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第一回発達障害ワークショップの報告 

虹の会会員 オッタウエイ めぐみ  

第１回発達障害ワークショップが７月21日（土）に

パース日本語教会で行われ、大人33名の参加をいた

だきました。参加者には発達障害と診断を受けた子

供たちの親、疑いのある子供たちの親、医療関係

者、教育関係者や障害者施設で働いたことのある方

達など様々で、たくさんの意見や情報交換が行われ

ました。発達障害といっても診断名も様々です。同

じ自閉症と診断された子供もその症状は一人一人違

います。今回は就学前の子供を持つ親から20代の子

供を持つ方などが参加され、学校選びから就職問題

までそれぞれの抱える問題も様々でした。発達障害

と診断に至る過程もそこからいろいろなセラピーへ

つながる過程も人それぞれです。自己紹介、質疑応

答そしてお茶菓子をいただきながらの歓談などあっ

という間に２時間は過ぎてしまいました。やはり当

事者同士にしかわからない気持ちや悩みがあり、そ

れを分かち合える場があるのはとても大切なことだ

と実感しました。参加者のメーリングリストでの情

報の発信、共有やセミナーなどの勉強会、ソーシャ

ルイベントなどこれから参加者の要望に応じてこの

会を継続していくこととなりました。 

●虹の会会員 ユキさんからの感想 

 

７月21日に行われました「発達障害ワーク

ショップ」に参加しました。 

 

大雨の中、とても沢山の方々が集まり、２時間

があっと言う間に過ぎる程有意義なひと時とな

りました。参加者のお子様の年齢も幼児から成

人と幅広く、小さい子供を持つ私にとっては、

とても興味深い内容でした。今は言葉の遅れで

悩んでいますが、実際にお子様が発達障害と診

断されている方々からは、学校の問題、更に将

来の仕事とまだ考えていなかったような話も聞

けました。英語で言語療法を受けたり、自分で

調べたりはしていましたが、日本語で同じよう

な状況の方々と話せたことは、これからの子育

てにプラスになっていきそうです。やはり自分

の中で色々と溜めてしまうものです。参加者の

方の「子供の為にも、まずは自分自身を大切

に」というような内容の話には、はっとさせら

れました。他の子供とどうしても比べがちにな

りますが、子供一人一人違うもの。比べずに自

分の子供ともっと向き合って、我が子にあった

方法を模索しつつ、ゆっくり楽しんで子育てを

していきたいと決意を新たにしました。 

 

皆さん参加型のワークショップであり、経験豊

富な方、専門の方などもいらっしゃったので、

まだ一人で悩んでいたり、参加を迷っている方

がいたら、是非次回のワークショップに一度足

を運んでみてはいかがでしょうか？ きっと参

考になるお話が聞けると思いますし、一人じゃ

ないんだと実感できる筈です。日本では発達障

害というものがクローズアップされており、

ネット上でも色々と情報はありますが、日本か

ら離れているパースで日本人同士の情報共有の

場に虹の会がなっていけることを願っておりま

す。 
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シニア・プログラムの充実を目指して 

 先日、虹の会の理事達と一緒に、神戸市シル

バーカレッジ（注１）の国際交流・協力コースに

在学中の方々と懇談する機会がありました。シル

バーカレッジというから、老人大学のようなもの

で、日本の市区町村の公民館のような場所で開催

されている、老人のための生涯学習のコースかな

と想像しながら、懇談に参加しました。帰宅後、

神戸市シルバーカレッジについてインターネット

で検索したところ、驚きました。 

 

神戸市シルバーカレッジは、神戸市の子供から大

人まで、お年寄りも障害のある方も楽しめる総合

福祉ゾーン「しあわせの村」（注２）の一角にあ

ります。驚いたのは、神戸市は昭和46年（1971

年）に『すべての市民が交流と相互理解を深め、

等しく健康で文化的な生活を享受でき、ともに生

きる社会』を目指して、「しあわせの村」の建設

の検討を始めていることです。そして、平成元年

（1989年）には「しあわせの村」開村、平成５年

（1993年）にシルバーカレッジがオープンしまし

た。シルバーカレッジには、健康福祉、国際交

流・協力、生活環境、総合芸術の４つのコースが

あり、高齢者は農園を備えた２階建ての独自の校

舎で学ぶことができます。シルバーカレッジは、

「高齢者がそこで学んだことをボランティア活動

などを通して、他の人達のために生かすことを目

的にしています」。虹の会としてシニア・プログ

ケア・チーム サブリーダーねぎ 美佐子 

ラムの充実を考えていく上で、この理念は見習い

たいところです。 

 

ところで、虹の会の高齢者へのサポートですが、

これまでは年を取って病気になったり、ナーシン

グホームやリタイアメント・ヴィレッジに入居し

たり、また、一人で自宅にお住まいのお年寄りの

方々の生活をサポートしてきました。病院への付

き添い、入院退院に伴う手助け、簡単な食事の手

助け、施設入居に伴う手助け、施設入居者の見守

り、電話による見守り、自宅を訪問しての話し相

手などを、主に行ってきました。こういった虹の

会のサポートはとても喜ばれ、言うまでもなく重

要なことです。パースに在住の高齢者の中には、

そういったケアを必要とするお年寄りだけでな

く、“まだまだ元気で健康な高齢者（60歳以

上）”も少なからず住んでいます。これまでは対

象にしてこなかった、60歳以上で、いわゆる“元

気な高齢者”に対するサポートも考える時期が来

たと思います。 

 

では、どうして“元気な高齢者（60歳以上）”へ

のサポートが必要なのでしょうか？60歳を超える

と、身体的に何時、何が起こっても不思議ではな

いと言われています。外見は元気そうに見えて

も、体は正直でそれなりに老化してきます。今は

元気で問題なくても、もっと年を取った時のこと

などを考えると何らかの不安を抱いてくると言え

るでしょう。高齢者は、どういった不安を抱くの

でしょうか？平成26年度（2014年度）日本の内閣

府高齢社会対策担当の調査（注３）によります

と、高齢者の抱く不安として、 

 

● 自分や配偶者の健康や病気のこと 

● 自分や配偶者が寝たきりや身体が不自由になり

介護が必要な状態になること 

● 生活のための収入のこと 

● 子供や孫などの将来 

● 頼れる人がいなくなり一人きりの暮らしになる

こと 

 

などがあるといいます。 
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高齢者に限ったことではありませんが、ここ、

パースでは、日本人の知人・友人が必ずしも自分

の家の近くに住んでいるわけではありません。隣

近所には、日本語の通じる人達はほとんど住んで

いないのが現状です。今はまだ夫婦で元気だから

問題ないと思っている人もいるでしょう。配偶者

の一人が病気になったり、介護が必要な状態にな

るかもしれません。子供がいるから助けてくれる

と思っている人もいるでしょう。でも、子供には

子供の生活があります。子供に頼りきっているこ

ともできないでしょう。そうなってくると、友人

との繋がりや、日本人コミュニティーとの繋がり

がこれからの生活の質を左右するのではないで

しょうか。 

 

そこで、虹の会としては、まず、60歳以上の“ま

だまだ元気で健康な高齢者”のネットワークを作

りたいと思います。そして、お互い同士が安否を

確認しあうため、『今日はどう？変わりないです

か？ご飯食べた？』といったように、電話をかけ

合うことをしてはどうでしょうか。 

 

次に、先に挙げた神戸市シルバーカレッジで学ぶ

皆さんのように、仕事を退職してから、または子

育てを終えた後、趣味や学習活動に取り組みたい

という“まだまだ元気な高齢者”のための場を、

虹の会として設けたいと思います。パースには、

“Trinity School for seniors” 

“Over 55 Walking Association”、その他、各地

域にシニア向けのクラブ（例：Nedlands Affin-

ity Club）があります。こういったシニア向け

の活動はパースに住んでいるシニア全員のため

のもので英語による活動です。日本人のための

親睦団体、（法）西豪州日本クラブや、Choir 

“さくら”、日本人テニスクラブなどは、日本

語で活動できる場ですから気軽に参加できま

す。虹の会としては、日本の伝統的な文化

（例：百人一首・俳句・俳画・書道・囲碁・将

棋）や新しいテクノロジー（例：スマホ・タブ

レットの使い方）、簡単な体操（例：ラジオ体

操・ロコトレ体操）等、日本語で学び楽しむこ

とができる場所・機会を作っていきたいと考え

ています。 

 

上記のような活動に参加して、何か得ることが

あるのでしょうか？日本の高齢者は、ボラン

ティア活動などや趣味やお稽古事を通して社会

参加をしてよかったこととして、 

 

● 新しい友人を得ることができた 

● 地域に安心して生活するためのつながりがで

きた 

 

を挙げています（注４）。ハーバード大学のロ

バート・ウォールディンガー教授は、社会参加

をすることは身体にも有益であり、良い人間関

係を持っている人は80歳になっても記憶力が低

下しにくい、言い換えると認知症になりにく
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い、と言っています（注５）。 

 

虹の会としては、60歳以上の“まだまだ元気な

高齢者”のための相互サポートのネットワーク

を作ることを計画しています。また、高齢者の

ための生涯教育のようなプログラムを企画した

いと思います。神戸市シルバー・カレッジの

“再び学んで、他のために”の理念（注６）の

ように、シニア・プログラムに参加して学ぶ

“元気な高齢者”も一緒に、この相互サポート

のネットワーク作りに協力していただけたらと

望んでいます。 

 

このようなシニア・プログラムに興味をお持ち

の方、提案等のある方、共に考え、活動してみ

たいと思われる方は、下記までご連絡くださ

い。老若男女は問いません、虹の会の会員以外

の方々からの連絡も、大歓迎です。 

 

ケア・チーム サブリーダー 

ねぎ 美佐子 

Phone: 0423 269 855 

Email: graymisa@bigpond.com 

 

（注１）神戸市シルバーカレッジ 

    http://kobe-sc.org/ 

（注２）しあわせの村 

    http://www.shiawasenomura.org/ 

（注３）平成26年度 高齢者の日常生活に関す 

    る意識調査結果（全体版） 

（注４）平成30年度版高齢社会白書（概要） 

（注５）ロバート・ウォールディンガー 

“What makes a good life: Lessons 

from the Longest Study on Happiness 

(人生を幸せにするのは何？最も長期に

わたる幸福の研究から)” 

https://www.ted.com/talks/

robert_waldinger_what_makes_a_good_

life_lessons_from_the_longest_study

_on_happiness 

（注６）神戸市シルバーカレッジ 

    http://kobe-sc.org/ 

  メンバーズコーナー 

岩崎 佐智子 

 

初めまして。岩崎佐智子と申します。 

2018年度から虹の会に入会しました。最近では３月

の日本フェスティバルでお手伝いしたことが記憶に

新しいです。初めて会う人が多かったのに皆さんす

ごくフレンドリーで楽しめましたし、ありがとうご

ざいました。さて、私の自己紹介を少しさせていた

だきます。 

 

●初めてのパース 

福岡県北九州市生まれ。実際は熊本の天草が実家で

すが、父の仕事の都合で福岡に移動したときに、私

が福岡で生まれた、という経緯です。 

地元の公立高校を出て、茨城の大学に行き、卒業後

は横浜のドイツ系メーカーやデンマーク製薬企業を

経て、日本のミスタードーナツの留学事業での研修

生としての機会を貰うことができ、（この留学事業
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曽根 幸子 

 

今年は日本祭りで餃子、サンデーケットで雑貨を売りまくるお手

伝いをして、ボランティアの醍醐味を味わいました。今迄は別の

ボランティアワーク（移民研究）で忙しいからと、不参加を決め

込んでいたのです。 当日参加した会員とのチームーワークが楽し

かったのは勿論、 ローカルのお客さんと言葉を交わすことで学ん

だこともあり、 自分の視野が広がったような気がします。パース

には私のように隠れ ボランティアが潜在しているでしょうし、会

のサポートを必要と感じている隠れ同胞もいるでしょう。８千５

百人ほどの日本人がどうつながるか、虹の会がきっと方向を示し

てくれると期待しています。 

は日本からの障がいのある研修生を海外へ、そし

てアジア圏（オーストラリア除く）から日本への

留学、の支援活動をしている）退職しました。 

この事業の活動のお陰でいろいろな人達の出会い

から、帰国後は障がい者スポーツに関わるように

なり、感じたのは障がい者スポーツに壁はない、

ということでした。そもそもスポーツはかつては

病院でのリハビリのひとつだったのがいつしか競

技となり、今では余韻を楽しむ生活の一部となっ

てきています。 

初めてパースに来たのは、2011年９月と2012年３

月から一年間です。なぜパースを選んだのか、は

理由が二つあり、一つ目は今までの研修生が訪れ

ていないエリアだったことと、一人旅でゴールド

コーストへ行ったときに日本人に「一度はパース

行ってみて」と言われたことがきっかけです。 

一年間のパース留学では様々なバックグラウンド

を持つ、障がいを持つ人たちと一緒にスイミング

を楽しんだり、語学学校へ行ったり、ボランティ

アに参加したり、有意義な一年間でしたし、スイ

ミングや学校では私が耳が聞こえないので英語で

のコミュニケーションは難しかったですが、彼ら

のさりげない優しさがコミュニケーションがとれ

ないながらもモチベーションとなりました。留学

は積極的な性格ではない私にとっては大きなチャ

レンジでしたし、パースでの出会いがきっかけと

なり、2016年再びパースに来る機会が訪れ、

今日に至ります。 

 

●オープンウォータースイミング 

2013年にロットネストチャンネルに参加した

ことが私にとっても忘れることのできない一

年の留学を実りあるものにさせてくれまし

た。日本ではスポーツは「個人的に楽しむ」

という視点が多い感じがしましたが、こちら

に来てから「仲間と楽しむ」という視点に変

わり、スポーツにより多くの仲間に出会えた

ことが宝ですし、今でも夏になるとオープン

ウォータースイミングの大会に度々出ていま

す。これが私の楽しみでもあります。 

多くの自然があるオーストラリア・パース。

２年住んでみて思うことは、気候が合ってる

なということと、まだまだ西オーストラリア

を旅しきれていないので、どんどんいろんな

ところに行き、留学がきっかけで移住するこ

とになるかもしれないなんて当時は思わな

かった私の人生の中で人生のパズルはまだ途

中ではありますが、一日一日を大切に過ごし

ていこうと思います。皆さん、これからもよ

ろしくお願いします。 
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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  

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

まだまだ寒い日が続きますが、皆様体調はいかがでしょう？ 

さて、虹の会は６月に和食を味わう親睦会を開き、会員同士大変楽しい一時を過ごしました。 

それぞれの趣味や得意な事を披露して、おいしい日本食をいただきました。 

７月12日には兵庫県からお客様を迎え、スカボローの高齢者施設をご案内しました。 

７月21日は発達障害のワークショップを開き、35名ほどの方が集まりました。発達障がいのお子さんを

抱え、一人日本を離れ奮闘しているお母様たちが集まり、今後

も情報交換して行くことになりました。 

また、日本語医療センター、スクールナース、その他障がい者

施設や関係者の方が集まり意見交換をし、孤立せずに多くの

方々が知恵を寄せ合い子育てをして行こうと話し合いました。 

次回は11月初めにワークショップを予定しています。 

 

虹の会は８月で今年度を終了し９月から新年度、10月に総会を

行い、新年度が始まります。 

会員の皆様には10月中に会費をお支払いしていただきたく、よ

ろしくお願いします。 

また、いつでも新会員を募集しておりますにで、ホームページ

から入会申込書をお送りください。  
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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 

日曜礼拝 
日曜日：１３時から 

 

聖書の学び会 
   火曜日：１３時から１４時まで 
 

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。） 

 

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 

日本を含め北半球のあちこちの国で猛暑、地震、洪水などの災害に見舞われているニュース続きの最

近ですが、やはり温暖化の影響でしょうか？ オーストラリアでも東側の州では、何年も続く干ばつで

家畜農場などでは悲惨な状況に置かれているとの事です。幸いなことに西オーストラリアでは例年以

上に雨の多い冬になり、北部では、早くも黄色や白、ピンクのワイルドフラワーが絨毯の如く美しく

咲き始め、今年は10年来の見事さだそうです。この機会に是非、千キロのドライブに出掛けられては

如何でしょう！！                                    編集委員会 やすこ   


