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弁護される権利 

 慣れない海外で、予想もしていなかったことが

起き、訴訟を起こしたり、起こされたりなど、裁

判所を利用しなければならない場合があるかもし

れません。ただでさえ精神的なダメージを受け、

心が折れそうになっているのに、言葉や専門用語

を理解するだけでも大変です。 

 

 離婚に伴う子供の親権や財産争い、契約不履行

などの訴訟、道路交通法違反などでの起訴など、

自分の意思に反して裁判に巻き込まれてしまうこ

ともあります。オーストラリアでは、日本の法律

や常識はもちろん通用しません。この国で裁判を

するには、当たり前ですが、この国の法律に基づ

いて裁かれなければなりません。日本語の法律用

語でさえ難しいのに、英語での法律用語となると

更にハードルが高くなります。 

 

 西オーストラリア州でも、リーガルエイドで法

律サービスを、無料または非常に安く受けられる

という援助があります。経済的に余裕の無い方に

とっては有難いシステムで、申請をして審査に通

れば、高い弁護士費用を払わなくても済みます。 

 

 私どもの運営する法律事務所はプライベートの

事務所ですが、以前家族法のみ政府に登録し、

リーガルエイドの法律サービスを行っていたこと

があります。リーガルエイドでも常勤の弁護士が

いますが、一人の弁護士が抱える案件の数が多す

ぎるため、プライベートの弁護士を登録させ、政

府から直接弁護士費用が支払われる仕組みです。

次々とケースが紹介されます。ざっと内容を聞い

て、そのケースを受けるか受けないかは、登録し

ている弁護士事務所の担当弁護士の判断で決定し

ます。 

 

 リーガルエイドのクライアントばかりを大量に

引き受ける私設弁護士事務所もありますが、政府

から支払われる金額は驚くほど少なく、上限もあ

るため、私設弁護士は数をこなして利益を出す

か、ボランティアの精神でクライアントに奉仕す

るか、弁護士自体も引き受ける覚悟が必要となりま

す。受け取る金額が少ないからといって、手を抜く

わけではないので、経営する側としては受ければ受

けるだけ赤字になり、通常の業務が忙しくなったこ

ともあり、結局はリーガルエイドの仕事を受け入れ

を断念した経験があります。 

 

 道路交通法違反で自動車事故でけが人を出し、警

察に起訴され裁判になっていた日本人のクライアン

トの方がいらっしゃいました。裁判も終盤で、判決

の出る直前に連絡を頂きました。リーガルエイドの

サービスを受けられていたのですが、最終判決が出

る裁判の日が目前に迫っているにも関わらず、ご自

分が実際にどんな罪状で起訴されているのか、最悪

の場合はどのような刑になるのか、今までの裁判で

何が起こっていたのか理解できなくて、とても不安

だったそうです。 

  

 さらにリーガルエイドの担当弁護士が直前で突然

変わり、最悪の場合の刑の説明を前の弁護士からは

聞いておらず、突然重い刑罰になる可能性があると

説明を受け、とても混乱されていました。法廷では

日本語通訳サービスももちろんあったのですが、裁

判での会話の通訳のみだったそうで、罪状や刑罰の

説明など、警察、弁護士とのやり取りを通訳無しで

全てを理解することは難しかったそうです。 

虹の会 トゥイー万葉 
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 その方は裁判所が発行する書類も何もお持ちでな

かったので、こちらの事務所の犯罪法担当の弁護士

が裁判所やリーガルエイド担当の弁護士に連絡をと

り、書類を取り寄せ、やっと状況を理解することが

出来ました。 

 

 最終判決の出る裁判の直前に私どもの事務所所属

の弁護士に変えたため、最終判決の裁判の延期の出

廷、消滅前科の申請と刑を軽くするための書類集め

などで限られた時間内で最善の準備をし最終判決に

望みました。 

 

 事故の内容や大きさ、さらに怪我人まで出た大事

故だったため、決して易しい裁判ではありませんで

したが、考えられる一番軽い刑罰に加え、通常は難

しいとされる消滅前科までも勝ち取ることができま

した。 

 

 日本人気質なのでしょうか、多くの日本人の方た

ちが、ご自分の権利の主張をせず、分からないこと

を聞けずにそのまま裁かれ、刑の軽減のために十分

な準備をすることなく、不本意な判決を受けるよう

な印象を拭えません。 

 

 依頼主にとっては確かに弁護士費用がかかります

が、刑を軽減する努力無しに臨んだ裁判で、重い刑

を言い渡され、その刑の重さ自体が後の自分の人生

に影響を与えることを踏まえた上で、どのような弁

護を依頼するかを決めるべきだと思います。 

 

 前科ができると、短期滞在目的の海外旅行でも入

国やビザの申請が厳しくなることがあります。就職

も特定の就職先によっては前科があるために不採用

になることもあります。 

リーガルエイドのサービスだけを受ける場合でも、

自分が納得するまで説明をしてもらい、必要であれ

ば通訳を手配してもらったり、ご自分の弁護される

権利を主張し、最善の判決を得る為の準備し裁判に

臨むことをお勧めします。 

 

Mayo Tuohy 

Registered Migration Agent (MARN: 0956785) 

エクタス弁護士事務所 

 ６月26日（日）、FloreatにあるThe Boulevard 

Centreにて、映画「うまれる」の自主上映会が行わ

れました。乳幼児同伴ＯＫな「ママさんタイム」を

設けた第一部には、２９人の乳幼児を含む134名

が、そして６歳以上の小人・大人を対象とした第二

部には７３名がご来場下さり、合計２０７名の方々

に映画を鑑賞して頂きました。 

 

 第一部では赤ちゃん連れのご家族にもゆったりと

ご鑑賞いただけるよう、会場前方にカーペットやピ

クニックシートを敷いた床席を設け、また後方にも

ベビーカーでそのまま入っていただけるよう通路を

広くした席を設けた上、照明を完全に落とさず薄暗

い程度に保つ、音量を控えめにする等、出来るだけ

乳幼児に配慮した環境を整えました。とはいえ1時

間44分の上映時間は子供たちには長丁場です。子供

たちがもつかしらと最後までドキドキしましたが、

どの子も騒ぐことなく、時に画面を見つめて親に話

しかけたり、一緒に泣いたり、笑ったり、お菓子を

口にしたり、と様々に時間を過ごしながら、無事エ

ンディングを迎えました。「意外といけるもの

ねー」なんて会話も出るほど、みな、お利口さんで

した。 

 小さなお子さんが多く賑やかだった第一部とは

打って変わり、第二部は落ち着いた、「大人の」上

映会でした。映画が終わった後も、会場内に感動の

波が引いては押し寄せている様子が伝わってきまし

た。大半の方が、17ページにわたる「監督からの

メッセージ」を丹念に読んで下さっている様子、ま

た、アンケートにも丁寧に回答して下さり、長い感

想文までも寄せて下さっていることからも、感動の

大きさが目に見えるようでした。以下、寄せられた

感想です。 

 

 「このような貴重な作品をオーストラリア、パー

スで上映していただき有難うございました。子供席

も設けてあり、とても和やかな雰囲気での上映会で

した。大人から赤ちゃんまで全参加できるとてもよ

いイベントでした。有難うございました。」 

 

「想像していたより、明るい映画で、温かい気持ち

になれました。」 

 

「とてもよかったです。6歳の娘もとてもよかった

と言っています。ぜひ続編もみたいです」 

映画「うまれる」自主上映会レポート 

虹の会 高野優子  
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「Thankful of my mum giving birth to me and dad 

and mum both taking care of me.」 

 

「久々に心から感動しました。良い映画ですね！！

本当に来てよかったです。生きている毎日に感謝

し、これから主人と一緒にあたたかな家庭を築いて

いくことがさらに楽しみになりました。Thank you! 

Cheers for the inspiration!」 

 

「The movie was moving and important! I am glad 

my wife brought me and my children. I love her 

more for it!」 

 

 これ以外にもたくさんの貴重な感想を寄せて頂

き、上映会スタッフは感動・感謝ひとしおです。 

 また、改善点へのアドバイスなども頂戴していま

す。オンライン予約方法の簡素化、上映中に生じて

しまったフラッシュへの対処、駐車場の事前案内

等々。予算や運営スタッフなどのキャパシティを考

慮しつつ、次回のイベント企画に活かしていければ

と思います。足を運んで下さった皆様から継続希望

の要望を頂けるほど、スタッフ冥利に尽きること

はありません。この上映会情報を周囲に転送して

くださった方々、お友達を誘って下さった方々、

そして、実際にご来場くださった皆様、どうもあ

りがとうございました。 

熊本震災募金の報告 

虹の会 ウッズいずみ  

 ６月25日土曜日、虹の会は西オーストラリア州豪

日協会と共に、４月から続く熊本地震の被害者支援

のための街頭募金をパース市街地で行いました。短

い期間の募集にもかかわらずボランティア40数名が

賛同して熊本の為にとお時間を割いてくださり、熊

本の被害をまとめたチラシと缶を持って街へ繰り出

し、道行く人へ声をかけながら募金を呼び掛けてく

ださいました。 

 パースでは被害の認知が低い中、また午前中の

雨にもかかわらず、募金総額は＄2311.45と予想

を上回る額となりました。ボランティアの皆さま

とパースの皆さまの温かいお気持ちに感謝です。 

この活動を通して寄付だけでなく、パースの皆さ

ん、また日本人コミュニティの個人の中にも、熊

本の現状を知って頂く機会を作ることができたと

思います。 

 

特に、熊本地震を機にパース在住のボランティア

で結成された自然災害支援クループ『プロジェク

トあいりす』の皆さんには準備からボランティア

集め、当日最後の片付けまで本当に頑張って頂き

ました。そのお力添えなしではこのイベントの実

現は叶いませんでした。この場を借りて心から感

謝を申し上げます。 

 

 募金は全て、在パース総領事館開設熊本義援金

の口座へ送られました。後に外務省を通して、熊

本へ送られることと伺っています。地震から４ヶ

月近くが経とうとする今も、食事もままならない

暮らしをされている方もあると聞きます。熊本県

民のすべてが、不安なく過ごせる日が一日も早く

くることを祈りたいと思います。 
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遺言証書作成？ 今でしょう！ 
虹の会  曽根幸子 

 オーストラリア定住者（１８歳以上）の５０％以

上は有効な遺言証書を作成していないそうです。も

し本人が遺言証書無しで突然亡くなった場合、其の

資産は，各州で定められた無遺言相続の規定にそっ

て財産分与が行われるので，関係者にとっては不

利、不満を余儀なくされます。 

 

 遺言証書とは、本人の死後、其の資産（不動産、

銀行預金、株券などの有価証券、貴重品等々）を、

誰に、どう分配するか、誰がそれを実行するか 

(Executor(s), Trustee(s)) を決めた法律文書を

指します。もし、未成年（１８歳以下）の子供のい

る場合は、其の保護者／後見人（Guardians) を指

名することができるし、本人希望の葬儀詳細も記す

こともでき、かつ、遺産相続に生じる様々な経費を

大きく節約できます。 

 

 簡潔に言うなら、遺言証書は、本人の死後、其の

資産を誰に与えるかを決めた書類ですから、込み

入った家族構成（再婚、養子など）でなければ、シ

ンプルな様式（以下に記す）にそって書き上げ、信

頼できる立会人（親しい友人など）が署名、管理に

同意してくれればそれで済みます。もう少しフォー

マルに書きたいなら、ニュースエージェントなどで

遺言証書のフォーム（Will Kit – WilPac , for 

single,  married (husband) with adult chil-

dren, etc.  ) を買って、其の用紙に書き込み（立

会人の署名要）、規定の保管所に送れば完了です。

しかし、配偶者、子供など経済的に援助している人

を全て漏れなく記載してなかったり、不明瞭な点を

残す遺言証書は無効になり、訴訟問題に発展するこ

ともあり得ます。殊に、複雑な内容（資産価値が大

きい、資産が海外にもある、再婚などで複雑な血縁

関係がある場合など）になる可能性のある遺言証書

作成は、専門家や弁護士のアドバイスを受けること

が望ましいでしょう。 

 先ずは、Citizen Advice Bureau (25 Barrack 

Street, 9221 5711 予約無用 居住者用の無料相談

所) を訪れ、遺言証書作成に関する必要情報、ア

ドバイスを得ましょう。更なるステップとしては、

Public Trustee (553 Hay Street, 1300 746 116  

要予約 ) に出向くことです。ここでは遺言証書の

作成、管理及び実行という一連の作業を行ないま

す。ただし，遺言執行人としてこの公共信託組合を

指名し、執行人として行動する際の諸費用を払わな

ければなりません（ウェッブサイトに料金一覧表あ

り）。しかし、細かい経理を代行してくれるので、

残された家族、親戚などが行う諸々の事務手続きの

負担を軽くすることになります。その費用は資産価

値やその種類によって異なります（例えば、受取人

が海外に住んでいる場合、その国によって遺産相続

税が異なるので，その対処法などのアドバイスは不

可欠）。遺言証書は書き換えができます。住所変更

ならその必要ありませんが，状況が変わったら（別

居，離婚、再婚，あるいは記述した人が死亡など） 

新しく遺言証書を作ることが勧められます。 

 

The Department of the Attorney General:  

https://publictrustee.wa.gov.au/_apps/

contacts/default.aspx 

 個人でも支援をなさりたい皆さまのため、領事館

のホームページより、口座をこちらにも記載してお

きます。 

 

【口座情報】  

Bank Name：Commonwealth Bank of Australia 

Branch Name：150 St Georges Terrace 

Account Name: CONSULATE-GENERAL OF JAPAN 

KUMAMOTO GIEN 

ＢＳＢ：066-000 

Account :1222-8204 

Swift Code：CTBAAU2S 

Beneficiary name: The Consulate-General of 

Japan in Perth 

 

今後、虹の会では引き続き、災害等で支援の必要が

ある場合にはこの様な活動を積極的に行って参りた

いと思っておりますので、その節は皆さまのご協力

を宜しくお願いいたします。 
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  メンバーズコーナー 

恒松雄一郎 

 

はじめまして。虹の会学生会員の恒松雄一郎です。 

 

二年半前にワーキングホリデーとしてシドニーに来ましたが、大学時代

の友人がいたパースへ移動しました。 

 

オーストラリアでソーシャルワーカーになるのが夢です。でも、大学は

学費が高すぎるし、IELTSテストのスコアもかなり必要だし、どうした

らいいものかと、悩んでいたところ、ひょんなことでできた日本人の友

人に、まずTAFEでコミュニティサービスを勉強する選択肢を教えてもら

いました。 

 

さらにTAFEでは虹の会のめぐみさんと知り合い、入会しました。TAFEで学ぶことを現実の世界で活かす

ことができる貴重な機会だと感謝しています。 

 

今は様々な面で多くの人に支えてもらっていますが、今後は人を支える側につきたいです。 

 

よろしくお願いします。 

簡潔な遺言証書の例 
 

This will dated Friday 31 March 2016 is made by  me Taro Okada of 21 Edward Street Nedlands, 

6009 Western Australia (遺言証書が作成された日付、遺言人の氏名，住所の記載) 

 

1. I revoke all previous wills made by me.  

(以前作成した遺言証書を無効とする) 

2. I give the whole of my estate to my wife Hanako Okada and I appoint her my sole executor. 

(遺産相続人を明記、遺言執行人を指名) 

3. If my wife dies before me I give the whole of my estate to my children Ichiro Okada and 

Junko Okada if they are living at my death and if more than one in equal shares absolutely 

and I appoint my children as executors.  

(遺産相続人及び遺言執行人が遺言人より先に死亡した際、代わりとなる資産相続人及び遺言執行人を指

名) 

 

signed by the testator    (testator signs here)（遺言人の署名） 

in our presence 

and attested by us   (witnesses sign here)（立会人の署名） 

in the presence of their testator and each other (Witnesses print their names and addresses 

here) 

 

（遺言人の署名） 

in the presence of the testator and each other （立会人の署名） 

 

 

(Witnesses print their names and address here) 
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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  

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  

寒さが一層厳しく、春が待ち遠しいこの頃です。 
虹の会は６月に熊本震災募金、虹の会上映会を行

いました。 
 

６月２４日土曜日に行われました、豪日協会、日豪

センター、募金活動の中心的な活動をしました、九

州出身者の会「アイリス」との合同で行われました

募金活動も40人以上のボランティアが参加し成功に

終わりました。ご協力ありがとうございました。 

 

また、６月２５日日曜日に虹の会として初の映画

上映会をおこないましたが、第1部、第2部を通し

て200名を超える皆さまにご参加を頂きました。

特に第１部は『ママさんタイム』として130名を超えるお客様に小さなお子様も一緒に映画を楽しんで頂き、

たくさんのお喜びの声を頂きました。これからも子供さんとも一緒に観て頂ける上映会を開催して参りたいと

思います。 

 

この度の上映会のご意見・ご感想、上映会以外にも開催してほしいイベントなどございましたら検討させて頂

きますので、事務局までご連絡ください。 
 

虹の会では日本人プレイグループの訪問や高齢者、ご病気の方へのケア活動、震災への募金活動などいつでも

ボランティアを募集しておりますので、興味のある方はご参加ください。 
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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 

７月下旬に、日本にいる親戚が急病になり見舞いに行ってきました。そのときに、親戚のひとりか

ら、人生に最も大切な６Kを教わってきました。 

それは、“健康”“経済”“家族”“交友”“好奇心”“感謝”の６個のＫだそうです。年齢によっ

て考えはさまざまでしょうが、７０を過ぎた私にとっては、なるほどと思いました。皆さんはいかが

ですか。                                編集委員 大槻慎一  


