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カウラ多文化祭に参加しました！
2019年のゲストカントリーは日本です

今年も東日本大震災復興支援イベントは大盛況
クリーンアップ・オーストラリアに参加

第7回シドニー日本語学校合同教員研修会を開催
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■表紙の絵　さくら
日本の春のイメージをしたら、桜のことを思い
ました。
また、いつか、日本の春に行って、桜を見たい
です。

阿部早希（Kindy）
ダンダス校 太陽組（現 虹組）

　3月3日（日）、レーンコーブ・ナショナルパークで恒例
のクリーンアップ・オーストラリアに、シドニー日本人会
のみなさんと一緒に参加しました。
　毎年3月の第1日曜日は、全国一斉にオーストラリア
の公園や浜辺をきれいにする環境美化の日です。

　当日は、大人から子どもまで総勢120人（日本クラ
ブ10人、日本人会110人）が、公園内や周辺の道路で
ゴミを拾いました。終わった後は、参加された皆さん
でバーベキューを楽しみました。

クリーンアップ・オーストラリアに参加

「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」が、南極から日本に戻
る途上、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20日（水）
午後6時30分から、日系コミュニティーをはじめオーストラリア人関係者等を
招いて、盛大に開催されました。日本クラブからも、役員及び会員の方が参加し、
南極の氷の入った飲み物をいただき、皆さん“南極の味”を味わっていました。

（左から：水越会長、富岡シティ校運営委員、渡部副会長、チョーカー相談役、コステロ・シティ校代表）

NSW州首相ハーモニーディナーパーティ開催
　毎年恒例の各民族語学校の代表者等を招いての州首相
主催ディナーパーティが、2月28日（木）に催され、日本ク
ラブからは水越会長はじめ、日本語学校シティ校とエッ
ジクリフ校の先生と運営委員が参加しました。
　写真は、着物や浴衣姿で日本をアピールした、JCS日本
語学校の先生と運営委員の皆さんです。
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東日本大震災復興支援イベント大盛況
　2011年の東日本大震災発生から8年目を迎えた3月
11日（月）、JCSレインボープロジェクト主催の東日本大震
災復興支援イベントをシドニー市内で開催しました。
　震災発生時刻の16時46分（シドニー時間）、浄土真宗
西本願寺派の渡部住職による黙祷から始まり、17時か
らは福島県南相馬市の小学校マーチングバンド部を追っ
たドキュメンタリー「 MARCH」を上映。その後、東北郷土
料理のお弁当夕食会を行い、19時からは、福島県、宮城
県、岩手県の被災者が強く現在を生きる姿をとらえたド
キュメンタリー映画「一陽来復（いちようらいふく）Life 
Goes On」を上映しました。このドキュメンタリー映画は
昨年に続き2回目の上映でしたが、多くの方に観賞して
いただき、再度大きな反響を呼びました。
　会場には、宮城県の物産展示販売、被災蔵のお酒試飲、
被災地写真展なども開催され、平日の夜にも関わらず、
延べ250名の方にお越しいただき、会場は満員でした。
販売や寄付による収益は2100ドルほどになり、JCSレイ
ンボープロジェクトの東北被災地リーダー育成プログラ
ムに充てられます。復興支援イベントにお越しくださっ
た皆様、ご協力誠にありがとうございました。
　また、東北郷土弁当の食材をご提供いただいた東京マ
ートはじめ、ふくしま会、JIPANGレストラン、書家レン氏、
Davidson High SchoolのICET学生の皆さん、YS会計事務
所の皆様に多大なご協力をいただきました。日本からも
登米市観光物産協会、南三陸町観光協会、森島酒造など
にご協力頂きました。誠にありがとうございました。

JCSレインボープロジェクト一同

東日本大震災復興支援映画上映会と東北郷土料理＆物産展開催
イベント報告
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2019年の
ゲスト国は日本
カウラ多文化祭に参加

　シドニー日本クラブでは3月16日（土）・17日（日）の週末、シド
ニー日本商工会議所とシドニー日本人会との共催で、「カウラ多
文化祭・ブレークアウト75周年特別バスツアー」を催行し、三団体
の会員33名が参加しました。
　カウラ多文化祭は、「和解の郷里（ Home of Reconciliation）」
として知られるカウラのコミュニティ・イベントで、1965年以来
毎年開催され、数千人が参加するイベントです。2019年はカウ
ラ捕虜収容所集団脱走事件から75周年を迎え、日本がゲスト国

（1966年以来2度目）に選ばれました。
　ツアー初日はFestival Paradeに参加しました。子供用のミニ
お神輿を先頭に、皆さん着物や浴衣、法被を着てカウラ市内をパ
レードして会場の公園まで歩きました。翌日は、捕虜収容所跡
地を見学し、その後、日本人墓地で渡部副会長の読経の中、参加
者皆さんがご焼香をして慰霊を行いました。お昼にはジャパニ
ーズガーデンを見学し、昼食後、シドニーへの帰途につきました。

イベント報告

（上）パレードの様子
（左）日本人墓地で読経する渡部副会長
（下）捕虜収容所跡地でツアー参加者による記念撮影

（上）お神輿を先頭にパレードしました
（左）パレード参加者集合写真

総領事を囲むJCSのツアー参加者
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1. クリーンアップオーストラリア（3月3日）報告
　ダンダス校から初めて参加した家族を含め、11人が
JCSより参加。全体で120人程が集まり、清掃活動の後は、
BBQで交流を深めた。

2．日本語学校報告
◉City校:12クラス、生徒数208名、148家族、休学2名
　2月16日に総会を行った際、資産の一部を使って教材
開発を進めていく承認を得た。翌週には、ロックダウンを
行った。雨天のため避難訓練は、3月2日に行った。3月2
日より3週間にわたりクラス保護者会を開催し、担任か
ら今年の授業計画やアドバイスを保護者は、受けている。
3月9日には、他校からの参加もあり日本語学校合同教
員研修会を行う。今学期は、グラント申請があるため、そ
の手続きに向け準備をするめている。ミニスターズアワ
ードの推薦者を決定し、申請の準備を開始した。
◉Dundas校：9クラス、121名、84家族
　新学期を迎え、避難訓練も無事に行うことができ、2
月16日より3週にかけてクラス保護者会を行い、各クラ
ス、先生と保護者が今年一年の授業内容等について話し
合いを行った。子どもたちの為に学校だけでなく、家庭
でも日本語学習意欲向上のサポートをお願いしている。
3月2日は各クラスでひな祭りの行事を行った。四季折々
の行事に触れながら日本文化や日本語への理解を深め
ていきたい。3月9日はこいのぼりの手形取り、3月23日
はフリーマーケットを行う予定。現在、グラント申請の準
備、次期役員候補の選定を行っている。
◉Edgecliff校：4クラス、生徒数40名、31家族
　2月2日に2019年度の始業式と保護者会を開催。今年
度は幼児部を設けず、小学準備クラスと小学部2クラス、
そして国際クラスの合計4クラスでスタートした。新年
度の新しい先生2名も決まり、教師4名、アシスタント1名、
ボランティア3名、運営委員3名の体制で今年度の学校運
営を行っていく。
　エッジクリフ校ではまだクラス数も少なく、子どもた
ちも低学年のため、JCSの他校のように、スピーチコンテ
ストやクラス発表会などを行ってこなかったが、今年度
は検討する予定。また、校外に出かけての課外活動も検
討中。美術館に出かけて写生を行うなど、教室での授業
の枠から出ることも考えている。

3.カウラ多文化祭への参加
◉3月16＆17日一泊二日バスツアーについて
　日系3団体で40人乗りのバスをチャーターし、JCSか
らは今回会員が9人参加し、パレードでは着物やJCSの法
被等を着てうちわ、鳴子、お神輿などを持って参加する。
2日目は、カウラブレイクアウトの捕虜収容所跡地や、戦没

者墓地を見学し、日本人墓地ではお参りも行う。

4. 東日本大震災復興支援イベント
3月11日16:00-21:00＠Sydney Mechanics’ School of Arts
　3月11日のイベントに向け、お弁当や、物産展等の用意
がJCSレインボープロジェクトの関係者により万全に進め
られている。当日は、黙祷、物産展、写真展、映画上映会等
が行われる。

5. クラブ会員の活動について
　JCS傘下の各クラブに関して、JCS会員以外の方も参
加して活動を行なっているが、活動の大きさ、非会員
の割合に応じてJCSが負担している損害賠償責任保険

（ Public Liability Insurance）の費用を分担する案が話し
合われた。4月の理事会で再度討議する。

6. その他（今後の予定）
○6月1日（土）パラマタ日本の祭　金魚／ヨーヨー／ワ

ークショップ
○7月13日（土）JCSフェイト　会場予約済（支払済）
○8月17日（土）年次総会2:30pm〜（役員選挙：5月会報

で告知、6月末までに投票、7月開票）
○9月14日（土）チャッツウッド日本の祭
○11月24日（日）忘年会（ランチ）（会場検討中）
○12月7日（土）Matsuri Japan Festival 2019（ダーリン

グハーバー）
○会員世帯数　357世帯（一般94世帯、学校263世帯）
○次回の理事会は、4月3日（水）午後7時〜

日時：3月6日（水）19時〜21時　場所：Dougherty Community Centre, Chatswood
出席：八重樫領事、Chalker、水越、藤田、林、渡部
欠席：平野、多田、Costello、川上、松隈、Fraser、Joannes、Cooper

理事会から

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。
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■2019年4月例会のご案内
日本語って素晴らしい！面白い！
　その妙味に触れて俳句を作ってみましょう！
　シドニー俳句会元主宰、伝統俳句誌「ゆく春」に俳文・俳
句を掲載し、日本との「俳句交信会」を維持なさっておら
れる生方氏をお招きして、日本語の風情や俳句の作り方
を伺います。
　昨年の10月例会で、この俳句の会を開催する予定で
したが、生方氏が体調不良のため延期となり、10月の例
会は急遽「テーブル対抗雑学クイズ大会」を開催しました。
　既に大勢の会員から沢山の俳句が届き、生方氏に目を
通していただいています。その俳句の批評や、歓談しな
がらの意見交換も楽しみですね！是非お友達をお誘い
になって、お気をつけてお越しください。 
■日時：2019年4月13日（土）正午〜午後2時40分
■会場：The Dougherty Community Centre
　　　  7 Victor Street, Chatswood
■会費：会員$5、非会員$7（お茶・コーヒー・紅茶、会場費込）
■お弁当の注文：和食弁当$12
■マイカップ持参のご協力ありがとうございます。
　4月8日（月）迄に、地区担当者まで、欠席または出席か
のご連絡を下さいますようお願いいたします。（各地区
の連絡先は、このページの冒頭をご参照ください。）また、
お弁当の注文個数も併せてお願いいたします。

【お知らせ】
■例会での古本・DVD市のテーブルには、いつものよう
に故日野原重明先生の「新老人の会」の小冊子を置いて
あります。随時新しい版を追加しています。ご自由にご
覧ください。どの古本・DVDとも、50セントで販売してい
ます。もしもご購入されたDVDが映らない場合は、交換
しますのでお知らせ下さい。ヤング京子さん、書籍のご寄
贈ありがとうござました。収益金は会の運営に有り難く
使わせていただいております。重ねて御礼申し上げます。

■5月例会のご案内
「素敵なコースランチと潮風と…」

　サーキュラー・キーからフェリーに乗船、ローズ・ベイ
で下船します。高級住宅街のローズ・ベイの海に面した、
かの有名な「八兵衛」でランチ。コース料理を堪能した後、
フェリーでワトソンズ・ベイへ。寄せくる波を眺めながら
お散歩、絶景の自然に包まれた後、帰路フェリーでサー
キュラー・キーへ。
■日時：2019年5月11日（土）
■ランチ代：50ドル（会員には、親睦の会から20ドルの補
助金を支給しますので、お支払いは、お一人様30ドル。）
■コースランチ内容：オントレ数種、メイン、寿司、そば、デ
ザートなど
　5月例会「素敵なコースランチと潮風と…」の時間等な
どの詳細は、追ってEmail及び「 JCSだより」5月号でお知

らせしますが、参加ご希望の方は、
お席の準備もありますので、お早
目に林さゆり会長までEmailにて、
ご連絡を下さいますようお願いい
たします。
　尚、お友達をお誘いになっても
構いません。日頃と一味違うひと
ときを愉しく過ごしましょう！
※「八兵衛」  歴史的建造物として保存
されているヘリテージ内に構え、権威の
あるレストラン評価本「グッドフードガ
イド」では、毎年ハット（シェフの帽子
マーク）を取得。シェフ歴30年のベテラ
ンシェフとその磨き上げられたチーム
による斬新な創作和食は、非常に高い
評価を得ています。

親睦の会

・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

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：加藤真理、事務局：ピアス康子
 ボランティア：朝比奈冨美子、カーター洋子、橋本克子、ファレル道子、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。

親睦の会
だより

3月9日（土）、親睦の会3月例会を開催しました。講師に、池田恵子氏をお招きして、日常でも簡単に
取り入れられるマクロビオティックや食事法など、大変価値のあるお話を伺いました。健康に良い
梅醤番茶の試飲もさせていただき、血行を良くする体操も体験できた有意義な時を過ごしました。
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Children’s FestivalとCulture Festivalで踊りました
　2月24日（日）の「 Culture Festival」（ Asshfield Park, Asshfield）のイベント（写真右）で踊った後は、3
月10日の「Sydney Children’s Festival 2019」（First Fleet Park, Circular Quay）（写真中）で踊りました。
　また、来月5月8日（水）に「JTAN Culture Day」（Surry Hills）でのワークショップを予定しています。
　なお、4月6日（土）の練習の後に、踊り隊の総会を行います。
　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。　（写真左はSydney Lunar Festivalでの出演メンバー）
Cammeray Public School（Palmer Street, Cammeray）　毎週土曜日2時〜3時
参加ご希望の方は、Email：jcs.soran@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2018年の祭りの舞台）
　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：毎月第二火曜日午前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）

クラブライフ

クラブ活動

春季ソフトボール大会で見事優勝！
　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。2018年は11月の春季大会で見事
に優勝を果たしました！（写真）
　2019年の第81回秋季ソフトボール大会は、5月12
日（日）開催です。（ ※雨天の場合は、5月19日（日）に
延期）場所は、いつものWilliam Cowan Oval, St. Ives
です。連覇目指して頑張りますので、是非、応援して
ください。
　「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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医療ボランティア募集
 

参加特典
新設のクリニックに滞在1⽇3⾷の⾷事つき

WiFi 完備

TVゲームあり充実のエンターテイメント設備

他国籍の参加者と友だちになりやすい環境

無料で健康診断が受けられる

謝礼⾦がもらえる

健康状態や病歴を伺い、ある程度の参加適性を判断します

 
 

 
 

参加の流れ

 
http://www.scientiaclinicalresearch.com.
au/japanese/

1800-727-123（⽇本語）

Recruitment@scientiaclinicalresearch.com.au

募集要項
18歳以上の健康な⽅

※内服の有無や既往歴、喫煙に関しては研究により条件が

異なります

臨床試験（治験）とは
国からお薬として承認を受けるために⾏う薬剤開発を⽬的とした

臨床試験のことです。薬の有効性（効き⽬）や安全性（副作⽤）⼈

種やライフスタイルによる薬学的差などについて調べ広く⼀般的

に使えるようにすることを⽬的としています。⼤きく医療の将来
を変える可能性を秘めており、医療ボランティアの参加は社会貢

献度の⾼いものと⾔えます。

私たちはシドニーのRandwickでUNSWをパートナーとし実際に

健康な⽅や患者さんに薬の候補を使ってデータを集めています。

試験は参加者の安全確保のため政府機関の厳しい法的規制の下に

実施されています。Scientiaでは参加者の安全を第⼀に、専⾨の

トレーニングを受けた医療者が２４時間体制で対応しています。

また通訳がいますので安⼼してコミュニケーションを図っていた

だけます。

シドニーにご滞在の皆様に、医療の将来を⼤きく変える可能性を

秘めた臨床試験をご紹介いたします。

1.会員登録：電話問診

2.説明会と健康診断

3.研究参加（数泊の⼊院と外来通院）

4.謝礼⾦のお受け取り

研究に関する詳しい説明をお伝えします。健康状態および

参加適性確認のため検査を実施します（⾝⾧·体重、⾎圧、
⼼電図、尿検査、⾎液検査、医師による診察等）

費やしていただいた時間や交通費など負担を軽減するため

協⼒費としてお⽀払いしています。

全面広告
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シドニー保養ホームステイプログラムを実施
福島県から高校生4人が来豪し、シドニーとカウラを訪問

　コミュニティーネット主催のホームステイプログラム
「 FCM - Future Connect Move（未来・繋ぐ・動く）」が、3
月8日から19日まで実施されました。このプログラムは8
年前の東日本大震災の際に被災した子どもたちを招い
て、シドニー郊外の自然豊かなクリスチャンスクールで英
語を学びながらオージーの生徒たちと交流するという
ものです。
　福島県いわき市の高校生4人（18歳の男子2人と、18
歳と16歳の女子2人）がシドニーに到着したのは3月9日
の午前11時頃でした。飛行機の変更などがあり長旅に
なってしまったにもかかわらず元気いっぱいのさわや
かな笑顔で到着しました。シドニーオ
ペラハウスの前で写真を撮り、車でシド
ニーの街並みを眺めながらホストファ
ミリーのもとへと向かいました。
　ホストファミリーの皆さんと会い、最
初少し緊張気味であった生徒たちでし
たが、あまりにも温かくフレンドリーな
オージー流の歓迎を受けてすぐに打ち
解け、ホストファミリーと会えたことの嬉しさが隠せない
様子でした。
　７日間お世話になった各ホストファミリーの子どもた
ちは、すべて今回生徒たちを受け入れてくれた学校に通
っており、毎日のようにホストファミリーの皆さんでア
クティビティを準備していただき、BBQデー、ピザ・デー、

フェザーデ―ル動
物園見学など充実
した毎日を送るこ
とができました。
また毎日午前中は
特別に用意された
英語研修、午後は
事前に選んだ選択

科目を取って毎日オージーの生徒さんのクラスにバディ
と一緒に参加しました。小さな学校でしたが心配りが素
晴らしく、オーストラリアの中にこんなに温かい学校が
あるのだと感動いたしました。
　生徒さんたちが到着した翌々日は3月11日にあたり、
学校でもアッセンブリーが特別に行なわれました。当時
８歳から10歳だった生徒たちから、その時の怖かった
様子や人々の連帯の様子が全校生徒に向けて語られま
した。

　3月16日、ホストファミリーの
皆さんとこれからの繋がりを
固く約束した生徒たちはチャ
ーターバスに乗車してカウラへ
と向かいました。このツアーは
私たちコミュニティーネットの
強い願いにより実現しました。
カウラ事件については、オース
トラリアの地を訪れた皆様には
必ず知っておいてもらいたい
歴史であり、それは日本人としても忘れてはならない大

切な歴史の一部であるからです。
　また、カウラを長年に渡り訪問され、
今回のツアーに同行していただいた
IECツアーの中嶋様から次のようなメ
ールを頂きました。

「カウラでは代表的な訪問地の他に、日
本人墓地の墓守として長年日豪の架
け橋として努力されてきたドン・キブ

ラー氏を訪問できました。彼は数年前に天皇陛下より感
謝状を授与されるために112回目の日本訪問をしまし
たが、現在は体調を崩してホスピスで静かに暮らしてい
ます。4人の生徒さんが千羽鶴を用意したので、どこかに
寄贈したいということでしたので、このキブラー氏を急
遽見舞い、千羽鶴を
贈呈することにな
りました。『あの日
僕たちの命はトイ
レットペーパーよ
りも軽かった』のド
ラマにも出演して
いた方ということ
で、4人は驚いていました。高校生にはカウラという町の
歴史は興味ないかもしれませんが、将来的に何かの折に
思い出してもらえればと思います。」
　生徒たちにとって信じられないほどの素晴らしいプ
ログラムとなりました。コミュニティーネットのファンド
がこのような形で、福島の子どもたちの未来に小さな思
い出として残すことができたことを、何よりもうれしく
思っております。

（コミュニティーネット代表　リンカーン瑞枝）
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JCS日本語学校シティ校
JCS Japanese School
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/

1学期の終了
　3月30日でシティ校は1学期を終えました。今年はイ
ースターの祝日とスクールホリデーが重なったため、現
地校より2週間早くホリデーに入りました。この1カ月の
間に日本語を忘れてしまわないように毎日少しずつ春
休みの宿題をして2学期に備えて頂きたいですね。
　昨年から続いている現地校の新校舎の建設では基礎
工事も終盤に入ったようです。地下部分の基礎は終了し、
地面の上の工事に取り掛かっています。この休みの間に
どこまででき上がるか楽しみです。
　新しい校舎では、800
人が収容できる大きい
ホール、教室は現在の倍
の30室、屋上にはバスケ
ットボールなどのスペー
スもできるようです。4
学期中に完成予定です
ので、もうすぐですね。
　さて、5月から2学期が始まります。初日はこどもの日
の行事です。例年通り「こいのぼり」と写真撮影を行う予
定です。シティ校では日本語の勉強と同時に日本の文化
も子どもたちに継承するように努めています。日本の文
化や習慣を学ぶことは、日本語を勉強する上でもとても
大切なことだと思います。
　また、恒例の“ Big Morning Tea”も開催します。現地校
へのファンドレイジングの一環で行っていますが、子ども
たちも実際に自分で日本語を使いお買い物が楽しめま
す。いろんな角度から子どもたちが楽しく日本語を学べ
るように努めさせていただきます。

クラス紹介　パンダ組
　パンダ組は男の子14名、女の子6名、計20名の元気な
幼児部です。5名の編入生を迎え、日本語学校が2年目と
なる子どもたちが多いため、新学期が始まり数回は泣い
て登校する子もいましたが、今ではみんなニコニコで学
校に来ています。
　学校に来たらまずは…朝の準備！自分の席にかばん
をかけて→宿題ファイルを提出→シール帳を探したら、
その日の日付にシールを貼る→名札を付けるという流
れを練習しています。昨年はお父さんやお母さんに手伝
ってもらっていたことも、一人でできた！という喜びや
楽しみを感じ成長につながっていけたらと思います。
　クラスの一日の流れは、歌・発表・文字の練習・カード
遊びを通して聞く・話す・読む・書くの4技能の学習を取

り入れています。2月の歌として大人気だった「鬼のパン
ツ」は踊りも交えながら行ったのですが、「もう1回〜」
と毎回リクエストがあるほどでした。1学期の歌としては

「森のくまさん」を歌っているのですが、歌が長いという
ことと、文字を読みながら歌ってほしいという思いから
動画をみながらの輪唱形式で歌っています。
　発表では、【教えて、どんな本？】と言って、毎週お家
でどんな絵本を読んだのか発表してもらいます。クラス
名・名前・絵本の名前・その本を読むとどんな気持ちにな
るのか？を発表しているのですが、よく知られている絵
本の名前が出てきたりすると「知ってるー！持ってる
ー！」という声が聞こえてきて、お友達同士の会話の話
題になったりします。「これ、楽しいよねー」や「かわいい
くまさんが出てくるんだよねー」等どんどん会話が膨れ
るとたまに誰が発表者か分からなくなるくらい盛り上
がってしまうこともあるのですが…。でも、子どもたち
から沢山の日本語が聞こえてくると嬉しいですね。
　文字の練習では、1文字書きからスタートし、次回から
は3文字書きに突入ということでどんどん難しくなって
います。文字の認識もそうですが、正しい姿勢で、ゆっく
りと丁寧に字を書くようにしています。どうしても時間
が進むにつれて姿勢が悪くなってしまったり、足が開い
てしまったり、足が椅子の上に…なんてこともあるので
すが、毎回文字の練習の前には【お背中ピッ！お腹と机
はぺったんこ！足はグー！】と言ってから始めるように
しています。
　カード遊びではかるたをメインにやっていますが、し
っかりとゲームを理解できているからか沢山取りた
い！という気持ちの子が多く、子どもたちの目はギラギ
ラと燃えていてすさまじい戦いが繰り広げられていま
す。しかし先生が「今のは〇〇くんだったなー」と伝える
としっかり譲ることもでき、悔しいながらも楽しんでく
れているようです。
　幼児部ということもあり今はまだお勉強メインという
わけではないのですが、学校を楽しんでくれることを第
一とし、来年の小学部に向けて椅子に座れる時間を長く
したり、文字の認識や理解を深めていきたいと思ってい
ます。 （担任：川村慶子）



April 2019 JCSだより 11

1学期の様子
　シドニーも秋に入り、急に朝夕が涼しくなってまいり
ましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？もうすぐ、
秋休みも始まりますね。
　1学期は2月16日から3週に渡り、クラス保護者会が行
われました。先生から授業内容・学習目標についての説
明があり、クラスでの生徒の様子も教えていただき、と
ても有意義な時間となりました。3月2日にはひな祭り
の授業が各クラスで行われ、歌を歌ったり、ひな祭りに
ちなんだ工作などをしました。最後にはひなあられも配
られ、シドニーでもひな祭りを味わうことができました。 
3月9日には毎年恒例の新入生・編入生の手形取りが行
なわれました。この手形をこいのぼりの鱗の形に仕上げ
て、大きなこいのぼりに縫い付けていきます。こいのぼ
りは2学期の第1週目に全校生徒にお披露目される予定
です。
　また3月16日には学校のファンドレイジングをかねて
のフリーマーケットが予定されています。保護者の方同
士での良い交流の場となるほか、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。第8週の3月23
日は学校が選挙のために使用されるのでダンダス校は休
校となります。

クラス紹介　大地組

　今年からダンダス校の大地組を担当する林和子です。
私のクラスは、男子6人、女子5人の11人です。全員、昨年
の朝日組で教えてきた生徒です。みんなは5年ぐらい同
じクラスで勉強してきましたから、お互いによく知り合
っています。子どもたちはとても元気で、男の子らはお
しゃべりが好きです。そして女の子たちは、協力的で落
ち着いています。しかし、学年が上になればなるほど勉
強時間が増え、日本語に費やす時間を作るのが難しくな
ります。そんな中で、土曜日の朝ダンダス校に通って来る
子どもたちは既に頑張っているので褒めてあげたいと
思います。
　大地組は、国語の教科書三年生の上、下を使用します。
日本語にはひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字の4つがあ
りますが、3年生でローマ字が入ってきます。まだまだカ
タカナの定着が難しい中、子どもたちにとって大変な作
業です。そして1年間の内容は、新出漢字200字、語彙の
拡大、習った漢字を使いこなす、助詞を正しく使う、自分
の考えや感想を文章にして発表することなどを目標に
しています。しかし、授業はお楽しみ会などを除けば33
回しかありません。その短い期間に成果を挙げるには、
宿題で補うしかありません。かなりの努力が必要です。
　1学期は文化活動として、節分、ひなまつりがありまし
たが、今年は授業に取り入れることができませんでした。
そこで教科書以外に、都道府県などの名前と場所を見て
見ましょうの本を使って両親の出身地の特徴を調べた
り、科学の不思議「なぜ？どうして？」や、知ってびっく
り！「もの」はどうやってできたのか、などの本を使って
調べることの楽しさを知ってもらうことも授業の一環
としました。まだ、始まったばかりで、授業の様子をお知
らせすることはできませんでしたが、大地組の生徒がこ
の１年間を有意義に日本語の勉強に役立ててくれるこ
とを期待しています。

（担任：林 和子）

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
Web http://dundas.japanclubofsydney.org/index.html
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避難訓練とロックダウン

　3月16日に避難訓練を行いました。1時間目に避難訓
練について各担任が生徒に説明して、その後に始める
ような流れにしました。集合場所を間違えたクラスが出
たり、ベルの音を聞いてさっさと教室を出て行ったクラ
スがあったり、ちょっと慌てましたが無事終了しました。
23日にはロックダウンを行いました。年に一度の避難訓
練とロックダウンですが、年度の始まりの1学期中に行っ
て、子どもたちにもいざという時の訓練として大事な授
業です。

クラス紹介　うぐいす組
　うぐいす組は、KindyからY4の11人が、小学一年生の
国語教科書を使い学んでいるクラスです。今まで学習し
てきたひらがなとカタカナをしっかり使えるよう練習
しながら、もうすぐ始まる漢字学習にも意欲的に取り組
んでいきたいと思っています。そして漢字の混ざった文
章を読み、内容を理解して、自分の意見が言えるように
なるのが目標です。生徒の年齢に幅がありますが、日本
語能力もまちまち。先生の指示を理解するのに苦労する
子もいれば、自分の意見をすらすらと言える子もいます。
一方、聞いたり話すのは苦手でも、読んだり書いたりす
るのは得意という子も。そこでクラスルールの一つ“たす
けあう―得意なことは人それぞれ。一人一人ができるこ
とをやり、助け合ってみんなで学習する”を日頃から実
践しています。

　「ひらがなあつまれ」という単元では、二人一組になり、
ます目64文字の中から“隠れている言葉”を見つけ出し
ます。あり、くさ、えび、ねこ…と2文字の言葉から、とけ
い、すずめ、だいく（3文字）、しりとり、ともだち（4文字）、
そして、いちねんせい…と6文字の言葉まで、「これもそ
うかな？」などと相談しながら、協力して言葉探しをす
ることができました。
　また、日本語をすらすらと読めない子供たちにとって、
音読は苦戦します。「おおきなかぶ」も、“〇〇を〇〇がひ
っぱって、〇〇を○○がひっぱって、…”と繰り返される
リズムや、“うんとこしょ どっこいしょ”の響きも、楽しむ
というより、小さい「つ」や「よ」に引っかかってうまく読
み進められません。そこで、おじいさん、おばあさん、ま
ご、犬、猫、ねずみと生徒が登場人物となり、動作を付け
て読んでもらうことにしました。すると不思議。一人一
人が自分の役割をすっかり理解し、文字通り力を合わせ
て大きなかぶを抜くことができました。読み方にたどた
どしさは残りますが、みんながニコニコ顔で取り組めて
いた楽しい授業となりました。

（担任：田中静子）

JCS日本語学校

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
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　3月9日（土）、今年もシドニー日本語土曜学校教務の阿
部圭志先生をお招きして、シドニーの日本語学校で教育
に携わる教員の方々を対象に、7回目となる日本語学校
合同教員研修会を開催しました。この研修会は、他校の
先生方と学習活動のアイディアや意見・情報の交換・共有
ができる貴重な機会です。
　今年は4校18人の先生方が参加され、熱心に阿部先生
のお話を聞き、出された課題に取り組んでいました。

〔今回の内容〕
①第1回アジア・太平洋地区補習授業校研究協議会の報告、
②これからのCLSのために、③教育目標・理念と単元の
設定、④まとめ・質疑応答

JCS教育支援委員会より 第7回合同教員研修会を開催しました

サンウルブス除外
　15人制ラグビーユニオンの世界最高峰リーグ「スー
パーラグビー」に、日本から唯一参加しているサンウル
ブスが、2019年以降から除外されることになったそう
です。アジア唯一のチームなので、南半球から日本への
遠征費用が馬鹿にならいのはわかりますが、今年は日
本でワールドカップが開催され、世界（特にアジア）で
の普及に貢献するはずだったのがですが、残念な結果

123

※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

です。オーストラリアで
の日本チームの公式試
合は今年が最後という
ことになります。

（ぴか）

念願の犬を手に入れました
　昨年、ペットを飼える家に移り、
12月にHunter Valleyのブリーダー
まで引き取りに行ったCavoodle。
まだ5カ月の小さな黒い体が理由
ではないのですが名前はPepper。
　移ってきたころは夜2時間ご

とに起きてクンクン泣いていたので子育てのように寝不
足になりました。うんちもおしっこもそこら中にしてい
たのでスチームクリーナーを買い、何度
もカーペットを掃除。家族みんな仕事
や学校に出かけるので留守番の時はビ
デオカメラを置いて様子を携帯から見
たり、Dysonの扇風機で気温や湿度をチ
ェックしたり。
　最近は夜はやっとちゃんと長く寝てくれるようになり、
留守番もいい子で待っていてくれますが、正しい場所で
のうんちはまだまだ半分程度の成功率。でも家に帰ると
喜んで駆け寄ってきてくれるPepperのおかげで、また家
族の中で笑いと幸せが増えているようです。（JUN）

シドニースケッチ

色鮮やかなマルディ・グラ・パレード
　最近は日本でも、同性婚の
問題が、よく取り上げられて
いますね。シドニーでは、3月
2日に世界最大と言われる
Gay and Lesbianのマルディ・
グラ・パレードが市内で行わ
れました。街のいたるとこ
ろ が、Rainbow FlagやLGBT 
Pride Flagの レインボ ー カラ
ーで包まれ、色鮮やかでした。
Oxford Village をスケッチし
ました。
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田中静子さん
JCS日本語学校エッジクリフ校教師

　今月は、田中静子さんのご紹介です。 
　JCS日本語学校エッジク
リフ校の先生でもある静子
さんですが、ナント！ご実
家は、明治2年（1869）創業
の茨城県日立市にある森
島酒造です。
　父である森嶋鎮一郎社長製造の「大観 純米大吟醸」は、
2018年9月に、日本航空国内線のファーストクラスの搭
載酒に選ばれ、全国新酒鑑評会でも森島酒造は、「金賞」
受賞が9回！と日本でも評判のお酒を作られています。
　2018年から静子さんは、シドニーでの試飲会に実家の
お酒を出品して宣伝を始めました。シドニーでは、東京マ
ートで販売をして頂けることになり、私も飲まさせて頂
きましたが、なんとも美味しいことに、感嘆しました！
それもそのはず、六代目であるお兄さんの森嶋正一郎専
務は南部杜氏試験に茨城県出身者で初めて合格し、現在、
杜氏として長年に渡り代々受け継がれた技法を守り、そ
して新しい酒造りにも余念がありません。
　静子さんによると東京マートで購入できるのは、「大
観」シリーズの中でも限定品として
販売されている「熟成酒 富士大観」
と「純米吟醸酒 ひたち錦」。只今、残
念ながら品切れ！とのことですが、
4月下旬に入荷予定だそうです。
　この看板となっている「大観」の由来をお聞きすると、
四代目の浩一郎さんが、親交を深めていた水戸市出身の
近代日本画の巨匠・横山大観先生の元を訪ねました。先
生はその頃から森島酒造の酒を愛飲して頂いており、浩
一郎さんが冠婚葬祭にも良いお酒の銘柄を探していた
ところ、酒の旨さと浩一郎さんの終戦後の地元街復興へ
の尽力を讃え、自らの雅号「大観」を下さったそうです。

「大観」のラベルは横山大観の直筆です。
　静子さんはシドニーでのJCSレインボープロジェクトに
よる東日本大震災復興支援イベントでも、実家のお酒を
提供して復興支援に協力をされています。東日本大震災
の時は、森島酒造も大変な被害に遭われたそうです。

　静子さんの先祖が代々150年間守ってこられた酒蔵
が、様々な災難を乗り越えて今、南半球の地、オーストラ
リアのシドニーまで伝わり、美味しい日本酒をこの地に
暮らす私達に届けて下さることは大変に嬉しいですね。
　5月11日（土）には、東京マートでの試飲会が13：00か
ら行われます。「是非、試飲会にお越し下さい！」と、静子
さん。
　伝統を守る酒造りの酒蔵に生まれ育った静子さん、こ
れからも静子さんの活躍を見守りたいと思います。

（記事・Naoko Saito）

第
76
回

東京マートでお酒を紹介する静子さん

JCSレインボープロジェクト主催の東日本大震災復興支援イベント（2019
年3月11日）で、実家のお酒を紹介する静子さん
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スーパーでRamen発見！
　シドニーでもお馴染みの日本のラーメン。もちろん今
私が住んでいるサンフランシスコにも沢山の美味しいラ
ーメン屋さんがあります。NHK連続テレビ小説でお馴染
みのまんぷく。実在の人物をモデルとした「インスタントラ
ーメン」を生み出した夫婦の物語です。ドラマではインス
タントラーメンが発明され日本全国どこでも大ブームを
巻き起こしています。でも私はまんぺいさんとふくちゃ
んに教えてあげたい。お二
人が発明したインスタントラ
ーメンは海外の至る所にあ
ることを。そして普通はス
ーパーマーケットの見出し
に「 NOODLE」と書いてあり
ますが、見つけてしまった
んです。「 ramen」と書いて
あるものを。何だかとても
嬉しくなってしまいました。

■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

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。お 揃 い の
ユニフ ォ ー ム 姿 で
催事にも参加しています。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。
百人一首のゲーム
　奇数月の第三水曜日午前10時から12時まで、MOSAIC
センターで百人一首を楽しんでいます。
　参加者の大半は初心者です、多くの新規参加者を募り
ます。

盆踊りグループ（ Japanese Folk Dance Group）
　日本の伝統的な盆踊りの会です。スクールホリデー期
間を除く毎週金曜10時〜11時45分まで、上記MOSAIC
センターでさまざまな曲目を練習し、さまざまなイベン
トに参加して披露しています。参加費は、School Term毎
に$20.50（60歳以上のシニアは$15.50）です。見学も自
由、新しい方の参加を歓迎いたします。
お申し込みは：ファレル道子まで。
携帯：0401-363-006　Email: michikofarrell@gmail.com
コーラスグループ
　毎月第2と第4金曜日の午後1:30〜3:00、MOSAICセン
ターにて山村美和子先生のご指導によるコーラスの練
習会が楽しく開かれています。参加費は$2で、新しいご
参加も自由、大歓迎いたします。
山村先生の連絡先：miwako@outlook.com

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？

日本再発見

極めている日本のウィスキー
　この頃急に日本のウィスキーが好きになりだした夫。
今まであまりアルコールには興味がなかった彼だが、こ
こ２、３年、オーストラリアでのウィスキーブームの波に
乗って、シドニーで山崎を試したのがきっかけ。それから
はどこへ行っても、山崎、響、余市とオンザロックで美味
しそうにチビチビとなめている。そこで日本へ行く時も
ひとつ楽しみが増えた様子。サントリーやニッカという
古い歴史をもつウィスキー製造会社がある日本。なんで
も凝り始めたらトコトン！の日本。サントリーやニッカの
ウィスキー専門店があったり、またそういう店はおつま
みもオリジナルなものがあったりと、ひとつ興味のある
ことが増えたただけで、世界がグーンと広くなった気分。
オンザロックのグラスや氷ひとつにしても日本は極めて
るな〜！と感心してしまう。一滴もアルコールを飲まな
い私だが、匂いやおつまみ、そして日本のトコトン文化に
触れるだけでフルに楽しませてもらっている。

（みさこ）
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The Essential Duchamp展
　今月は、NSW州立美術館で4月27日から8月11日ま
で開催される、フィラデルフィア美術館が企画・監修する

「 The Essential Duchamp」（デュシャン　人と作品）展を
ご紹介します。
　マルセル・デュシャン（1887〜1968）は、伝統的な西洋
芸術の価値観を大きく揺るがし、20世紀の美術に衝撃
的な影響を与えたアーティストです。
　展示作品は、1912年ニューヨークで発表、キュビスム
に対する独特な取り組みによりデュシャンを一躍有名
にした「階段を降りる裸体 No. 2」をはじめとする絵画や、
便器を“アート”にした「泉」を含むレディメイド、映像、写
真や、豊富な関連の文献・写真資料など、フィラデルフィ
ア美術館が誇る世界有数のデュシャン・コレクション約
125点以上が一堂に会します。
　デュシャンは、最初絵画を描いていましたが、思想性や
宗教性のない、感覚器官にだけ訴える“網膜的”な絵画に
批判的になり、1913年から絵画とは別の方向に向かいま
す。後に“レディメイド”と呼ぶようになった「自転車の車
輪」は、既製品の自転車の車輪が、台所用の丸椅子に突き

刺されていて、大量生
産品から偶然に選ばれ
た日常品の組み合わせ
の“レデ ィ メイド” は、視
覚的な美しさや作者の
手技を重んじる芸術作
品の価値観に揺さぶり
をかけました。また、現
代美術のスキャンダル
となった1917年の「泉」
は、実用品の便器が美

術品として新しい題名のも
とに選ばれた“オブジェ”だ
ったという、芸術そのもの
の問い直しを迫りました。
　本展は、オーストラリアで
初めてデュシャンの業績を
網羅して紹介する展覧会で、
東京、ソウル、シドニーの3会
場での巡回展。常に新しい
表現方法を模索し続けたデ
ュシャンの60年以上にわ
たる芸術活動をたどり、彼
の人生そのものを紐解くも
のです。フランスに生まれ、
第一次世界大戦中の1915
年に渡米したデュシャン

は、アメリカの現代美術の
始まりにおいて芸術の既
成概念に反発したニュー
ヨークダダと関わります。
その彼の生涯においてカ
ギとなる場面や重要な活
動、また人間関係を概観
することで、彼の作品の
現代美術における重要性
を伝えつつ、彼の多様な
人となり、そして、芸術と
生活の垣根をなくそうと
するさまざまな試みをご
紹介します。
　彼は晩年に向かい、若
い芸術家を紹介する展覧
会の企画者となり、ある
いはキュレーターという
裏方として活躍。芸術の世界そして広く文化人として伝
説的な地位を獲得し、有名になっていきます。いわゆる芸
術家としてだけではなく芸術活動に携わること自体によ
り、芸術あるいは芸術家とは何かという垣根を打ち破っ
ていくのです。
　芸術の見方を変えたといわれるデュシャンに触れる
この機会を是非お見逃しなく！

（NSW州立美術館コミュニティーアンバサダー：鴨粕弘美）
期間：2019年4月27日〜8月11日
場所：コンテンポラリー・ギャラリー
入場料：大人$20、コンセッション$18、美術館会員$16、家族（大
人2人＋子供3人まで）$48、子供（5-17歳）$8、5歳未満の子供は
無料。（オンライン購入手数料$2）　美術館にてマルチエントリー・
チケット：大人$36、コンセッション$32、美術館会員$29 

Art Gallery of New South Wales
Art Gallery Road, The Domain 2000　Phone: (02) 9225-1700　www.artgallery.nsw.gov.au毎日10am〜5pm（水〜10pm）
毎週金曜11時、無料日本語常設展ハイライト・ツアーがあります。Email: communityambassadors@ag.nsw.gov.au（日本語可）
www.artgallery.nsw.gov.au/calendar/japanese-language-guided-tour/

アート

Nude Descending a Staircase 
( N o . 2) ,  1912 P h i l a d e l p h i a 
Museum of Art: The Louise and 
Walter Arensberg Collection, 
1950-134-59

Marcel Duchamp ‘ Bicycle wheel’ 
1964 (replica of 1913 original)
wheel, painted wood, 59.7x64.8 cm
Philadelphia Museum of Art, gift of 
Galleria Schwarz d’Arte, Milan, 1964-
175-1
© Association Marcel Duchamp/
ADAGP.  Copyright Agency, 2018

Marvin Lazarus Duchamp at Museum of Modern Art’ s ‘ The art of 
assemblage’ exhibition (Standing next to Fountain and behind Bicycle 
wheel) 1961 (detail) Philadelphia Museum of Art: Gift of Jacqueline, 
Paul and Peter Matisse in memory of their mother Alexina Duchamp, 
13-1972-9(412). Artworks © Marcel Duchamp/ADAGP. Licensed by 
Copyright Agency photo © Marvin Lazarus
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汚い部屋から今度こそ絶対抜け出す本
著者：村越勝子・笠原恭子
発行：2009年　永岡書店
★★★★★
片付け術が日本から世界へ発信されている昨今。「何でもかんでも捨てろ！」みたい
なちょっと脅迫されてる気分がするような本ではないので、読みやすい。片付け下手
な私が読んでも、「あ、なんか私にもできるかな」「ちょっとやってみようかな」と思え
るような、ほんわかしたゆる〜い感じがよい。特に新しいテクニックが書いてある、と
いうわけではないかもしれないが、定期的に読み直して「よっしゃ、片付けるか」と
いう気にさせてくれる。特に、「生活や行動パターンに合っていない片付けは長続き
しない。ズボラ&ラクチンに片付く方法を考えよう」という考え方には、「お〜、なるほ
ど！」と思わせられる。「片付けられない女」を今すぐやめたい人にお勧めの一冊。

You're stronger than you know
アーティスト：James Morrison
★★★★☆
イギリス出身のシンガーソングライターJames Morrisonの新作。少ししゃがれ声でソ
ウルフルな彼は2006年にデビューし、その深みと温かみのあるサウンドでデビュー
アルバムUndiscoveredはUKチャートトップとなった。今回のアルバムは4年ぶりの5
作目だが今までのスタイルをキープしながら聴きごたえのある曲がそろっている。
幼少期に貧しい生活を過ごし、大病を抱えたり両親の離婚など問題が多かった彼
はティーンエイジャーになってやっと彼の音楽が周りに認められ、自信を持つよう
になったという。そのギターの腕前も相当でソロシンガーとして数々の賞を受賞し
ている。今回のアルバムでは特にSo Beautifulが秀作。Slowlyもダイナミックな展開で
惹きつけられる。これまでのアルバムを超えるほどの良さがある。

ガーンジー島の読書会
（ The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society）

監督：マイク・ニューウェル  
原作：メアリー・アン・シェイファー、アニー・バロウズ
出演：リリー・ジェイムズ、マイケル・ヒューズマン、グレン・パウエル他
制作：2018年イギリス・フランス （124分）
★★★★★
米英でベストセラーになった小説の映画化。戦後まもないロンドンに住む若き作家ジ
ュリエットが、ある日受け取った一通の手紙。それは、彼女がかつて所有していた本

「Essay of Elia」をガーンジー島の古本屋で手に入れたドウシー・アダムズという人物が、
その本に書いてあった彼女の名前と住所に宛てて、「 Essay of Eliaの作者の他の本を
どこの本屋で手に入れられるか」を尋ねたものだった。ドウシーの所属する読書会に
興味を覚えたジュリエットは、ドウシーに本を送ると同時にガーンジー島を訪れる
のだが…。大戦中ドイツの占領下にあったガーンジー島で読書会によってひっそり
と温かな心の交流を続けていた人々と出会ったジュリエット。ガーンジー島の美し
い情景と相まって、人としての美しい生き方とはなにか、ジュリエットとともに見て
いる者もあらためて問い直してしまう。忘れられない一本になること請け合いです。

アート

	 アートレビュー	 ★5つ星評価
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【第191回】　リュウグウへの遣い

　リュウグウ（竜宮）といえば、古代から日本に伝わる著
名な「浦島説話」の主要な舞台として登場します。定着し
ている説話中では、主人公である浦島太郎が時の経過を
失念するほどに、主である乙姫そして御付の鯛や平目が
歓待した宮殿として描かれ、学習教材として親しまれた
方々も多いのではないでしょうか。殊に今年の2月には、
何と『リュウグウノツカイ（以下使いと表記）』と『リュウグ
ウヘの遣い（以下遣いと表記）』が日本で大きな話題とな
り、偶々偶然が重なった出会いにより「リュウグウ月間」
とでもいえる感を呈しました。
　先ず年明け早々、日本海沿岸に姿を現し関心を集めた
使いは、謎に包まれながら世界の海洋に広く分布し、長
大なものでは体長が10ｍを超え体重も300kgに達する
興味深い深海魚。対する遣いは、前者の住む深海とは対
照的に2014年12月の打ち上げ以来、足掛け5年間の飛
行に成功し、およそ3億km離れた直系約900mの微小天
体（小惑星、以下Asと表記）「リュウグウ」へ遣わされた宇
宙探査機。しかも遣いは、As「イトカワ」に対し同様なミッ
ションに挑み、9年前オーストラリアのウーメラ砂漠に満
身創痍で帰還した『はやぶさ』の姉妹機で、日本時間2月
22日に最初の着地を敢行し、プログラム通り地表面のサ
ンプル採集にも成功しました。先陣の失敗から学んだ教
訓を生かしたサンプル採集は、場所と方法を変え今後更

に2回予定されています。帰還後実施されるサンプルの精
査で、狙い通り生命誕生の痕跡が明らかになるか大いに
期待されます。
　「イトカワ」や「リュウグウ」が属するAsは、少数の例外
を除き太陽系の第4惑星である火星と、その外側を周回
する最も大きい惑星である木星の間に存在し、太陽を巡
る公転周期は4〜5年です。1801年の元日に第1号のケ
レスが発見されてから現在まで、観測技術の進歩に合わ
せ観測数が約80万まで右肩上がりに増え、今後もこれ
まで以上の増加が見込まれるのは確実。数百万に及ぶに
違いない大量のAsの起源については、太陽系の主要な
天体に成り得なかった素材の残り、あるいは惑星乃至衛
星に成長した後に天体との衝突を起こし破砕した破片
等々、これまでに多くの仮説が提唱されています。いず
れにしても多種多様なAsに、太陽系の初期の状態が保存
されている可能性が高く、遣いが持ち帰るサンプルから
生命誕生の手掛かりをと、研究者が期待を掛けるのも頷
けます。
　特に「リュウグウ」の色黒という外見も、生命を生む素
材が含まれているか如何か判断するうえで重要です。そ
れというのも発色の原因に注目した観測から、地面や岩
石中に存在する多量の炭素（ carbon、以下Cと表記）が突
き止められ、リュウグウを組成面から分類した場合C型
になります。保存された原始太陽系の素材でしかもC型
Asとなれば、地球上の生物に共通する炭素化合物（有機
物と呼ばれるのが一般的）の発見が待たれます。遣いは、
通信の往復に30分近く要する遠隔地での課せられた役
目を終え、リュウグウを離れ帰路につくのが今年の年末。
往路と違い復路に要する飛行期間は僅かに約1年で、オ
リンピックの話題が落ち着く頃に帰還します。Asへの着
地とサンプル採集の実績では、宇宙探査で世界に冠たる
アメリカ航空宇宙局（NASA）を凌ぐ、遣いの無事な帰還が
待たれます。

連載コラム
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第97回　ベトナム風スープ

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。
詳細はウェブサイト→　www.soramame.com.au

　夜になると秋の虫が鳴いて、秋になったのだなぁと、
しみじみした気持ちになりますね♪
　まだ少し暑いと感じる日もあり、さりとて夜は涼しい
この季節、あっさりした暖かいスープがあると、食卓も
体も和みます。ベトナムのフォーのスープをイメージし
ながら、動物性のダシやフィッシュソースは使わず、塩
麹で旨味を出したひと椀です。

【材料】　4人分
ダシ汁
水　800ml（コンブと干しシイタケを入れて一晩おきダシ

汁として使う）
コンブ　5×10cm
干しシイタケ　2個（ダシをとった後は、薄く切ってスー

プに加える）
具材
大根　100g（いちょう切り）
トマト　1個（くし形に切る）
青梗菜　2〜3枚（食べやすく切る）
ネギ　1本（斜めうす切り）
薄く切ったシイタケ
ソフト豆腐　150g（手でちぎる）
調味料
塩麹　大さじ3
梅酢　小さじ1
トッピング
ネギ　1本（小口切り）

Fresh and Hot - Ma La Tang
住所： Shop 5, 1-7 Magdalene Avenue, Wolli Creek
電話：(02) 8018-9263
営業：毎日11:00〜21:00 
予算：$15
雰囲気 5
料理 7
サービス 6

　今月はWolli Creekにある麻辣烫のお店です。最近、好
きな食材を選んでボウルに入れ、レジで食材の重量を量
って清算した後、スタッフが食材を食べやすい大きさに
切り、辛くて痺れる麻辣のスープで煮込んで提供するお
店をよく見かけるようになりました。今回のお店は、麻
辣のスープ以外にラクサ（スパイシーなココナッツミルク
のスープ）も選べるということで行ってみました。
　麺は米麺、小麦麺、うどん、インスタント麺など各種あ
ります。具材は葉物、キノコ、豆腐、肉、海産物、練り物な
どがあります。魚卵の入った練り物が美味しかったです。
提供されたのが写真ですが、丼ではなく、直前まで火に
かけられていた金物の鍋で出されるのが珍しいです。具
材1kgあたり$25で好きな食材を好きな量だけ取ってオ
リジナルのラクサを作れるのは、新しい試みかと思いま
した。

連載コラム

【作り方】
①鍋をダシ汁と大根を入れ沸騰したら中火にして15分

煮て、その他の野菜を入れて再び沸騰したら弱火にし
て5分煮る。

②調味料を加えて火を止め、器に分けたらトッピングを
散らす。
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主任弁護士 林由紀夫（ H & H Lawyers）

145

仏教語からできた
日本語
その158

渡部重信
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

連載コラム

Q：先日、私の父が他界しました。父の古い友人が遺言書
に基づき遺言の執行者を務めています。昨日、父の埋葬
をどうするかについて口論となってしまいました。私は、
父が以前、散骨を口にしていたことを伝えたのですが、
父の友人は離婚して既に他界した母の墓地に近い場所
に埋葬することが一番だと言って譲りません。父の埋葬
に関して遺言書には何も書かれていないのですが、私に
は何か法的な権利はあるのでしょうか？
A：故人の葬儀・埋葬の方法等に関して一般的には、故人
の遺言書の意思が反映されたり、遺族間の話し合いで決
められることが多く、あまり争いになるケースはありま
せん。ただし稀に、あなたのように、遺族間で意見が一致
せず、争いになるケースがあります。
　今回のように遺言書がある場合には、法律上、原則的
に遺言執行者が葬儀・埋葬につき決定権を持ちます。意
外に思われるかもしれませんが、埋葬の方法について、
たとえ生前に故人が遺言書の中に指示を書き入れたと
しても、それが遺言執行者を法的に拘束することはでき
ません。
　NSW州最高裁判所は、Smith v Tamworth City Council 
という1997年の判例において、葬儀・埋葬に関する原則
を示しています。そのうちのいくつかを下記に要約しま
す。
•	 故人の遺言にて遺言執行者が指定されている場合、そ
の遺言執行者が故人の葬儀・埋葬を取り仕切る権限を
有する。遺言執行者は、遺言書にある故人の葬儀・埋葬
に関する指示に従う法的義務を負わない。
•	 遺言書が存在しない場合、遺産の相続順位の最も高い
者が、原則的に、遺言執行者と同様の権限を有する。
•	 執行手続きについて二名以上の者が同等の権限を有
している場合は、誰が埋葬を遅滞なく現実的に行える
かどうかを考慮し、決定する。
•	 埋葬を取り仕切る権限を持つ者は、他の利害関係者
（例えば残された家族・親戚など）と相談をすることが
期待されるが、そのような相談をする法的義務は負わ
ない。

　いずれにせよ、皆が納得できる葬送を行えることが一
番です。自身の死後について、あれこれ考えることに気
後れする方も多いかもしれません。しかし、たとえ法的
拘束力が無くとも、生前から自身の希望を周囲に伝え、
遺言書の中にもはっきりと希望を書いておくことが、残
された家族や親族・友人間での不必要ないざこざを避け
るためにも、望ましいと思います。

坐禅（ざぜん）

　日本人はもとより、世界中の人々の間で最もよく知ら
れている仏教の修行法の一つに坐禅があります。両足を
組んで白い壁に向かって座り精神集中をし、そして無念
無想の境地に入る修行法です。中国、韓国そして日本では
この坐禅を修行の一つとして行う禅宗と呼ばれる宗派が
古くから成立しています。日本においては、鎌倉時代、看
話禅（かんなぜん/かんわぜん）と呼ばれる師から提示さ
れる公案（こうあん）を解くという禅問答を通じて悟りを
目指す栄西禅師によって伝えられた臨済宗、黙照禅（もく
しょうぜん）と呼ばれるただひたすら座って精神を集中
させ、「成り切る」ことにより悟りを目指す止観打座（しか
んたざ）を完成させた道元禅師の曹洞宗、 江戸時代に明
から渡来し京都宇治の黄檗山に萬
福寺を創建された隠元禅師を祖と
する黄檗宗などがあります。
　日本では、坐禅と聞くだけで、そ
れが仏教の修行の一つであり、禅宗、
それも曹洞宗を思い起こすことに
なりますが、インドにおいて坐禅は
古来、宗教修行者が一般的に行なっ
ていた修行で、仏教の修行者のみに
限定された修行法ではなかったと
いうことが興味深い事実としてあ
ります。
　 坐 禅 の「禅」は、サンスクリ ッ ト 語 の、「デ ィ ヤ ー ナ 

（ dhyana）」（パーリ語では、ジャーナ（ jhana））を、漢字で
「禅那（ぜんな）」と音訳したものの省略形です。意訳して
「静慮（じょうりょ）」或いは、「定」となります。音訳語の
「禅」と意訳語の「定」とを合わせて、「禅定」とも言い表す
ことがあります。
　この「禅」に「坐」を加えたものが坐禅です。私は同じ姿
勢で座り足が痺れ痛くなる坐禅がどうも苦手です。長く
同じ姿勢でいると、どうも足の方に気が散ってしまい精
神集中できなくなるように感じました。しかし、禅僧に言
わせますと、普通に座っていることの方が、より足が痛く
なるらしいとのこと。やはりプロは違うものだと感心し
たものです。 
　もっとも最近では、一般大衆の為に、曹洞宗では、「椅子
禅」を勧めているところもあるそうです。色々な心の落
ち着け方が紹介されていますが、ただ座るにしろ、公案を
するにしろ、お念仏を称えるにしろ、自分が自分の心をち
ゃんと落ち着けて、その心を開き他者を受け入れ、理解し、
感謝する心を持つことが大切なのではないかと感じてい
る昨今です。　合掌

道元禅師（1200〜1253）
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暮 ら し の 医 療
ドクター・鳥居／Northbridge Family Clinic

　概日リズム（Circadian rhythn）と
は一日の睡眠と覚醒のサイクルを
コントロールしている体内時計で
す。脳の松果体（ Pineal gland）とい
う内分泌器から放出されるメラト
ニンという物質が作用しています。
松果体は脳内の中央、2つの大脳半
球の間に位置し、間脳の一部であ
る2つの視床体が結合する溝には
さみ込まれています。
　メラトニンの生合成にはトリプト
ファンというアミノ酸が必要です。
トリプトファンは赤みの肉、魚、鳥肉、
ミルク卵などに含まれています。
　メラトニンはまず、松果体の中で
セロトニンという脳内の神経伝達
物質に変換されます。セロトニンの
濃度は日中が一番高く、夜間でま
わりの光が少なくなるとともに濃
度は80％低下します。そしてほと
んどのセロトニンはメラトニンに変換されます。

メラトニン濃度の変動
　メラトニン濃度には季節性の変化があります。秋と冬
のあいだは濃度が上がり、春と夏には濃度が下がります。
季節的感情障害（ Seasonal affective disorder、SAD）では
冬期に悲しくなったり落ち込んだりして、場合によって
はうつ病になったりすることもあります。秋、冬のメラト
ニン濃度の上昇と関連があるのではないかと思われて
いますが、はっきりとしたことはまだ証明されていませ
ん。ただ、季節的感情障害の患者さんに低用量のメラトニ
ンを夜間投与したら気分が晴れることもあります。
　また、メラトニンの濃度は年齢とともに変化します。メ
ラトニンの分泌は生後3〜4カ月から始まります。これは
新生児が夜間をとおして睡眠するパターンが成立する
頃と一致しています。その後メラトニン濃度は2〜3歳の
ピークまで上昇を続け、青春期まで濃度が保たれ、その
後徐々に低下していきます。70歳ではメラトニン濃度は
若いころの1／4以下になっています。ですから高齢期

（55歳以上）の不眠症にメラトニンが効果的なのかもしれ
ません。

概日リズムと睡眠

メラトニンと睡眠
　 薄 明 か り の メラトニン の 発
症（ Dim light melatonin onset、
DLMO）といって、朝の薄明かりの
時間にメラトニンの分泌が上昇し
てくる時が概日リズムの一番正確
なマーカーとされています。概日
リズムが標準より早いタイプ（進行
型）は午後6時頃からメラトニンが
上昇し、早めに眠気がおこってく
るようです。逆にリズムが遅いタイ
プ（遅延型）は午後10時頃からメラ
トニンが上昇し、夜遅めにならない
と眠気がおこらないようです。

メラトニンの効果
　飛行機で旅行して東に向かうと
遅延型のリズムになり、夜、眠りに
つきにくく、朝はなかなか起きら
れないという現象がおこります。

また、飛行機で西方向に飛んだ場合、進行型のリズムにな
り、夜は早めに眠気がおこり、朝は早めに起きてしまい
ます。このような時差症候群をメラトニンの服用によっ
て概日リズムを通常のリズムに戻し、軽減することが可
能です。この場合、メラトニンを服用するタイミングが大
切です。インターネットでタイミングを計算できるアプリ
があります。
　また、夜間勤務のシフトワーカーの概日リズムを改善
する時にも役立つようです。そして高年齢（55歳以上）
で不眠症が起こっている場合、メラトニンレベルの低下が
原因かもしれませんのでメラトニンが効果があるかもし
れません。

メラトニンの服用に関して
　オーストラリアでは2mgの錠剤が売られています。処
方箋が必要です。飲むタイミングは就寝時間の1〜2時間
前です。子供や妊婦の服用に関しての安全性はまだわか
っていません。
　副作用は少なく、眠気、頭痛、めまい、吐き気などがお
こることもあります。飲むタイミングを間違えるとおこ
りやすいようです。長期の服用（6〜12カ月）は安全で、
薬物耐性はおこらないようです。

連載コラム
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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。

 www.japanclubofsydney.org

今月の喜怒哀楽　〈喜怒哀楽〉
下の娘が17歳。いわゆるティーンエイジャーで、ここ何年も「難しい年頃」オーラを出
し続けている。何にでも文句を言う。携帯電話から離れられない。ドラマクイーン。す
ぐ叫び、泣く。勉強に対してやる気がない。毎晩、深夜まで起きている。食べ物は好き
嫌いが激しい。不健康なものばかりを好んで食べて、飲む…。感情の波が激しく「怒」

「哀」はしょっちゅう。本当に手が焼けて大変だが、もちろん「喜」「楽」もある。可愛い
ところもあるのだ。機嫌がいい時は擦り寄ってきて、一緒にセルフィーを撮ったり
する。音楽的な才能があるようで、サクソフォーン、ドラム、ピアノができる。娘の所属

するバンド関係のコンサートに数多く行って親の私も楽しんだりしている。心優しい一面を見せてくれる時も
あるのだ。高校生活もあと半年あまり。娘の「怒」「哀」の頻度が少なくなってほしいと願っている。　（ケーエム）

▼先日、ぎっくり腰になってしまった！何せ初体験だったの
で、ビックリ！その後のリハビリでどうにか以前の状態に戻
ってホッとしたところ。▼腰に用心しながらソロソロと参加
したのがハーモニーディナー。本誌2ページに報告がありま
すが、当日はシティ校の委員と先生方が着物と浴衣姿で参加
され、多くの参加者から「一緒に写真を撮って！」とせがまれ
るほどの人気でした。▼このイベントは多様な文化を賞賛す
るものでもあり、まさに日本の伝統文化が輝いた一時でした。
一緒に参加した私も嬉しかったです。美よ永遠なれ！（游）

シドニー日本クラブ役員
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
会　長 水越 有史郎（教育支援委員会代表）
副会長 渡部 重信（事務局・編集委員会編集長）
副会長 平野 由紀子（ JCSレインボープロジェクト代表）
理　事 多田 将祐
理　事 川上 正和
理　事 Joannesえみ
専門理事 林 さゆり（親睦の会会長）
専門理事 Fraser 悦子（コミュニティーネット幹事）
専門理事 Costello 久恵（ JCS日本語学校シティ校代表）
専門理事 阿部直子・松隈由紀子（ JCS日本語学校ダンダス校共同代表）
専門理事 水越 有史郎（ JCS日本語学校エッジクリフ校代表）（兼任）
事務局長 藤田 結花（会計・事務局長）
監事 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
 林 由紀夫／多田 将祐／マーン 薫／坂口 潤／斉藤 直子）

編
集
後
記

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

本誌のカラー版は、電子版を
ダウンロードしてください。
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NBCA PTY LTD
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。）

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。
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。）

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。

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
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。）

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！

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。



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。JCSだより原稿送付先

「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。

JCSだより2019年4月号（4月1日発行 通巻第405号）  次号5月号は5月1日発行です

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.

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。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（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。JCSだより広告案内

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18cm×縦25.5cm ＄220.00 ＄176.00 ＄154.00（月額） ＄132.00（月額）
１／２ページ 横18cm×縦12.5cm ＄132.00 ＄  99.00 ＄  88.00（月額） ＄  77.00（月額）
１／３ページ 横18cm×縦8.2cm ＄  99.00 ＄  77.00 ＄  66.00（月額） ＄  55.00（月額）
１／６ページ 横8.7cm×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、継続掲載割引があります。

●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


