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永住権の思わぬ落とし穴 

 オーストラリア国籍を持たない外国人永住者の方がこ

こパースにもたくさんいらっしゃいます。 

  

 条件付の永住ビザ（RSMS 187やSkilled Nominated 

Visa 190など）でもないのに、ご自分の永住権が実は

MIGRATION ACT 1958 - SECT 116に記載される理由で、

MIGRATION ACT 1958 - SECT 109の権限の元、キャンセ

ルの危機に直面するということもあります。移民法で

は、「間違った情報に基づき与えられてしまったビザ」

を取り消すことができるという移民局の権限を定めてい

ます。 

  

 やっと念願かなってオーストラリアの永住権が取れて

大喜びと、安心されている方にとっては青天の霹靂、悪

夢の始まりです。 

 先日もクライアント（日本人ではありません）の方

が、オーストラリアの国籍申請後に移民局より「あな

たの永住権は取り消されるかもしれません」という手

紙を受け取りました。本人はオーストラリアの国籍申

請条件をクリアしていたのですが、その申請書に書か

れていた情報とその方の永住権申請時の個人情報が一

致しなかったというのが理由です。 

  

 もちろん移民法で決められた手順を踏んでからの取

り消しになりますので、きちんと理由を説明できる機

会は与えられていますし、万が一取り消しになっても

Administrative Appeals Tribunal（AAT）という調停

の場で、移民局の取り消しの決定事項に異議申し立て

をする権利も与えられます。 

  

トウイー 万葉 
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 この取り消しの対象となりうる「正しくない情報」

は、移民法において極端な話ですが「スペルの間違え」

さえも含まれてしまいます。法律では漠然と「Incorrect  

Information」の一言で間口を広げていますので、小さな

間違いでも含まれてしまい対象になってしまう可能性が

あるのです。 

 

 そこに悪意や犯罪目的、故意の操作などが存在しなく

ても、ただのあなたの「うっかり」や、依頼したエー

ジェントや申請に協力した人物、または会社等の提出し

た書類や情報などの全てが対象になります。「Incorrect 

Information」は情報源も種類も特定していません。 

  

 この危険性もオーストラリアの国籍を申請しなければ

安全、というわけでもありません。たとえばPartner 

Visa、Parent Visa や観光ビザのスポンサーになったり

する時に移民局に提出する申請事項も、ご自分の永住ビ

ザ申請時に提出したものとを照会されることが多くなっ

てきました。 

 

 「今回の申請であなたはｘｘと書いていますが、永住

ビザをの申請時のあなたの情報と一致しません。きちん

と説明できないと申請者のビザはRefuse、あなたの永住

権も取り消しになる恐れがあります」 

 

 という不幸の手紙が移民局より届くこともあります。 

 

 国籍も申請しないし、ビザのスポンサーにもならない

から大丈夫と思っていても、ある日突然誰かに陥れられ

るということも考えられます。特に移民局は、第三者の

情報提供を大いに奨励し、重要視する傾向にあります。

そうです、俗に言う「タレコミ」または「密告」という

種類のものです。 

 

 誰かが自分のことを目の敵にし、あなたを陥れようと

いう魂胆で移民局に「この人物は移民局に嘘をついてい

る！」と言ってしまえば、「こういう情報が入りました

が、本当ですか？」という手紙が来る場合もあります。

告発者のプライバシーは保護ざれているので、あなたに

は誰がどのような目的で自分を陥れようとしているのか

知る術もありません。 

 

 もちろん「うそです！」の一言で済まされるはずもな

く、証拠となる書類を揃えて身の潔白を証明するのはス

トレスも時間もかかります。以前扱った案件では、密告

者が数人でグルになり、本人の身の潔白を晴らす証拠が

出てこなかったということがありました。こうなると四

面楚歌状態です。どんなに小さな証拠でもとにかく掻き

集めて提出するしかありません。 

 

 通常は手紙の日付けから28日以内に移民局に「弁明の

手紙プラス証拠書類」を送らなければなりません。これ

を放っておくと移民局の言う事実を認めたということに

なりますので、必ず言われた期日はきちんと守ることを

お勧めします。 

  

 長くオーストラリアに住んでいらっしゃる永住者の

方々は、すでにご経験済みだとは思いますが、永住権と

言ってもオーストラリア国外に出る人は、帰国時に有効

なResident Return Visa（RRV）を持っていなければ再

入国ができません。 

 

 海外で、このRRVの期限が切れてしまって人がオースト

ラリアに戻るためには、過去5年間にどのくらいの期間を

オーストラリアで過ごしたか、オーストラリアまたは

オーストラリアの永住者・国民との結び付きや、考慮さ

れるべき理由が移民局に認めれられれば、状況や過去の

滞在期間等が考慮され、最低でも３ヶ月間有効のRRVが与

えられます。 

 RRVの失効後、観光ビザなどのRRV以外のビザを取得し

た人や、オーストラリアまたはオーストラリアの永住者

または国民との結びつき、個人的な考慮されるべき特別

などが認められなければ、以前に持っていた永住権は完

全に無効になり、再度一から永住権を取得しなければな

りません。 

 

 永住権は国籍とは異なり、永遠に有効で安全というい

う保証はないということをご理解ください。 

 

 数あるオーストラリアの法律の中でも、特に移民法は

頻繁に改正されます。選挙や政治、社会情勢、経済、犯

罪、国際情勢、世論などがすぐさま移民法に反映され改

正に至ります。 

ビザの種類や申請資格、ビザの申請費用も突然変わりま

す。 

 

 今回のコラムでお伝えできる情報は、2016年2月現在の

ものであるということをご理解ください。 

 

Mayo Tuohy (Registered Migration Agent Registration 

Number：0956785) 

Equitas Lawyers 
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【パースの同好会紹介】 

 着物ファンの一人としてパース移住の際に着物

を数点持ち込み、食事や御呼ばれなど機会を作っ

て着物を楽しんでおりました折、パース在住の日

本人の方から、｢着物を着たいけど自分で着られな

い」｢着物は持ってきているけれど着る機会がな

い｣という声を多く聞きました。 

そこで、着物に興味がある人が気軽に着物を楽し

めるところを作り、着物を着ることや知ることを

通して生まれる様々な｢喜び｣を一人でも多くの

パースに住む人達とシェアできたら楽しいなとい

う想いから当クラブは2014年２月に立ち上がりま

した。 

  

 入会資格は、着物に興味のあることで、着物の

有無は問わず。２年が経った現在、当クラブは現

在約80名の会員数で、割合は日本人６割オースト

ラリア人４割と日本人以外も多くおられます。 

 

 外国において着物を着ることで、日本人として

の気づきや喜びが多くございます。 

その一部を当クラブの活動の一部と共にご紹介し

たいと思います。 

 

○2015年日本祭りにて西オーストラリア州初の本
格着物ファッションショー 

 世界には民族衣装の無い国もあるなか、着物イ

コール日本と多くの人がその存在を知っているこ

とがいかに素晴らしいことなのかを実感いたしま

す。実際に着物を見たことがない人も多い豪国で

はどこへ着ていっても大変喜ばれ、驚くほど多く

の人が足を止め、美しい・素晴らしいと褒めてく

ださいます。また普段なら話さないような方と

も、着物をきっかけに日本の話など話題が弾むこ

とも多々あります。 

○ディナーやハイティなどの着物でお出かけイベ
ント 

 着物をお持ちなら袖を通さないのは損。身に着

ける毎に不思議なほど男女ともに凛とした雰囲気

と美しい身のこなしが身に付いてまいります。ま

た、年代や社交クループは違えども、着物という

共通の興味のあるメンバーなので交流の幅が広が

ります。 

 

○着付けレッスン 

 着物を知ることは日本を知ること、そして日本

人である自分を知ることともいえます。数千年の

歴史の中、暮らしぶりや気風に伴って変化を経て

完成したものである着物は、日本人が自らのルー

ツを知りアイデンティティを得ることにおいても

大変優れたものであると考えます。なぜなら、着

物には日本人の長い歴史に培われた”もったいな

い”に代表される”自然を敬い寄り添う考え方”

や、四季の移ろいを敏感に感じる"繊細さ"等、数

え切れないほどの世界に誇れる”日本人の特性”

が詰め込まれていますから。そしてそれは着れば

着るほど見えてきて、「日本人に生まれてきてよ

かった」と心からの感謝があふれてまいります。

レッスンや着物を通して個々が日本の美意識や精

神を学ぶことはもちろんですが、日本人以外の生

徒さんのコメントや意見からもそれらを教わるこ

とも多くあります。 

■パース着物クラブ –着物が再確認させてくれる自分の中の美しき日本を共に‐ 

パース着物クラブ ウッズいずみ 
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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  

○他の日本文化を提供する皆さまとのコラボレーション 
 

 着物を着ること、そしてそこに伴うマナーや精神性

を『装道』と呼ぶ方もございます。私自身も着物を着

る機会が多くなるにつれ、その様に感じております。

そこに加え、茶道教室とのコラボレーションやパース

子供祭りにおいての七五三衣装着付け撮影に参加させ

て頂く機会を通し、日本人の精神や美意識、行事やそ

の歴史に込められた想いなどをより深く理解することができます。 

 異文化が共存するオーストラリア、また日に日にボーダレスになる現代。自らの国.文化を理解するこ

とは、他文化への興味と理解を深めるきっかけにもなるとも考えます。 

 

 もちろんこれはほんの一部ですが、活動に参加してくださっている会員さんの多くが、会を通して喜

びや充実感、達成感などを感じてくださっていて、嬉しい限りです。 

 

 今後も、着物と繋がることを通してこれらの喜びを一人でも多くの方と共感し、皆さまの毎日がそれ

までより明るく充実したものとなるお手伝いができたら、ひいては、西オーストラリア州に住む日本人

とそのお子様たちが、ルーツである日本文化に誇りを持ち国際人として心豊かに生きるお手伝い、また

オーストラリアの人々と日本とがより深く繋がるきっかけとなることができたら、クラブといたしまし

ても何よりの喜びです。 

  

 これからも着物が繋いでくれるご縁を大切に活動を続けてまいります。今後も、当クラブの活動を応

援して頂けましたら幸いです。  

 

パース着物クラブ／会長 Woods いずみ 



Page 5 第 61号 

 E-Gee'sは、1999年に初心者６人で始まった、日本人を中心にパースで活動しているテニスサークルで

す。 

  

 活動期間が15年を超えた当サークルのメンバーは現在約40人で、この15年間に在籍した歴代メンバー

はすでに100人を超えています。 

 

 永住者・学生・ワーキングホリデー・主婦などなど、年齢もテニスの実力もまったくバラバラです

が、和気あいあい＆真剣にテニスを楽しんでいます。 

 

 現在の定期活動はNorth PerthのRobertson Park Tennis Centreにて毎週日曜日午後３時から５時で、

ダブルスを中心としたゲーム形式。 

  

 テニス大会や紅白戦はもちろん、ＢＢＱや親睦会などテニス以外のイベントも随時開催しています。 

 

 詳しい活動内容やテニスコートの場所などは下記ホームページを参照してください。 

http://sports.geocities.jp/egeesperth/ 

またお問い合わせはお気軽にegeesperth@gmail.comまで。 

 

パース日本人テニスサークルE-Gee's 

オーガナイザー くに もりお 

【パースの同好会紹介】 

■パース日本人テニスサークル「E-Gee's」 

パース日本人テニスサークルE-Gee's くに もりお 
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炎暑厳しい季節となりましたが、皆様体調のほうはいかがでしょうか？ 

虹の会は新年を迎え、多くの行事を予定しております。 

 

まず、１月２８日にはキングスパークにて、親睦ピクニックを催しました。３０人ほどの会員、会員の

家族、友人が集い、皆さんの手作りのおいしい料理が並び、話に花が咲きました。子供たちもスイカ割

などに参加し、とても楽しい時間を過ごしました。古くから活動している会員や、新しく虹の会に入ら

れた会員の交流の場として、普段、お会いできない多くの方に参加していただきました。 

 

今後の予定としまして、２月２７日（土）の日本祭りに出店し、焼きおにぎり、枝豆、食器などを販売

します。まだまだボランティアを募集しておりますので、詳しくは虹の会Facebookをご覧ください。 

 

３月２０日（日）にはカリンナップショッピングセンターにて、サ

ンデーマーケットを行います。今回は西オーストラリアで起こった

大規模なブッシュファイヤーに対し、売り上げを寄付するという趣

旨で行いますので、皆様ご協力お願いします。寄付の物品は電話を

いただければ取りにまいりますので、ご連絡ください。また６月下

旬には大変好評な「生まれる」という映画の自主上映会も企画して

おります。 

 

虹の会では随時ボランティアを募集しておりますので、事務局まで

ご連絡ください。 

０４０３５３０９２８（裕子） 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

  メンバーズコーナー 

太田晴美 

 

皆様、初めまして。離婚相談を担当しております太田晴美です。 

私は２００３年３月に、娘を連れて横浜からパースに引っ越して来

ました。 当時６歳だった娘は、大学３年生でもうすぐ２０歳になり

ます。最近は娘と洋服の貸し借り、スイーツの食べ歩き、ボーイフ

レンドの話ができるようになり、母娘よりも友達みたいな関係にな

り、パースでの子育てに満足しています。 

私が虹の会に入ったきっかけは、数年前から個人的に友人の離婚の

相談にのり、いつの間にか全く面識のない方からも離婚についての

相談の電話を受けるようになり、個人での電話相談に限界を感じた

からです。 

今後は虹の会を通して、離婚に悩む方達をサポートしたいと思いま

すので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 
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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 

今年も正月は、あっという間に過ぎて、早や、日本祭りとサンデーマー

ケットの季節に入ってきました。虹の会は、この二大行事に深く関わっ

ていますので、今年も多くのボランティアの方々の参加をお待ちしてお

ります。どんな役でもなにかやってみたいと思われましたら、ぜひ事務

局まで、メールや電話でご連絡ください。  （編集委員：大槻慎一） 


