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私の出産体験 

 最近、虹の会の電話相談やメール相談に、妊娠出産の

お問い合わせが多く寄せられます。パースの日本人の増

加に伴い、駐在や国際結婚の若い世代が増え、生活文

化、言語、医療環境の違うパースで、戸惑うことも多くあ

ると思います。 

 そこで、虹の会のニュースレターでは、妊娠出産をとり

あげ、最近第２子目を出産された正会員の高野優子さん

に、ご自身の体験談とパースの出産事情をまとめていた

だきました。まず、今回は『出産体験記』を、そして次号の

６月号では『パースの出産事情』を特集します。  

 

 パースに来てちょうど半年ほど経ち生活に慣れ始

めたころ、第２子を妊娠しました。私達カップルは

両方とも日本人で、家族は日本、パースに身寄りは

なく、日本からのサポートも期待出来る状況ではあ

りませんでした。一番の懸案事項は出産そのものよ

り、出産中に２歳９か月になる長女をどうするか。

その一言に尽きました。最終的に助産院での出産を

決めた経緯と出産体験をご紹介します。 

 

助産院での出産を視野に入れて 
 公立病院、私立病院、助産院すべての選択肢を視

野に入れ、King Edward Memorial Hospital（以下、

KEMH）、St John of God Subiaco、Family Birth Centre

３施設すべての見学会に参加しました。 

 最初の見学会はSt John of God。病室の設備も新

しく、きれいで、病院の雰囲気そのものがホテルラ

イク。何の問題もなさそうだなあ、と思う一方、事

務の女性が案内してくれたせいかビジネスライクな

印象で、私たち夫婦が探していたkids friendlyな印

象は受けませんでした。その点が気になりました。

次に訪れたのはKEMH。見学ツアーを案内してくれた

のが助産師さんで、テキパキと案内するばかりでは

なく、核心をついたアドバイスを出席者にしてく

れ、現場のエキスパートから案内をされている安

心・信頼感を抱きました。設備は古いけど、清潔な

印象。好印象でした。 

 最後に訪れたFamily Birth Centreは、家族揃っ

て、新しい家族を迎え入れようという家。優しい色

使いで温かい雰囲気が溢れる個室は広々としてダブ

ルベッドがあります。ソファもあり、出産を待つ家

族がゆったりと休めるよう配慮されています。キッ

チン設備もあります。助産師さんは子供に優しく、

立ち合い出産ウェルカムとのこと。まさに子連れで

の出産に適した場所で、「ここが私を呼んでい

た！」と思ったほどです。 

 話は戻りますが、出産時の長女の心配以外にも、

助産院に惹かれる理由がありました。日本で第１子

を出産した時、夜９時頃病院に到着した私は当直の

先生からすぐに陣痛促進剤を勧めらました。理由は

「初産だと通常時間がかかるため、陣痛促進剤を使

う方が母体への負担が少ないから。」やんわりと拒

否を示しながら、自然分娩を希望してバースプラン

でもその意向を伝えていた私は「あれれ？」となん

とない違和感を抱きました。押し寄せる陣痛でその

違和感はすぐに彼方に追いやられましたが。 

 先生の予想に反し、その後４時間で出産となり、

陣痛促進剤を再度勧められることはありませんでし

たが、気付いたのは医療の現場で、素人が、しかも

陣痛の最中、先生のアドバイスに従わないことには

非常な精神的労力が要されることです。加えて、通

常の出産であれば、出産そのものに携わるのは助産

師さんで、ドクターの出番は非常に少ないこと（ほ

とんど最初と最後の確認くらい）、いい助産師さん

と出会うことが満足のいく出産につながることを知

りました。その経験から次の出産は余計なストレス

なく、自分の意思が尊重される場所、助産師さんと

出産前から時間をかけて信頼関係を築ける助産院で

迎えたいと、漠然と思い描いていたのでした。その

点でも、また、ネイティブでない私がゆっくりと時

間をかけて助産師さんと知り合い、私の英語レベル

を把握しておいてもらうことさえも可能なFamily 

Birth Centreは「まさにここ！」なのでした。 

 

Family Birth Centreを決める際の心配ごと・払拭
する決め手の言葉 
 様々な点で私の希望と合致しており、パーフェク

トな出産場所と思えたFamily Birth Centreですが、

やはり心配事はありました。それは、出産後宿泊不

可で２４時間以内に帰宅しなければならないことで

す。第１子の出産時、日本の病院では一般的な、４

日間の入院でのんびり休んだ経験をもつ私にはひど

高野 優子   
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出産前のアクティビティー 
 Family Birth Centreで初産を迎える人のうち、

実際には約40％がKEMHに緊急搬送されるそうです。

なるべくならFamily Birth Centre内で出産を終え

て帰宅したい、スムーズな出産を目指して時間を見

つけてはエクササイズに勤しみました。 

 

・Antenatal Aquarobics 
KEMHのPhysiotherapy Dept.主催でLords Recreation 

Centreで開催されていました。私が妊娠した時には

Lordsがリノベーションに入っていたので実際には

参加できず、代わりにプールで普通にウォーキング

をしていました。Lords再オープン後、クラスも再

開したと聞いています。BeattyparkでもAquaの

Antenatalクラスがあります。 

 

http://www.vincent.wa.gov.au/beatty/

Things_to_do/Antenatal  

 

・マタニティヨガ 
色々なクラスがあると思いますが、私が参加してい

たクラスは陣痛時の痛みの逃し方に重点を置いてい

たので、出産時、実際に役立ちました。また、骨盤

の歪みを矯正する動きも多かったので妊娠中期から

後期に発生する腰痛などマイナートラブルも解消し

ました。 

 

・Skills for Pregnancy and Birth 
KEMHもしくはFamily Birth Centreでの出産予定者

を対象に開かれるSkills for Pregnancy and Birth

クラスにも夫婦で参加しました。陣痛の痛みを軽減

するマッサージを実際に夫婦間で練習したり、分娩

中楽な体位、産後骨盤底筋を鍛える体操を習ったり

くハードな内容に聞こえました。出産当日に帰宅す

る体力があるかどうか、上の子の相手をする体力が

あるかどうか、４０歳を目前にした体で自信はな

く、ひどく悩みました。それでもFamily Birth Cen-

treでの出産を決心したのは、次の二つの理由により

ます。 

 一つ目はパースにおける私立病院での帝王切開率

が高いデータを見たこと。帝王切開を勧められた場

合に断る知識も勇気もない私は、その可能性が高ま

る選択肢を避けるに越したことはなさそうでした。

二つ目は友人の出産でした。Family Birth Centreで

出産を予定していた友人が早産となったのですが、

その際、担当助産師さんがKEMHに連絡を取って手配

を済ませてくれただけでなく、実際の分娩にも関

わってくれたとのこと。緊急時にも知っている助産

師さんが立ち会ってくれるなら心強い味方です。そ

の話を聞いてFamily Birth Centreで出産する決心が

つきました。 

 

Family Birth Centreでの健診 
 Family Birth Centreでの定期健診は日本と比べる

と非常に、さすがに心配になるくらいシンプルなも

ので、尿検査（自分で採尿、ラベルを入れた結果を

自己申告）と血圧測定、胎児の心音チェック、子宮

底長のチェックのみ。体重測定はありませんでし

た！（たまに聞かれて自己申告することはありまし

た。）公立病院でも同様だと聞いたので、オースト

ラリアのミニマムスタンダードなのでしょう。私立

病院の場合は先生にもよりますが、定期健診毎に体

重測定、血圧測定、尿検査があるところが多いよう

です。「妊娠・出産は病気ではなく、自然現象」と

捉えれば、そんなものなのかもしれません。 

 私が私立病院での出産とFamily Birth Centreでの

出産で迷っていたとき、相談にのってくれたGPのド

クターがくれた力強い一言が思い出されます。「出

産というものは、安産であればタクシー運転手だっ

て介添が出来るものなのよ。」定期健診には毎回長

女を連れていきました。幸いFamily Birth Centreが

家から歩いて５分ほどでしたので、道を覚えるため

にも必ず一緒に歩き、周辺を散歩しました。助産師

さん達も長女がFamily Birth Centreに慣れるよう

様々な工夫を凝らしてくれました。健診中に私と一

緒にベッドに乗せてくれたり、医療用ゴム手袋で風

船を作ってくれたり、出産近くなると長女のために

実際に出産する部屋で健診したりと至れり尽くせ

り。長女はFamily Birth Centre内を自分の庭のよう

に歩き回るほど身近な場所として受け入れたようで

した。すると私もリラックス出来、ここにしてよ

かった、と思ったものです。 

http://www.vincent.wa.gov.au/beatty/Things_to_do/Antenatal
http://www.vincent.wa.gov.au/beatty/Things_to_do/Antenatal
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と、実践的な情報が盛り沢山で、参加してよかった

と思います。骨盤底筋運動の普及に力を入れている

点が、出産して終わりではなく、女性の出産後の人

生までも視野に入れており、新鮮でした。 

 

そして出産 
 出産予定日間近になり、幸運にも義母がサポート

に来てくれることになりました。ギリギリで航空券

を購入したため、義母が到着したのは出産予定日の

３日前でした。到着日に陣痛が起こらず、まずはひ

と安心。義母を迎え、長女は最後の一人っ子時間を

満喫しています。念のため出産撮影も申し込みまし

た。さて準備は万端。となってもなかなか陣痛が起

こる気配はありません。 

 出産予定日前日の定期健診で、子宮口マッサージ

を施してもらいました。その効果か、出産予定日に

日付が変わった真夜中０時、とうとう陣痛が始まり

ました。第一子の時は１時間ごとの陣痛から始まっ

たのに、最初から１０分起きです。確認のためベッ

ドしたに横たわり続けること１時間、やっぱり静か

に陣痛の波がやってきます。間違いない、この子は

いよいよ出てくる気なのだ、と確信し、夜中１時半

頃助産師さんに電話をしました。と、助産師さんは

郊外に住んでいるためFamily Birth Centre到着まで

少なくとも３０分から１時間かかるとのこと。対す

る私は徒歩５分。じゃあ、１時間後に助産院で待ち

合わせね、とお茶の待ち合わせをする感じで電話を

切り、次は出産撮影のカメラマンに電話をしまし

た。彼女もドライブで４０分ほどかかるのです。待

つ立場になった途端、心に余裕が生まれるのは不思

議なものです。おにぎりを作るため炊飯器のスイッ

チを入れ、シャワーに入り、ゆっくりと身支度に取

り掛かります。大仕事前のひととき、ゆったりと夜

の時間が流れていきました。 

 長女が起きたらFamily Birth Centreに連れてきて

くれるよう義母にお願いして家を出発、３時頃に

Family Birth Centreに到着すると、助産師さんが笑

顔で迎えて入れてくれました。部屋に通され、床上

でも、ベッド上でも、どこでも好きな場所で好きな

ように過ごしてね、と。水中出産するかしないかだ

けは聞かれたような気がします。最後の最後まで決

めきれず、水中出産はしないことにしました。床上

にクッションを置き、もたれ掛りながら陣痛をやり

過ごします。助産師さんが湯たんぽをお腹に入れて

くれた途端、身体の緊張がほぐれ、痛みが大分軽く

なりました。陣痛の波が来る度に、KEMHのクラスで

練習した腰のマッサージを主人が実践、気休めだと

思っていた練習は意外にも役立ち、痛みがかなり和

らぎました。助産師さんは微笑みを絶やさず、時々

やってきては携帯型の超音波機器をお腹にあてて胎

児の心拍を確認、「happy baby」と呟きながら、彼

女の作業をしに消えていきます。 

 ６時前でしょうか、長女と義母がやってきまし

た。数か月間の仕込みの甲斐あり、場所見知りもな

く、家族全員が揃っているので長女は大はしゃぎで

す。舞台は整っているのに、陣痛が５分間隔になっ

たまま、進む気配はありません。痛みは増している

し、もうすぐ出てきそうな気配もあるのに。助産師

さんにあとどのくらいか目途を尋ねたところ「もう

すぐよ。破水したいなら、してあげましょうか。」

最後まで自然に任せるつもりだったにも拘らず、痛

みに耐えかねて迷わず破水してもらいました。最後

の最後まで身体のポジションも、産む場所も、方法

も、妊婦の好きなように、そして自然の流れに委ね

られていました。 

 ６時４４分無事出産。なんと、赤ちゃんは片腕を

上げた状態で出てきました。肩が引っ掛かってなか

なか出てこられなかったのでした。病院だったら帝

王切開を勧められていたかもしれません。ながーい

臍の緒をカットして、記念にそのままもらうことに

しました。「臍の緒、どうするの？」と助産師さん

達から興味津々で聞かれました。よくよく想像する

と、臍の緒を取っておくってグロテスクな慣習にも

聞こえます。 

 出産後は１時間以上赤ちゃんと肌をくっつけ合っ

てまどろみました。そのうち、朝食も出てきてのん

びりと時間が過ぎていきました。損な性分でしばら

く休むとじっとしていられません。いつまでベッド

で休んでいるものやら・・・とモゾモゾ動き始めた

頃、助産師さんが入ってきて「シャワーでも浴び

る？」その時、私も赤ちゃんも出産後そのままの姿

でした。「私だけシャワーを浴びるのか？赤ちゃん

も一緒なのか？赤ちゃんもシャワーなんてことはな

いよね。」勝手が違うとはまさにこのことです。 

 私だけシャワーを終えてすっきりした後は、ビタ

ミンK投与、B型肝炎予防接種、聴力検査や視力検査

など、病院での出産と同じケアを受けました。出産

後２４時間以内に帰宅する体力があるかどうか、悩

んだのが嘘のように「もうやり残したことはない

し、さっさと帰ろう」と清々しい気持ちで昼１時過

ぎには帰宅しました。 

 

産後ケア 
 翌日から助産院の助産師さんによる自宅訪問が１

週間続きました。１日目のみ、母体のチェックもあ

りましたが、基本的には新生児の体重測定・様子の

チェックが主でした。３日目に新生児の体重が、出

生時体重より１０％以上減少したということで、
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親睦会に参加して  
サリー・ウォールズ 

KEMHのEmergencyに行かされ、ドクターによるヘル

スチェックを受けました。母乳育児の場合、母乳が

軌道に乗るまで新生児の体重が減少するのは普通な

のですが、助産院はそのケアを出来ないのでEmergency

に行かされることになったようです。日本の病院で

４日間の入院が一般的なのは、新生児の体重減少が

健康上の問題なのか、母乳のせいなのか、様子を見

るためなのだとその時知りました。 

 新生児の体重減少、となった途端、助産院から

KEMHのEmergencyに行くよう指示されると同時に

Breastfeeding Centreの搾乳機が無料で貸し出され

ました。搾乳した母乳を授乳すれば、赤ちゃんが授

乳中に疲れて寝てしまうことなく、効率よく母乳を

飲ませられる、ということのようです。私自身は搾

乳すると母乳のリズムが崩れるため結局使いません

でしたが、搾乳機が必要な人には助かるサービスで

す。その流れでBreastfeeding Centerのコンサルタン

トも受けました。１時間に渡り、指導員が１対１で

母乳の上げ方を指導してくれます。私の場合は赤

ちゃんに浅飲み傾向があり、乳頭が裂けていまし

た。指導員の目の前で授乳をし、改善点を指導して

もらったところ、浅飲み傾向がかなり改善されまし

た。結果的に傷も治りも早まった気がします。ま

た、赤ちゃんが二人目だと話したところ、短時間で

効率的な授乳の仕方、例えば授乳中に寝てしまう赤

ちゃんをどう起こすか、など実践的なアドバイスを

もらえたので、Breastfeeding Centreのコンサルタ

ントはお勧めです。ただ、母乳マッサージの施術な

どはありません。あくまでもアドバイスに留まりま

す。 

 

Breastfeeding Centre of WA 

http://www.wnhs.health.wa.gov.au/services/

breastfeeding/index.htm  

 母乳育児で何より困ることは乳腺炎になった時の

対処です。一人目の授乳がトラブル続きで、日本で

桶谷式に通っていた私にとって、母乳トラブルは、

分娩中の長女の取り扱いと並ぶ大きな懸案事項でし

た。不安は的中。出産後１か月経ったある日、突然

悪寒がし、高熱、頭痛と乳腺炎の特徴的な症状を発

症しました。この国での乳腺炎の解決方法は抗生物

質です。抗生物質による沈静化は出来れば避けたい

と周囲のお友達に尋ねつづけたところ、なんとも幸

運なことに、日本人で母乳マッサージをして下さる

女性が見つかりました。日本で８年間の助産師経験

をお持ちのWilson Yukiさんです。ゆきさんの手技

により乳腺炎が収まり、今に至ります。産前産後の

相談もできる心強い存在、ゆきさんを頼りに母乳育

児真っ最中です。 

 

Birth Support / Yuki Wilsonさん 

電話番号：0407 290 479 

Eメール：sagrada.f.yurai@gmail.com 

 

産後のエクササイズも細々と始めました。KEMHの

Physiotherapy Dept.が主催している教室は赤ちゃ

ん連れで参加可能ですし、骨盤底筋のエクササイズ

に力を入れていて産後の弱った身体にはぴったりで

す。 

 

Postnatal Exercise 

http://www.kemh.health.wa.gov.au/brochures/

consumers/wnhs0556.pdf  

 こんにちは。私はサリーと申します。２９日にキ

ングズパークで虹の会の新年会のピクニックに参加

させていただきました。私は日本に６年半滞在し、

半年程前に生まれ育ったオーストラリアへ帰国しま

したが、日本とのつながりを失わないように、虹の

会の正会員になりました。いままで日本祭りの手伝

いをしてきましたが、今回が初めて会員の皆様とお

会いする機会になりました。 

 世界のどこの海外居住コミュニティーでもこんな

特徴があると思いますが、今回の新年会のピクニッ

クでは、様々な世代、職業、興味や経験の方々が集

まっていました。会員の方たちとは、生まれた国で

の生活から離れていて、オーストラリアで暮らして

いるという経験は大きな共通点になっていましたの

で、すぐなじむことができるような環境でした。 

 まず、食べ物は圧倒的で、一品持ち寄りという形

でした。肉じゃが、ちらし寿司、そうめん、カレー

ライス、焼きおにぎり、焼きトウモロコシ…やっぱ

り自国の人達と一緒に集まる際、子供の頃から心に

残っているような食べ物を食べたくなりますね。お

いしい料理をいっぱい食べさせていただきまして、

ありがとうございます。日本祭りで出す焼きおにぎ

り等の試食もできまして、祭りでの食べ物の楽しみ

も湧いてきました。 

http://www.wnhs.health.wa.gov.au/services/breastfeeding/index.htm
http://www.wnhs.health.wa.gov.au/services/breastfeeding/index.htm
http://www.kemh.health.wa.gov.au/brochures/consumers/wnhs0556.pdf
http://www.kemh.health.wa.gov.au/brochures/consumers/wnhs0556.pdf
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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  

 また、各メンバーからの自己紹介が行われまし

た。パースで住むことになった理由や、虹の会の

メンバーとしての活動を、一人ひとりみんなの前

で報告されました。いろいろな道を歩んできて、

このパースにたどり着いた人の話が聞けました。

会員活動についても、子育ての相談、心のケア、

子供への読み聞かせ等、色々紹介されました。海

外生活は楽しいですが、楽しい経験の反面に、つ

らい経験を伴うこともあります。パースの日本コ

ミュニティーに対して虹の会が頼りになる存在で

あることがわかりました。コミュニティーの大切

さも改めて実感しました。 

 会話が弾み、料理がおいしく食べられ、キングス

パーク日和の天気やゲームをしている子供の様子が

楽しめたピクニックになりました。今後の活動が楽

しみです。宜しくお願いします。 
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  メンバーズコーナー 

佐藤 麻実 

 

私が初めてパースに来たのは1999年でした。日

本とこちらを行き来していましたが、５年くらい

前から、またパースに住みはじめました。初めて

パースに住み始めた頃は、まだ、子どもも小さく

不安だらけでしたが、多くの方に助けられてきま

した。特に私達夫婦は、お互いが移民で、頼れる

親戚、家族が身近にいない為、友人や日本人コ

ミュニティーは、大切な存在です。こうした虹の

会の活動も、パースに住む日本人にとって、心強

いのではないかと思います。今はこちらで会計の

お手伝いをさせて頂いています。みなさんのお役

に立てるよう頑張りたいと思います。どうぞよろ

しくお願い致します。 

 新年になり、虹の会では１月２９日に恒例の新年親睦ピクニックが催されました。 

 天候にも恵まれ、５０人ほどの会員とその家族，友人が集まり、キングスパークの緑の中、とても楽しい

ひと時を過ごしました。会員の子どもたちがゲームや公園で一緒に遊び、仲良くなっているのが印象的でし

た。 

  

 ３月７日フォーレストプレイスで行われます、日本祭りの準備では虹の会は会場担当となり、テントの準

備や出店者への連絡など、できるだけの役割を担ってきました。 

 

 新年から、虹の会には電話相談、メール相談が毎日のように入り、日本人の人口増加とともに相談件数も

増えていると実感しています。虹の会には看護師、医師、教師、保健師、通訳など資格のある会員が多く在

籍しています。 

 何かお困りのことがありましたら、お役に立てるかどうか分かりませんが、ご連絡ください。また、日本

人プレイグループへの支援も行っており、今年も３月ごろから活動を開始します。 

 

 虹の会ではいつでも会員を募集しております。ホームページの入会申し込みを事務局にお送りください。 

今年もどうぞよろしくお願いします。 

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 
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編集だより 

 新しい2015年を迎え、恒例のキングスパークでの例会、新年会が行われましたが、今迄になく大勢の

メンバー、家族の参加で親睦を深め、薄暗くなり蚊に刺されるまで楽しく過ごしました。３月１日には

ビーチ クリーンアップに、３月７日には２回目の「日本祭り」に参加します。今年は「虹の会」の名物

“お好み焼き”ではなく、“焼トウモロコシ”と“焼おにぎり”に挑戦します。メンバーが協力し合

い、何度も試食研究した成果を、是非、是非ご試食してみて下さい。Forrest Placeでお待ちしておりま

す。                              （編集委員：デーヴィス 靖子） 

 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 


