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ワルーナ、ハービー大火災 / サンデーマーケットで被災者を救援 

 去る３月２０日（日）、虹の会恒例のサンデー

マーケットがキャリンナップのショッピングセン

ターで行われた。今回の目的は、１月上旬に発生

した山火事により被害を被ったワルーナ、ハー

ビー地域の被災者への募金。 

 夜も明けきらぬ午前６時、会場に到着すると、

すでに大槻会長他メンバーの方々が搬入準備に取

りかかっていた。程なくファーストリンクキュー

ブ、手川氏運転のトラックから段ボール箱が手際

良く下ろされる。箱を開けると賛同者たちから寄

せられた多種多様な商品が次々と出てくる。 

 主催のスカーボロロータリークラブからは、今

回もベストポジションの５ブース分が提供され、

虹の会のメンバーやそのご家族などスタッフも総

勢３０人程になり力強い。 

 ７時過ぎには商品がテーブルに並び、早くも臨

戦態勢に。開場を待つ人々の長い行列も、ちょう

どブースの裏手にまで伸び、その人たちからの熱

い視線が向けられていた。 

 ７時３０分の開場と共に、脇目も振らずにこち

らのブースめがけてくるお客様でアッという間に

人垣ができてしまう。 

 こういったマーケットにつきものの値引き交渉

にも、メンバーの方々は慣れたもので、次々に交

渉成立で商品がはけていき、１０時３０分の終了

時にはそのほとんどが、さばけてしまった。 

 ブースでは販売のかたわら募金箱も置かれ、来

場者に寄付も呼びかけられた。 

虹の会 高橋隆幸 
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 今回の売り上げ全額と寄付金の合計$1,367.28

は、直ちにパース市が運営するLord Mayor's Dis-

tress Relief Fundに寄付された。 

 

■南西部の長閑な町を襲った火の手 

 

 パースの南、約１１０キロにある行政区のワ

ルーナとハービー。インド洋を臨む清廉な海岸

線、手付かずの自然の中に点在する湖、肥沃な耕

地の先にはジャラの森が広がるダーリング山脈の

山々が連なる。 

 １８３０年代に入植が始まり、その後木材の切

り出しで繁栄し、現在はアルミ精錬、ボーキサイ

ト採鉱、酪農、木材、観光など多様な産業が人口

約３万人のこの地域を支えているという。こんな

南西部の長閑なところに今年の夏、悪夢が襲っ

た。 

 １月６日朝、丘陵部ナンガブルックでの落雷に

端を発した山火事。折から続いていた高温と東か

らの強風で、その火の手は瞬く間に海岸方向に広

がり、７万ヘクタールの土地をなめつくし、180の

建物が焼け落ちた。 

 この火災でレズ・テイラーさん（77）とマルコ

ム・テイラー（73）さんの男性２名が１月９日に

なって自宅の焼け跡から焼死体で見つかった。

1500人以上の住民がピンジャラやオーストラリン

ドの施設に避難し、プレストンビーチの住民は火

災で交通路が閉ざされ、海からボートで救出され

た。 

 ところによっては炎の高さが５０メートルにも

達し、火災の煙によってできた積雲でさらなる雷

電も発生したほど。サムソンブルックにかかる橋

は熱でアスファルトが溶け、倒壊し、ヤーループ

の中心街は７分程で焼け落ちた。ここには歴史遺

産となっている旧製材所や蒸気機械の博物館など

貴重な建物も数多くあったが、すべて火の手から

逃れることはできなかった。 

 火災は最大で外周約４００kmものエリアに広が

り、他州からの派遣を含め３５０名の救急サービ

ス隊員が消火活動にあたったが、鎮火後も火はく

すぶり続け、完全に火が消えるまでには１７日間

を要したという。 

 

■パース市は直ちに救援基金を設置 

 

 パース市が運営する救援基金、Lord Mayor's 

Distress Relief Fund（LMDRF）。同市のリサ・

スカフィディ市長は、このワルーナおよびハー

ビーでの大火災発生後、直ちにWAROONA AND  

DISTRICT FIRES APPEAL を設け、募金活動を開始

した。 

 LMDRFは、西オーストラリア州内で発生した天

災による人的困苦や困窮から住民を救うことを目

的として１９６１年に設立されたもの。これまで

にドウェリンガップ（2007）、トゥージェイ

（2010）などの火災、ガスコイン・ミッドウエス

ト洪水（2011）のほか、近年ではパース丘陵部

（2014）、エスペランス（2015）での火災などに

も援助を行ってきた。 

 この基金の運営費用の全てはパース市の予算で

まかなわれ、基金に寄せられた全額が直接それを

必要としているところへ充てがわれている。 

 今回のワルーナ及びハービー地域では以下のレ

ベル別に援助が行われる。 

 

 レベル１：居住していた所有住宅およびその

家財が全焼 

 レベル２：居住していた所有住宅および家財

の損傷 

 レベル３：上記以外の所有不動産の損傷もし

くは全焼 

 レベル４：居住していた賃貸住宅および家財

が全焼 

 レベル5：居住していた賃貸住宅および家財

が部分的に損傷 

 レベル6：農業用地での損傷および全焼

（フェンス、貯水タンク、電柱、通信設備な

ど） 

 レベル7：火災による死亡者の最近親者への

援助 
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 ４月１５日時点で、LMDRFの寄付金は810万ドル

に上り、それまでに140万ドルがレベル１、４、

７の被災者への援助として分配されたという。 

 この募金は、寄付、申請とも今年５月末日を

持って締め切りの予定となっている。 

寄付に関しての詳細は以下で。 

www.appealswa.org.au 

 

 ４月末に現地を訪れると、まだおびただしい焼

け跡が残っていたが、丸こげになった木々や大地

からは新しい葉や芽が顔を出し始めていた。ここ

で暮らす人々の生活と環境が元の形に戻るまでは

まだ時間がかかると思われるが、そこに生える

木々の様に一日も早くその日がやって来ることを

望みたい。 

＜写真キャプション＞ 
焼け跡に新しい葉や芽が出てきたワルーナの林 

サンデーマーケットの様子 
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日本祭りに参加して 
虹の会 天野かおり 

 虹の会では、これまでファンドレイジングを目的

とし多くのイベントに出店してきました。そういう

時に、忙しくフルタイムでお仕事をされている会

員、子育て奮闘中のお母様会員なども含めて、それ

それの会員が、できることをできる範囲で協力して

くださいます。色々な能力や経験、経歴を持った幅

広い年齢層の会員を持つ虹の会は、イベントになる

と、その底力が発揮されます。やはり、営利団体で

はなく、全ての人がボランティア精神で集まってい

るので、和気藹々の雰囲気で協力体制が築けるのだ

と思います。 

 

 今年の日本祭りでの虹の会の出店は、焼きおにぎ

りと枝豆、ラムネなどの食べ物ブースと、日本文化

紹介ブースとして、日本の陶磁器を展示販売しまし

た。ブースを２つも持ち、人手は足りるのかと不安

もありましたが、会員にお手伝いを募ると、１時間

や2時間しか協力できないけど是非参加したいと言

うように、忙しい合間を縫って駆けつけてくれる会

員も多く、また会員のお子さん、お孫さんまで参加

してくださり、当日は大成功に終わりました。日本

祭りは、多くの虹の会会員が参加、協力して、連帯

感や達成感を共有する大切な機会になっています。 

 

 今回の陶磁器販売は、虹の会としての初めての試

みで、日本の美しい器を見てもらうことが目的でし

た。隣の茶道のお手前を体験できるブースととも

に、ほんの少しでも日本の美意識に触れてもらい

たいと、ディスプレイなどにも気を遣い、萩や備

前、織部の美しい焼きもの達を飾りました。反響

などあまり期待せぬまま、まして、１点が、２０

ドル、３０ドル、それ以上の価格の食器が、祭り

のブースで売れるとも思っていませんでした。し

かし、祭り当日には、朝からお客様も多く、手に

とって眺める方、質問をされる方など、興味を

持って頂くことができ、また実際に購入される

オーストラリア人もたくさんいらっしゃいまし

た。抹茶と抹茶茶碗、茶筅のセットは、全て完

売。急須や湯飲み、ご飯茶碗、寿司を盛りつける

のにぴったりの皿などもよく売れました。近年の

日本食ブームによって、さらに茶道や陶芸のよう

な分野にも関心が高まりつつあるのかもしれませ

ん。 

 

たまたま、海外で暮らすことになった日本人の私

たちにとっては、どこかに自国の文化を背負って

いるような自負があるものです。日本祭りの実行

委員にせよ、出店者にせよ、ステージのパフォー

マーにせよ、そんな自負心があるからこそ、心が

こもり、祭りが盛り上がるのだと感じます。そし

て、私たちには、誇りに思えるような文化的背景

があることに感謝したいです。  
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  メンバーズコーナー 

虹の会のに新しく加わりましたMayo Tuohy（マヨ・トゥーィ）で

す。 

 

 ニュージーランド（オークランド）では1988年から、ワーキン

グホリデーの人たちのカウンセラーをしておりました。10年ほど

で延べ1,000人近くの人たちと接して、人生に突如降りかかる災難

や幸福を、仕事を通してお手伝いをするという形で、色々なこと

を体験してきました。 

 

 2000年5月に到着したパースでは、Master of Professional 

Accounting、Commercial CookeryのCertificate III、フランス

料理店で働いていたこともあります。マードック大学で移民法を

学び、2009年にRegistered Migration Agent （MARN#9056785）に登録、オーストラリア政府公認のビ

ザ代行業者となりました。 

 

 2009年より弁護士である主人と立ち上げたEquitas Lawyersで、専門の移民法・ビザのアドバイス、経

理・会計を担当しております。Equitas Lawyersでは5人の弁護士が、あらゆる分野の法律を、それぞれの

得意分野に分かれて法律相談にあたっております。 

 

今回、虹の会の新メンバーの自己紹介という貴重な機会を頂きました。自分の今までの経験やスキルが、

誰かのためにお役に立てるかは分かりませんが、とても有難く思っております。 

 

どうぞよろしくお願いいたします。 

「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。 

皆様もご存知のように、日本ではまた大規模な震災が起きてしまいました。 

パースに住む熊本出身の方、九州出身の方たちは気が気ではない日々をお過ごしと思います。 

現在、九州出身者による募金活動の話が持ち上がっておりますので、参加を希望の方は虹の会までご連

絡ください。 

 

さて、虹の会は２月の末には日本祭りに参加し、３月にはサンデーマーケットに出店して、WAのブッ

シュファイヤー基金に売り上げや募金の全額を寄付させていただきました。 

５月には恒例の日本人墓地清掃を行い、現在は６月２６日に予定しております、自主上映「生まれる」

の映画会の準備に追われています。 

また、２月３月にはパースの日本人プレイグループを訪問し、多くの子育て中のお母さまたちと楽しい

時間を過ごしました。 

ケア活動としては介護施設を毎週定期的に訪問し、入居中の日本人にお会いしています。 

 

先月号で紹介しました、同好会の記事を見て、同好会に多くの方が参加したと聞いています。 

虹の会ニュースレターではいつでも記事を募集しておりますので、お問い合わせください。 

 

また、ボランティアに興味がある方を募集しています。 

子供たちのために何かしたいと思っている方、災害の募金に参加したいと思っている方、日本の行事に

参加したい方、高齢者の介護などに興味のある方など、お待ちしています。 

 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

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  
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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 

日に日に寒くなってきましたね。雨続きのお天気で、家の中は洗濯物だらけ。気分もふさぎがちにな

る、パースの冬は苦手です。夏の日差しと青い空、青い海がすでに恋しい今日この頃。今年は、映画

やコンサートなど、冬のイベントに参加し、文化的なパースを楽しもうかと思います。まずは、６月

２６日の上映会で、たくさんの人にお会いできることを楽しみにしています。ステキな交流の輪が広 

がりますように！                           （編集委員：さゆり） 


