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朝５時３０分、カリンナップショッピングセン

ターの地下駐車場には、すでに多くの人たちが集

まっていました。今日は「虹の会」のチャリティー

バザーの日です。 

 ３月の東日本大震災チャリイティー祭実行委員会

の反省会で大槻会長から今日のバザー開催の事を知

らされ、その趣旨に賛同した日本人学校の教師、そ

して私と私の娘の５人で参加しました。 

 私は昨年「虹の会」の賛助会員になっていました

ので、チャンスがあったら何かお手伝いできること

は無いかと思っていました。 

 おそろいの前掛けをか

けるともう以前からの会

員の様な気持ちになり、

自然に打ち解けることが

できました。そのうちに

寄付をいただいた品々が

トラックから大量に運び

込まれました。当日私は

雑貨売り場の担当になり

ました。私のパートナー

は土岐さんという方でし

たが大変お元気で、てき

ぱきと品物を分類し値段

を付けていき、不慣れで

まごまごしている私など

はしかられそうでしたが、大変親切に教えていただ

きました。 

 さて、すでに売り場には６時半前からお客さんが

来て、目的のものを探していました。 

お客さんによると日本人のバザーは良い品物が多

く、楽しみに待っているそうです。 

お客さんの中には、おつりを寄付してくれたり値

段の何倍もの金額で買い上げてくれたりと、チャリ

ティーの意義を十分に理解いただいた方が多く、特

にＯＺの方達の暖かさが伝わって来ました。昼食も

立って食べるなど大変あわただしく、時間がたつの

も忘れるくらいに忙しい経験でしたが、４時半起床

というのに不思議と疲れず、皆さんのパワーをいた

だきながら久々のボランティア活動をさせていただ

きました。 

サンデーマーケットに参加して 
パース日本人学校 校長 木村 廣 

私は、学生時代に日赤奉仕団で献血運動や障がい

者の支援等のボランティアをしていた経験があり、

この活動が一方的なものでなく、経験後に得られる

心の安らぎは今でもかわらないことに気付きまし

た。 

娘も、「英会話の実践に役立つと言うくらいの軽

い気持ちで参加したが、今回のボランティアを通し

て改めて人と人との繋がりの大切さ、本当のボラン

ティアとは何かということを考えさせられた。」と

いう感想と、次回もぜひ参加したいという意見でし

た。 

日本を遠く離れたオース

トラリアの地で、多くの

日本人が祖国の人々の事

を思い、チャリティー活

動をしている気持ちは、

きっと被災者の皆さんに

届くことと思います。 

昨年度、日本人学校で

は、授業や学習発表会、

チャリティー祭で福祉や

チャリティーについて勉

強しました。これからも

「虹の会」の活動をお手

本に、今後の日本人学校

の教育に生かしていきた

いと考えています。 

 「虹の会」の皆さん達とは、その後もプレイグ

ループの活動などでご一緒させていただきました

が、皆さんの情熱的な活動に触れ、多くのエネル

ギーをいただきました。今後も｢虹の会｣が大槻会長

を中心に益々発展され、｢世界一美しい街｣が日本人

にとって「世界一安らぎのある街」になることを

祈っています 。 

中央が日本人学校の木村校長 
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 外国生活で、日本人の親同士であれ、国際結婚で

あれ、母国語を維持し、子供に日本語を伝えたいと

いう思いは誰にでもあるものだと思います。世界中

で海外在住の日本人数が増え、ここ西オーストラリ

アでも近年日本人の若い世代の人口が増加して来て

います。子育てで言葉の教育に不安でお悩みの方々

も多いと聞いています。ここでは、まず簡単に我が

家の３カ国語の生活について少し触れ、次に、家庭

での日本語教育についてのアイデアや提案などをお

話したいと思います。２６年間の長い海外生活の

中、様々な経験の中ほんの少しだけですが、私のお

話が何か若い皆さんの参考になればと願っていま

す。 

 

 私はオーストラリアに来て以来、こちらで教師の

資格を取り、約１０年間ぐらい日本語の教師とし

て、小学３年から１２年生（高校３年）までを教え

てきました。ですが、実際学校で外国語として日本

語を教えるのは、家庭で生活用語として日本語を教

えるのとは全く種類も、教え方のアプローチ法も違

うので、失敗も多くありました。言語学の専門家で

もありませんが、今振り返ってみて、言葉を楽しく

教えるという教育法を応用して、自分の子供との日

本語のある生活に取り入れられた事はプラスになっ

たと思います。 

 

◆我が家の挑戦：３カ国語をどうする？ 

 我が家は１５年前に西オーストラリアに落ち着く

前に、ドイツに７年、そしてイギリスに６年と、国

から国へ渡る「根無し草」のような生活が続きまし

た。息子は二人ともドイツで生まれ、長男が３歳

半、次男が７ヶ月でイギリスに移るまでは、日本語

に接する時間は、家庭内で私が話しかける他には、

同じ町に住む、偶然知り合った同い年の二人の男の

子の日本人のお母さんとその家族との交流だけでし

た。イギリスに移ってからは３カ国語をどのように

学ばせて行くかが新しい課題となりました。父親の

母国語のドイツ語、母親の母国語の日本語を、子供

たちの第一言語(primary language)となった英語で

の生活環境の中で均等に教えていくのはかなりの挑

戦となりました。実際には主人は仕事で子供と接す

る時間も少なく、必然的にだんだんドイツ語を話す

機会も減って来てしまいました。その後、小学校で

はオーストラリアに来てから日本語を勉強するよう

になったため、何とか日本語のある生活は維持でき

ましたが、反省としては、もう少し徹底して日本語

ならずドイツ語を積極的に使う家庭内生活環境を作

り出すべきだったと感じています。 

 

◆ことばを通して子供との絆を強める 

 長男が生まれて間もなくの頃を思い出してみる

と、日本語で子供に話しかけるのが一番自然に感

じ、家庭内でも外に出ても子供に話しかけるときは

日本語でした。当時フルタイムの仕事先から産休を

一年もらい、子供が一才になる頃に仕事に復帰する

ことを考えている時に、復帰するとすればフルタイ

ムしかなかったため、随分悩みました。デイケアで

はドイツ語での生活になって、子供に日本語に触れ

させる機会が大幅に減ってしまい、大事な息子との

絆が奪われ、何か大切な物を失ってしまうような気

がしました。結局仕事は辞め、母親業に専念するこ

とに決めました。 

 

 子供の言語教育の家庭方針を夫婦間でよく話し

合って決めておく事は良いことだと思います。特に

国際結婚の場合、オーストラリアの家族の方々に

も、事情をよく理解をしてもらうことが大切です。 

 

◆「教えなければ」と意気込まず、「一緒に楽しもう」 

 下記に紹介するのは、日本語の教え方のアイデア

や提案などを、他のお母さんたちのお知恵も借りて

主に幼児から小学校低学年ぐらいを対象に集めたも

のです。参考にしていただければ幸いです。子供は

それぞれ個性のある一人の人間ですから、子供さん

一人一人の生まれてもった性格、年齢、置かれた生

活環境、家族との関係、性別などの様々な要素が微

妙に言葉の習得に関わってきます。可愛い我が子を

やさしく見守りながら、子供さんの行動や気持ちに

注目して上げることが大切です。 

 

 基本的な姿勢として、何でも楽しく遊びながらす

ることです。親が一方的に教えるというよりも、子

供が積極的に活動に参加できて、親も楽しい遊び方

を子供に教えてもらうぐらいの気持ちになれたらよ

国境を超えて子育てに挑む：日本語のある生活  
マイヤー 真生 
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り効果的だと思います。そして、常にほめてあげる

ことです。また、「日本語の接触時間はバイリンガ

ル教育の鍵のひとつ」だということを心においてお

くと良いと思います。（参考-中島、2011:pp.55-57) 

 

１．話すこと／聞くこと 

 ●日本語で話せる機会をできるだけ多くもたせ、  

  子供とだけいる時は、日本語でしか話さない。  

 ●日本語が分からない人がいる時は、英語にかえ 

  る。 

 ●日本語を話しているとき、英語の単語が混ざっ 

  たら、その単語を日本語になおして、くりかえ 

  させる。いやがれば、子供が、その言葉を覚え 

  るように常に自分で使うようにすれば、そのう 

  ち覚える。 

 ●毎晩夜寝る前に、“Good night story”の時間 

  を作り、日本語の絵本を読んで聞かせてあげ 

  る。これは赤ん坊のころから始める。 

 ●日本の歌(童謡など）を一緒に歌う／替え歌を作 

  る遊びも楽しい。 

 ●テレビやDVDで、まんがやアニメなどを見るのも 

  よい。 

 ●パースの映画祭などに連れて行って、家族で楽 

  しむ。 

  

２．読むこと 

 ●まず、自分も子供の心にかえって、いっしょ 

  に楽しむ。 

 ●ひらがなの積み木であそびながら読み方を覚え 

  させる。 

 ●絵付きのひらがなとカタカナチャートを子供の 

  手の届く高さの壁に貼る／これでひらがなやカ 

  タカナを見つけるゲームや言葉作りの遊びなど 

  色々できる。 

 ●子供の読む能力を考慮しながら、少しずつ、読 

  ませる量を増やして行く。飽きて来たら続けな 

  いで、上手に読めるようになったことを褒めて 

  やる。その後いっしょにケーキを作ったり、 

  キャッチボールをしたりして遊ぶのもよい。 

 ●買い物ができるようになると、日本語のリスト 

  をわたして、手分けして買い物をする。 

３．書くこと 

 ●ひらがなの鉛筆習字。 

 ●書道セットを使って、楽しくお習字をする。 

  （お習字は５、６歳ぐらいから） 

 ●海が近ければ、海に連れて行って、砂の上で漢 

  字のおけいこをする。（字がきれいに見える） 

 ●毎年、書き初めを親子でして、お絵描きもいっ 

  しょにし、アルバムに子供の成長をつづってい 

  く。 

 ●日本のおばあちゃん、おじいちゃんなどから年 

  賀状や小包みが届いた時に、お礼の手紙を定期 

  的に書かせる。 

 

 その他、コンピューターを使っての教材や楽しい

ゲーム、子供番組などもたくさんでていますし、オ

ンラインでも楽しく遊べるものが豊富にあります。

お母さん同士で色々情報交換するのも楽しいでしょ

う。また、日本に一時帰国の折に、小学校で「体験

入学」をさせる人も多くいると聞いています。  

 

 最後に、２１世紀のグローバル化された世界で

は、バイリンガルの子供たちはどんどん増えてきて

います。実際移民の国オーストラリアでは１９７０

年代の後半以来、多文化主義(multiculturalism)を

国の方針としています。政府の統計によると、オー

ストラリア国内には現在２７０以上の民族／文化グ

ループが存在し、２６０語ほどの様々な言語が使わ

れているそうです。(参考—DIaC, 2011:p.2) 英語と

日本語だけでなく本当に多くの文化や言語が共存し

ていることが分かります。時代を超えて海外で子育

てをする苦労は今も昔も変わりませんが、海外で活

躍する日本人の若い人々がどんどん増えて来て、子

育てという大事業に携わる経験を分かち合う仲間が

周りに沢山いるのは大変心強いことだと思います。

将来異文化理解の先端を行くであろう子供たちの未

来のために、優しく強く、子育てに頑張って下さ

い。  

 

参考文献：中島和子 2011, バイリンガル教育の方

法：１２歳までに親と教師ができること  

東京：株式会社アルク 

 

Australia, Department of Immigration and Citi-

zenship (DiAC). 2011. 

The People of Australia: Australia’s Multicul-
tural Policy. 
http://www.immi.gov.au/living-in-australia/a-

diverse-australia/ 

http://www.immi.gov.au/living-in-australia/a-diverse-australia/
http://www.immi.gov.au/living-in-australia/a-diverse-australia/


Support ne t 虹の会  Page 4   Support net 虹の会  

 血圧については知っているようで案外分かっていないものですが、４月２６日に行われ

た現役看護師ジェニングス良子さんと野口澄江さん、お二人による勉強会で高血圧が続く

と、あるいは放置すると、いかに身体のあちらこちらにダメージを与えるかということが

分かりました。 

 私自身も血圧が高いですが、自覚症状は全くありません。これが高血圧の落とし穴でも

あると思います。 

  

 何年か前に私の主人は３日間、日頃飲んでいる薬を飲み忘れたのが原因で心筋梗

塞を起こしました。このことから私が普段心がけていることは、水、お茶をひんぱ

んに摂って血液をうすめること、つまり脳出血、脳梗塞、心臓病の予防でもありま

す。 

 食事については勉強会の資料「塩分の量」「塩分を控える１２ヶ条」など、とて

も参考になりました。 

勉強会に参加して 
松田 美保子 

「高血圧」についての講演会の様子 

番外：岩下真知子さんが桜餅を作って持って来てくださ

いました。懐かしくてとても美味しかったです。ありが

とうございました。 
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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 

 パースでも紅葉が美しい季節になりましたが、

皆様いかがお過ごしでしょう。 

 さて、虹の会の最近の活動は、毎月の例会に加

え３月１１日震災のメモリアルデイに行われたサ

ンデーマーケット、４月２６日に行われました勉

強会、５月２７日の日本人墓地清掃、そして、最

近増え続けている日本人プレイグループの支援活

動でした。 

 サンデーマーケットでは、パース在住の日本人

の方々から、多大なご寄付の品物や、募金をいた

だき、ありがとうございました。おかげさまで、

当日は大変盛況で、売り上げ、募金、寄付金をあ

わせまして $12,000を日本赤十字社に送らせてい

ただきました。震災以後、虹の会の義捐金口座に

集められました義捐金は現在までにこの一年で 

$120,974.50にのぼり、日本赤十字社を通して被災

地の方に送らせて頂きました。皆様本当にありが

とうございました。 

 勉強会は看護師のジェニングス良子さんと野口

澄江さんによる『高血圧』についての講演でした

が、大変わかりやすく詳しい説明で、皆さん大満足

の勉強会でした。まだ、お子さんが小さい中、パ

ワーポイントや資料作りをしてくださり、本当にあ

りがとうございました。 

 現在、虹の会が訪問している日本人プレイグルー

プは１１箇所で、１５人ほどのボランティアで行っ

ていますが、まだまだ人手が足りません。３ヶ月に

１回、３０分くらいの活動で、とても楽しい活動な

ので、子育てが一段落した方や、ボランティアに興

味のある方など、若い母親たちががんばって子育て

している手助けをしたいという方、虹の会への参加

をお待ちしています。 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

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。 

 虹の会プレイグループ支援チームでは、以下のボ

ランティアを募集しています。 

 興味のある方は事務局までご連絡ください。 

 

１．２０人くらいの子供たち（４歳以下）に体操や

体を動かすゲームなどを教えられる方。 

 

２．活動は１回２０分程度、年に１０回程度。 

 

連絡先：０４０３５３０９２７ 

ボランティア募集 
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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  

 マイヤー真生（まき） 

 理事として少しだけ以前ごあいさつさせていただきましたが、マイ

ヤー真生です。３年程前に賛助会員として虹の会に加入し、名前ばかり

の会員でしたが、一年余り前の東北大震災を機に、以前から考えていた

奉仕活動をもっと積極的にしたいと考え、昨年の８月から正会員になり

ました。以来、様々な会員の方々とお知り合いになれ、ボランティア活

動の価値や喜びをほんの短い間に沢山教えていただきました。これから

も色々と楽しく勉強して活動に参加していきたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。 

岩下 真知子 

 夫の転勤に伴い、パースへ来て1年が経ちました。子供はすでに独立し

ておりますので、夫婦二人で、若くもなく（年はご想像ください）頭も

固く、老化も始まり、環境に馴染めるか心細く思っておりました。「虹

の会」に入れていただいて、皆様の活動の様子に接し、パースのゆった

りとした空気を吸い、活力をいただきました。先日久しぶりに日本へ帰

国しましたら、人混みにくらくらと目が回りそうになりました。 

長年、料理を教えておりました。話好きです。飽きっぽいのか、能力が

ないのか、浅く広く首を突っ込み、結局成就できないタイプだと、近頃

反省しております。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

（雨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 

年4回発行のNewsletterも今期最後の版となりました。まったく歳と共に時の経つのが早いこと。歳と言えば先日、会員を対象とした勉強会

のテーマは「高血圧」。高血圧に悩むyoungなんて聞いたことが無い訳で、まあ私を始め中高年にとっては聞き逃せないテーマでした。当日

の講演もとても分かりやすく素晴らしかったのですが、驚いたのは血圧計を自前で持っているメンバーの多いこと。当日も数名が持って来

ていましたが、「虹の会」メンバーの年齢事情を反映していると内心思いましたね。私はと言えばいまだ持っていません、幸い今回の計測

値は正常値の範囲内でしたが、何時までもこの値が続く年齢でもありません、近いうちに入手しておこうと思います。さて虹の会の勉強会

は会員対象だけでなく、会員外も対象としたものを昨年から始めていて前回の「出産後のマタニティブルー（鬱）」も大変好評でした。現在

それに続く第二弾を企画中です、乞うご期待。                                               （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。 


