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こんな時どうする？ ～救急医療編～ 

 初めまして。私は2007年にPerthに来ました。そ

れまでは重症患者専門の大阪の救命救急センターに

勤務していましたが、虹の会の協力会員になったの

を機に、今回は私の知見を交えて、よくある救急疾

患に対する対応について書いてみたいと思います。 

 

■高齢者の救急 

 

○脳溢血、脳出血、脳梗塞、脳卒中 

 この4つのうち脳出血と脳溢血は同じものです。

脳卒中は大ざっぱに言うと脳出血と脳梗塞を合わせ

たものです。 

 

【脳出血（脳溢血）】 

 脳出血は脳の血管が破れて

頭蓋内に出血することで生じ

ます。脳出血にはクモ膜下出

血、脳内出血、硬膜下血腫、

硬膜外血腫などいろいろな種

類があります。出血部の脳組

織に応じた症状が出ます。例

えば右の硬膜下血腫の場合、

左半身の筋力が低下したりし

ます。 

 

【脳梗塞】 

「梗塞」とは臓器の血管が詰まって、詰まった先の

組織が死んでしまい正常に機能しなくなる状態を言

います。脳の血管が詰まった場合は脳梗塞、心臓の

血管が詰まった場合は心筋梗塞です。脳梗塞は詰

まった先の脳組織に応じた障害（多くは麻痺）が生

じます。詰まった血管は詰まったままになる場合も

ありますが、一過性の場合もあります。 

 

【対応】 

 病院前にできることは限られています。急な頭

痛、麻痺、意識の低下、繰り返す嘔吐があれば脳卒

中の可能性がありますのですぐに救急車の要請、医

療機関の受診が必要です。嘔吐している場合は顔・

体を左横に向けて誤嚥、窒息しないような体位に

してください。 

【予防】 

 血圧のコントロール、脱水の予防、場合によって

は抗血栓薬（血をサラサラにする薬）の内服が大切

です。クモ膜下出血は脳動脈瘤を発症前に発見する

ことで予防することができます。MRAという撮影方

法で診断可能ですので、一時帰国の時は脳ドックを

受けてみられてはいかがでしょうか？私の母親も

MRAで未破裂脳動脈瘤が発見されました。小さくま

た大きさに変化がないので手術をせず様子を見てい

ます。日本の方がオーストラリアより安くMRAを受

けることができます。ただし閉所恐怖症、ペース

メーカーを埋め込まれている方、体内に金属がある

方、刺青がある方はMRAを受けることができませ

ん。 

 

○心筋梗塞 

 心筋梗塞は心臓の血管が詰まって生じる病気で

す。一般的に血管の根元が詰まれば多くの心筋が死

んでしまうので重症になり、末端に近いところで詰

まれば無症状の場合もあります。 

 

【症状】 

 一番多いのは締め付けられるような胸の痛みで

す。しかし「左肩が痛い」「お腹が痛い」といった

非典型的な痛みを訴える場合もあります 

 

【対応】 

 病院前でできることはあまりありません。強い胸

の痛みを訴えたらすぐに救急車を呼んでください。

000に電話した時は”chest pain”がキーワードで

す。心筋梗塞は痛みを起こすだけでなく、致死的な

不整脈を引き起こす

ことがあります。致

死的不整脈は死に至

る場合があります。

その場合は速やかな

心肺蘇生（心臓マッ

サージ）が必要で

す。1人では対応が難

しいので救急隊だけ

でなく、通りがかり

東平 日出夫  
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の人、近所の人など誰でも良いですからすぐに助け

を呼んでください。 

 

 St John Ambulance Western Australiaでは高齢者

向けの心肺蘇生講習会を行っていますので虹の会で

開催してみるのも良いかもしれません（http://

www.stjohnambulance.com.au/st-john/first-aid-

training/first-aid-courses/booking?

courseid=FADSC&ref=）。 

 

■子供の救急 

 

○子供がひきつけをおこしたら？ 

 子供のひきつけ（けいれん）で多いのは熱性けい

れん、次に多いのがてんかんです。熱性けいれんは

急激な体温の上昇が原因で、てんかんは脳に原因が

あります。いずれも投薬せずに自然に症状が改善す

ることが多いです。しかし次のような場合は救急車

を呼んだ方が良いでしょう。 

 

 初めてのけいれんの場合 

 けいれんを短い周期で繰り返す場合 

 けいれんが１０分以上続く場合 

 

 上記以外でも親に自信がない場合は救急車を呼ん

だ方が良いです。 

 

 一般的には上記の条件に該当せず、１．けいれん

がおさまり、２．普段と変わりなく、３．親にけい

れんについての経験・知識ある場合は救急車を呼ぶ

必要はありません。 

 

○プールやお風呂で子供がおぼれてしまって大量に

水を飲んでしまったら？ 

 まず呼吸、脈、意識をチェックしましょう。しゃ

べりかけて答えがあればまず大丈夫です。いずれか

に異常があればすぐに救急車の必要性を考慮してく

ださい。 

 

 大量に水を飲んだかもしれない？と思っても逆さ

まにして無理に水を出そうとしないでください。水

を飲んでも基本的には命に問題はありません。逆に

無理に水を吐かそうとすると喉まで逆流した水が肺

に入り肺炎を起こす危険性があります。 

 

 一番注意して観察すべきは顔色です。顔面が真っ

青になったり、咳をして苦しそうにしていたり、唇

が紫になっている場合は、肺に水が入っている（誤

嚥している）可能性があります。このような場合は

酸素投与などの治療が必要になりますので、すぐ

に救急車を呼んでください。 

 

○子供の発熱について 

 子供は40度以上の熱がでることもまれではあり

ません。しかし熱の高さと重症度はあまり関係が

ありません。また必ず薬で解熱しなければならな

いということではありません。よくあるウイルス

感染の場合は例外を除いて有効な治療法はありま

せので病院に連れて行ってもできることはありま

せん。発熱している間はできるだけ安静にし水分

を十分に取らせることが一番大事です。 

 しかし以下のような場合は髄膜炎など治療を要

する疾患の場合がありますので医療機関を受診す

ることをお勧めします。 

 

 意識が悪いとき（普段と様子がちがう、ぐっ

たりしている） 

 嘔吐を繰り返す 

 強い頭痛がある 

 強い腹痛がある 

 呼吸が苦しそうである 

 40度以上の熱があり、解熱剤を内服して２時

間経っても解熱しない 

 生後３ヶ月未満で38度以上の発熱 

 生後６ヶ月未満で38.3度以上の発熱 

 以上にかかわらず親が必要だと感じた時 

 

 私の息子も良く熱を出しましたが病院に連れて

行ったのは一回だけです。その時は嘔吐を繰り返

して脱水が強かったので自宅に点適セットを持っ

て帰って点滴しようとしました。しかし子供の血

管は細く薄いためうまく針を留置することができ

ず、恥を忍んで病院に連れて行き針を留置しても

らいました。 
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○外で遊ばせていて高い所から落下して頭をうった

場合は？ 

 まずは呼吸、脈をチェックしてください。泣いて

いればまず問題ありません。次に意識をチェックし

てください。泣いていると分かりにくいので、しば

らく待って少し落ちついてから調べると良いでしょ

う。普段と変わりなければ大丈夫です。しかし、次

のような場合は救急車、医療機関の受診を考慮して

ください。 

 

 普段と様子が違う（親の直感が一番正確で

す） 

 ぐったりしている 

 嘔吐を繰り返す 

 黒目（目の真ん中の黒い部分）の大きさが左

右で異なる 

 片方の手や足が動かない 

 頭蓋内に出血がある場合、頭を打った後しばらく

してから症状が出る場合があります。頭を打った

後、6時間は特に注意して観察してください。24時

間経っても何も症状がでなければまずは大丈夫で

す。 

 

 私の経験では大人、子供に関わらず頭を打った

後、心配だからと歩いて外来を受診した方に異常が

あったことは一度もありません。 

 

【東平 日出夫】 

MD, MPH, MEng, PhD 

Research Fellow, Curtin University 

日本救急医学会指導医/専門医 

日本外科学会認定医 

 オーストラリア人の夫と、最近日本に行った時の

事です。日本に到着し、空港から実家に向う途上で

夫が倒れ、救急車で入院。ICUで絶対安静。その後

一般病棟に移り、結局二週間入院。退院後も日本で

経過観察、医師と相談のうえ、約一月半後に無事こ

ちらに戻る事ができました。夫は現在も薬を服用

し、GPや専門医に定期的に診てもらっていますが、

幸い後数ヶ月で完治する見込みです。 

  

●発症 

 前日午後にパースの自宅を出発し、翌朝成田空港

に到着。実家のある関東の地方都市に向うリムジン

バスを待ち、一時間ほど空港で休憩。夫も特に具合

が悪いことはありませんでした。バスは空席が多く

ゆっくり座れて、ほとんど寝ていました。数時間後

にバスを下車、迎えに来る予定の妹を待っていまし

た。 

 

 ところが、バス停近くのトイレから戻って来た夫

が、急に左肩と左上腕の痛みを訴えて、ベンチに倒

れ込んでしまい、さらに呼吸も少し苦しいと言い出

しました。夫の母親は生前心臓の持病があり、ペー

スメーカーを入れていたし、これは夫も心臓発作か

もしれない、早く救急車を呼ばなくてはと焦りまし

た。 

 

 しかし、オーストラリアの携帯は海外ローミング

が繋がらず、さらに日本の携帯はプリペイドでその

時は残高がなく、着信のみで発信不可。その上妹か

ら電話で、到着が10分ほど遅れると。そこは道から

奥まったバスの車庫で他に人もおらず、かつてあっ

た公衆電話も撤去されてありません。とにかく妹が

一刻も早く来てくれるか、夫を置いて数百メートル

先にあるバスの職員詰所に走って、電話を借りる

か。夫の様子を見ながら、この待っている何分間は

本当に長かったです。 

 幸いその後すぐ来てくれた妹の携帯で、救急車を

呼びました。冷静なオペレーターに励まされ、パ

ニック気味だった私も落ち着き、症状、場所などを

伝える。５分以内に救急車が到着。救急車のサイレ

ンが聞こえてきた時は、心からありがたく涙が出そ

うでした。 

旅先の日本で夫が倒れ、救急車で入院、九死に一生を得たこと 
E . Kさん 
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 言葉が通じないため、私も特別に同乗し、彼の

生年月日、既往症、今回の経緯、病状など説明す

るうち、市内の総合病院の救急救命センターに到

着。10分もかからない早さでした。つまり救急車

を呼んでから、合計14分弱で病院に到着。救急隊

の出動記録報告で知りました。 

●救急病院にて 

 着くや否や、待ち構えていた医師や看護士数名

が取り囲み、検査器具や点滴針、いろんなチュー

ブを次々つけていきます。担当医師が症状や既往

症などを質問し、それを私が夫に通訳し、医師に

答を返します。 

 

 医療通訳の仕事で病院のいろいろな現場も経験

しているのですが、いざ自分の家族のこととなる

と、感情的・精神的にショックを受けていて、通

訳するのは難しい体験でした。折よく、アメリカ

の病院で研修された医師が当日勤務中で、落ち着

いてから主人に英語でも再度説明してくださいま

した。 

 

 検査や、画像診断の結果、病名は「肺塞栓症」

でした。血の固まりが、肺に詰まる病気です。い

わゆる、エコノミークラス症候群のひとつです。

下肢にできた血栓が静脈にのって運ばれ、体の他

の場所に移動し、その詰まる個所によっていろい

ろな重い症状、病気になります。心臓内の血管に

詰まると、心停止。肺では、呼吸困難。脳の血管

ですと、脳梗塞。医師には、ある意味（肺で止っ

て、呼吸困難だけですんだ）超ラッキーだったと

言われました。 

 

 治療は、点滴と飲み薬により血栓を時間をかけ

て小さく溶かす。薬が強過ぎると内出血を起こす

等の副作用があるため、薬の効き目をきちんと管

理しながら長期に行う。夫の場合、血栓が両肺に

あり、やや大きいので治療は6ヶ月位必要でしょ

うと言われました。 

 そのままICUに入院。当分絶対安静、ベッドに

寝たきりで、自分では腕を動かすのも最小にして

くださいとのこと。最初の数日間が一番危険な時

期で、万一まだ体のどこかにある血栓が、体を動

かすことによって動きだし、心臓、脳に行き亡く

なる率が一番多いと。 

 

●大変だったこと 

 夫は、日本語は挨拶程度しかできません。病院

では、前述の医師の他は、看護士さんの一人が少

し英語ができるだけでした。当初慣れるまでは、

私が側について何もかも通訳するのがひと苦労で

した。言葉の壁に加え、文化の違いにも戸惑って

いました。 

 

 例えば、オーストラリアでは必ずある、午前午

後のティータイムがない。病院の食事は結構大丈

夫だったが、量が全然足りず、許可を得て毎日

コーヒーやおやつを差し入れしていました。病院

の備品のサイズが、夫には小さ過ぎました（ベッ

ドは足が出ないぎりぎりの長さ。ベッドで使う大

小用の容器が小さ過ぎて、体にあたって痛く、し

かも中身が溢れる！） 

 

 オーストラリアで入った海外旅行保険は、なん

とロンドンが緊急連絡先だったのです。電話や、

メール、ファクスで連絡し合ったが、時差もある

し話がなかなか進みませんでした。 

 

 入院した病院は、ベッド数も多い地域の拠点病

院ですが、海外旅行保険の加入者が来るようなこ

とはまずないので、海外旅行保険そのものの理解

が得られず大変でした。 

 

 海外旅行保険では、キャッシュレス診療と言っ

て、保険会社が病院の支払いを引き受け、被保険

者は費用の心配をしなくていいというシステムが

あります。ただ、まず病状や治療方針を記した医

師の診断書を早急に提出し、保険会社の認定を得

る事が必要です。 

 

 この診断書をもらうにも、（国内の疾病入院保

険と混同して）退院した後でしか出せません等、

担当もあちこちたらい回しにされ、その度に一か

ら説明するのが負担でした。 

 

 ロンドンの保険サポート会社（英語）、タイ

（アジア拠点）と東京の保険会社代理店（日本

語）、病院と電話で再三連絡しましたが、病院は
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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  

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  

「海外旅行保険は扱わないので、全額自費で支払

い清算し、後日保険会社に請求してください」と

の結論でした。 

 

 病院の支払いも心理的にストレスでしたが、そ

の後概算見積書をもらってやや安心。最終的に、

２週間の入院、検査、治療費用の一切を全額自己

負担で、70万円以下の支払いで済みました。これ

は、保険会社に他の経費とともに払い戻し請求中

です。 

この他にもいろいろ面倒な事が次々起こり、夫が

一般病棟に移って安心した直後、私が数日完全に

ダウンしました。蓄積した疲労とストレスでし

た。 

 

●その他 

 日本は医療費がこちらに比べて安く感じまし

た。でも日本の健康保険に入ってない場合、 海外

旅行保険は必ず必要と痛感しました。 

 

 保険会社は、夫の帰国にあたり、ビジネスクラ

スの席を用意し、念のため酸素ボンベを席の前に

用意してくれました。また、実家から成田空港ま

でも、シートが完全に倒れて楽に横になれる車を

手配し、運転手付きで迎えに来てもらいました。や

はりフライトには不安があったので、大きな助けに

なりました。 

 

 エコノミークラス症候群は、予防できるそうで

す。機内での飲酒を控え、水分を充分取り、じっと

座ったままにせず、足や上半身を時々軽く動かす。

そしてこれは、飛行機旅行に限らず、長時間机に

座ったままでも発症するので注意が必要です。 

 

 最後に、夫いわく「看護士さんが、皆天使のよう

に優しかった」。こちらの病院に比べて、呼べばす

ぐ来るし、することがとても丁寧だったそうです。

運が良かっただけの気もしますけど。。。。 

 

 余談ですが、夫は以前にも幸運に恵まれ命を助

かっています。沖合でダイビング中にホオジロザメ

に遭遇、一緒だったダイブメイトはサメに襲われ、

幸い軽症でしたが入院治療。夫は、装着していたサ

メ除けの機材が救ってくれたと信じていますけど。

これでもう2回使っちゃったので、冗談で「次はも

うないと思ってね！」と言っています。どうかラッ

キーが尽きていませんように！ 
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  メンバーズコーナー 

Woods(ウッズ) いずみ 

  

 鹿児島出身。パースに在住5年。イメージコンサルタン

ト, パース着物クラブ主宰。 

  

 オーストラリアに移ってきて3年ほどは、言葉を含めこち

らの生活に慣れることを意識して日本のコミュニティとは

あまり交流を持っておりませんでした。少し余裕が出てき

たので、自分の時間を使って誰かのお役に立てられたらと

思い、虹の会に入会。現在はプレイグループのボランティ

アをさせて頂いております。かわいい子供達の笑顔を見る

のはもちろんの事、会を通して元気と魅力にあふれた素敵

な方々と出会うことができ、入会して良かったと感じてい

ます。今後も会の活動に積極的に参加していきたいです。 

 春の兆しを感じる季節になりました。 

 

 虹の会は９月より2014年新年度を迎えることにな

ります。10月には正会員による総会が開催され、そ

の後親睦会を予定しています。 

 また、虹の会では新しい会員を下記のように募集

しておりますので、ご興味のある方はお申し込みく

ださい。 

  

１、プレイグループ 

 日本人プレイグループで絵本や紙芝居の読み聞か

せや日本文化の紹介など年に２、３回プレイグルー

プを回り、一人10分程度の活動をします。小さいお

子さんたちやお母様たちに大変喜ばれています。 

 

２、事務局 

 一般的な事務、コンピューター関係など自宅でで

きるボランティアです。 

 

３、イベント企画、運営 

 虹の会のファンドレージングの活動、日本祭りの

参加、講演会や勉強会などの企画など、楽しいボラ

ンティアです。 

 

４、ケア活動 

 高齢者や病気の方を定期的に見守り、買い物や病

院に連れて行くなどのボランティアです。 

  

御申し込み先はホームページの申し込みフォームを

ご利用ください。 

 

ホームページの他にFacebookもありますので、ぜひ

覗いてみてください。 

 

      www.facebook.com/Nijinokai.Perth 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 
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聖書の学び会 
    火曜日 １１時から１２時まで 
 

無料英会話教室 
       月曜日－金曜日 

       １、１０時から１２時４５分まで 

       ２、１４時から１６時３０分まで 

   （授業の最後３０分は聖書に関するお話があります。） 

 

                                    日曜集会 
                                日曜日 １３時から  

 

          プレイグループ 
          火曜日と水曜日 １０時から１２時まで 

 

                                        

 

     

                            連絡先：0413 243 065 （日本語可）  

       住所：101 Kimberley. St, West  Leederville 

           Facebook: West Leederville Presbyterian Church 

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９時～午後１２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 

お問い合わせは日本語でお気軽に 

info@jcmtabs.com.au 

0435-344-969 

日本人会計士による 

税金やビジネスに関するサービス 

www.jcmtabs.com.au/jp 

税金やビジネスに関す

るご相談を日本語で！ 

 

初回相談無料 

✓ 永住者・学生・WHなど個人のタックスリターン 

✓ ビジネス・会社のタックスリターン 

✓ ビジネス・会社の経理代行 

✓ 新規会社の設立 

✓ その他税金やビジネスに関する各種ご相談 

JCM Tax and Business Services Pty Ltd 
www.jcmtabs.com.au/jp 

タックスエージェント登録番号 24694713 

Town Hall店にてお

得なセットメニュー

始めました。 
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編集だより 

 今回のニュースレターでは東平医師による緊急時の対応と、E.Kさんの肺梗塞の経験談を取り

上げました。私たちの体が突然病魔に襲われ、また、思いがけない事故に遭ったとき、パニッ

クになってしまいますね。特に言葉が通じなかったり、システムが日本と違ったりすると大変

不安な気持ちになります。そんな時、今回の虹の会のニュースレターがお役に立てたらと思い

ます。                       （編集委員：キリヒレヒナー裕子） 

 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.016-363 / 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  

（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 


