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支援の輪とチームワーク 
サポートネット虹の会 会長 大槻 慎一 

 日本で起きた未曾有の災害の後、パースでもっとも大

規模な募金活動が４月９日Forrest Place で行われまし

た。主催したFriends of Japanは豪日協会を母体として、

虹の会、兵庫県文化センター、UWA-Japan Society、 

Rotary Club, カーティン大学、マードック大学など、日本

に関係する多くの方々が参加しました。 

 準備期間が３週間ときわめて短かったのですが、コミ

ティメンバー一人一人が必死に動き回り、１日４０件以上

のメールや電話のやり取りと週に１，２回の会議を持ち、

何とか当日にこぎつけました。豪日協会のパトリックさん

はFriends of Japan の代表としてスポンサーの確保や法

的な手続きに走り回り、へザーさんは会議のまとめ役を

買って出て、Wish treeや折り紙、フェイスペインティングや

ロゴつきT-シャツの手配をし、ジーンさんはパース市当局

キリヒレヒナー 裕子 

Friends of Japan “日本祭り” 
募金活動に参加して   

 あの大震災が発生した３月１１日以降、連日放映される

テレビに釘付けとなり、ただ“呆然と”しているだけでし

た。 

 たまたま、３月２０日に虹の会の恒例行事である活動資

金作りのSunday MarketがKarrinyup Shopping Centreで

予定されていたので、今年はその売り上げをすべて日本

に送ろうと決断し、実行に取り掛かりました。この情報が

日本人会、パースエクスプレス、パース通信などのＨＰに

掲載され、またmixiにもトピックを立て、日本フードの２店

舗も品物収集の中継をして下さり、当日はものすごい量

の品物が集まりました。 

 Fast Link Cube、ASAKAレストラン、フルート奏者の松

下さんや４０名を超える会員や日本人プレイグループの

お母様方の協力の下に当日は募金も含め、いつもの１０

倍のお金が集まりました。早速、その日までに集められ

た多くの方々からの募金・寄付金も含めて$23,812.85を

翌21日に日本赤十字社に送金いたしました。 

 その後も４月９日のFriends of Japanをはじめ、虹の会

のCharitable Collectionのライセンスを提供し、レストラ

ン、日本人プレイグループ、大学など多くの団体の皆様

にご協力いただき、２回目の送金＇６月初めを予定（は１

回目をはるかに超える勢いです。これはひとえに遠く離

れた祖国日本を心配する在留邦人の方々はもとより地

元オーストラリア人にも広がった支援の輪が結集された

ものと思います。 

 それと手前みそになりますが、今回のイベントは虹の会

のチームワークの良さが大いに発揮されたと感じました。

各人の「尐しでも役に立つ事をしたい」というボランティア

精神が今回は見事に開花したのだと思います。 

 なお先日、在パース総領事館より菅直人内閣総理大臣

名の礼状が虹の会宛に届いている事を報告しておきま

す。それから今後の活動ですが、まずは６月の初めに日

本へ２回目の送金をします。その後も引き続き東日本大

震災への義援金送付を行いたい方は以下の口座に振り

込んで下さいますようお願いいたします。 

Commonwealth Bank 

Account Name : Support Net "Niji No Kai" Inc. Disaster 

           Donation 

BSB : 066103   Account No. : 10289450 

 日本は時間が掛かっても必ず再生出来る潜在力を持っ

ていると確信してい

ます。虹の会として

も今後出来る限り

のお手伝いをして

いきたいと考えて

います。ご協力あり

がとうございまし

た。 
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との話し合い、印刷物の手配、メディアの対忚、スクリー

ンの調達、ロバートさんはテントや募金箱など大道具の

手配、マリサさん、ベンさんはステージでのエンターテイ

ンメントの音響や出演者をかき集め、学生のラッセルさ

んは多くのボランティアを集め募金やチラシ配りに奔走

しました。 

 虹の会はCharitable Collectionのライセンスを提供し、

ボランティアの方々が着付けや書道のデモンストレー

ションや千羽鶴の折り方の指導、募金活動に参加しまし

た。 

 着物ブースでは着物を展示し、日本のおもちゃや瀬戸

物、扇子など飾り、日本文化を紹介しました。また、浴衣

の着付けコーナーでは多くのオーストラリア人が興味を

示してくださり、５０人もの着付けをしました。募金活動は

一日中立ちっぱなしでしたが、たくさんの方の善意が感

じられました。 

 折り紙ブースでは列ができるほど盛況で９時から４時

までの活動時間中空くことがありませんでしたし、書道

ブースでも自分の名前を日本語で、墨で書いてもらいた

い方が次々と並び、大忙しでした。 

 また、たくさんの若い学生たちが町の中を募金箱を

持って歩きまわり、ステージでは１０組以上の出演者が

質の高い音楽を奏で、道行く皆さんが聞き入っていまし

た。来賓の挨拶では着任したばかりの石川達雄総領事

が出席してくださり、パース市長は日本の惨状を涙なが

らに訴え、感動的な挨拶をしてくださいました。First aid

の日本人看護師さんたちも待機していましたし、フェイスペ

インティングのブースでは子供たちが長時間待ちながらお

気に入りのキャラクターを描いてもらっていました。 

 こうして多くの皆様に支えられて行われたお祭りは大盛

況のうちに終わり、募金もこの日１日で１１，０００ドル以上

集まりました。集まった募金額が高額であった喜びもさる

ことながら、会場に来てくださった方々の日本に対する思

いが伝わり、本当にありがたいと思いました。「日本の悲し

みを分かち合っています」「日本のために祈っています」と

言ってくださる方、「日本はきっとまた立ち上がります」「が

んばって」と忚援してくださる方、印象深いのは「瓦礫の中

におじいさんが一人取り残されているのに、救出に来た救

助隊にゆっくりと手を上げてにっこりとした様子をニュース

で見て、こんな美しい人間がこの世にいるのかと感動しま

した」といってくださる方もいました。震災にあっている日本

人の姿に心を動かされた方が世界中にいたのだとあらた

めて思い、目頭が熱くなりました。 

 日本人と同じように日本を心配し、このお祭りに来てくだ

さったオーストラリアの方々、多くの時間を費やして必死に

このお祭りを実現してくださった方々、あなた方になんと

言って感謝の気持ちを伝えたらいいのか、言葉が見当た

りません。日本の被災地にこの熱い気持ちを伝えられれ

ばと思います。あなた方が支えてくださるから、世界中の

Friends of Japanが支えてくれるから、日本はきっと立ち直

れると思います。 

本当にありがとうございました。 
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 虹の会によって毎年行われるサンデーマーケットです

が、ゆりこさんは今回で２回目、私は始めて参加させてい

ただきました。 

 今年は例年とは違い東日本大震災がサンデーマーケッ

トを行うことになっていた予定日の２週間前に起こり、虹

の会ではサンデーマーケットの売上全額を義捐金とする

ことに決めました。そのため「何か日本のためにしたい」と

いう、在留邦人に限らずオーストラリアの人々の願望も反

映し、当日までに信じられないほど沢山の品物が寄付に

よって集まりました。                

 私達の他に何人かで集まって事前に品物の整理や値

付をし、理事の方の家のガレージに持って行きましたが、

そこに届いてあった量の多さに皆驚きました。私達が帰っ

た後、残って品物の整理をしたり、キューブ運送会社さん

によるトラック２台の援助輸送のための準備をされた方々

はさぞかし大変なことだったと思います。                                   

 品物を呼びかけた時の反響が大きかったため、その次

の日がサンデーマーケットの前日であったにも関わらず

日本フードさんの前に集まった大量の品物を虹の会の会

員何人かで集め、各自カリンヤップショッピングセンターに

持っていきました。虹の会の会長及び特に幹部メンバー

は毎日大変お疲れだったことと思いますが、当日サン

デーマーケットに行ってみて驚いたのは、あれだけの品

物を早朝手早く割り振り、整頓されていたそのオーガナイ

ズの良さでした。 

 サンデーマーケットではいろいろな国の人々とやり取り

ができ、国際的な交流の場としても楽しめました。「あまり

持ち物がなくて」と言ってご自分の本やコンピューター用

のカメラを寄付して下さったこちらに来て間もない日本の

学生さんや、お子さんの服を寄付してくださり、また買っ

てくださった若いお母さん方、品物につけた値の数倍もお

金を払って下さった方々、そしてただ寄付してくださった

方々・・・。         

 沢山の人々の行きかう中でわざわざチャリティのため

サンデーマーケットに演奏しに来て下さった桃千代さん

の美しいフルートの音がひびきわたっていました。 

 おにぎりやケーキやお菓子など持参された方からいた

だいたり、レストラン‘ASAKA’さんからもおいしい朝食を

差し入れしていただき、お腹の虫が鳴ることもまったくな

く、無事すべて完了し、片ずけも手際よく終えることがで

きました。 

 今回のサンデーマーケットは虹の会の会員だけでなく、

また日本人に限らず色々な方々に手伝っていただきまし

た。中には飛び入りで売り手に回り、どんどん売りさばい

て下さったオージーの方のことは忘れることができませ

ん。                        

 祖国日本へ対して普段あまり深く考えていなかった人

でも今回の東日本大震災のために強く意識させられた人

が多くいらっしゃると思います。サンデーマーケットを通じ

て日本人同士という親族愛・家族愛に近い絆を感じ、知

らない同士が尐しでも日本のために何かしようと心が一

体となれた、貴重な経験のできた一時だったと思います。            

そしてまたオーストラリアの人々の暖かさ

を再認識させられたと共に彼らに心から感

謝せざるを得ません。 

東日本大震災支援サンデーマーケット 佐藤ゆり子 ＆ 

ウエブスター陽子 
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虹の会の「妊娠出産サポートチーム」では下記のように勉強会を予定しています。 

日本人看護師の方を講師に招き、楽しいお茶会の場としたいと思いますので、妊娠中の方、出産間近な方、そのほ

か興味のある方はどなたでも奮ってご参加ください、参加費用は無料です。 

  

             日時 ： ２０１１年７月３０日〈土曜日〉   １０時から１２時まで 

             場所 ： Hollywood Bowling Club (42 Smyth Road Nedlands WA 6009) 

             テーマ： 出産後の「マタニティーブルー、＇鬱（」に関して 

 

参加希望者は虹の会のメールアドレス info@nijinokai,com.au か電話 0403 530 925、0403 530 927でお申し込みくださ

い。また、保育施設がありませんので、やむ負えず帯同されるお子様はご自身の責任においてお連れください。 

質問コーナーでは普段気になることなど専門家の意見を聞くことができます。 

  

講師の紹介 

           メリー香織        昨年、大変な難産でお子さんを出産された現役看護師です。 

           ホーキンズ明子      ２人のお子さんのお母さんで、現役小児科の看護師です。 

五十肩の痛みとその対処法 
葛生 香

事務局からのお知らせ 

 震災以降、義捐金収集のための活動が続きましたが、虹の会もここに来てようやく何時もの活動メニューに落ち着

いてきました、気が付いたらパースの冬が目前に。時間のたつのは早いものです。 

今年も恒例の勉強会を行います、そのテーマから、これまでの会員を主体としたものから、今回はむしろ一般の方を

も対象としたものとしましたので以下のようにお知らせいたします。 

１. 五十肩？ 四十肩？ 

 五十肩は四十肩ともいい、正式には「肩関節周囲炎 

(Frozen shoulder)」と呼ばれます。1960年代までは四十

肩と呼ばれていましたが、現在では一般的に五十肩と呼

ばれています。よく、四十肩と五十肩を別の病気として捉

える方が多いようですが、どちらも説明上は同義となって

います。 

 

 五十肩の原因は加齢による腱板＇肩関節の動きをつか

さどる大切な四つの筋肉が骨に付着する部分（の炎症や

部分的な断裂、また、腱板の上に

ある袋＇肩峰下滑液包（の炎症や

癒着がおこりやすくなり、こうした

ことが肩の痛みや動きの制限をも

たらすと考えられています。五十

肩の症状には似た病気がありま

すので、しっかり特定するために

も早めにGPで診察を受けましょう。 

 

◆◆ 勉強会 ◆◆ 
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ニュースレターへの広告掲載について 

「虹の会」では貴重な資金を得るために、広く広告を求めて

います。皆様のご協力をお願いいたします。 

 なお、「虹の会」ニュースレターの広告代金は以下のとおり

です。 

＇発行部数＝１回＝７５０部（ 

    Ａ４     全ページ    ３００ドル 

    Ａ４     半ページ    １５０ドル 

    Ａ４    1/4ページ    １００ドル 

自社便あり、市内引っ越し、他州向け、各国向け 

航空便、船便のお引っ越しもお取り扱いしています。 

土曜日も営業しています 

電話 0400-454-644（日本語） 
www.cubeit.com.au/cubeit/city_perth/ 
インターネットで予約できます 

引越しならキューブに 

ご相談下さい。 

お見積もり無料。 

国内引越、海外引越。 

引越しならキューブに 

ご相談下さい。 

お見積もり無料。 

国内引越、海外引越。 

2.  温める？ 冷やす？  

 五十肩は、大きくわけて「急性期」と「慢性期」とに区別

され、それぞれ治療に関する対処法が異なります。 

 

●急性期 

 関節に起きている炎症が強く、痛みも非常に強い。ま

た、運動制限も強い。腕を動かさなくても痛みが出る時

期。 

→ 安静 → 患部を冷やす＇炎症が強い場合（ 

●慢性期 

 炎症もおさまりだし、急性期の激しい痛みから、鈍い痛

みに変わる。運動制限は無理に動かすと痛む。 

→ 患部を温める＇患部を冷やさない（ → 運動療法 → 

マッサージ 

 

 まず、炎症が起きているかどうかの判断は、じっとして

いても痛みがある時、関節に手をあてた時にジワーとし

た熱を感じる時は炎症が残っていると判断できるでしょ

う。これは、痛くない側の同じ部分を触れてみて比較する

と判断が可能です。 

冷やす期間の目安は、炎症がはじまってからの３～４日

＇長くて１週間（は、冷やすと考えるのが一般的です。しか

し、炎症が有る期間は個人差も強く、一度おさまってから

再燃する人もいますので注意が必要です。 

いづれにせよ、冷やすまたは温めるかの判断基準に不

安がある場合は、医師・専門家に相談してから適切な対

処をとることが重要です。 

 

３. 夜間の痛みを和らげるには？ 

 五十肩を経験した約７５％の方が夜間の痛みを体験す

るといわれています。痛みで目が覚める＇特に朝方（、寝

返りで激痛が走るなど、この痛みによって深刻な睡眠障

害が引き起こされます。これは炎症の強い急性期におこ

る症状で、長時間の同じ姿勢による血流障害や寝返りに

より炎症している肩の筋肉が伸ばされて起こるとされて

います。 

 

 五十肩の痛みを和らげる寝かたの基本は、「痛む方の

肩を上」にして寝るのが基本です。 

抱き枕等を利用して高さを調節し＇肩が引き伸ばされな

いようにする（、下から支える事で痛みを和らげて眠る事

が出来ます。 

抱き枕がない場合はバスタオルや毛布を折りたたんだり

して、これを抱きかかえる、もしくはひじから肩の部分に

入れて下から支えるようにします。 

 

夜間、痛みがあるときは、無理に

腕を動かさないようにしましょう。 

 

次回は五十肩の運動療法につい

てお話したいと思います。 
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  メンバーズコーナー 

聖書の学び会 
 家庭集会 （火）10時から 

 ウエストリーダービル教会 （金）10時から 
 

無料英会話教室 
   月曜日～土曜日 2時間 と聖書30分 

 

                                日曜集会 
                           ウエストリーダービルの教会    1時から

  

                            カウンセリング 冠婚葬祭も 

                              いたしております。 

新刊本「宣教師が観た天皇制とキリスト教」 

 も取り扱っております。 

                

                                       連絡先（担当：ヤング） 

          0413 243 065 / (08)9448-8755  

                         www.freeenglishclasses.org 

                       101 Kimberley. St. 

                      West  Leederville 

B Y O  
Corkage $3 per bottle 

Telephone Orders 

9332 - 0388 

We accept Eftpos, Visa & Master cards 
 

Shop 4 / 110 Parry Avenue Bull creek WA 6149 
Parry Place Shopping Centre 

 

Trading Hours 

Lunch   Tuesday - Friday  11 am - 2.30 pm  
Dinner   Tuesday - Sunday   5 pm - 9 pm 

Monday and Public Holidays Closed 

K A I  J A P A N E S E  

メリー 香織 

 オーストラリアで学んだ公衆衛生学の一環であるHEALTH 

PROMOTIONを実践の場で生かしたいと思い、虹の会に入会し５年目

となります。現在は産休中ですが、公立病院の外科病棟と訪問看護

部門に勤務しています。これまで会の皆様に健康教育勉強会や個別

の健康相談・家庭訪問を行うことによって、私自身も新たな知識・経験

ができ、また逆に会員の方々にも健康問題だけではない様々な事を

教えて頂きました。ボランティアという枠を超え、色々な方と出会い・交

流できたことも私にとっては大きな収穫だと思っています。これからも

よろしくお願い致します。 

望月 香里 

 去年１２月にECUの修士課程を終了しました。勉学の傍ら２年ほど前

から日本語で行うＩＴ技術サポートを職業としてきました。1年ほど前に

大槻会長に声をかけていただき、虹の会の学生会員になり、虹の会の

会員の方々にお会いできる機会に恵まれました。これからも会員の皆

さんのテクニカルトラブルシューターとして、お役に立てるように頑張り

ます。ITサポートを丁寧にわかりやすく、提供していきたいと思ってい

ますので、これからもよろしくお願い致します。 
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こんなサービスを一緒にやっています 

業 務 提 携  

  「サポートネット虹の会」では、二つの現地社会福祉法

人、「ボランティア・ホームサポート」及び「ピープル・フー・

ケア」と以下の業務提携をしています。提携先のサービス

を申し込まれる場合は「虹の会」の0403 530 927におかけ

ください。連絡や問い合わせは「虹の会」の担当者がいた

しますので、言葉の心配は要りません。 

 初めてのお申し込みの時に、年齢、住所、家族構成、障

害などの有無、程度、お申し込みの内容、ご希望などを質

問させていただきます。該当しない方の場合はお断りする

ことがありますので、ご了承ください。クライアントの資格は

65歳以上、または年齢に関係なく、障害をお持ちの方に

限っております。若い世代の人との同居の場合は対象外

となります。 

提携業務内容 

(1) 運転代行(送迎)、(2) 簡単な家の修理など、(3) 庭仕事

＇雤樋の掃除も含まれます（、(4) 家の掃除、(5) 買物、(6) 

その他。 

 これらのサービス業務は提携先が行い、「虹の会」はご

紹介と連絡のみをいたします。サービス業務には実費程

度の格安のサービス料金を支払いますが、それぞれの値

段はお問い合わせの際にご説明します。これらのサービス

料金は両団体の収入となります。 

私 達 の サ ー ビ ス 内 容  

＇１（生活情報の提供 移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。 

＇２（医療情報の提供 医療システムなどが分からない方たちのために。 

＇３（介護支援  一人住まいの方が、病気になったときの見守りなどをケアチームがサポートします。 

＇４（妊娠・出産サポート   妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。 

＇５（子育て相談 子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。 

＇６（病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど 

お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方。 

＇７（プレイグループへの支援  日本人プレイグループへの支援を行なっています。 

＇８（その他のサポート ＇１（～＇６（以外のサポートにも相談に忚じます。 

＇９（電話相談 上記＇1（～＇７（までの相談事を含む、さまざまな電話相談を行っています。外国暮らしの中

で困ったこと＇例えば、ドメスティック・バイオレンスなどの緊急避難や子育てに関する（、悩

み事をおもちで相談相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連

絡下さい。 

                 代      表   0403 530 928        Mail    info@nijinokai.com.au 

                 事 務 局   0403 530 927 

                                     ケアチーム   0403 530 925 ＇介護の相談、要請（ 

お寿司と言えば、やっぱり ジョーズ 

回転寿司＆テイクアウト 

Hay St Mall 店 
726 Hay St  

T- 9481 1445 

回転寿司＆テイクアウト 

East Perth 店 
323 Hay St  

(パース造幣局向かい（ 

T- 9225 4573 

どこでも手軽に手巻き寿司 

Forrest Chase 店 
Shop16, Forrest Chase Myer 

T- 9218 8122 

テイクアウト用各種弁当 

London Court 店 
Shop48, London Court 

T- 9221 9241 

大好評！パーティ用寿司プラッター各種あり 

お好みに合わせた盛り合わせも可能 

お気軽にご相談下さい 
Tel.9481-8280  /  Email.jawsoffice@iinet.net.au 

  www.Jawssushi.com.au 

ホールセール&ケータリング 

Osborne Park店 

Unit 9, 2 Powell Street 

Ｔ-9444 5836 
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 西暦2000年代に入り、地球を取り巻く環境や社会が大きく

変わりつつあります。世界一美しい都市、最も住みたい街と

いわれるパースにおいても例外ではありません。 

 私達の社会生活には、数々の思わぬ困難が待ち受けて

います。パースに住む私達日本人は、互いに手を差しのべ

あってよりよい生活を目指し、受け手としてではなく、自らが

その担い手となって築いて行く社会を目指したいと思いま

す。 

 また、パースの日本人社会も、国際結婚による若い方が増

え、高齢者の独り住まいのケアはもとより妊娠出産や子育

てサポートも需要が高まっています。オーストラリア政府

による保障に頼るだけではなく、邦人として出来得ること

は何かを模索しなければなりません。 

 人は本来、不安と淋しさの中で闘っています。その不安

と淋しさを誰もが独りで克服できるとは限りません。互い

に支え合い、労わり合い、慰め合って、不安と淋しさを乗り

越えることも可能になるでしょう。 

 「サポートネット虹の会」は、「私に何かお役に立てること

はありませんか」の精神に則り、個人の自立を支援し多様

性を認め合う、優しい社会作りを目的に設立されました。 

社会福祉法人 

サポートネット 虹の会 
設立趣旨および目的 

「虹の会」の会員になりませんか 

「虹の会」には次のような会員の種類があります。 

日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。入会

希望者は「虹の会」事務局＇0403 530 927（に御連絡くだされば

入会申込書を差し上げます。 

＇１（ボランティア会員 

正会員 １年以上ボランティア活動が出来る方 年会費 ３０ドル

準会員 １年未満ボランティア活動が出来る方 年会費 ２０ドル

学生会員 学生ビザを所有している方       年会費 １０ドル 

＇２（賛助会員 

会の趣旨に賛同し、経済的な援助をしてくださる個人＇１口２

０ドル（、及び法人＇１口３０ドル（。 

＇３（協力会員 

通訳、弁護士、医師、看護師、介護師、等の資格、経験を生

かして会の活動に忚援、協力をしてくださる方。＇年会費は不

要です（ 

＇４（登録会員 

現在＇又は近い将来（、会の介護サポートを受けたい方。＇年

会費は不要です（ 

編集だより 

メルボルン   1800-777-313 
ケアンズ     1800-688-909 
ブリスベン   1800-666-019 
ゴールドコースト1800-686-099 
シドニー    1800-355-855 

 
日本語医療センターネットワークで
同様のサービスが受けられます。 

海外旅行保険加入者は、医療費（専門医を含む）及び 通訳、 

薬品、レントゲン、血液検査等の費用が一切かかりません。 

●日本人通訳が常勤しており、言葉の心配は全くありません。 

●女性医師、日本人看護婦がおります。 

●その場で薬を受け取れます。（日本語の説明付き） 

●保険に入っていない方でも低料金で診察を受けられます。（通訳付きも可） 

●全科（歯科をのぞく）の診療が可能です。 

●混雑を避けるため予約制となっておりますが、緊急時は常時受付いたします。 

予約受付 ・ 診療時間 

（月～金） 午前 ８時～ 午後 ５時 （土） 午前 １０時～午後 ３時 

パース 日本語フリーダイヤル 

1800-777-313 
Level 1, 713 Hay Street Perth WA 6000  TEL: 9486 4733  FAX:9321 4778 

日本語で 

診察 

 未曾有の災害が日本を襲いました。「自然の脅威」と一言で言ってしまうには、目にした映像はあまりに過酷な現実でした。

我々は海外在留邦人としていったい何ができるのかと問い続けつつ、確実なところから行動を起こして行きました。例年恒例

の虹の会・サンデーマーケットの売上全額寄付を皮切りに、日本食レストラン等のへの募金箱の設置、豪日協会との共同イ

ベント等、様々な募金活動を行ってきました。今回の記事を読んでいただくと、一連の活動の様子がおわかりいただけると思

います。虹の会としては今後も継続的な募金活動をしつつ、平時からのパース在留邦人支援になお一層努力していきたいと

思っています。                                                                 中嶋 

送金は、小切手もしくは銀行振込にてお願いいたします。小切手

宛先 ＝ Support Net 'Niji No Kai' Inc. 

送り先 ＝ P.O. Box 1171, Nedlands, W.A. 6909 

銀行振り込みの方はこちらへ。 

口座名 : Support Net 'Niji No Kai' Inc. 

BSB No. : 016370   口座 No. : 3483 45499 (ANZ 銀行（ 

尚、銀行振り込みの場合、振込人が特定できない場合がありま

すので必ず info@nijinokai.com.au もしくは事務局  

0403 530 927までご連絡願います。 


