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新年度を迎えて 

 虹の会の第１３回

の総会が、去る１０

月５日に開かれまし

た。前年度の事業報

告と決算、今年度の

事業計画と予算が承

認され新役員も決ま

りました。当会も若

いお母さん方の会員

が増え、ますます充

実したボランテア団

体として、周りから

も期待されていますので、会員一同なお一層一致協

力して頑張っていきたいと考えています。 

 特に、最近は、インターネットの普及が進み、ラ

イフスタイルにも変化がみられるようになったと思

います。たとえば、電話相談の代わりにメールを利

用した相談が多くなったり、虹の会が前年度刷新し

たホームページやFaceBookへのアクセスが多くなっ

たりしたことです。今後増えていくであろうイン

ターネット世代に虹の会の活動が、いかに楽しくや

りがいのある事かを多くの方に伝え、理解してもら

いもっと会員数を増やしていきたいと考えていま

す。みなさんのご理解とご協力を切にお願いいたし

ます。 

 

 ところで、今回は、“健康寿命”についてお話し

たいと思います。すでにご承知の方もおられると思

いますが、“健康寿命”はWHO（世界保健機構）

が、２０００年にHealth Life Expectancyとして公

表したもので、平均寿命から、介護年数（自立した

生活ができない期間）を差し引いた年数が健康寿命

となります。日本の厚生労働省は、日本人男性の健

康寿命は、７０．４２歳で、女性は、７３．６２歳

であると２０１２年に発表しています。その年の日

本人の平均寿命が、男性が７９．５５歳、女性が８

６．３０歳ですので、健康寿命と平均寿命との差

（男性で９．１３年、女性で１２．６８年）が、介

護や病気で寝たきりで自立した生活ができない期間

となります。たとえば、８０歳まで生きたとして、

介護に３年入院に３年を要した場合、健康寿命は７

４歳となるわけです。そこで、健康寿命は、何歳ま

で健康で自立した生活ができるかという指標にな

り、今後どんなに平均寿命が延びたとしても自立し

た生活ができなければ、満足した生活を送っていく

ことはできなくなります。つまり、平均寿命が長い

ことよりも、健康寿命が長いことのほうが、より充

実した人生となるわけです。  

 

 ご参考までに日本人の健康寿命は、男女とも世界

一で、オーストラリアは、３位だそうです。今後、

医療技術の進歩や健康増進によって、健康寿命は伸

びていくと思います。健康で長命でいたいというの

は、誰しも理想としているわけですが、健康寿命を

延ばすために、日頃から何を実行すればいいのか、

よく考えていきたいと思います。  

虹の会会長：大槻 慎 一 

笑いヨガ 
吉田 俊英     

●Laughter is the best medicine! 笑いは百薬の長！ 

 古今東西、笑いに関することわざが多くあるよ

うに笑いの効果は広く認められています。多くの

病気の根本的原因は細胞の酸素濃度の不足とされ

ていますが、１０分間の笑いは有酸素運動３０分

の効果があるというデータもあります。笑いが心

肺機能を高め、血液循環を促すことは科学的に明

らかですが、笑うことは体に良いことと知ってい

ても理由なく笑うことってなかなか難しい。笑い

ヨガならそれが出来ます！笑うことに理由はいりま

せん。 

 

●笑いヨガって何？ 

 感情を偽っている場合、身体はそれが偽りか真か

区別をつけることが出来ないことは科学的に確認さ

れています。つまり、作り笑いでも本当の笑いで

も、身体への健康効果は同じなのです。 

 笑いヨガは「笑う」という動作とヨガの呼吸法を
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組み合わせた健康法です。新鮮な空気をたっぷりと

取り込むことで体内の免疫力が高まり、病気の予防

や改善 に役に立ちます。始めは身体的エクササイズ

として作り笑いですが、数人のメンバーとアイコン

タクトをとりながら、子供の遊び心を誘発すること

で本当の笑いに変化します。「笑いたい」という気

持を持っている人なら誰でも可能で、ユーモア・冗

談・コメディに頼らず、年齢・体力・障がいの有無

に関係なく簡単で、効果もすぐに実感できるユニー

クなエクササイズです。 

 

●笑いヨガ誕生！ 

 笑いヨガは１９９５年にインドの医師マダン・カ

タリア氏が創案しました。健康誌のために「笑いは

最良の薬」という記事を執筆していたカタリア氏

は、様々な文献を調べると共に笑いの効果を確かめ

る実験のため笑いクラブを始めました。インドの公

園で5人から始まった笑いクラブでは毎朝公園で冗談

を披露し合いました。みんなで笑うと体中がすっき

りし、心身に良い効果があることが実感できました

が、１０日もたつと話のネタが尽き、冗談で笑い続

けることの限界を知ることになります。そんな時、

「作り笑いも自然な笑いも体は区別できず、健康上

は同じ効果がある」という科学的事実を文献で確認

したカタリア氏は体操による笑いを試みます。その

体操にヨガ講師のマデュリー夫人の協力でヨガの呼

吸法を取り入れることにより笑いヨガが誕生しまし

た。 

 より大きな効果が持続出来るように、様々な改良

を重ねた笑いヨガ。論理的思考や言語的ユーモアを

用いず、身体感覚で子どものように無邪気な遊び心

を解放することにより心身の健康に有効な「笑いの

量」を確保できます。短時間でもその効果が実感で

きることから、インド国内だけではなく今では世界

７２か国以上に広がり、１０，０００以上のクラブ

が現在活動しています。日本国内にも２００を超え

るクラブがあり、全国に広まっています。 

 

●笑いヨガセッション 

 笑いヨガは一人で行うこともできますが、基本的

にはグループで行うエクササイズです。笑いの伝染

力を有効に活用できるため、グループで行う方が無

理なく自然に行えます。 

笑いヨガのセッションは、笑いヨガリーダーが、笑

いエクササイズ、ストレッチ、呼吸法等をリードし

ながら進めます。笑いと呼吸のエクササイズですか

ら、年齢、性別、障害の有無に関係なく、だれでも

楽しみながら自分のペースで行うことができます。

また、特別な器具を用意する必要もありません。笑

いヨガセッションには、次の４つステップがあり

ます。 

 

ステップ１：先ずはウォーミングアップ。「ホッ

ホ、ハハハ」と声に出して繰り返し、その掛け声

に合わせて１、２、１２３とリズムよく手拍子を

打ちます。 

ステップ２：次は深呼吸で

す。私たちはストレスが溜ま

ると呼吸が浅くなります。意

識的に息をたくさん吐くこと

でより多くの酸素を身体に取

り入れます。おかしくなくて

も笑う気分にならなくても

「ハハハハー！」と息を吐き

きってください。血流が良く

なり、気分が変わると、笑い

やすくなります。 

 

ステップ３：続いて子供に帰るおまじない。手拍

子を打ちながら「いいぞ、いいぞ」と言い、最後

に「イェーイ！」と言って両手を大きく広げま

す。１００％肯定的なこのおまじないは大人にな

ると忘れがちな無邪気さを呼び戻してくれます。 

ステップ４：おまじないの後、笑いの体操に入り

ます。最初は挨拶の「ナマステ笑い」と決まって

いますが、あとは参加者の体調、会場の状況、与

えられている時間などその時の状況を考慮しなが

ら様々な笑いエクササイズを行います。５分間の

大笑いは１５分のボー

ト漕ぎ運動と同等の運

動量といわれています

が、笑うことにより辛

さを感じることなく楽

しんで進めることがで

きます。 
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 基本の笑いは４０種類ありますが、世界中の笑い

クラブの間でオリジナルの笑いと、セッションの改

善案が日々提案されています。 

 

●行動が感情を作る 

 笑いヨガの方法は簡単です。他のスポーツや健康

法のように決まったルールや道具はなく、うまい下

手の評価はしません。落語のような言語的な刺激、

コメディ映画のような視覚的刺激で得る笑いには条

件が必要ですが、笑いヨガは自分の身体感覚で笑う

無条件の笑いです。 

笑いヨガでは「行動が感情をつくる」という考え方

をします。人は楽しいから笑いますが、笑うから楽

しくなる事も真実なのです。体と 心は繋がってい

るので、双方向に影響を与え合います。たとえ作り

笑いでも、笑いヨガを習慣化させると体調が変わり

性格は楽天的になり、対人関係も変化します。 

 

●様々な場所で活用される笑いヨガ「企業」で笑いヨガ 

 社員のメンタルヘルス、生活習慣病予防に役立ち

ます。お互いに安心感を得られる「関係性」がある

場所に笑いは生まれるため、チームビルディング

や、グループの創造性、ピークパフォーマンスの向

上などの効果も期待できます。  

 

●「福祉・医療の現場」で笑いヨガ 

 ディケアやレクリエーションで簡単に活用でき、

リハビリとしても導入されています。参加者の健康

状態に合わせて運動量をアレンジすることができる

ため、高齢者の方でもご参加いただけます。 

 

●「子ども」の笑いヨガ 

 子どもに競争を強いず、異年齢、異文化の交流を

促進できます。特に親子で参加できるプログラムが

人気です。笑いは「自立」を促すことも認められて

おり、インドでは学校教育の中にも導入されていま

す。 

 

●「健康教室」で笑いヨガ 

 文化センター、スポーツクラブ、介護予防教室

等、地域をつなぐ誰にでもできて楽しい健康づくり

に役立ちます。 

 

●笑いヨガセッションに参加される際の注意事項 

 笑いヨガは、子どもから大人まで老若男女を問わ

ず楽しめる健康法ですが、医学的な治療方法ではな

く補完的な自然療法です。 

 笑いヨガは全ての方に適しているとは限りませ

ん。身体的な緊張を伴い腹腔圧を上昇させる恐れが

あります。特に下記の症状のある方は、ご参加いた

だく前に医師にご相談ください。 

＊多量に出血がある時＊高血圧＊ヘルニア＊尿失禁

＊長引く咳＊精神病＊てんかん＊重篤な腰痛＊心臓

病＊３か月以内に手術を受けた人＊その他、急性症

状を伴う痛み、など。 

 

【笑いクラブの開催】 

 笑ってすっきり、元気にはははっ！年齢、性別、

国籍、障害や病気の有無に関係なく、どなたでもお

気軽にご参加いただけます。 

 

＜パース 虹の笑いクラブ＞ 

※日 時：毎月第１日曜日/９：００～１０：００

（但し午前８時現在で雨の場合は中止） 

※場 所：Mueller Park (Coghlan RoadとRobarts 

Roadのコーナーあたりに集合/最寄駅 : West Leed-

erville駅 [Fremantle line])   

※定 員：何人でもＯＫ！事前予約不要。 

※参加費：お一人２ドルよりドネーション（寄付）

をお願いします。集まったお金はすべて虹の会に寄

付します。 

※その他：日時や場所の変更、最新情報は虹の会の

フェイスブックページにてご案内いたします。

（https://www.facebook.com/Nijinokai.Perth）  

※連絡先：笑いヨガ認定リーダー 

                  吉田俊英 tdysd@hotmail.com 

写真・イラスト提供 日本笑いヨガ協会 

https://www.facebook.com/Nijinokai.Perth
mailto:tdysd@hotmail.com
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永住ビザの更新について 
天野 かおり   

 永住ビザを取得して５年が経ち期限が切れたの

で、更新手続きをするために、ウエストパースに

あるイミグレーションオフィスまで行ってきまし

た。入口を入ると、案内受付のようなものはな

く、戸惑いながらも、職員と思われる女性を発見

し、ビザの更新に来た旨を伝えると、入口のすぐ

横にあるパソコンだけが並ぶカウンターに案内さ

れました。そうなのです。このオフィスには永住

権ビザの更新の窓口なるものはなく、基本的な手

続きは全てオンライン化していて、“自分で入力

しろ！”ということなのです。「来る必要なかっ

たんだ…。」と落胆しながら、一人でパソコン画

面に必要事項を入力して、支払いもクレジット

カード情報だけで完了、所要時間10分。最短のイ

ミグレーションオフィス訪問でした。 

 このオンライン上の「Resident Return Visa 

Online Application」と言われる手続きについて

は、虹の会ホームページに順を追ってとても詳し

く掲載されています。 

 2013年10月現在、subclass 155永住ビザを保有

する私が、ビザ更新の際に理解した一般的な内容

も参考のために記しておきますが、個別の事項は

直接移民局に問い合わせることをお勧めいたしま

す。 

 

【基本事項】 

 1987年以降に取得した永住ビザは5年ごとの更新

が必要で（シチズンシップを取得している場合を

除く）、更新、支払い手続きはオンラインで行う

のが原則です。5年間の更新費用は345ドル。どう

してもオンラインで申請できない事情があれば、

80ドル支払うと窓口で対応してもらえるようで

す。 

 オンラインでの申請が完了すると、後日（私の

場合は翌日に）移民局からビザ発給通知書（Visa 

Grant Notification）がemailにて送られてきま

す。その中に書かれたThe visa grant numberを控

え、このメールを保管しておくことで、全ての手

続き完了です。出入国の際にこのThe visa grant 

numberを聞かれる場合もあるようです。 

 手続きの簡素化のため、パスポートに貼るラベ

ルは、基本的になくなりました。パスポート番号

とビザの情報は、コンピューター上でリンクして

いるので、ビザのステイタスはいつでもパソコン

上で確認できます。これは本人の承諾があれば第

三者（例えば雇用主など）でも確認できるので、

オーストラリア国内ではパスポートにラベルが必要

になるケースはありませんが、外国に行く際に必要

なことがあれば、申請用紙Form1405（虹の会HPから

も入手できます）に記入してイミグレーションオ

フィスに提出すれば、70ドルかかりますが、パス

ポートにラベルを貼ってもらえます。 

 前述の通り、更新されたビザはパスポート番号と

リンクしているので、ビザが残っていてパスポート

を更新した場合や盗難紛失によってパスポートを再

発行した場合には、新しいパスポートの詳細を

eVisa.RRV.Helpdesk@immi.gov.auまでメールにて知

らせる必要があります。この連絡を怠ると、オース

トラリアから、出国が認められないこともあるので

気をつけてください。 

 オーストラリア国外に出る予定があって、ビザの

失効日までに再入国できない可能性がある場合に

は、期限が切れる日まで待たずに、出国前に更新す

る必要があります。また、国外でビザの失効に気が

付いたり、失効前でも再入国の頃には期限が切れる

場合には、各都市のオーストラリア大使館や領事館

で更新手続きを行うことができます。ただし、時間

がかかることや申請が認められないケースもあると

のことです。 

 失効する前にビザを更新すると重複した分の費用

は返金されませんが、再入国の際にビザが切れてい

ると、入国拒否される可能性もあるので、オースト

ラリアを出国する前に失効日を確認し、早めに更新

を済ませたほうが安全でしょう。 

mailto:eVisa.RRV.Helpdesk@immi.gov.au
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 先日、10月5日に虹の会第13回定期総会が開かれ

ました。昨年度は、13ヶ所の日本人育児サークルに

のべ37回、虹の会ボランテイアが訪問し、子育て世

代への支援を充実させました。ホームページを改訂

し、Facebookを新たに開設し医療事情、交通事故に

あった場合の対応方法等、幅広い情報の発信を始め

ました。また、健康管理や法律問題の勉強会の開

催、並びにナーシングホーム見学会など、会員や会

員以外の方にも参加していただきました。ケア活動

も病気の方や高齢者に対し定期的に行われ、会員の

献身的なサポートが喜ばれました。 

  

 総会では今年度新役員を選出しましたので、ご報

告します。 

 

会長    大槻慎一 

副会長   デーヴィス靖子 

事務局長  キリヒレヒナー裕子 

会計長   田中佐紀子 

理事    ウエブスター陽子 

      佐藤ゆり子  

      原伸男 

      天野かおり 

      オタウェイめぐみ 

 

 今年度は２月に日本人祭りの参加を予定してお

り、また、４月ごろにファンドレージングのサン

デーマーケットも計画中です。 

 ボランティアに興味のある方はホームページに入

会申し込みフォームがありますので、お送りくださ

い。 

 虹の会の電話番号は0403 530 928の代表電話１本

になりました。 

 

【新役員の紹介】 

 

●田中佐紀子 

私は今年初めに入会し、ボランティア日程の調整

や、ある方の介助等に携わって参りましたが、この

度会計担当を仰せつかりました。パースに来ました

4年前には、私が社会福祉のお仕事に携わる事がで

きるとは考えてもみませんでした。当会入会にあ

たっては、趣味を通じて知り合った方が理事をされ

ていたというご縁がきっかけです。会計長というお

役は私には分不相応な大役ですが、このご縁に心か

ら感謝をし、会員の皆様方のお教えを頂戴しながら

頑張りたいと思います。今後ともどうぞよろしくお

願い致します。 

 

●天野かおり 

 この度、虹の会ホームページのメンテナンスを担

当することになりました。このホームページやフェ

イスブックといった新しいツールを使って、パース

在住の日本人の方々に有益な情報をタイムリーに発

信できるように、自分自身の生活視点を培いながら

試行錯誤してゆきたいと思っております。また、

ネットを通じで、虹の会の活動をより多くの方に

知って頂くことで、人的ネットワークがさらに拡が

り、パース日本人コミュニティーを益々豊かなもの

にする一助となればと願っております。 

●オタウェイめぐみ 

 今年２月正会員として入会させていただきまし

た。昨年度はプレイグループ支援を主に支援させて

いただきました。たくさんの方にお会いでき、とて

もいい経験をさせていただきました。 

 今年度はプレイグループ支援の調整などさせてい

ただきます。また、違う活動にも参加させていただ

きたいと考えています。まだ、わからないことばか

りなのですが、みなさんに助けていただきながら、

楽しく勉強、活動させていただきたいと思います。

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

 
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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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。 

  メンバーズコーナー 

重松 佐友里 

 

 去年の８月に日本から家族でパースに移住してきま

した。何とかパースの事を知りたい、色んな人と関わ

りたいという気持ちから、虹の会に入会致しました。

始めは、保育士である経験を活かして、プレイグルー

プの支援をさせていただいていましたが、ケアチーム

の皆さんと関わり、少しずつお手伝いをさせて 頂いて

いるうちに、ケア活動の必要性を強く感じ、現在は、

ケアチームの方での活動を主にさせて頂いています。

核家族だけでの生活ではできない貴重な経験を虹の会

を通してさせて頂いて、勉強になることばかりです。

家庭では１２才、９才、５才の男の子、１３才のラブ

ラドールの女の子の母です。あ…イギリス人の夫の妻

でもあります。よろしくお願い致します。  

パース教育事情 

 来年よりパースの教育事情を定期的に提供させて

いただきたいと考えております。 

 永住、駐在にかかわらず、異国の土地での子育て

で多くの方が、学校選びに頭を悩ませるところで

す。 

 今回は、現在ＧＡＴＥの申し込み中ということも

あり、公立高校の入学試験につての情報をお届けし

ます。 

  

 公立高校（Secondary School)への入学は居住し

ている学区内（Intake Area)の学校に、入学年の前

年に入学手続きをするのが一般的ですが、特別に試

験をうけて、学区内外の希望の学校又はプログラム

に入学することもできます。 

 

政府が提供 Gifted And Talented Programs (GATE)  

http://www.det.wa.edu.au/curriculumsupport/

giftedandtalented/detcms/portal/ 

 

各学校で提供 Approved Specialised Programs  

http://www.det.wa.edu.au/specialistprograms/

detcms/portal/  

 

２０１５年より７年生が公立高校に組み込まれるた

め、申し込みは現５年生が対象です。 

http://www.det.wa.edu.au/curriculumsupport/giftedandtalented/detcms/portal/
http://www.det.wa.edu.au/curriculumsupport/giftedandtalented/detcms/portal/
http://www.det.wa.edu.au/specialistprograms/detcms/portal/
http://www.det.wa.edu.au/specialistprograms/detcms/portal/
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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：ダレル） 

              0413 243 065 

                         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 
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 

回転寿司＆テイクアウト 

Town Hall 店 
Shop 4, Equus Arcade 

580 Hay Street 

T- 9221 3255 

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.9218-8973  /  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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 ボランティア団体「サポートネット虹の会」は、西豪州政

府の認可を受けた非営利・非宗教の社会福祉法人です。ま

た、”Volunteering W.A.” （西豪州ボランティア協会）の

会員です。 

 「サポートネット虹の会」は「私たちにお役に立てること

はありませんか」の精神に則り、パース地域社会の日本人、

国際結婚をした日本人の家族、その他の人たちのより良い相

互サポートを目指して、私たちの出来るサポートの充実化に

日々努力を重ねています。 

 高齢で一人暮らしの人が病気や事故に遭遇して、即手助

けが必要な場合、障害を持つ人たち、一人暮らしで緊急時

に家族の助けが得られない人など、原則として自助努力の

出来ない人たちへの組織的なサポートをします。 

 電話相談など「虹の会」に寄せられる生活、教育、育

児、医療、その他、多様な相談事に応じて、解決方法をと

もに考え、サポートしていきます。 

 また、外国で暮らす日本人の子どもたちに、歌や遊びを

通して日本の文化を伝えるサポートをしています。 

ようこそ｢サポートネット虹の会｣へ 
（私たちはこういう団体です） 

【会員】 

「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

務局に御連絡くだされば入会申込書を差し上げます。 

・正会員（＄30）パース近郊に在住し、1年以上ボランティア活動ができる方 

・準会員（＄20）パース近郊に在住し、1年未満ボランティア活動ができる方 

・学生会員（＄10）学生ビザと学生証を所有し1年以上ボランティア活動ができる方 

・賛助会員（個人＄20・法人＄30）会の趣旨に賛同し、資金面で援助をする個人および法人  

・協力会員（不要）資格、経験を生かして会の活動に協力する個人および法人 

・登録会員（不要）サポートを受けたい方、あるいは将来サポートを受けたい方 

 

【支払い方法】 

小切手の場合：宛て先 Support Net "NIJI NO KAI" Inc. / 送り先 P.O.Box650,Nedlands WA 6909 

銀行振り込みの場合：口座名 Support Net ”NIJI NO KAI" Inc. / BSB No.016370 / 口座No.3483 45499（ANZ Bank) 

なお、振込みが特定できない場合が有りますので、振込み時に明記するか、メールかお電話でご連絡ください。 

 【申し込み】 

虹の会ホームページの入会申し込みフォームから、もしくはメールかお電話でご連絡ください。 

●その他、お問い合わせ：事務局（キリヒレヒナー裕子）TEL: 0403 530 928 / Email: info@nijinokai.com.au  

編集だより 

（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、お気軽にご連絡ください。 

                     代表: 0403 530 928 / Mail: info@nijinokai.com.au 

今年度も理事としてニュースレターの編集担当をさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。さて、１０月５日に第１３回総会と親睦会がありました。各自一品を持ち寄り、ご馳走を楽しみま

した。また会員の吉田さんが笑いヨガをやっているとの事で教えていただきました。みんなで一緒に大

きな声で「ワッハッハ」と笑いながら体操する方法で気持ちがスッキリとして楽しめました。笑いヨガ

は毎月第一日曜日にMueller Parkでやっているそうです。詳細については今月号の３ページに記載して

あります。ぜひ参加してみてはいかがでしょうか？               （編集担当：原） 


