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虹の会の皆様へ 
在パース日本国総領事 石川 達雄 

４月７日、在パース日本国総領事として着任いたしま

した石川逹雄です。改めてご挨拶申し上げます。 

 

着任直後に行われた日本支援のためのチャリティー・

イベント“Friends of Japan”で皆様と初めてお目にかか

りました。日本の様々な文化紹介展示を催し、支援活動

に積極的に貢献している皆様を拝見し、大変心強い思

いを致しました。開催に至るまでの諸準備等相当なご

苦労もあったことと思いますが、初めてこの土地を訪れ

た私にとっては、皆様と西豪州の人々との強い友好の

絆を認識する絶好の機会でありまし

た。在パース日本国総領事館として

も、このような絆を大切にし、皆様と

協力しながら更に日本と西豪州の

人々との関係を一層強固にするた

めに活動し、尽力していきたいと考

えております。 

 

さて、皆様もご承知の通り、在

パース日本国総領事館は８月１日

をもってセント ジョージテラスから

ウェリントン ストリートとコリン ストリートの一角に事務

所を移転しました。事務所入り口正面の向かいは、ハロ

ルド ボアズ ガーデンズがあり、駐車場も隣接してお

り、環境面でも恵まれている場所です。今回の移転は、

１９６７年に在パース総領事館が開設されて以来６度目

となります。セント ジョージテラスにあった前事務所に

は、１９８６年１２月に転居しましたので、約２４年間お世

話になったことになります。在留邦人の皆様には随分慣

れ親しんでいただいた場所であり、今回の移転で一部

の方にはご迷惑をおかけすることもあるかとは思います

が、ご理解をいただければ有り難く思います。 

 

これからは、ウェリントン ストリートとコリン ストリート

の一角にある新事務所が在パース総領事館となり、西

豪州における日本及び日本文化の情報発信の拠点とな

ります。また、在留邦人及び邦人旅行者のための安全情

報発信と支援の拠点であります。現在の日本は、今回の

東日本大震災により、地震、津波、原子力発電施設の事

故というこれまで経験したことのない国難に直面しており

ますが、新しい日本再生に向かっての復興基本方針が

決定され、国全体で将来を見据えた復興に取り組んでい

こうとしているところです。私たちは、このことを十分認識

し、西豪州における日本の拠点として情報発信と活動を

更に一層強化していきます。 

 

 また、個人的なことを若干申し上げ

れば、私は、これまで在留邦人の安

全対策や支援活動に関係する仕事に

長い間携わってきました。大槻会長は

じめ一部の虹の会のメンバーの皆様

とはお話しする機会がありましたが、

海外における大使館、総領事館に

とって在留邦人の安全問題や支援対

策は極めて重要な役割であると認識

しています。前任地のタイ大使館でも経

験しましたが、国際空港の閉鎖や首都中心街における

騒乱事件などの緊急事態に際しては、身に迫る危険に

対し個人で対処するにしても状況が刻々と変化する中で

は限界があります。やはり、正確な情報交換を行い、在

留邦人同士が連帯し、安全確保に努めると言うことが最

善の方法であることを体験しました。これは、緊急事態の

際の対応に限ったことではありません。一般犯罪、トラブ

ル処理、疾病等の際にも自分自身ではどうしたらよいの

か、どうにもしようのないこともあります。私たちがそれぞ

れの立場で情報交換し、相談し、お互いに関心と誠意を

持って協力し合うことが大切だと感じております。 

 

ここパースでは、虹の会が西豪州政府の定める公益

法人法に則って社会福祉法人としての正式に認可を受

石川達雄総領事  
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 ここ近年、パースでも妊娠・出産し子育てをする日本人

の方々がとても増えてきたように見受けられます。母国

や家族から離れてそれらを経験することは普通以上に

不安を伴うものです。そこで今回は、産後に受ける精神

的ストレスを取り上げ, パースで実際に受けられるサー

ビスも含めて7月30日に勉強会を行いました。その主な

内容を以下にまとめてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●産後うつとは？ 

 日本人女性の約70％が産後、女性ホルモンのバラン

スの崩れにより精神的に不安定な状態を経験すると言

われています。これは俗にマタニティーブルーとよばれ、

産後3－5日でピークを迎えます。それに対し、少なくとも

2週間以上継続して常に沈んだ状態の場合は軽度の産

後うつの可能性があります。症状は突然又は徐々に起

こり何か月も続く時もあります。また、最近では男性にも

起こりうることがわかってきました。 

 

●症状 

 常に疲れきっている、眠れない、すぐ泣く/泣きたい気

持ちになる、気分が急激に変わる、自信喪失、自責、赤

産後に見られる精神的ストレスとパースで受けられる 

サポートシステムについて 
メリー香織＆ 

ホーキンス明子  

ちゃんをかわいいと感じない、少食/過食、物事をいい方

向に考えることができず常に悪い方に考えてしまうなどの

症状があります。また、症状が進むと現実逃避や自殺を

考えることもあります。 

 

●原因 

身体的要因－ホルモンの変化、睡眠不足、慢性疲労、 

         難しい赤ん坊＇寝ない、泣きやまないな 

         ど（ 

精神的要因－母性父性の確立、子供中心の生活への 

          変化、自分時間の喪失 

社会的要因－社会的孤立、周りからの要望・重圧、経済 

          的負担、サポート不足 

 

●対策 

＜母親側＞ 

）産後1，2か月は一緒にいてくれるようパートナーか家族 

 に頼み、家事分担について話し合う。 

）信頼できる人に自分の心配事について話す。 

）本や周りの人の意見に惑わされず、自分自身の判断を 

 信用する。 

）赤ん坊が眠っているときは家事が残っていようと自分も 

 休み、眠るようにする。 

）他人のさしのべる助けを受け入れる。 

）短い時間でもいいから散歩・運動・新鮮な空気を吸うよ 

 うにする。 

）地元のコミュニティーナースやマザーズグループと知り 

 合いになり、自分のサポート体制を広げる。 

＜父親側＞ 

）話を聞き、理解を示し必要であれば専門家の助けを求 

 め、一緒に同伴する。 

け、ボランティアーの会員皆様が長い間様々な活動をさ

れていることは、私たちにとって、また、当地に在住して

いる邦人の皆様にとっても大変頼りになる存在であり、

総領事として改めて感謝申し上げたいと思います。在

パース日本総領事館も、「サポートネット 虹の会」の皆

様とはこれからもこれまでと同様緊密な連絡、情報交換

を行い、協力関係の強化を図り、連携

しながら在留邦人の皆様に感謝され

るような仕事をしていきたいと考えて

おりますので、ご支援のほどどうぞ宜

しくお願い申し上げます。  
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）父親自身の身体・精神的健康も意識する。 

）赤ん坊の世話に積極的に関わる。 

）妻に一人の時間＇買い物や美容室へ行ける（を作っ 

 てあげる。 

）夫婦としての時間を持てるよう計画を立てる。 

＜家族・友人側＞ 

）定期的に訪問し、話し相手になる。 

）アドバイスは与えるのではなく、本人の感情・意見を 

 聞き尊重する。 

）可能な範囲で家事・育児を援助する。 

 

●治療方法 

 ＧＰ、またはコミュニティーナースに相談し、他の疾患

の可能性がないかもチェックすることが大切です。実際

の治療としてはカウンセリング、心理療法、サポートグ

ループ、薬物療法などがあります。また、健康的な食

事・睡眠も重要です。 

 

●パースで受けられるサポートサービス 

・Community Child Health Clinic 

・Raphael Centre (St John of God Health Care)    

 1300 306 828 

・State Child Development Service  9426 9444 

・Red Cross Family Support Service  1800 810 710 or 

  08 9225 8888 

・Playgroup WA 1800 171 882 

・Community Midwifery WA (08) 9430 6882  

・Pregnancy, birth & baby helpline 1800 882 436  

・Parenting WA 1800 654 432 (non metro)   

  (08) 6279 1200 (metro)  

・Ngala Helpline (08) 9368 9368 or 1800 111 546  

・Beyondblue info line 1300 22 4636 (local call)  

・MensLine Australia 1300 78 99 78  

・Relationships Australia 1300 364 277 

・From the Heart WA – Supporting Perinatal Mental 

  Health  (08) 9340 1622 

・Post and Antenatal Depression Association (PaNDa) 

  Helpline 1300 726 306 

・Family day care/ Day care  

  

 産後うつは治療が出来、回復可能であることを念頭

に置いて下さい。子育てには母親だけではなく、父親・

家族・周りのサポートが必要不可欠であり、それが母

親の体力回復・精神的安定にも繋がります。一人でも

多くの方にこれらのことを理解していただき、楽しく育

児ができる方々が増えていければと思います。 

 虹の会・妊産婦ケアチームでは相談内容にあったサ

ポートサービス情報の提供を行っております。一人で

抱え込まず、まずはお電話して頂き、一緒に問題解決

していければと考えております。 

7月30日＇土（ Hollywood Bowling Club で 

行われたケアチーム勉強会の模様 
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 “ウイルス感染＇Viral infection) ですね、パナドールを

服用して、水分をよく取って、ゆっくり過ごすように“ 風邪

症状でドクターの診察を受けて、たいていの人がこのよう

に言われているかと思います。日本だったら、抗生物質

に鎮痛解熱剤、痰がらみや咳を抑える薬からうがい薬に

胃薬まで処方してもらえるし、症状がひどければ外来で

すぐに点滴まで受けられるのに・・・・とぼやく声がよく聞

かれます。 

 

  

パナドール＇Panadol=Paracetamol) は別名アセトアミノ

フェン＇Acetaminophen（で鎮痛

解熱剤です。アスピリンやイブプ

ロフェンなどの非ステロイド性抗

炎症薬と異なり、胃に優しく、ほ

ぼ副作用も依存性もないという

点から、オーストラリアでは乳児から大人まで幅広く使わ

れています。 

 

 風邪はそもそもウイルス感染によるものであって、この

ウイルスに対して抗生物質は効きません。ウイルスは身

体の免疫が働き、何もしなくても数日経てば排出され回

復しますから、その間不快な症状を抑えるためにパナ

ドールなどを服用しておけばよいという見解です。抗生物

質が必要となるのは、ウイルス感染に続き引き起こされ

た肺炎や気管支炎、副鼻腔炎、中耳炎、扁桃腺炎などの

細菌感染です。日本ではこの細菌の2次感染を予防する

ために風邪の引き始めから抗生物質が処方される治療

方針が主ですが、オーストラリアの治療方針と違うため

に戸惑うかと思われます。ただしこちらでも喘息を持って

いる方や風邪を引くたびに気管支炎や扁桃腺炎を引き

起こしているという病歴がある場合はその旨を考慮して

抗生物質の処方が早めにされますので、ドクターにきち

んと説明しましょう。 

 

 点滴はオーストラリアでは重症で病院に入院しない限り

は簡単には行われません。口から水分を補給できる状

態であれば必要ないという見解です。日本で風邪や胃腸

風邪でＧＰ（一般開業医）を受診した時によく聞かれ

るオーストラリアの医療についての疑問 
日本語医療センター代表 

千綿 真美 

 

 

 

炎で受ける点滴のほとんどは電解質とブドウ糖補給が

メインです。発熱や下痢や嘔吐で身体が脱水傾向にあ

る時は頭痛やだるさがひどくなります。よって点滴に

よって  直接血管内に電解質やブドウ糖を即効で補う

ことで気分が多少良くなります。オーストラリアでは水分

をよく取りなさいとアドバイスされますが、特に点滴代わ

りにいいものは“Gastrolyte ”などは薬局で買える総合

電解質補正製剤でこれは“飲む点滴“になりますし、

Cordialはスーパーで買える水で薄めて飲めるジュース

ですが、これも糖分とナトリウムが補給できます。

Gatorladeなどのスポーツ飲料もよいでしょう。 

 

 うがいは西欧の医療文化では効果があるものだとは

あまり認識されていませんのでドクターたちはうがい薬

を処方しません。以前に豚インフルエンザ流行の際に

受けた講義で聞きましたが、うがいが存在しない文化も

世界には多くあり、よってWHO＇世界保健機関（の予防

マニュアルには“うがい”は載っていないそうです。です

からこちらの薬局でもうがい薬は売ってはいますが、ド

クターたちはうがいするなら薄めた塩水でとアドバイスさ

れるぐらいが多いかと思われます。 

 

 日本にはオーストラリアには存在しない、ドクターたち

にも何の成分かもわからないたくさんの種類の胃薬が

存在し、抗生物質などを処方された時には必ず一緒に

処方されています。これもまたたいていはあらかじめ薬

によって胃の調子が悪くなるのを抑えるための予防的

な目的です。オーストラリアでは胃薬の種類はそれほど

多くはなく、明らかな胃炎や胃潰瘍などに対しての治療

としてのみの処方となります。 

 

 異国に来て今までと違う医療方針に戸惑うことは多い

かと思いますが、診察を受ける時

には疑問があればドクターにきちん

と聞いて納得し、希望があれば伝

えるようにすることが大切です。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E6%80%A7%E6%8A%97%E7%82%8E%E7%97%87%E8%96%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E6%80%A7%E6%8A%97%E7%82%8E%E7%97%87%E8%96%AC
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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 

あなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エスあなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エス  

 

各種格安航空券をご用意して、 

皆様のご来店をお待ち申し上げております。 

「急な帰国が決定。大至急航空券が必要だ！」 

そんな時でもお任せ下さい！ 

 その他にもホテル、各種オプショナルツアーの手配も 

お気軽にご相談下さい。 

 
   電話：08 9221 5588     FAX：08 9221 3194 

   E-Mail：per@his-au.com.au 

   オフィシャルサイト：www.his-oceania.com 

   日本からのツアー情報サイト：www.his-j.com  

 

   

         H.I.S. AUSTRALIA  PTY LTD  A.B.N. ABN 81 011 037 577   

      PERTH OFFICE  : Upper Ground Floor-East, 573 Hay Street, Perth  W.A.  6000 

Ph : (08) 9221-5588    Fax : (08) 9221-3194 

Lic. No. : 9TA1497    IATA. No. : 0234 644-4 

 震災の影響で延期になっていた虹の会の勉強会が７

月３０日に行われました。 

テーマは「産後のマタニティーブルー」で２人の現役看

護師さんによる講演でしたが、今回、虹の会の初めて

の試みとして、会員だけではなく一般の方々にも参加

していただきました。 

 講演は大変好評で、医学的な見地からのアドバイス

はもとよりパースでの妊娠出産に大変役に立つ情報を

お話していただきました。 

  

 参加者からの感想が事務局に届いていますので、ご

紹介します。 

 

Kさん ： 看護師の方々のお話は産後の鬱がどういう体

の仕組みで発生するのかから始まり、様々な対策、一

般的な治療プロセス、どのような福祉サービスが提供

されているのか、そしてその連絡先などと、とても具体

的で分かりやすかったです。この勉強会を準備してく

ださった多くの虹の会の皆様に心より感謝していま

す。私は妊娠が判明してからまだ日が浅く戸惑いが多

い中、最適なタイミングで勉強会に参加できとても運が

良かったと思います。 

 

Nさん ： 色々当日までの準備や当日のお手伝いに参

加された会員の皆様方ありがとうございました。 

ためになるお話や貴重な体験談などなどはじめ、他の

お母様方とも交流が持てとても良かったです。 

あとの方でいただいたケーキとっても美味しかったで

す。 

Tさん ： 先日の勉強会には知り合いの誘いで気軽な気

持ちで参加させていただいたのですが、とてもためになる

内容で、本当にこういう会があるというお話をいただいて

よかった、参加してよかった、と思っております。 

 

 当日は、遠方よりお子さんや赤ちゃんを連れてきてくだ

さった方や、妊娠初期で不安定なときにもかかわらず参

加してくださった方など虹の会の会員を含め２５人ほどの

方が集まりました。約２時間の勉強会でしたが、初めて顔

をあわせたとは思えないほど質問や意見が活発に出さ

れ、大変充実した、楽しい会となりました。 

 虹の会では妊娠出産サポートチームをはじめ、プレイ

グループでの子育て相談など、いろいろな形でパース在

住の日本人のお母様方とかかわっておりますが、今後も

いろいろな活動を通して広く皆様をサポートし交流してい

けたらと思っています。勉強会に参加された方々、ありが

とうございました。 

事務局だより 
＇勉強会を終えて（ キリヒレヒナー 裕子 
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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  

 

武田 正俊 

 老い行く自分が今後パース在住の日本人に何が出来るだろうかと

模索してみると、日常生活に於ける健康増進のお手伝いに到達し、

虹の会では年に数回プレイグループの子供さん対象に体操教室を

させていただいております。 

 夢としては今後、お母さん方やリタイヤされた方々まで対象を広げ

てフィットネスクラスなどをさせていただけたらと思っております。 

ウエブスター 陽子 

 昨年パースに住んでいた母が亡くなった直後、虹の会の事務局長

をされている友人の裕子・キリヒレヒナーさんの紹介により、今年か

ら虹の会に入会いたしました。 

 私の子育て、老人の世話の経験が少しでもお役に立つことがあれ

ばよいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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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応じます。 

＇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

かして会の活動に応援、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 

 先回号の続きとなっていました「五十肩の痛みとその対処法」は今回筆者体調不良によりお休みさせていただきました。続

きを楽しみにしていました皆様、大変申し訳ありませんでした。 

 あの大震災からすでに半年になろうかとしています。虹の会では皆様のご協力により4月、6月と日本赤十字社へ義援金を

送らせていただきましたが、先回号でもお知らせいたしましたように虹の会義援金専用口座はまだ継続しております。震災か

らの復興支援のための義援金は直接 Commonwealth Bank.  Account Name : Support Net "Niji No Kai" Inc.  Disaster Do-

nation BSB : 066103 Account No. : 10289450 の方にお振り込み願います。なお、Donation 口座への振り込み手数料は無

料となっています。                                                         事務局 永田 

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。 


