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プレイグループと私 

 私のパースでの生活のなかでプレイグループとの

関わりは大きな部分をしめています。私が日本人グ

ループに参加したのは長男が１歳を過ぎてすぐ地元

のチャイルドヘルスナースに紹介されてのことでし

た。パースへは主人の地元ということで移住、日本

人の知り合いもなくすぐに長男を出産をしました。

マザーズグループからの地元のプレイグループに参

加していましたが、思うように会話ができずに悩ん

でいました。その頃産後鬱と診断され、ますます海

外での子育てに自信が持てなく、孤独を感じていま

した。日本人プレイグループに出会って私たち親子

は救われたと思っています。約10年お世話になった

プレイグループでかけがえのないたくさんの友人を

得ることができましきました。そのプレイグループ

虹の会会員 オタウェイめぐみ 

に虹の会が訪問して下さり、母子ともにとても楽

しい経験をさせて頂きました。子供の楽しそうな

顔を見て私もいつかお手伝いしたいと思い、三男

が幼稚園に入園した年に虹の会へ入会、それ以来

プレイグループ訪問のお手伝いをさせていただい

ています。たくさんの会員の方々、プレイグルー

プ保護者の方々と知り合い楽しい時間を過ごしな

がらたくさんのことを勉強させて頂きました。長

男が高校生になりむずかしい年頃になったこと

で、去年1年間TAFEでCommunity Serviceの勉強を

しました。ここでも“Knowledge Is Power”とい

う言葉を本当に思い知らされました。実習でイン

ドに行く機会を頂き、孤児院などで子供たちと関

わるボランティアをしてきました。ここでプレイ
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グループ訪問の経験がとても役立ち、子供たちに

あやとりや折り紙を教え楽しい時間を過ごす事が

できました。今回インドの実習旅行で強く感じた

こはやる気があればどんなお手伝いもできるとい

うこと。もちろん資格を生かして活躍されている

人たちもいますが、他にもできることはたくさん

あるということに気付かされました。インドでも

パースでも子供たちの笑顔で癒され元気を与えら

れました。何ができるかわからなくても必ずでき

ることがあります。まずは参加してみる事をお勧

めします。これからもたくさんの人に出会い学べ

る機会を楽しみにプレイグループ訪問を続けてい

きたいと思います。今回はプレイグループについ

てまとめてみました。 

 

□PLAY GROUPとは 

 ０～５才の子供たちが安全な環境の中で他の子

供たちと触れ合う機会や、親同士が地域に溶け込

み他の家族との親交を深め、情報を共有したり悩

みを分かち合う交流の場でもあります。週に一

度、２時間程度、地域のコミニュニティーセン

ターや教会、図書館、学校などの一部を借りて親

子一緒に参加します。施設にはおもちゃ、工作用

品などが用意されており、ターム費を払い使用し

ます。それぞれのグループにより違いはあります

が、工作などのアクティビティー、モーニング

ティーをリーダーがロスターを作り順番でメン

バーの親たちが担当します。遊びを通して発育に

大切ないろいろなスキルを子供たちはたくさんの

刺激を受けて学んでいきます。 

 

□PLAY GROUP WAの役割 

 プレイグループがPLAY GROUP WAに加入すること

で活動時間内におきた事故やけがなどに対する保

険が適用されます。１年＄35（2017年現在） 

ホームページや電話で参加したいプレイグループ

の検索ができます。また、新しいグループ設立の

手助けをしてくれます。又、PLAY GROUP WA主催

のイベントに無料で参加できます。定期的に

ニュースレターをメンバーに配信し、子育ての情

報を得ることができます。 

 詳しくはplaygroupwa.com.au  参照してくださ

い。 

 

□PLAY GROUPの種類 

・年代別 

・Home Base：個人宅で集まる小規模のグループ 

・Father’s Group：シングルファーザーなど父親

同士のグループ 

・CLAD（culturally and linguistically diverse 

background）：日本人グループなど 

・Rainbow：LGBTI、ゲイやレズビアンカップルのグ

ループ 

・FIFO（fly in fly out）：鉱山で定期的に働く配

偶者のグループ 

・Nature Base：公園などに定期的に集まるグルー

プ 

・その他：Montessori, Waldorf, Steiner, 

障害を持つ子供のグループ, 祖父母同士のグループ 

Playgroupwa.com.auより抜粋 

 

□日本人プレイグループ 

 普段は英語の環境になってしまう子供達に少しで

も日本語をきかせたり話したりする機会をもたせま

す。日本の文化や季節ごとの行事を取り入れたアク

ティビティや工作を通して、バックグラウンドの知

識を教えます。海外在住の子育ての悩みの相談や情

報交換を通じて家族同士の絆を深めます。 

 

□日本人 OR ローカル PLAY GROUP？ 

 ローカルグループは近所の在住メンバーでできて

いますので、身近な地元での交流ができ、プレイグ

ループから始まった交友関係が幼稚園や小学校を通

して続くことも珍しくありません。お友達が幼稚園

入園にいるということで親子ともに安心できること

もあるかもしれません。また、近所の学校や習い事

の情報を得ることができます。 

 日本人グループはパース市内の限られた場所15か

所17セッション（2017年1月現在）になるため広範囲

からの人たちが参加してます。日本人同士ならでは

の悩み、情報交換を通じてできた交友関係は子供た

ちが成長した後もたくさんの方々が持続していま

す。複数のプレイグループへ加入ができるので両方

に参加可能です。 
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骨盤矯正講座に参加して 

虹の会 陽子ウエブスター 

 去る３月９日に恒例行われている虹の会主催の

勉強会に出席させて頂きました。 

今回は元看護師さんで現在はジムインストラク

ター、ボディメイク及びAQUAインストラクターを

されているホーキンス明子さんによる骨盤矯正講

座でした。 

 

 個人的に仕事上長時間上半身をかがんだ状態に

していたり、よくない姿勢で座っていることが多

く、近年は加齢も手伝い肩こりは当然のことと解

決策もなく長年諦めておりました。また勉強会に

参加された方の中にはご家族に腰痛問題のある方

や、PCをお仕事上長時間使うという方も来ていら

しており、いわば必要に迫られて派が結構多かっ

たのではないかと思います。 

 

 まず最初講義として明子さんから姿勢と筋肉の

働きについて、また骨盤に対して正しい位置と正

しくない位置の説明がありました。悪い姿勢に

よって起こり易い肩こり、腰痛などの体調及び循

環不調だけでなく、産後などに起こる可能性のあ

る問題を予防するための運動の説明もありまし

た。すべて明瞭で分かり易い説明をしてくださっ

たのでどなたも身体の状態をよく把握することが

できたと思います。 

 次に実践として座ってする運動、マットに横た

わってする運動、正しい姿勢の立ち方、また立っ

て行う運動を何人も丹念にご指導していただきま

した。 

 

 良い姿勢が大事であるということは、日本人で

あれば子供の頃からなんとなく耳にしたことがあ

るのではないかと思いますが、こんなに根本的に

大切なものとは知りませんでした。勉強会という

限られた時間内で行われた一部のエクセサイズ

だったかもしれませんが、日々誰にでもできる運

動により姿勢を正していくことが可能であるとい

うことがわかっただけでも本当に良かったと思い

ます。 

 

 また講義の後で美味しいお茶とお菓子を頂きな

がら、知人、友人はもとより初対面の方とも色々

お話ができて楽しい時間を過ごすことができたの

もボーナスでした。 

 

 明子さんご指導どうもお疲れ様でした。 

またいつも健康や生活に役立つ勉強会を設けて下

さリありがとうございます。 

 

□虹の会の役割 

 日本人グループの一覧を作りホームページに掲

載することで、プレイグループと日本人保護者を

つなげることに役立っています。年２回ボラン

ティア訪問を行い、季節の行事に合わせた歌や工

作、紙芝居や手遊びなど昔ながらの遊びを通して

世代を超えた交流をしています。子育て相談を経

験豊富なボランティアが訪問時に受け付けていま

す。各日本人団体からの情報や虹の会ニュースレ

ターをグループメンバーに配信しています。親子

音楽会など子供向けイベントの主催をしていま

す。 

 

 虹の会ではプレイグループ訪問などのボラン

ティアを募集しています。興味のある方はお問合

せください。 
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虹の会の活動に参加して 

虹の会 植竹希美 

 ３月下旬、パースCBDフォレストプレイスで開

催された日本祭りのボランティアに参加しまし

た。私自身はワーキングホリデーでシドニーから

パースに移動したばかり、日本で福祉関係の仕事

をしていたことや現在オーペアをしていることか

ら何かパースの福祉に携われないか、またパース

について知りたいという思いから、虹の会に入会

し、これが私にとって最初の活動となりました。 

 

 当日、虹の会ではラムネと餃子の販売を行いま

した。私は１日餃子焼きの担当。大量調理の仕事

をた経験がありますが、それと比べても焼いたこ

とのない数の餃子を焼きました。それだけ、餃子

は各国の人から好かれる日本食なんだということ

を実感しました。また食べる楽しみに加え、

ジューと鳴る音や香り、焼いている光景を見て楽

しんでいるお客さんも多く見られました。４種の

味（プレーン、いちご、メロン、ブルーベリー）

を用意したラムネも大盛況。私自身、ラムネにあ

れだけの種類があることを初めて知りました！味

は勿論の事、あの独特な瓶の形、中でカランコロ

ンと揺れるビー玉は、日本らしいものの一つと言

えるのかもしれません。（余談ですが、私がオー

ペアでお世話をしているお子さんは、ラムネの瓶

がとても綺麗だと気に入り、今も捨てられませ

ん。） 

 他のお店やメインステージでの出し物も楽しま

せていただきました。お好み焼き、抹茶デザー

ト、お茶の会の催しやコスプレのお店、どこもと

ても賑わっていました。お店を回って驚いたこと

は想像以上に日本人以外の方が出店しているお店

が多いこと、そして商品や食べ物について熱く

語ってくれること。それだけパースの人々に日本

文化が愛されていることを知り、嬉しい気持ちに

なりました。メインステージでの催しは、柔道や

ソーラン節、合唱、子供たちによる太巻き作り、

など本当に多様で活気があり、逆に日本ではこれ

だけ色々なものを詰め込んだステージというのは

なかなか見ることがないと思うので、新鮮さを感

じました。 

 

 虹の会には現地に長年在住されている方が多

く、当日は餃子を焼きながらパースやオーストラ

リアについて様々なお話を伺うことができまし

た。語学学校の生活では、現地の方と知り合う機

会も少なかった為、長期で住まれている方と知り

合い、相談やお話を聞けることに心強さを感じま

した。 

そして個人単位では経験することは難しいであろ

うパースの大きなお祭りに携わることができ、

オーストラリアでの楽しい思い出がまた一つ増え

ました。また次回の活動も楽しみにしています。 
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日本祭りを振り返って 

虹の会 台場卓 

 初めまして。今年の２月に虹の会に入会いたし

ました、台場です。虹の会に入会したきっかけ

は、ボランティア活動を通して、介護や福祉の現

場を知りたいという思いからです。それまで通っ

ていた調理師の学校を１月に辞め、介護士のコー

スに進路変更しました。福祉業界での実務経験な

どは全くなく、虹の会のケアサポート活動を通し

て少しでも介護や福祉の現場を体験し、知ること

ができたらと思いました。また、これから学ぶ知

識と経験を活かして、パースに滞在している日本

人の方々の生活の質をより良いものにするにあ

たって何か貢献できたらと考えています。 

 今年の日本祭りでの虹の会の出店は、ギョーザ

とラムネの販売でした。当日は快晴で朝から日差

しも強く、鉄板を２台設置してギョーザを焼き始

めると、テントの中は熱気がこもり蒸し風呂のよ

うな状態になりましたが、こまめに交代し休憩を

順番にとることで無事に暑さを乗り切り、ギョー

ザも見事に完売させることができました。活動中

はどの会員さんも、負担が一部の人に偏らないよ

うに周りをよく見てお互いに気遣っていらっしゃ

いました。その結果、過酷な暑さの中、気負うこ

ともなく、最後までのびのびと楽しく活動するこ

とができたのではないかと思います。また、普段

シェアメイトや学校と職場の人間としか交流のな

い自分にとっては、幅広い年代層の会員さんと交

流できたことはとても新鮮でした。 

 日本祭り全体としても大成功に終わったのでは

ないかと思います。会場には多くの人が集まり、

どのブースも活気があり、ステージイベントもユ

ニークで大変盛り上がっている様子でした。ま

た、当日、現場には多くのオーストラリア人や留

学生がボランティアとして参加して一緒に日本祭

りを盛り上げている姿を目にし、大変好感を持ち

ました。日本祭りが良い国際交流の場となってい

ることを強く感じました。 

 自分にとって、海外で生活することは他国の文

化や価値観を知ると同時に、日本の文化や価値観

をより深く認識し理解する日々の連続です。そし

て、日本国内での生活ではではなかなか経験でき

ないことだと思います。今後もパースでの生活を

味わい尽くし、そうして知り、得たものを虹の会

のボランティア活動を通して何か少しでも社会に

還元できたらなと思います。 
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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  

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

皆様、いかがお過ごしでしょうか？ 

 

イースター休みがあったり、日本祭りがあったりとお忙しい日々をお過ごしと思います。 

虹の会も3月の日本祭りの出店、4月のサンデーマーケットと大変活発に活動しました。たくさんのボラ

ンティアの方の参加があり、日本祭り、サンデーマーケットとも成功裏に終わることができました。参

加したボランティアの方々、また虹の会のブースにいらしてくださった方々、ありがとうございまし

た。この収益金は虹の会の活動に役立たせていただきます。 

また、3月4月には各日本人プレイグループを回り、ひな祭りやこどもの日という日本の行事を紹介させ

ていただきました。 

子供たちの驚く顔や熱心に活動に取り組む顔がとても新鮮で、楽しい訪問と

なりました。 

ケアチームの活動としては、定期的にナーシングホームの訪問をしておりま

す。 

今後は8月に映画上映会を予定しております。 

昨年の上映会は大変好評で、ほとんど満席の状態となりました。 

今年もインターネットで、または当日券でチケットを販売いたしますので、

ホームページや虹の会のFacebookをご覧ください。 

虹の会ではいつでもボランティアを募集しております。何か社会のために役

に立つ活動をしたい方、パースに来てまだお友達がいない方など、どなたで

も構いません。とても有意義で楽しい会なので、ぜひご参加ください。入会

はホームページからお申し込み下さい。 
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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 

聖書の学び会 
   火曜日：１３時から１４時３０分まで 
 

無料英会話教室 
月曜日－木曜日：１０時から１２時４５分まで 

金曜日午前クラス：１０時から１２時４５分 

金曜日午後クラス：１５時から１７時３０分まで 

土曜日：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 
          水曜日：１０時から１２時まで 

 

 

連絡先：0479 176 232 （パース日本語教会 森本まで）  

住所：101 Kimberley. St, West  Leederville 

Facebook: West Leederville Presbyterian Church 
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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 

朝晩と冷え込むようになり、雨も増えてきました。冬到来ですね。つい背筋が丸くなる季節ですが、母の日にはそ

の背筋も自然と伸び、胸を張ることになります。娘が通うPre-primaryで行われた母の日のイベントでは、子供達が

歌を歌い、ピザを作ってくれたり、マネキュアを塗ってくれたり、髪を梳いてくれたり、はたまたカラースプレー

で思う存分に髪を染めてくれたり（！！！）と至れり尽くせりもてなしてもらいました。心穏やかに母である喜び

を感じられる時間でした。世の中全てのお母さんに乾杯！ 

願わくばそんな思いを抱ける日が、抱かせてあげられる日が、一年に何度かあらんことを。 （編集委員：高野） 


