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パース日本語教育事情 ２０１５年版 
虹の会 オタウェイめぐみ 

 継承日本語話者(以下 バックグラウンド)を子

供に持つ親にとってどのように日本の文化や言語

を伝えていくかは、子育ての中でも大きな課題の

一つです。私自身３人の子供を持ち、長男は昨年

より高校に通い始め、日本語のクラスを取ってい

ます。近年、ＷＡＣＥ*1（下記 評価・試験の種

類参照）にバックグラウンドコースが取り入れら

れたと聞きましたが、詳しい説明は学校より一切

なく、親として正しい情報を持たずにどうやって

子供に選択肢を提供できるのだろうという疑問を

感じていました。日本語が話せるので日本語を選

択科目に入れると卒業認定試験の際の点数に有利

になったという時代もあります。親が日本人であ

れば必ずバックグラウンドコースを選択させられ

るとのうわさも聞きました。きちんとした情報を

誰かが提供する必要性を強く感じこの記事をまと

めることとしました。２０１４年３/６月号でパー

ス教育事情で３歳から小学生までの教育制度を掲

載しました。高校は親自身学校に行く機会も先生

に会う機会も限られています。自分たちが未経験

の学校制度の情報を一から調べるのには難しいも

のがあります。 

 また、虹の会でプレイグループの訪問をし、子

育て相談を受ける中で日本語教育はもっとも多い

質問の一つです。今回は特に高校での日本語教育

についての情報を中心としています。子供たちの

家庭環境は親が日本人であっても様々です。その

中でどのような選択肢があり、親が子供たちにど

こまで望んでいるのかを私たち親自身が知ってお

くことが重要であると考えています。この国の教

育制度は頻繁に変更されることが多いのが現状で

す。政府の関係機関の資料を添付しましたので最

新情報を毎年ここから入手できるようにしてあり

ます。 

 この情報は虹の会のホームページにも掲載し、

適宜更新できればと考えておりますので、読んで

下さる皆様からお気づきの点、追記すべき情報な

どございましたら是非ご助言を賜れれば幸いで

す。 

 

■選択肢 

  

 ・日本語学校（小学１年生から中学３年生） 

 ・日本語補習校（５歳から中学２年生） 

 ・現地校---日本語を第二カ国語または選択科 

  目として提供 （３年生から１２年生） 

 ・各学校のウェブサイトでカリキュラム、また   

  はＬＯＴＥ(Langage Other Than English)で検索 

 

■高等学校での日本語教育 

  

 履修資格基準 

 

７年生から１０年生にはないが、各学校により

バックグラウンドの生徒を受け入れる学校もあれ

ば、他の言語を取るように勧める学校もありま

す。ここ最近の厳しい履修資格基準導入後は、学

校の方針でバックグラウンドコース自体はある程

度の人数が集まらないかぎり開講しないし、バッ

クグラウンドも受け入れないと定めている学校が

増加しているそうです。その中でも、放課後や朝

にバックグラウンドのための特別授業を設けてい

る学校が数校あります。ただ、バックグラウンド

コースの教材不足・情報不足・人材不足の環境で
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あるため、教師に多大な負担がかかり、このよう

なサポートが他校に広がっていくのは難しい現状

です。バックグラウンドがセカンドランゲージの

クラスに受け入れられた場合、子供の日本語の能

力に応じて一年上の学年に入れさせたり、アシス

タントに違うカリキュラムをさせてもらうなど、

特にバックグラウンドコースに入る確率が高い生

徒が日本語コースを選択するのであれば、教師と

きちんと話をし対策を取る必要があります。 

また、パース補習授業校では各学校に存在してい

るバックグラウンドを対象にした土曜日のコース

を開講することも今後検討しているそうです。 

１１／１２年生は日本語で学校教育を受けていた

期間、日本に住んでいた年数または家庭での環境

などによりセカンドランゲージ、バックグラウン

ドまたはファーストランゲージのコースに分かれ

ます。 

http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/

pdf_file/0008/12968/

Applica-

tion_for_permission_to_enrol_in_a_WACE_langua

ge_course_in_2016_pdf1.pdf 

 

 申込書に生まれてからの日本への滞在期間（ホ

リデー含む）や補習校での学習時間等の情報を詳

しく記入することを求められます。 

file:///C:/Users/megu__000/Downloads/

Japa-

nese_SL_eligibility_application_Year_12_2015.

pdf%20(2).pdf 

 

 想定されるシナリオが多数、多言語の教科ごと

に載せてあり、自分の家庭環境がどのようにコー

ス選択に影響するのかを知ることができます。 

http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/

pdf_file/0009/12978/Scenarios-for-enrolment-

in-WACE-languages-courses_pdf.pdf 

 

■学習内容 

 

 バックグラウンドコースはNSW Board of Stud-

ies の教材、試験を使用しています。 

http://www.scsa.wa.edu.au/internet/

Senior_Secondary/Courses/WACE_Courses/

Japanese_Background_Speakers 

http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/

syllabus_hsc/japanese-background-

speakers.html 

 ２０１４年１２年生用バックグラウンドコース

の試験問題。 

http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/

hsc_exams/2014/pdf_doc/2014-hsc-japanese-

fbs.pdf 

 

 

■問題点 

 

 履修資格基準はあるものの校長、最終的にはＳ

ＣＳＡ(School Curriculum and Standards Au-

thority)の判断にゆだねられるため、人によって

解釈が異なることがあるようです。 

 その判断に対して異議を申し立てることはでき

ます。 

http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/

assets/pdf_file/0020/12971/

Applica-

tion_form_for_appeal_against_Languages_enrol

ment_determination_2015.pdf 

 

 現在は１１年生でバックグラウンドまたは

ファーストランゲージコースを受講しても、人数

が少ないためにクラスは開講できない学校が多い

のが現状です。その場合プライベートカンディデ

イトとして、１２年生のバックグラウンドコース

試験のみになります。それまではアシスタントさ

んとの個人レッスンなどに頼る方法しかありませ

ん。 

 

■ＬＯＴＥ ＡＴＡＲ*1（下記 評価・試験の種

類参照）ボーナスポイント 

 

https://go8.edu.au/sites/default/files/docs/

go8_lote_incentive_schemes_feb_2014.pdf 

 

 １２年生の言語のコースを履修した後にもらえ

るものであるので、それまでの過程でどの言語を

学んでいてもいなくても取得可能です。ただし、

中国語と日本語の両方のコースを受けている生徒

の場合は、一つの方（良い成績の方）しか、１

０％がもらえません。また、この１０％は生徒が

取得した点数の１０％であり、例えば「６０なら

ば６」「９０ならば９」と言う形になります。２

０１５年からプライベートカンディデイト（１２

年生の試験のみ）の生徒でもこの１０％が取得可

能にはなったが先のことは不明です。 

 

http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/12968/Application_for_permission_to_enrol_in_a_WACE_language_course_in_2016_pdf1.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/12968/Application_for_permission_to_enrol_in_a_WACE_language_course_in_2016_pdf1.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/12968/Application_for_permission_to_enrol_in_a_WACE_language_course_in_2016_pdf1.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/12968/Application_for_permission_to_enrol_in_a_WACE_language_course_in_2016_pdf1.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/12968/Application_for_permission_to_enrol_in_a_WACE_language_course_in_2016_pdf1.pdf
file:///C:/Users/megu__000/Downloads/Japanese_SL_eligibility_application_Year_12_2015.pdf%20(2).pdf
file:///C:/Users/megu__000/Downloads/Japanese_SL_eligibility_application_Year_12_2015.pdf%20(2).pdf
file:///C:/Users/megu__000/Downloads/Japanese_SL_eligibility_application_Year_12_2015.pdf%20(2).pdf
file:///C:/Users/megu__000/Downloads/Japanese_SL_eligibility_application_Year_12_2015.pdf%20(2).pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/12978/Scenarios-for-enrolment-in-WACE-languages-courses_pdf.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/12978/Scenarios-for-enrolment-in-WACE-languages-courses_pdf.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/12978/Scenarios-for-enrolment-in-WACE-languages-courses_pdf.pdf
http://www.scsa.wa.edu.au/internet/Senior_Secondary/Courses/WACE_Courses/Japanese_Background_Speakers
http://www.scsa.wa.edu.au/internet/Senior_Secondary/Courses/WACE_Courses/Japanese_Background_Speakers
http://www.scsa.wa.edu.au/internet/Senior_Secondary/Courses/WACE_Courses/Japanese_Background_Speakers
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_hsc/japanese-background-speakers.html
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_hsc/japanese-background-speakers.html
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_hsc/japanese-background-speakers.html
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/hsc_exams/2014/pdf_doc/2014-hsc-japanese-fbs.pdf
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/hsc_exams/2014/pdf_doc/2014-hsc-japanese-fbs.pdf
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/hsc_exams/2014/pdf_doc/2014-hsc-japanese-fbs.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/12971/Application_form_for_appeal_against_Languages_enrolment_determination_2015.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/12971/Application_form_for_appeal_against_Languages_enrolment_determination_2015.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/12971/Application_form_for_appeal_against_Languages_enrolment_determination_2015.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/12971/Application_form_for_appeal_against_Languages_enrolment_determination_2015.pdf
http://wace1516.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/12971/Application_form_for_appeal_against_Languages_enrolment_determination_2015.pdf
https://go8.edu.au/sites/default/files/docs/go8_lote_incentive_schemes_feb_2014.pdf
https://go8.edu.au/sites/default/files/docs/go8_lote_incentive_schemes_feb_2014.pdf


 
Page 3 第 60号 

ＵＷＡのＡＴＡＲボーナスポイントの例 

http://www.studyat.uwa.edu.au/undergraduate/

requirements/wace/lote 

 

 

■参考機関 

 

 ＨＳＣ日本語対策委員会（ＮＳＷ州内の日本語

コミュニティーランゲージ・スクールの保護  

者らを中心としたボランティアのグループ） 

http://www.hscjapanese.org.au/ 

■関連記事 

  

 日豪プレス 

http://nichigopress.jp/category/learn/

hscjapcourse_1/ 

http://nichigopress.jp/category/ikuji/

heritage/ 

http://nichigopress.jp/category/ikuji/%E3%83%

96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E5%85%88%E7%94%

9F%E3%81%AE%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%

B3%E3%82%AC%E3%83%AB%E6%95%99%E8%82%B2%E6%8C%

87%E5%8D%97/ 

  

 継承語としての日本語学習者のニューサウス

ウェールズ州中等教育カ リキュラムにおける扱 

いについて :履修資格基準やその他の障害 

http://jpf-sydney.org/nsjleproceedings/

download/11.shimada.pdf 

  

 ビクトリア州教育省日本語アドバイザー訪問報告 

http://www.gsjal.jp/miyazaki/dat/rep0403d.pdf 

 

*1評価・試験の種類（国際交流基金ウェブサイト

より抜粋） 

 

1．高校卒業認定試験［各州］ 

 クイーンズランド州と首都特別地域を除き、後

期中等教育段階の最終学年（12年生）にそれぞれ

の州で学外の統一試験（高校卒業認定試験）が行

われる。クイーンズランド州と首都特別地域は、

学内で試験が行われる。これらの試験の結果は、

学校での学業成績に加えられ、最終結果により進

学できる大学や専門学校などが決められる。 

 

 大学進学に関しては、2014年2月現在、州ごとに

出された高校卒業認定資格の成績が、国レベルの

尺度であるATAR（Australian Tertiary Admission 

Rank）に換算され、この点数により、進学できる

大学が決まる。クイーンズランド州のみATARは採

用しておらず、OP（Overall Position）という独

自のシステムを持っている。 

  

 なお、近年では、国際バカロレア（IB: Inter-

national Baccalaureate）のコースが履修できる

学校もオーストラリア国内に63校あり（2014年2

月現在）、IBの資格を大学出願時に提出する生徒

もいる。 

＜各州の高校卒業認定資格名＞ 

 

首都特別地域：Australian Capital Territory 

Year 12 Certificate 

 

ニューサウスウェールズ州：Higher School Cer-

tificate（HSC） 

 

ノーザンテリトリー：Northern Territory Cer-

tificate of Education（NTCE） 

 

クイーンズランド州：Queensland Certificate 

of Education（QCE） 

 

南オーストラリア州：South Australian Cer-

tificate of Education（SACE） 

 

タスマニア州：Tasmanian Certificate of Edu-

cation（TCE） 

 

ビクトリア州：Victorian Certificate of Edu-

cation（VCE） 

 

西オーストラリア州：The Western Australian 

Certificate of Education（WACE） 
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新年度を迎えて 

 虹の会の第１５回の総会が、去る１０月３日に開

かれ、前年度の事業報告と決算、および今年度の事

業計画と予算が承認され、新役員も決まりました。 

 

 虹の会が、２０００年にパースで設立され早や１

６年目を迎えました。 当初１０数人でスタートし

たこの会も、今や正会員、協力会員、賛助会員の合

計で１４０人を超える大所帯のボランテア団体とな

りました。最近は、インターネットの普及や、ソー

シャルネットワークの活用が進み、従来の電話相談

に代わり、メールによる相談や、虹の会のホーム

ページやFacebookへのアクセスが多くなってきまし

た。又相談内容も単なる情報提供から、複雑な夫婦

間の問題や、うつ病対策等、実際にお会いして、解

決の糸口を探るというパターンに変わってきまし

た。今後パースは、ビジネス関係の日本人が増える

と予想されますので、虹の会としても、より多くの

専門家を揃え、敏速に対応していきたいと考えてい

ます。 

 

 ところで、ボランテアは誰のためにするのでしょ

うか。私の１５年の経験から言えることは、それ

は、人の為にではなくて、結局自分の為にやってき

たのだと思います。人の為と考えると永続きしなく

て、結局自分が気持ちいいからここまで続いてきた

のだと悟っています。 

  

 これからも、みなさんのご協力、ご支援を得て虹

の会をここパースでより一層信頼できるボランテア

団体にしていきたいと思いますので、今後ともよろ

しくお願いします。 

虹の会 会長 大槻慎一 

「虹の会」の会員になりませんか  

パースで暮らす日本人同士がお互いに助け合うこと

で、私たちが、皆幸福に安心して暮すことができる

地域社会を作ることが虹の会の目的です。 

この趣旨に賛同し一緒に活動していただける方は、

ぜひ『虹の会』の活動にご参加ください。ボラン

ティアは自発的な活動ですので、無理なく楽しくで

きる範囲でのお手伝いをお願いしております。 

また会員同士の交流を通じて、情報交換もでき、

ネットワークの幅も広がります。皆で協力して一つ

のイベントを成功させる達成感や、誰かの役に立つ

ことができるという充実感は私達を心豊かにしてく

れるものです。 

 詳細については８ページでご覧ください。 
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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。 

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 

望月 香里 

 

他州へ移転した為虹の会から離れておりましたが、今年の10月から再度参

加させて頂くことになりました。現在はパースでフリーランスITエンジニ

アとして、主にパソコン修理やネットワーク機器設定等の業務に携わって

おります。虹の会では、会員様のパソコン修理のみならず、IT専門家とし

て会員の皆様に役立つようなIT関連情報を、発信していきたく思います。 

デーヴィス靖子 

 

虹の会へは私が新たな生活に踏み入れた時期に初代中原会長とお知合いに

なり、ボランティアと言う言葉に惹かれ、自分にも何かが出来るのではと

12年程前に入会はしました。徐々に会の活動が形になって表れるようにな

り、プレーグループ チーム、ケアサポート チーム が出来き、当時、介

護士として働いていた事もあり、以来ケアリーダーとして主に高齢者の

方々へのサポートをさせて頂いています。私に出来るボランティアをさせ

て頂き、感じている事は普段の生活の中では関わらないであろう、会員を

含め多くの人に接する機会を得、知る事のない分野にも目を向け新たな経

験が得られ、自分の世界が広がっていることです。そして、サポートを

し、少しでも喜んで頂いた時、私も喜びを感じられる事です。これからも

出来るだけ長く、ボランティアを続けて行きたいと思います。 
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今年もまた、ジャカランダの花の季節になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

  

さて、虹の会は10月3日に第15回定期総会を行い、下記のように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    レイランドちい子 

  理事     オッタウエイめぐみ 

         ジョーンズ重松さゆり 

         天野かおり 

         ウッズいずみ 

         望月香里 

  会計監査   梅木進二 

  会計補佐   佐藤麻実 

  事務局補佐  原伸男 

  

今年度の活動としまして、下記のことを予定しております。 

 

  1．高齢者，病気の方のケア活動 

  2、プレイグループ訪問，支援 

  3、妊娠出産、子育て支援 

  4、年4回のニュースレター発行 

  5、電話，メール相談 

  6、ファンドレージングのためのサンデーマーケット 

  7、勉強会，講演会，音楽会などのイベント企画 

  8、親睦会、ピクニックなどの会員のための活動 

  9、日本祭り参加 

  10、その他 

  

なお、ボランティアは常時募集していますので、年に2、3回の活動に参加できる方は事務局までご連絡

ください。 

 

去る１０月８日に虹の会主催の初めての『親子音楽会』を催しました。演奏者のWASO所属のチェロ奏

者、小松茂さんにご協力いただき、奥様のミッシェルさんとご一緒に子供たちが好きそうな曲を演奏し

ていただき、素敵な音楽会となりました。プロであります小松さんがパースに住む子供たちの為に、ボ

ランティアとして音楽会で演奏してくださったことに感謝するとともに、多くの方がたに参加いただき

大変有意義な音楽会となりました。また、告知以後すぐに満席となり、参加できなかった方がたも多

く、折を見て今年度もイベントを計画していく予定です。 

  

今年度も社会に貢献し、会員が楽しめる活動を行って行きたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  

事務局 

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 

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 

 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 

先日の肥満増加関連のニュースで、自動車生活のオーストラリア人は毎日、5000歩も

歩いていないとの事です。 私の 友人から「毎朝歩かないと、洗顔、歯磨きを忘れて

いる如き」と聞き、私も先週から顔も洗わず ！？“お歩き” に出掛け始め、1日奨励

数歩10000歩達成を目標に朝、30分以上は歩いて来る習慣を付けようと始めました。皆

さんも是非、どうぞ。“健康管理は足から！”   （編集委員：デーヴィス靖子） 


