにク
ラス 編 成 が あ り、1
学期とはクラスのメ
ンバーが変わりまし
旧校舎のその後
た。新 し い クラス が
寒さが日に日に増してきますね。
冬のシドニーを満喫し
始まり1か月が経ち、
ていらっしゃいますでしょうか？シティ校ではターム2も
子どもたちも新し
無事に終わり、冬休みに入りました。この休み中に帰国し、
い クラス に 慣 れ、勉
日本の夏を楽しまれる方も多いのではないでしょうか。
強に励んでいます。
さて、今年に入って始まった旧校舎の取り壊しも半年
とても元気いっぱいの子どもたちで、休み時間には鬼
が過ぎて一段落ついたようです。全ての建物が取り壊さ
ごっこを楽しみ、お部屋で「なべなべそこぬけ」や「じゃ
れ、
きれいに片付いています。
もともと坂の途中にある学
んけん列車」などのアクティビティにも積極的に参加し
校でしたので、
段々畑のようになっていますが、
こうして
楽しむ姿が見られます。シャチぐみでは、日本語の学習
みるとかなり勾配の厳しい土地だったのが見て取れます。
に加えて日本の伝承遊びや製作遊びなども取り入れな
今、
目を引くのは複数残された大きい木々です。
取り壊
がら、日本についての知識も深められるように活動を考
しの前からどうなるのか気になっていましたが、残って
えています。
いる木々を見てほっとしました。新しい学校の完成予想
学習面においては、ひらがなの習得とカタカナの学習
図にも旧校舎の木々が描かれています。自然を生かした
を目標としたクラスとなっています。1学期にひらがな
モダンなデザインのようです。旧校舎時代から沢山の子供
清音の復讐を終え、2学期からは濁音、半濁音、促音、長音
たちを見守ってくれた大きな木々は新しい校舎になって
の学習を行っています。
も、
子供達の成長を見守ってくれることでしょうね。
新しい文字を学習するときはわかりやすい例を挙げ
そして、
シティ校のターム3では、
いよいよスピーチコン
説明するなど、子どもたちが文字の読み書きだけでなく、
テストが開催されます。
この冬休みの間にスピーチの練習
物と言葉、動きと言葉が一致するよう考えながら学習を
をして、
コンテストには万全で挑んで欲しいですね。
考えています。写真を見せて「この名前は？」と尋ねると
では、たくさん遊んで、たくさん宿題をして、冬休みを
いつも同じ子が発言してしまうので、分かったら手を挙
有意義にお過ごし下さい。
ターム3で元気に会いましょう。
げる方式を取り入れています。しかし、自分からはなか
なか発言できない子もいるので、一人ずつ名前を呼び
「これは？」と尋ねるなどすべての子が発言する機会を
もてるよう工夫しています。
シャチ組の新しい学習にも積極的で、先生に聞かずに
どんどんやる子、分からないことは質問しながらする子、
発音の練習をしながら書く子など様々な子どもたちの
姿も見られます。今後は簡単な文章やカタカナ学習に加
え、人前で発表する機会も作りながら自信をもって日本
語を話して生きるよう授業していきたいと思います。
これからも様々な学習の中で子どもたちが「日本語大
好き！」楽しみながら学んでいけるようなクラス作りを
していきたいと思います。
（担任：原田安由美）
学校 Ultimo Public School
（177 Wattle Streets, Glebe NSW 2037）
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
Web http://cityschool.japanclubofsydney.org/

JCS日本語学校
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JCS日本語学校ダンダス校
JCS Japanese School Dundas

クラス紹介
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太陽組

太陽組はダンダス校最年少クラスで、今年は男の子8人、
女の子7人の計15人で構成されています。
1学期は、日本語学習だけでなく学校生活、集団行動、
クラスの流れにも慣れていく時期です。色々と不安もあ
る時期ですので、比較的子供達に身近なテーマを取り入
れ授業を進めていくようにしています。そして、年齢的
2学期の終業式と七夕
に色々な運動能力も急速に発達している時期でもあり、
ダンダス校の2学期は6月30日が終業式でした。七夕
そういう面の発達を促す内容も取り入れるようにして
には少し早いですが、保護者のお友達家族様のご厚意で、
います。1学期は特にfine motor skillの向上を図るため、
笹を寄付していただき、七夕の行事に使用させていただ
たくさんのクラフトや駒回しなどをします。小さい指の
きました。授業中に作れる飾りには限りがあるので、保
動きを発達させることにより運筆力も上がっていきま
護者の皆様にご協力いただき、事前に飾りを作って準備
す。今はベイブレードなどがあり、駒を自分の手で回さな
し、子ども達が作った飾りや短冊とともに素敵な笹飾
くてもよくなっています。今年も初めて太陽組で駒回し
りが出来あがりました。お家に飾って、素敵な七夕を過
をすると、ほとんどの生徒が親指と人差し指を使って駒
ごしていただけると嬉しいです。これから冬休みで、楽
を回すことができず。でも、コツを教えちょっと練習す
しい計画がたくさんのご家庭もあるかと思います。7月
るとみんなどんどん駒を指を使って回すことができる
14日(土)には毎年恒例のAuburnでのJCSフェイトもあり、
ようになりました。
ダンダス校も出店予定です。お時間の許す限り、皆様どう
2学期は、日本の子供たちの遊びを通したくさんのこ
ぞ遊びに来て下さいね。そして、7月28日の3学期の始業
とを学習していきます。外で「だるまさんが転んだ」
「花
式でまた元気にお会いしましょう。
いちもんめ」
「かごめ かごめ」などたくさんの遊びをみ
んなでワイワイ楽しくやっていきます。教室で学習する
のとは違い、子供たちのすごく生き生きとした表情を見
ることができます。ちょっと内気な生徒も、この外遊び
の時はとても積極的になります。楽しく日本語や文化を
学習できるだけでなく、協調性・積極性なども身に着け
ることができます。他にもGross Motor Skillの発達も促
すことができす。2学期の「外遊び」は、太陽組の醍醐味で
はないかと思っています。
（笑）今年もダンダス校に「だる
まさんが転んだー」という太陽組の大きな声が響いたん
ではないでしょうか？
3学期は、調理実習でおむすび／お弁当作り。4学期は、
お楽しみ会の準備で歌と小道具作成。1年を通し太陽組
は、様々な経験を通し日本語学習に興味を持てるように
しています。
毎年新入生のクラスをもって思うことは、1学期最初
に生徒たちの緊張と不安そうな顔（中には泣いていた
り）を見て今年はどんな生徒達でどんなクラスになるの
かな？ということです。毎年1学期は生徒の様子を見な
がら、今年の太陽組にあった授業へ調整していきます。2
学期前半も同じようにコツコツみんなで学び、そして2
学期後半に差し掛かる頃生徒がパッと変わるのが感じ
られるんです。私としては魔法がかかった一瞬のようで、
今年の太陽組でも6月初旬にそれを感じる瞬間があり、
本当にうれしく思いました。
（担任：三奈木美緒）
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
Web http://dundas.japanclubofsydney.org/index.html
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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
Web http://edgecliff.japanclubofsydney.org

2学期は、楽しい行事で盛りだくさんです！
生徒達は子供の日、母の日、父の日を経験し、最後はみ
んなで短冊に願いを込めて飾る七夕が待っています。他
にも第8週目には、授業参観が行われる予定です。
7月14日に行われるJCSフェイトでは、チョコバナナや
クレープ、輪投げなど子供達が楽しめる出し物を予定し
ています。昨年に比べ、人数も規模も少しずつ大きくな
ってきています！是非、ご来店ください！
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クラス紹介

なのはな組

なのはな組は幼稚園4歳児から小学校3年生8歳児ま
での女の子が7人、男の子が6人の計13人で構成されて
います。規律正しく、元気に、楽しい日本語クラスを目指
して、毎回リーダーの合図で礼儀正しい挨拶を実行して
います。
「人前で自信を持って日本語で話せるようになっても
らいたい」という保護者のご意見を尊重して、絵日記や
ニュース発表も行っています。毎週の絵日記から好きな
ものを選び、大きな声で堂々と発表出来るように家で練
習してきてもらっていますので、だいぶ自信がついてき
ているように思います。
また、毎週学ぶ内容に則した音が入った童謡や歌を取
り入れて、時には手遊びなどで楽しい時間にしています。
また、それに関連した内容の絵本の読み聞かせをするこ
とで、日本語のお話を聞き理解して楽しむことを覚え、
自ら学んだ日本語で読書を楽しめるように成長してい
く過程を期待しております。
それから、クラフト工作は子供達の目がキラキラして
本当に嬉しそうな時間です。ちなみに、今学期は行事が
多く5月5日の子供の日には兜や大きな鯉のぼりの前で
写真を撮りました。新聞紙で兜を作って本物の兜と見比
べたり、小さな鯉のぼりも制作したのが良い思い出です。
そして母の日にもカーネーション作りに加え、お母様又
は家族写真を使って母への感謝の文章と写真で表現し
た、世界に一つだけの素敵な写真たてを制作し大好きな
お母様にプレゼント出来ました。
今度の授業参観では『とんとんとんとんひげじいさ
ん』から好きな物や人に変身してもらい一人づつ歌って
踊ってもらう予定ですが、何になりたいかと歌詞の替え
歌を考えてもらい、授業中に制作するお面と一緒にコス
チュームを着たりして楽しく発表してもらいます。
海外在住の日系の子供達は家庭以外での日本語の使
用頻度が低く、日本語を学ぶモチベーションが下がりが
ちですが、それを跳ね返すように明るく元気に午後の眠
気も吹っ飛ぶような有意義な、それでいて実践的な授業
をこれからも展開していきたいと存じます。
（担任：スティプロヴァイト知子）

教育支援委員会から
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HSC日本語委員会がセミナーを開催
5月26日、土曜日の午後、UTS（シドニー工科大学）にて、
HSC日本語委員会主催のセミナーが行われた。セミナー
は2部構成で、第1部は、プレゼンテーション。講師は、ジ
ョージズ･リバー･グラマ ーの教員及びシドニー日本語土
曜学校教務の阿部圭志氏。第2部は、HSC日本語コース受
験経験者と保護者（各2名）の体験談と質疑応答。参加者
は40名で、アットホームな雰囲気の中、行われた。
第1部の阿部氏のプレゼンテーションのトピックは、
「家
庭で日本語学習をサポートする上での留意点・提言」
。内
容は次の通り。
「1.前説」
「2.ウォーミングアップ」
「3.生活 「で」勉強する機会も必要だという。実際に使えるドリル
やゲームの紹介もあった。いくつかの動画も補助教材と
言語(遊び言葉）と学習言語(教室言葉）」
「4.継承語話者の
して使えると紹介され、
「池上彰のニュースそうだった
日本語能力」
「5.家庭でできる日本語学習支援」
「6.保護者
のか！」
「
ザ！世界仰天ニュース」
などがいい例だそうだ。
の皆様へ」
「7.質疑応答」
動画では、短時間で、難易様々な語彙を、意味のあるコン
まずは阿部氏から、継承語教育は体系化・一般化しづ
テキストで大量にインプットできるので、優れた教材に
らいという話がされた。この日のセミナーは、
「意思疎通
なるらしい。
には問題ないけれど、勉強としての日本語はちょっとね
そして最後に、阿部氏から保護者へのアドバイス。①継
…」という生徒を念頭において話していくとの前置き。
承語話者にとって、第一の教師は保護者 ②子供の日本
まずはウォーミングアップとして、参加者全員が数学の
語にポジティブな評価を ③「我が子は我が子」という
文章問題に取り組んだ。問題は英語と日本語で書かれて
いるが、どちらを見てもよいとのこと。答え合わせの後、 スタンスで ④「読書で語彙を増やしましょう」？(難し
すぎると読書嫌いになる可能性があるので注意！） ⑤
阿部氏は「この文章問題を何語で処理しましたか？」と
問う。そして、処理した言語が学習言語（教室言葉）なの 「漢字はたくさん練習すれば習得できる」？（どういう文
脈で使われているかを知ることが大切）。 そして最後
だという。
「は〜っ、そういうことか！」と納得。
に質疑応答で締めくくられた。とても充実した、ために
中島和子氏の問題提起「 JHLの枠組みと課題−JSL/
なるお話だった。
JFLとどう違うか」によると、家庭使用をベースとした継
第2部は、HSC日本語コース受験経験者と保護者（各2
承語は、4技能の発達がアンバランスだという。そして、継
名）の体験談で、大変興味深く、活発な質疑応答も行われ
承学習者の認知面の力は、年齢相応の母語話者に比べて
た。大成功のセミナーであった。
4年遅れだそうだ。
HSC日本語委員会は、年に1度ぐらいセミナーを行って
家庭でできる日本語学習支援のアイデアとして阿部
いるので、以下のウェブサイトをチェックしてみては？
氏が挙げた例は、読み聞かせ、内容を自分の言葉で説明
https://www.hscjapanese.org.au/
させる：どんなお話だったの？、思考力を刺激する：どう
（ HSC日本語委員会 マーン薫）
して？。そして、日本語「を」勉強するのと同時に、日本語

JCS日本語学校が2019年度新入生を募集
シドニー日本クラブ（JCS）の日本語学校３校では、シティ校とエッジクリフ校が8月1日より、ダンダス校は9月1日から、
共に9月30日まで、2019年度の新入生の受付を行います。
（お子様が新年度入学時に、シティ校とエッジクリフ校は3
歳6カ月に、ダンダス校は4歳になられているのが条件です。）
また新入生を対象としたオープンデー（説明会と体験授業）を、シティ校は10月27日に、ダンダス校は11月3日と10
日に、エッジクリフ校は10月27日に開催いたします。
（要予約）申し込み・問い合わせは、各学校まで。

JCS日本語学校シティ校
Email: student.city@jcs.org.au
cityschool.japanclubofsydney.org

JCS日本語学校ダンダス校
Email: jcs-jpschdundas@live.com
dundas.japanclubofsydney.org

JCS日本語学校エッジクリフ校
Email: jcs.edgecliff@gmail.com
edgecliff.japanclubofsydney.org
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乗ってアクロバットのポー
ズなんかしてみたりしてカ
ッコつけながら釣りあがっ
ていくのですが、最上地ま
で行って止まった時にちら
っと下を見てしまった瞬間、
さーっ…血の気が引きまし
た。年齢を重ねるとともに
高所恐怖症になってきた私。
もうどうしようもなく怖い。
でも下界からは生徒からの
第８回
声援の嵐。
「せんせ〜い、頑張って〜〜！」、あぁ、やらな
スクールキャンプ（その1）
きゃよかった。でももはやここで棄権したら教育者とし
て失格。えぇ〜い、ままよ。目をつぶって繋いであるロー
毎年恒例の2泊3日のスクールキャンプに全校生徒連
プを外します。“カチン” ！「あぁ〜〜〜〜〜〜っ！！！」
れて行ってきました。
教師というのは体を張る仕事なのです。
チャッツウッドから車で約1時間北上したブルックリ
ウォータースポーツのカヌーやカヤックも皆んな大好
ンという波止場からフェリーで20分、ホークスベリーリ
き。インストラクターの指導を受けた後、救命具を着けて
バーに浮かぶミルソン島は、島全体がキャンプ施設とな
運動靴を履いて船を水辺に運びます。水面下は牡蠣など
っている無人島です。毎年この時期、全校生徒参加の学
の貝殻があるので、怪我防止のために運動靴必須なので
校行事のひとつとしてこの島にやって来ます。キャンプ
す。余談ですが、NSW州では足をすっぽり覆った革製の
といってもテントを張って寝袋で寝泊まりするのでは
スクールシューズがどこの学校でも義務付けられていま
なく、2段ベッドにバスルーム付きのロッジで、食事も全
す。それは実験や実習の授業中にハサミやナイフなどの
て提供されるのでちょっとした旅行気分。NSW州スポー
鋭利な物が足に落下して怪我するのを防止するためで、
ツ＆リクレーション省管轄のこの施設で、専属のインス
やけに足にこだわるのです。それにしては巷では素足で
トラクターの下に海山の様々なアクティビティーを体験
歩く人のなんと多いこと…。
するのです。カヌー、カヤック、フィッシングといったウ
話は戻ります。
ォータースポーツから、ロッククライミング、アブセーリン
足首くらいのと
グ、地上の高い空間に立てた丸太に張ったロープの綱渡
ころまで水の中
り、バンジージャンプの小型版のようなジャイアントスゥ
に入ってから船
イング、さらにアーチェリーやフェンシングなど、オース
に入り、パドルで
トラリアの大自然を利用したアクティビティ満載なので
うまく押しなが
す。さらに島全体に様々なコースのブッシュウォーキン
ら岸から離れて
グ、薪を組み立ててアボリジニの食生活をプチ体験でき
い き ま す。こ こ
るダンパークッキング。また、テニス、バスケットボール、バ
は 川 な の で、モ
レーボール、サッカーフィールド、プールなどのスポーツ
ーターボートやフェリーなどが通らない限り波は穏や
設備も整ってあり、自由時間にはスポーツ三昧。立派な
か。冬といってもこの島は日中はトロピカル？と思うほ
体育館もあるので、夕食後はそこで色々なゲームをした
ど暖かくて長閑。ところが、のんびりとした雰囲気で漕
り駆け回ったりと、まあ飽きることなく遊び放題の3日
いで満足できるような生徒達ばかりではありません。カ
間を過ごします。
ヌーもカヤックも2人か3人乗りなので、誰かがわざと船
様々な国から来ている生徒達にとっては、ほとんどの
を揺らして同乗者とふざけあいが始まります。そのうち
アクティビティーが初体験。皆、好奇心満々で喜んで挑戦
にエスカレートしていき、”バッシャーン”！みごとに転覆。
するのですが、やはりハーネスを着けて高い所でのアク
ティビティーは皆んなを惹きつける花形スポーツ。ただ、 そうなると他の船の生徒達も、あ、いいな、と言わんばか
りに真似しだし、“バッシャーン！”あっちでもこっちで
怖がる生徒もいるので皆んなに体験させるよう私達ス
も、“バッシャーン！”幸い冬場でも水温はまだまだ高い
タッフが先にデモンストレーションをして楽しさを教え
ので、思いもかけないスイミングに気持ち良さそう。陽の
ます。さあ、ここで一番人気のジャイアントスゥイングに
光が水面に反射し、皆んなの笑顔が光っています。
挑戦です。ハーネスを正しく着けて安全ベルトに固定し
（次回に続く）
て、10メートルほどの地上へとロープで釣り上げられそ
こから一気に落とされ大きくスゥイングするといった
ものです。生徒から注目を浴びていい気になり、調子に
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［第17回］
アカペラコーラスが人生を変えた！

私がオーストラリアにいる理由
●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。現在はボイストレーナー、シ
ンガーとして活動しながら、2018年より映像クリエータ
ーとしても業務を開始している。
（タイトル画像左が筆者）

JCSの皆さんには、日本祭りやフェ
イトなどのイベントステージで歌うQP
☆Honeyとしての私の姿をご存知の方
も多いと思います。今日は、私のもう一
つのステージ活動、アカペラコーラスに
ついての話をさせていただきますね。
私が活動しているバーバーショップ
アカペラ と の 出 会 い は、2009年、NZの
オークランド滞在時に、ローカルのアカペラコーラスに入
団したことがきっかけでした。その後シドニーに移住し
てからも、国内で強豪といわれる「 Endeavour Harmony
Chorus」のオーディションに合格して入団。かれこれ10
年、国内外でアカペラコーラスのステージに立ち続けてい
ます。
ところでバーバーショップアカペラと言っても、日本
人にはまだ馴染みが少ないのではないでしょうか。この
歌唱法は、アメリカで禁酒令が言い渡された1940年代に
娯楽を求めた人たちが「 Barが禁止ならBarberに行こう」
と小洒落て集いだし、そこで洗練されたアカペラスタイル
がBarberShopアカペラと言われています。
4声のボイスパートで演奏され、一つのパートが旋律を
歌い、他の3パートがハーモニーを付けるのが一般的で、
大体が最下声部と最上声部の間が1オクターブ以内で構
成される「クロース・ハーモニー」
（ Close harmony）が好
んで使われるのが大きな特徴です。
また振り付けなどの演出も派手なものが多く、バーバ
ーショップアカペラはコンサートの他に国内大会、世界大
会とコンペティションが数多くあるので、メイクや衣装、
舞台構成など工夫が凝らされており、いかに観客を「魅
せて、聞かせて、喜ばせる」ステージを創るかが、重要な
ポイントとなります。
私が所属している「 Endeavour Harmony Chorus」は、
シドニー南部 Jannaliを拠点にしており、94名の女性シン
ガーで構成されています。2018年現在、私は唯一の日本
人シンガーです。
女声バーバーショップアカペラの世界最大組織「 Sweet
Adelines International」に所属し、33団体あるオースト
ラリア国内のチームの中でも最高スコアを保持するチャ
ンピオンチームです。これまでオーストラリア代表として、

カルガリー（カナダ）、シアトル、ホノルル、ラスベガス（アメリ
カ）大会に出場、2015年のラスベガス大会では世界10位
のメダルを獲得しました
バーバーショップアカペラコーラスに出会って、私の海
外生活は大きく変わりました。もともと音楽は好きでし
たが、アカペラを通してボーカルスキルはもちろんのこと、
表現力、ショーマンシップ（ Showmanship）、チームワー
クの大切さを学びました。また、国を代表して歌うとい
う稀有な経験で、自分自身への自信と誇り、オーストラリ
アに対する特別な思い、仲間や家族への感謝の気持ちを
心の底から感じています。
最初の動機は「ローカルの友達が欲しい」
「英語は自信
ないけれど、歌詞さえ覚えればみんなと一緒に歌えるか
も」という軽いものでした。しかし、今は確実に、このコ
ーラスが私がオーストラリアにいる大きな理由の一つで
あり、自分自身をもっとも輝かせる活動の一つであると
言えます。
今年10月に、アメリカのセントルイスで開催される世界
大会で、オーストラリアを代表して歌ってきます。8月に
はシドニーでコンサートもありますので、お時間があれ
ばぜひ会場で、迫力あるアカペラコーラスをお楽しみく
ださいね。
イベントの詳細は、Endeavour Harmony Chorusの公式
サイト（ https://endeavourharmony.com）をご覧くださ
い。
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の入れ方、鉋で木材を削る時の音や匂い。そういうもの
を一つでも説明できるかと言われたら、何も答えられな
いではないか。
博物館では、小さなスツールを作る体験に申し込んだ。
ろくにさわったこともないのに、鋸や鉋を使う工程のあ
る体験に申し込んで大丈夫なのか。実はかなり迷ったが、
佐藤至子
同行の友人の勧めもあって、思い切ってやってみること
にした。
第90回 手で見る
ボランティアの指導員さんに道具の持ち方や動かし方
を教わりながら、キットを使って作る。鋸で余計な部分
先日、某大手工務店が運営する博物館を訪問した。目
を切り落とし、げんのうでくさびを打ち、鉋で出っ張っ
的は二つ。一つは展示されている古今東西の大工道具を
た部分を削る。それぞれごく簡単な作業だったが、素人
見ること。もう一つは実際に道具をつかう体験をさせて
には当然ながら難しかった。指導員さんに助けてもらい、
もらうことである。
私は大工道具に疎い。身近にある道具といえば、金づち、 なんとか完成までこぎつけた。
作業中、指導員さんには「鋸の全体をつかって挽く」
ペンチ、ねじをとめるためのドライバーなど、ごくわずか
なものだ。子どもの頃には折りたたみ式のナイフ（肥後 「せかせかすると続かない」など、いろいろなことを教わ
った。最も印象に残ったのは「手で見る」こと。作ってい
守）で鉛筆を削ったり、図工の授業で彫刻刀を使ったり
るものがめざす形にできているか、目で見るだけでなく、
もした。だが、鉋（かんな）にさわったこともなければ、大
手で触れて確かめるということである。
工さんが働く現場を実際に見たこともほとんどない。
作業し続けようとする手を一瞬止めて、別の角度から、
これは、かなりまずいことなのではないか。そう思い
今できているものの状態を確かめる。次はどうしたらい
はじめたのはだいぶ大人になってからである。大工さん
いか考え、必要があれば修正する。うまくいっていれば、
が出て来る落語を聴いたり小説を読んだりしている時
それ以上やりすぎない。思えば、これはどんな仕事にお
に、その仕事ぶりをありありと思い浮かべられない自分
に気づいたのだ。もちろん文献や絵画資料に目を通せば、 いても通じることだ。思い込みだけで走りすぎていない
か。こまめな軌道修正を怠ってはいないか。
ある程度は想像できる。今はインターネット上で画像や
スツール制作の体験をつうじて、仕事への取り組み方
動画を見ることもできるだろう。だが、それでは本当に
を顧みるきっかけも得られた、
貴重な一日になった。
わかったとは言えない。鋸（のこぎり）で板を切る時の力

日本のテレビ

日本に戻って早半年、
なんにハマ
っているのか？
なんにもないよなぁと思ってお
りますが強いて言えばテレビな
のかもしれません。特にNHKは、
朝ドラ、
大河ドラマをはじめ、
斬新な情報・歴史番組を制作
して飽きさせません。
こんなにハマってしまうとは…。
一
番の原因は、なんてったって日本語でしゃべってくれる
からですね。
（ P）

JCS創立35周年記念エコバッグ
会員の皆さんに記念エコバッグを無料で配布し
ています。まだ受け取られていない方には、
JCSの
各種イベントにご参加の際にお渡ししています。
お持ちの方でもう一つ欲しい方や、お友達にも
あげたいという方には、
1個＄5で販売しています。

アート
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アートレビュー
下町ロケット
池井戸潤（いけいど じゅん）
発行：2010年 小学館
★★★★★
テレビドラマ化もされた、2011年145回直木賞受賞作。研究者の道をあきらめ
家業の町工場、佃製作所を継いだ佃航平は、製品開発で業績を伸ばしていた。
だが、ある大手取引先からの取引打ち切りを皮切りに、商売敵の大手メーカー
から理不尽な特許侵害で訴えられるなど、次々と危機が佃製作所を包み込ん
でいく…。創業以来の大ピンチを佃航平は切り抜けられるのか？この物語に
は夢に向かって突き進む男のロマンが満ち溢れている。夢は、人を動かし、日
本を動かす力になる。久しぶりに、読んでいて大きなエネルギーをもらえる作
品に出会った。いろいろな暗い事件が起こる世の中、暖かく、前向きな気持ち
になれる、お勧めの秀作。

Aurore（ I Got Life!）
監督：Blandine Lenoir
出演：Agnes Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot
上映時間：89分
制作：2017年 フランス映画
★★★★★
ユーモアと真実と繊細な心の動きが混じり合った秀逸で心温まるラブコメ。夫と
離婚したばかりのオーロラは、若いウェイトレスにちやほやする雇い主に反発し
職さえ失ってしまう。
「人生に失敗した中年オンナ」としてみじめな敗北者のよう
に感じるオーロラ。ところがある日、若かりし頃の恋人と偶然再会したことから
彼女の気持ちに変化が生じ、新しい職も見つかって「もう一度新しい人生を始め
られるかもしれない」という希望が芽生えるのだが…。更年期に悩みお腹がたる
んでもシワが増えても、人生を真摯に前向きに生きるオーロラの、おかしくも愛
おしい姿は、中年以上の女性なら必ず等身大の自分と出会った気持ちになれる。
笑って泣いてまた笑って最後はいい気分になれます。

H.E.R.
アーティスト：H.E.R.
★★★
カリフォルニア出身のH.E.R.はその素性を見せないR&Bのアーティスト。2016年にデビ
ューした彼女のアルバムはiTunesでBest of 2016 R&B/Soul Albumsのリストに載った。
彼女の音楽は透明感を持ち、独特の世界の中で彼女の深い声が広がる。不思議な魅力
を持ったアーティストでその匿名性は女性の声をサポートしているのだという。各曲
も破局からの人の脆弱さと自信を示したような内容。
このアルバムと別にリリースされたシングルのMy Songは美しく素晴らしい曲。最近の
バラードでもかなり強く心に沁みる曲。
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・ すべての製品の再利用率を、
2040年までに100％にする。
・ 2030年まで用品に対し、すべて再利用を可能にする。
またかそうでない場合には、熱源として利用するなど
他の用途への転換を図る。
問題となっているMPの大きさは、10mm以下0.1mm
以上であるのが一般的で、殆どがレジ袋やペットボトル
など日常的に使い捨てされている容器から派生します。
2014年に日本近海で実施された海洋調査によると、海
面近くの1㎢当たり150万を超える数に達し、世界平均
【第183回】 5兆個のマイクロプラスチック
の約6万個と比べ桁違いに多くなっています。これらの
統計数字を基に算出すると、世界の七つの海に漂うMP
の見積総数は5兆個。2016年に海中に投棄されたプラス
先月の初旬カナダのケベック州の州都ケベックから車
チックゴミが推定1,000万トン、更にマイクロビーズ(MB）
で凡そ2時間、風光明媚な保養地シャルルボアでGroup of
と分類される、練り歯磨きや化粧品等に含まれ下水から
7（ G7）首脳会議が開催されました。経済問題に主要な地
海中に流入する微小プラスチックが加わります。海中で
位を譲りはしたものの、ゆるがせに出来ない課題である
環境問題も重要な議題に取り上げられ、
「健康な海洋、海、 プランクトンサイズまで最小化したプラスチックは、海洋
生態系のバランスから考え現時点における除去は不可能
レジリエントな沿岸地域社会のためのブループリント」が
で、今後肝機能診断時にMPの測定数値が加わることに
採択されています。青写真が喚起を促しているのは、新
なるかもしてません。
たな海洋汚染の元凶として目される『マイクロプラスチッ
MPの生態系に対する危険要素は二つで、先ず問題と
ク（ MP）』の急激な広がりと、生態系に及ぼす複合的な汚
なるのが誕生時に添加され保持せざるを得ない有毒物
染防止対策への火急な取り組み。北大西洋の魔の海域と
質。それらの化学物質は、プラスチックに多様で有効な性
して知られる「バーミューダトライアングル」、グローバル
質を発揮するの不可欠で、熱や化学薬品に対する耐性や
経済活動から疎遠な南極やその対極に位置する北極海
でも、既に可也のMPが集積していると指摘さています。 強度を付与し、ガラスに代わるレンズ素材や薄くて強い
G7であることの証としてMP汚染を抑える魁となる、 絶縁体としての使用を可能にします。次が二次的に派生
する問題点で、海中に存在する他の有毒化学物質との結
海洋環境の保持及び沿岸地域活力を維持する「海洋プラ
合による毒性の濃縮。良く知られているのが、食用油に
スチック憲章」も提案され、消極的な二国を除く5カ国と
混入して重篤な中毒症状を引き起したポリ塩化ビフェ
EUの代表が署名をしています。因みに署名を拒んだ二
ニル（ PCB）の吸着で、水中で希釈された濃度を数万倍ま
国は、保護主義に大きく舵を取ったアメリカとその同盟
で高めます。同様な高濃度吸着の事例がDDTと呼ばれる、
国日本で、憲章の主要条項は以下の通り。
四肢の痺れに代表される神経を犯す殺虫剤との組み合
・ 不要な使い捨て容器を大幅に削減し、代替品への移行
わせ。化学者がこれまでに作り上げた化学物質は、1億種
も考慮する。
を超すということがいわれているので、今後MPに取り
・ 用品の利用削減に向け、小売店業界が取り組むように
付き毒気を増すものが現れないか心配です。
促す。
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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
第89回

スイートポテトのレモン煮

激しい雨と風の冷たさに、本格的な冬なのだな〜、と
実感させられるこの頃、風邪など引かないように暖かく
してお過ごしくださいね。
さて、日本でいうサツマイモに比べると甘味やホクホク
感、ねっとり感に欠けるスイートポテトですが、レモン汁
とわずかな水で煮るだけで、オレンジ色の中身がパッと
鮮やかになり、箸休めの一品として重宝します。
砂糖などは一切使っていないので、案外お酒のつまみ
にも合いますよ♪ ほろ苦いのが好きな方は、煮る時に
レモンスライスを一緒に加えても。

【材料】 4〜5人分

スイートポテト 200g（5mmの厚さにスライス）
レモン汁 大さじ2
シーソルト 小さじ1/4
水 適宜
レモンのスライス 好みで

【作り方】
①鍋にスライスしたスイートポテトを入れ、ひたひた程度
の水とレモン汁、シーソルトを入れて火にかける。沸騰
したら弱火にして15分煮、竹串がスっと刺さる程度
で火から下ろす。
②好みでレモンスライスを添える

Na Zdrowie
住所：161 Glebe Point Road, Glebe 2037
電話：(02) 9660-1242
営業：毎日18時〜22時
予算：35ドル〜
雰囲気 7
料理 8
サービス 8

＊精製され過ぎた塩は体に負担がかかります。天然のミ
ネラルが残るシーソルトを選びましょう。
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

今月はGlebeにあるポーランド料理です。
注文した料理はBigos（ビゴス）。スモークした豚肉、キ
ャベツ、ザワークラウト、ソーセージ、マッシュルーム等
の煮込み料理です。じゃがいもと一緒に提供されます。
スタッフの方によるとクリスマスの頃によく食べる国
民食とのことで、季節としては丁度今頃が合っているよ
うに思いました。赤いトマトベースのシチューは、控えめ
な味付けに対してローリエの香りがしっかりと効いて
いたため、味よりも香りが全体の印象として残りました。
柔らかく煮込まれた豚肉も美味しかったの
ですが、香辛料の効いた刻まれたソーセージ
も美味しかったです。お酒を飲まれる方は、ポ
ーランドのビールやウォッカもありますので、
お食事と合わせて楽しめると思います。
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仏教語からできた
日本語
渡部重信
その150
極楽（ごくらく）

Email 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
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主任弁護士 林由紀夫（ H & H Lawyers）

最近は、巷には様々な職業が存在しています。
Q：医者から癌だと言われました。
悪性ではなく、
すぐに死
男の子の将来なりたい職業の一位は、20年連続で「ス
ぬことはないようですが、これを機に遺言を遺そうと思
ポーツ選手」という調査結果（化学メーカーのクラレが
います。
遺言書の作成で注意すべき点を教えてください。
実施）が出ていますが、そのトップ20位の中に今年初め
A：遺言に関するオーストラリアの法律は州ごとに違いま
て「ユーチューバー」が15位でランクインしたとのこと
す。今回はNSW州のSuccession Act 2006（ NSW）に関連
です。自称ユーチューバーでもそれで生計を立てれるの
した説明をします。
か眉唾ものですが、これが職業と認められていることに
遺言書の作成で注意すべき点は多くあります。まず、基
本的な事柄ですが、私の経験からして、遺産を家族に公平
驚きを覚えました！一昔前は、フリーターとかも注目を
に分けるような場合（例えば、被相続人が他界した場合に
集めましたが、これらは本来副職であったのを、本職と
遺産はすべて被相続人の配偶者に行き、その時点で配偶
している若者たちを指して言う言葉となって定着して
者が既に他界している場合は、子供たちに平等に相続さ
います。適当にアルバイトをして生活し、少し小金がたま
れる、というような場合）には、後に相続人間で争いがお
ると海外旅行でもして来て、帰国したらまた別の会社の
こる可能性が少ないと判断できます。その場合の遺言書
アルバイトをする。そう言う風にして自由な生活スタイル
の作成は、比較的単純な遺言内容でも問題ないと思いま
を楽しんでいるようです。もっともそれは今の時代に始
す。但し、ある相続人だけを優遇したい場合には、特別な
まった現象ではなく、昔からそう言う人種はいたようで
配慮が必要になります。尚、遺産は遺言書通りに分配され
す。そしてそう言う人種を、極楽トンボ、と呼んでいまし
た。トンボと言うのは、気楽で何もしない人を呼ぶ言葉で、 るかといいますと必ずしもそうではありません。もし、痴
呆症や他の精神疾患等の理由により遺言者の法的遺言能
トンボは羽をバタバタさせずにスイスイと飛ぶところか
力が無いと判断される場合や、遺言者が遺言書作成にあ
らの命名であると思われます。
たり不当な影響を受けたと判断されるような場合などは、
さて、前置きが長くなりまし
遺言書自体が無効になります。また、配偶者や子供等の相
たが、この「極楽」は、本来は阿
続権利は遺言書の内容に関わらず、その状況により、ある
弥陀仏の浄土（仏国土）を意味
程度は法律によって守られています。
する仏教語です。西方十万億土
遺言書は、後々の争いを避けるため、法で定められた
の彼方にあるとされている、浄土系仏教にとっての最終
形式及び署名方法を用いるのが最も望ましいです。即ち、
的に命が戻っていく場所とされています。サンスクリッ
「遺言は“書面”で作成された上で、
遺言者の署名と、2名以
ト（梵語）では「スカヴァーティー」と呼ばれ、
「安養（あん
上の証人が署名すべき」ということです。しかし、この形
にょう）浄土」とか、
「安楽国」などとも呼ばれています。
式的条件を満たさない遺言でも、裁判所はその遺言の有
文字通りだと「極めて楽しみの多い世界」であり、食べる
効性を認めることがあります。例えば、iPhoneのアプリで
心配、着る物の心配をしないで良いばかりか、阿弥陀仏
書かれた遺言状が有効とされたケースや、ビデオ録画した
の教えをいつでも聴聞できるという至高の世界を意味
遺言をDVDに保存したものが有効とされたケースなどが
しています。
あります。但し、上述の形式的条件を満たさない遺言の有
この極楽世界に生まれるには、どうすれば良いのか、
効性を裁判所に認めてもらうためには、より多くの費用
と言うと答えは簡単です。ただひたすらに阿弥陀仏の救
と時間がかかるため、やはり残された人たちのことを考
いを信じて『南無阿弥陀仏』と念仏を称えればいい、とい
えれば、一般的な形式通りに遺言書を作成すべきです。
う教えから、浄土真宗では、私たち衆生を心配する阿弥
また、資産がオーストラリアだけでなく日本にもある場
陀仏が既に我々を救うという願いが叶っている、つまり
合は、私の知る限り、日本の法律により、オーストラリアで
すでに極楽浄土への往生が約束されている、ということ
有効な遺言書も日本で認められる筈ですが、やはり手続
で、阿弥陀仏のおはたらきに対して感謝の念仏を称える、
きが煩雑となることが予想されますので、オーストラリア
等々が浄土系仏教の教えの基本です。
とは別に、日本でも遺言書を作成すべきです。但し、二つ
日本では、平安時代の末期から浄土教信仰が盛んにな
の遺言書に矛盾が無いよう、十分留意する必要がありま
り、極楽へ往生するという憧憬が人々の間に定着しまし
す。最近では、遺言書作成キットも市販されているようで
た。それで、極楽が死後の理想郷の代名詞となったので
すが、やはりあなたの意思が明確に遺言書に反映される
した。 合掌
よう、弁護士に相談するのが良いと思います。

連載コラム

July 2018 JCS だより

21

周期延長型避妊ピル

暮 ら し の 医 療 （Extended cycle contraceptive pill）
ドクター・鳥居／Northbridge Family Clinic

避妊用経口ピルは通常28日周期で生理がおこるよう
にデザインされています。21日間女性ホルモンと黄体ホ
ルモンが含まれているピルを服用し、7日間は何も薬品が
含まれていないピルを飲みます。これによって、自然に
近いホルモンのサイクルをおこし、毎月の生理がくるよう
になります。最近、生理が3ヶ月に1回でおこるようにデ
ザインされた周期延長型避妊経口ピルが発売されていま
す。避妊効果は従来の28日周期型ピルと変わりませんが、
生理がおこる頻度が減ることが利点です。

周期延長型避妊ピル

オ ー ストラリア で 販 売 さ れ て い る の はSeasonique
と い う ブランド だ け で す。こ の ピル は 女 性 ホルモン
（ Ethinylestradiol）と黄体ホルモン（ Levonorgestrel）が含
まれているピルが84日分あり、女性ホルモンがごく低容
量で含まれているピルが7日分あります。この7日間のあ
いだで生理がくるようになっています。28日周期のピル
と比較して、ホルモンレベルの変動が少なく、破綻排卵が
おこりにくいので避妊効果はいくらか高まるようです。
海外では1年に1回だけ生理がくるようにデザインして
あるピルもありますし、あるいは84／7仕様で7日分の
ピルには何もホルモン成分の入っていないピルもありま
す。
7日分に低容量女性ホルモンを含めた理由： 通常、避
妊ピルを服用していてホルモン成分が含まれない7日分
に達したとき、女性ホルモン（エストロゲン）離脱症状がお
こることがあります。頭痛、下腹部痛、乳房の圧痛などで
す。少量の女性ホルモンを7日分のピルに含めることによ
ってこの離脱症状を軽減することが目的です。また、少
量の女性ホルモンを含めることによって大きなホルモン
の変動をさけ、卵胞の発達を低め、破綻排卵がおこるリ
スクを和らげます。
（排卵があれば妊娠する可能性が高
まります。）

周期延長型避妊ピルの欠点、副作用

一番多い副作用は不正出血です。ただし、続けて服用
していれば不正出血がおこる日数も徐々に減っていく
ようです。
その他月桂過多、体重増加、ニキビなど、従来の28日周
期のピルと同じような副作用がおこることもあります。

周期延長型避妊ピルの禁忌事項

これも28日周期ピルと同様で、次のような疾患のある
人は服用できません。
＊典型片頭痛（前兆を伴う片頭痛）
＊BMIが35kg/m2 以上の人
＊乳癌、静脈血栓塞栓症、虚血性心疾患、脳血管障害など
の既往症
＊高血圧
＊重度の肝疾患
＊45歳以下の第1度近親者に静脈血栓塞栓症がある場
合
＊出産後6週間までの授乳

その他の選択肢

生理がおこる頻度を少なくするには従来の28日周期
の避妊ピルの7日分のホルモンが含まれていないピルを
服用せずに21日分のホルモンが含まれているピルをあい
だが途切れないように続けて飲めばその間生理はこな
いはずです。
生理をおこしたい時期にきたら無成分のピルを服用
すればその間に生理がおこるはずです。周期延長型ピル
を使うよりもこの方が経済的ですが、周期延長型のパッ
ケジングの方が薬の服用のしかたが明確で、飲み忘れな
どで混乱がおこりにくいという利点はあります。

周期延長型避妊ピルの利点

女性にとっては生理の煩わしさが少なくなるという
ことと、規則正しく服用していれば避妊効果は通常の
28日周期のピルよりもいくらか高まることです。特にあ
らゆる理由でひどい生理痛や月経過多に悩まされてい
るひとにはメリットはより大きいはずです。
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今月の喜怒哀楽 〈喜・怒・哀・楽〉
このコーナーを知った時、難しい〜！楽しい、嬉しい事は、書けるけど？哀しい、
怒った事など、書けるだろうか？と心配していた矢先、
「喜怒哀楽」を全て味わって
しまうことに ️公園の中にある素敵なcafeで、ランチ会が決まり、中々ゆっくり会
うことが出来ない人達と、ランチお喋りが出来る！と楽しみにして喜んでいまし
た。なのに？その当日、日にちを間違えていて
私は買い物をしていると、携帯電話が鳴り「今、何処ですか！」と言われ？ランチ会
が今日だったと気づきました！皆さんを待たせている事に、私は自分自身に怒り
をおぼえました！そしてランチ会が終わった頃に到着した私は、哀しくなってし
まいました
大変に反省した「喜怒哀楽」の出来事でした。

編集後記

▼初夏の京都に行った際、恥ずかしながら初めて平安神宮に行って来ました。社殿を囲むように造園
された平安神宮神苑は明治時代の日本庭園を代表する国指定名勝です。６月は紫陽花や花菖蒲の季節
で、濃淡の違う紫色の花が蓮池の周りに咲き誇っていました。庭園内を散策していると丁度神前結婚
式を挙げるカップルが写真撮影のために池にかかった赤い橋の周りに出て来ていました。白無垢姿の
花嫁さんと紋付袴姿の花婿さん。少し離れて豪華な黒留めそでを着た親族や色鮮やかな着物姿の女性
たち。まるで映画の中の１シーンのように美しく、日本ならではの風情を感じました。▼ところで、京
都では着物レンタルが流行していて、多くの外国人観光客がカラフルな着物を着て街中を闊歩していま
した。大股で歩き回って裾の乱れた人、着物の下にズボンをはいたり、運動靴をはいている女性もみか
けましたが、驚くほど着物がよく似合っている人もたくさん見かけました。どのような形であれ、着物
が外国の人にも親しまれていくのは嬉しいことだなあと思いました。
（桔梗）
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。

シドニー日本クラブ役員
名誉会長
相談役
会 長
副会長
副会長
理 事
理 事
理 事
理 事
専門理事
専門理事
専門理事
専門理事
専門理事
事務局長
監事

竹若 敬三（在シドニー日本国総領事）
Chalker 和子／水野 亮三
水越 有史郎（教育支援委員会代表）
渡部 重信（事務局・編集委員会編集長）
平野 由紀子（ JCSレインボープロジェクト代表）
多田 将祐
川上 正和
Joannesえみ
光岡 由紀子（ JCSレインボープロジェクト幹事）
林 さゆり（親睦の会会長）
Fraser 悦子（コミュニティーネット幹事）
Costello 久恵（ JCS日本語学校シティ校代表）
Cox 由紀子（ JCS日本語学校ダンダス校代表）
水越 有史郎（ JCS日本語学校エッジクリフ校代表）
（兼任）
藤田 結花（会計・事務局長）
会計監査（岩佐 いずみ／Richter 幸子）

クラブ代表 シドニーソーラン踊り隊（水越 有史郎）
JCSフラアロハ（ Gault 良子）
ソフトボール部（加藤 雅彦）
編集委員会 編集長（渡部 重信）
編集委員（水越 有史郎／西牟田 佳奈／佐藤 薫／大塚 藤子
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本誌のカラー版は、電子版を
ダウンロードしてください。

投稿原稿募集！
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。
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」
「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。
いずれも原稿は、
以下宛に送ってください。

Email: editor＠japanclubofsydney.org

www.japanclubofsydney.org

会員特典

July 2018 JCS だより

エーブルネット（携帯電話会社）
Suite 29, Level 17, 329 Pitt Street Sydney 2000
Phone: 02-9264-9601
Email: info3@able.net.au WEB: https://able.net.au

①【オ ー ストラリア 国 内 サ ー ビス】格 安SIMプラン：7GBで 月 額$30、
10GBで月額$37。
②【日本向けサービス（日本帰国時に）】オーストラリアで受取り・返
却＆購入で日本到着後すぐネットが使える。
【日本向けポケットWIFI】2週間以上レンタルすれば、よりお得に！
【日本向けデータSIMカード】ご自身のアンロックされたスマートフォ
ンにSIMを入れれば、日本でそのままネットが使える便利なサービス。
★詳しくは、WEBをご確認ください！

甘利会計事務所
Amari Tax & Accounting
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。

ほんだらけ フル・オブ・ブックス
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会員特典
JCS の会員の皆さんが受けられる
特典です。ぜひ、
ご利用ください。
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。

Rumiko's Creation ROCOMI Beauty Circle

Level 2, 39 Liverpool St, Sydney 2000
Phone: 02-9261-5225 Email: hondarake@gmail.com
Website: http://fullofbooks.com.au
シドニー最大の日本古書籍買取・販売店。海外にいても手
軽に日本の本・CDなど選べるうれしい店内在庫約8万点
をご用意しています。買取も随時受付中。
このクーポンをご提示のJCS会員の方へ、本・CD・DVDの
お買上を5%特別割引いたします。
（ ※セール商品や化粧
品など一部除きます。尚、クーポンは原本のみ。コピー不
可とさせて頂きます。）

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。

JTTディスカウント日本食販売

そらまめ

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。
メルマガを登録して頂いたお客様には、お得な情報を随
時お送りいたします。ご来店の際にぜひご登録下さい。
（ ※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。）

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♪

NBCA PTY LTD

Noriko’s Hair Salon

Suite 41, Level 1, 45 Chandos Street, St Leonards 2065
Phone: (02) 8007-5363
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。）

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。

JCSだより2018年7月号（7月1日発行 通巻第398号)
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。

JCSだより原稿送付先
入会案内

次号8月号は8月1日発行です

原稿は毎月15日迄に、渡部編集長（ editor＠japanclubofsydney.org）
または、JCS事務局宛にEmailか郵送にてお送りください。

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。入会申込書はウェブサイトからダウンロードできます。

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）のみです。
②入会金及び年会費の銀行振込は、以下の口座宛にお願いいたします。その際、必ず名前をお知らせください。
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。または、メー
ルにてお知らせください。（Email：jcs@japanclubofsydney.org）
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) For EFT payment, please pay the bank transfer of joining fee and annual fee to the following bank account. In that case, please be sure
to let us know your name.
(3) Should there be any change in your address etc, please let us know without delay c/- the above address or email to us.
(4) Please note that both the joining fee & the annual fee of the Club are subject to change without prior notice.

JCSだより広告案内
広告スペース
		
１ページ
１／２ページ
１／３ページ
１／６ページ
折り込みチラシ

広告サイズ

横18cm×縦25.5cm
横18cm×縦12.5cm
横18cm×縦8.2cm
横8.7cm×縦8.2cm
Ａ４サイズ以内

広告締切は毎月15日です。広告（そのまま掲載できるアートワーク）を、
PO Box 1690, Chatswood NSW 2057まで送付ください。
料金
会員割引料金
（1回のみ） （1回のみ）
＄220.00
＄132.00
＄ 99.00
＄ 55.00
＄440.00

＄176.00
＄ 99.00
＄ 77.00
＄ 44.00
＄330.00

会員割引料金
（6〜11ヵ月）

会員割引料金
（12カ月以上）

＄154.00（月額）
＄ 88.00（月額）
＄ 66.00（月額）
＄ 38.50（月額）

＄132.00（月額）
＄ 77.00（月額）
＄ 55.00（月額）
＄ 33.00（月額）

※非会員の継続掲載にも、継続掲載割引があります。

「 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（正しい広告サイズで、読みやすく
はっきりと仕上がったアートワークまたはデータ）を、事務局宛に郵送もしくはメールでお送りください。銀行振込は以下の口座
宛にお振り込みください。締切は毎月15日必着です。チラシの同封は、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。
※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。

●入会金・会費・広告料金のお支払方法●
■会費納入届または広告原稿を小切手と共にJCS事務局まで郵送する場合
小切手の宛名は「 Japan Club of Sydney Inc.」でお願いいたします。
郵送先：Japan Club of Sydney, PO BOX 1690, Chatswood, NSW, 2057
■会費納入届または広告原稿を郵送またはメールで送り、会費を銀行振込する場合
振込時に、登録会員名（フルネーム）と電話番号をDescription／Reference欄に必ず入力して下さい。
お名前がない場合は、支払い元不明で未払い扱いになるためご注意下さい。
振込先 Account Name: Japan Club of Sydney Inc.
BSB No: 032-002 Account No: 51-3156

www.japanclubofsydney.org

