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 この度は、パース補習授業校校長ということ

で、寄稿の依頼を頂きました。 

 実は、最初の原稿は「国語教育の理念とは人間

教育の要であり．．．。」というようなことを書

いたのですが、どうも裃をつけて話をしているよ

うな感じになってしまうので、そちらは、いつか

何かの挨拶に使うとして、今回は小さいお子さん

をお持ちの方向けに、もうちょっと肩の力を抜い

た本音の話をします。 

 小生は、教育者である

ともに、二人の小学生の

子供を持つ一人の父親で

す。教育のプロだからさ

ぞ上手に子育てしている

だろう、なんてことはな

く、学校の保護者の皆さ

んと同じ子育ての悩みや

喜びを抱えています。ま

た子供たちが特別に優秀

と言う事もありません。

あまりに期待してみて

も、所詮は自分の子供で

す。「親子鷹」ならぬ、

「親子なすび」くらいな

もんです。だから、自分

の能力でできるところま

で一所懸命努力してくれ

ればいいと思ってます。 

 さて、小生は家内がオージーであるため、多く

の国際結婚のご家庭と同じく家庭内では英語と日

本語ですが、家庭内で２ヶ国語を使うことを定着

させるのは、ご家庭の環境や教育方針の違いもあ

りますし、特に配偶者の方の十分な理解が必要で

思いのほか大変だと思います。 

 こういう家庭環境でのバイリンガル教育と言う

のは、もちろん子供の将来の為でありますが、も

う一つは円滑な親子関係、つまり家庭内のパワー

バランスを維持する為でもあります。 

 子供は小さい頃から英語で生活をしているわけ

ですから、英語の能力は必ず近いうちに完全に私

を超えます。しかし、ここで将来「お父さん、英

語下手だね」などと上から発言をさせない為に「い

いか、お父さんは日本人でこちらで教育を受けてい

ないんだから、英語が下手なのは当たり前だ。むし

ろ、お前たちはお父さんの日本語をもっと理解でき

るようになれ。」と言い含め、家庭内でのお父さん

のアイデンティティーを子供たちに認めさせようと

している訳です。家内もしかりで、彼女は日本語は

わかりますが、あえて英語を話しているのは同じ理

由です。 

 しかし、ただ虚勢を張っ

ているだけでもダメで、私

は時々、あえて小学生の息

子たちに「おい、これスペ

ルは正しいのか？」なんて

聞くことがあります。本当

は、そんなものパソコンの

辞書を調べれば一発でわか

るのですが、私はわざとそ

ういうふうに聞くというこ

とで、彼らに二カ国後を話

すということがどれくらい

価値がある事かということ

や、英語圏から来た人以外

に対する思いやりとか、そ

ういう人たちの尊厳を考え

るきっかけになって欲しい

と思っています。 

 また、子供たちと何か同

じ経験や趣味をシェアするのも大切な事です。小生

は子供達と共に剣道の稽古にはげんでいますし、英

才教育と称して一緒に日本のお笑い番組やアニメを

見たりしています。こういった中でも、小生が子供

たちに教えてあげられる事は沢山あるからです。 

 やはり子供たちには日本語で伝えたいことがあり

ます。ある程度の年齢になると、日本語を話すのが

面倒くさくなったり、恥ずかしくなったりすること

もありますが、小さいお子さんをお持ちのご家庭は

ここで諦めずに、あの手この手を使ってがんばって

頂きたいと思います。 

  

親子なすび 
福本 智晴  
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カウンセリング －より良い生き方を見出す作業ー  
中沢 牧子  

 カウンセリングは日本人にはなじみが薄く、中に

は精神病を病んでいる人が受ける治療、という印象

を持たれているかもしれません。 

 カウンセリングという言葉の意味は、“依頼者の

抱える問題・悩みに対し、専門的な知識や技術を用

いて行われる相談援助”です。（from Wikipedia） 

カウンセリングは自己理解、自分以外の人の理解、

自分と他者との関わり合いの理解を深めることから

始まります。そしてその理解

を基に問題を解決しようとす

る場です。ありのままの自分

や状況を認識し、受け入れ、

より良い生き方を見出してい

く作業です。 

 同じことを経験してもみん

なが同じように感じるとは限

りませんよね。その為に家族

や友人に話しても解ってくれ

ないと落胆したり、こんな風

に感じる自分はおかしい等と

思ってしまうことも起こりま

す。知らない人に悩み事を話

すなんて．．．という方もい

らっしゃいますが距離を置い

た人だからこそ家族・友人に

伝わる心配なく、どう思われ

るかとつくろうことなく、起

こっている出来事をありのまま正直な気持ちをその

まま話せるのです。自分に正直になることなくして

“より良い”とか“自分らしい”生き方を見つける

ことはできないのではないでしょうか？ 

“なぜ私はこう感じるんだろう？” これは過去の

経験、それに伴う未解決な感情に影響されているこ

とが多いです。過去の出来事に取り組むには勇気が

いることもあるでしょう。苦しいこともあります。

それを支えるのがカウンセラーの一つの役割です。

でも、苦しいことばかりではありません。プロセス

の向こうには新しい発見があります。それが、直面

していた問題や悩みを乗り越えていく力となりま

す。 

 子供さんのことで相談に来る方もいらっしゃいま

す。この一歩も勇気のいる一歩だと思います。 

 手に負えないこともあるけれど、根はいい子だか

らそのうち治まる、 と考える親がいます。子ども

はみんな根はいい子です。でも、何か詰まらせた気

もちを処理しきれないまま育ったとしたらどうで

しょう。 

 子供が心配な行動を示すと親の心は揺れます。ど

うしてこんなことになったんだろうと困惑する親が

います。具体的な過去の経験を思い出し心痛める親

もいます。心当たりはないけれどきっと何か悪かっ

たんだと自分を責める親もいます。  

 こういった自分の動揺に向かい合うのが辛いか

ら、一歩踏み出すのをためらう親が多いように感じ

ます。しかし、焦点は子供で

す。  

 原因を知ることには大きな意

味があります。それは子供を理

解するために他なりません。周

りの環境が子供の行動に影響を

及ぼしているのならそれに対処

することは子供の抱えている行

動を変える近道です。 とはい

え、原因がわからないこともあ

ります。それは出来事が起こっ

た時の年齢やその子に言語での

表現力が年齢的にまだ備わって

いないことが理由であったりし

ます。たとえ原因が明確でな

かったとしても、現在すでに起

こっている気がかりな行動に対

処していくことが焦点です。 

 “我が子にはカウンセリング

とかセラピーが必要だ”と一歩を進めることについ

てどのように考えていらっしゃるでしょうか？早く

対処することは、子供が精神的に安定して育ってい

く路線をより早く整えていくということなのです。 
 大人も子どもも、悲しみ、心の痛み、怒りや人生

に行き詰まりを感じ辛さを抱えているとしたら、そ

れが大きくなり過ぎて治療や薬がいるようになる前

に助けを求めることは賢明な判断と言えると思いま

す。治療よりも予防の方が効果的だと聞きません

か？  

 

【プロフィール：中沢 牧子】 

日本で保育士として5年勤務した後1989年渡豪。20

年間プリスクールで教師兼日本語教師をする傍ら、

コミュニティーカレッジや会社でも日本語を教え

る。その間、絵本の翻訳や出版にも携わる。2009年

よりシドニーでカウンセラーとして開業、2012年か

らパースでも月に1週間開業、現在に至る。 



 
Page 3 第 49号 

親睦会に参加して －多文化社会のサポート－ 
アン ベッカー  

 今年から虹の会の会員になり、今回初めて例会と親睦

会に参加しました。 

 虹の会の印象について書こうとして、どこから始めよ

うかと、ちょっと迷って考えながら、ルミと言う昔のペ

ルシャ(今はアフガニスタン) の有名な詩人の本が目に入

りました 。1205年に生まれて、いろいろな国の言葉に翻

訳された本で、多分日本語に翻訳されているでしょう。

選んだ詩の意味は他人に優しく接するという内容です。 

 

「おいで、おいで。」 

 

さあさあ、皆こっちにおいで。 

さすらい人も、 

師を求める人も、 

世捨て人も。 

絶望の渕からともに這い上がる仲間がいる。 

立てた誓を、 

数えきれないほど幾度も破ってしまったとしても、 

またやっておいで。 

そう、何度でも戻っておいで。 

 

 この前のキングスパークで の虹の会の例会、親睦会に

参加して、この詩は虹の会の精神だと感じました。そし

て皆さんの話を聞いて、ボランティアのケアの精神を強

く感じました。私がもっとも印象に残ったのは、会員同

士が互いに思いやり、協力し、楽しんでいるということ

です。皆さんとても親切で、開放的で、フレンドリーで

した。親睦会でスイカ割りなどのゲームをしましたが、

お互いの垣根を取り払い、親密なグループだと感じまし

た。とくに大槻さんのお母さんの話を聞いて感激しまし

た。痴呆症の母親の介護のときにボランティアに助けて

もらい、ボランティアのすばらしさに気づき、自分も人

のためにお返しをしたいと考えた話は本当にすばらしい

話だ思いました。 

 小さい頃、私の母もボランテイアをしていました。私

が八歳ぐらいの時にパースにある孤児院 から二年間ぐら

いアボリジニの女の子を月1回ぐらい週末にうちに泊まり

に来させていました。その子は私と同じぐらいの年だっ

たので、妹と三人で楽しく遊んだ記憶があります。 

 その後大人になって、自分の子供ができてすぐ、家族

で日本に住んだことがあります。そのときに日本のイン

ターナショナル・プレイグループ に入って日本に住む外

国人同士でいろいろたすけあったりし、また日本人の小

児科の看護師さんにいろいろアドバイスしてもらいまし

た。そのとき子育てをしながら西洋と東洋の子育ての違

いに気づきました。それは親子の愛情についてで、日本

人はよく子供を抱き、一緒に寝、良く甘えさせること

で、子供を強く育てようとしていることでした。 

何年かしてパースに戻ってきたある日、child nurse（小

児専門の看護士）から電話がありました。日本語を話せる

人を探していて、やっといろいろな情報を聞いて、私に電

話して来たようでした。ある若い日本人の奥さんが深刻な

鬱になっていて家から出ないし、あまり話さないし、オー

ストラリア人の夫が心配して、child nurseに連絡してき

たそうです。Child nurseはとても困っていて、とにかく

その奥さんに話してくれないかということだったので、そ

の方に電話しました。その奥さんと一時間ぐらい話してい

ろいろなことがわかりました。 

 まず、奥さんは母親として、まったく自信がないと言っ

ていました。なぜなら、旦那さんと義理の母親が彼女に対

してとても不親切だったからです。 生まれたばっかりの

赤ちゃんと同じ部屋で寝たいのにダメといわれ、別の部屋

に寝かさなければならなかった。そして、夜、赤ちゃんが

泣いて抱きたい時にもダメといわれたそうです。親戚が集

まるときにもあまり赤ちゃんを抱き上げてはダメだよと義

理の母によく叱られたそうです。 

 『あなたは子供に迎合して、まったくよくない母親で

す』と言われたそうです。 だから長い間、旦那さんと義

理の母親の話を聞いて、自分の赤ちゃんを無視して泣き声

を聞いても何もできなくて、自分自身がなくなってしま

い、どうしたらいいのかわからなくなり鬱になったようで

した。 

 この話を聞いて本当にかわいそうに思いました。文化の

違いで誤解が生じてしまったのでしょう。私は彼女に、

『あなたはとてもよい母親で、あなたがやりたい子育ては

日本で、何世代もの母親たちに受け継がれてきた愛情深く

健康的な子育てのやり方で、あなたもその伝統に従っても

いいのだ』と言うことを説明しました。また、彼女の家族

にも彼女が自分の伝統に従って子育てする重要性について

話しました。私はこの2つの文化の橋渡しとなり、サポー

トしていけたらと思っています。  

 今、虹の会のような心ある方たちの仲間に入れてもらい

とても幸せです。 私の母は今年88歳ですが、週3回裁判所

で犯罪の被害者の支援をしています。他の人の役に立つこ

とは若さを保ち、心を柔軟に保てる秘訣かもしれません。 
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 １月２４日にキングスパークで親睦会が行われました。仕事が忙しくて出られない方がいましたが、小

さな子連れのお母さんや家族の方も含めて４０人ぐらい集まりました。あっという間に無事に終わること

が出来ました。絶好の気候と素晴らしい食事、それに愉快なおしゃべり。そして恒例の自己紹介、松田さ

んの独唱、バレーボール、それに加えて今年は、すいか割りと楽しませていただきました。参加していた

だいたみなさん、ありがとうございました。来年もより多くの方に参加していただきたいと思います。 

親睦会の写真 －１月２４日キングスパークにてー 
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 早いもので、あっという間に３月になりました

が、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

 今年に入り、虹の会にボランティアをしたいと

入会される方がとても多くなってきました。 

 仕事をしていて、週末だけでもボランティアが

したいという方、会社の駐在中３，４年の間だけ

でもやってみたいという方、子育てが一段落した

のでという方、それぞれの立場の方がいらっしゃ

いますが、皆さん、とても関心を持って、虹の会

にかかわってくださいます。 

  

 虹の会は２月28日に漢方医による漢方講座を開

き、会員以外の方にも参加していただきました。 

その様子は次号でご紹介します。また、３月24日

日曜日には虹の会ファンドレージングの活動、サ

ンデーマーケットを予定しています。皆様から寄

付していただきました物品を売り、1年間の活動

資金にさせていただいております。ご家庭で不要

品などございましたら、ご連絡ください。 

  

 さて、昨年１０月に役員改正がありましたが、新

役員の紹介がまだでしたので、ご紹介します。 

  

「虹の会２０１２年新役員の紹介」 

 

【佐藤 ゆり子】 

 去年１０月に、正会員になりました。今まで単発

的に”虹の会”のお手伝いをさせていただいていま

したが、その際、虹の会会員の方々の献身的な働き

ぶりに感化され自分も何かお手伝いができればと思

い、このたび、正会員になったしだいです。 

 まだ不慣れなため、皆さんに色々教えてもらいな

がらのお手伝いですが、体力だけが自慢ですので、 

どうぞよろしくご指導くださいますようお願いいた

します。 

  

【原 伸男】 

 ２年前から正会員ですが、その頃からニュースレ

ターなどのお手伝いをしていました。今年は理事と

してニュースレターの他に事務的なお手伝いをする

ことになりました。 

 虹の会をもっと盛り上がるような企画を一緒に考

えながらがんばって行動していきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

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  : 2/26 St George’s Terrace, Perth  W.A.  6000 

Ph : (08) 9221-5588    Fax : (08) 9221-3194    Lic. No. : 9TA1497  

 
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 
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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  

  メンバーズコーナー 

吉田 俊英 

 平日はなかなか都合が合わず活動に参加させて頂く機会が少ないのですが、

この度、紹介ページに登場させて頂くことになりました。私がボランティア活

動に関わったのは、パースに渡る前に、日本で学んだ「笑いヨガ」がきっかけ

でした。（笑いヨガとは、ヨガの呼吸法に笑いを取り入れ、年齢、性別、障害

に とらわれずにできる笑いの体操です。）短い期間の活動でしたが今までは

お会いすることの出来なかった方々と出会い、異なる価値観と考え方に触れさ

せて頂いたことは本当に大きな収穫でした。小さなことでも何かのお役にたち

たいと思っております。是非、よろしくお願いいたします。  

虹の会では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。 

連絡先：０４０３５３０９２７ 

（１）２０人くらいの子供たちに３ヶ月に１回体操や本の読み聞かせ、紙芝居、昔からの日本の遊びの実 

   演などできる方。 

（２）お年寄りや病気の方を訪問し、日本語での話し相手や家事の手伝いができる方。  

ボランティア募集 
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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 

暑い日が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか？酷暑に見舞

われ続けると水分を摂るのも大事ですが、塩分も適度に補わないと結

構汗で失っている時があります。また水に係わる事故が起こりやすい

時期でもあり、小さいお子さんは底に溜まった水が５ｃｍぐらいの時

でも溺れることがあるそうです。また外出時には帽子とサンクリーム

を必ず忘れないようにしましょう。      （編集委員：陽子） 

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 650, 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。 


