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My Aged Care オーストラリア政府介護制度 

虹の会会員 ウッドクラフト 葉子 

高齢者の家族がいる方々は既にご存知と思われますが、

オーストリア政府から介護の援助を受けるのには My 

Aged Care への登録が必要です。現在サービスを受け

られるのは 65歳以上で、援助が必要と判断されたメデ

ィケアカード保持者です。NDIS (National Disability 

Insurance Scheme) 利用者も 65 歳に達すると My Aged 

Care へ移動されます。 

My Aged Care を通して受けられるサービスの種類は下

記の３段階に分かれます。 

1． Commonwealth Home Support Programme 
ホームサポートプログラム 

初期段階、自宅の掃除や庭の手入れを安い値段で

依頼できる。 

2． Home Care Package （HCP）Level 1 to 4 

ホームケアパッケージ、レベル１から４ 

自宅で日々の生活を送るのにホームサポートプロ

グラム以上のサポートが必要な場合。例えば買い

物が出来ない、シャワーを浴びる事が困難、薬を

飲み忘れる等、サポートの必要性が軽いレベル１

から始まり重度のレベル 4 まで 4 段階に分かれま

す。 

政府の補助金によってケアを提供するサービス会

社に支払う自己負担額が減ります。個人の年収、

資産によって補助金の金額は決定されます。 

3． Residential Aged Care 
レジデンシャルケア、ケアホーム、ナーシングホ

ーム 

自宅での生活が困難になったと判断されると、ケ

アホームへの補助金が許可されます。HCP と同じ

く個人の年収、資産によって補助金の金額が変わ

ります。 

上記以外に短期のケアとして、Respite Care レスパ

イトケアがあり、手術や病気で体が一時的に弱った場

合等にナーシングホームに短期滞在や短期間自宅でサ

ポートが受けられる制度です。 

さて、介護サービスが必要と感じた時には下記の流れ

で行動が必要です。 

Aged Care に連絡 1800200422 もしくはオンライン

申し込み www.myagedcare.gov.au 

身分証明が必要ですので、運転免許証、パスポート、

メディケアカードなどを揃えておきましょう。 

通 訳 が 必 要 な 場 合 は TIS （ Translating and 

Interpreting Service） 131450  に電話をかけて 

「Japanese Interpreter please」と、日本語の通訳を

依頼、通訳を通して My Aged Care 1800200422 に繋げ

てもらって下さい。 

ご本人の IDが確立された後、どの様な健康状態で、ど

の様なサービスが必要なのかを話します。 

実際の状態を確認する為に、後日ご自宅に My Aged 

Care から送られたスタッフによるアセスメント、検定

を受けることになります。 
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第 86 号 

2022年 06月号 

ワークショップ 

子どもとうちで日本語を話す 
7 月 19 日（火曜日）10 時半から 12 時 

兵庫文化センター 
小さい時は家庭で日本語を話していた子どもが、

学校に入り大きくなっていくにつれて日本語を話

さなくなっていくのは珍しいことではありませ

ん。親の他に日本語を話せる人がいないからと日

本語で話すことを強制すると、日本語が嫌になっ

てしまう子どももいます。かといって、全く話さ

なければどんどん話せなくなってしまうのも心配

です。このワークショップは、どうしたら子ども

を日本語嫌いにしないで日本語を使う機会を作っ

ていけるかを話し合います。 

講師は、18 歳の息子の母親であり、多文化社会に

おける日本語教育の研究者でもある川崎享子先生

です。 

 

部屋は広いのでお子さんと

ご一緒に参加できます。参

加希望者は虹の会事務局に

ご連絡ください。

info@nijinokai.org.au   

または、 0403 530 928 

 
 

http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.nijinokai.org.au/
mailto:info@nijinokai.org.au
https://www.facebook.com/Nijinokai.Perth/
https://www.acnc.gov.au/charity
mailto:info@nijinokai.org.au
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上記１の Commonwealth Home Support Programme ホ

ームサポートを希望の場合はアセスメント時に判定が

下されますが、それ以上のサービス（HCP、短期ケ

ア、ケアホーム）の査定結果は手紙で知らされます。 

HCP は即座にサービスを受けられるとは限りません。

政府の補助金、各サービスが受けられる人数が限られ

ており、1 年以上待つ場合もあるという事です。 

HCP の待機期間が終わり、いよいよサービスが受けら

れる状態になってから、認定されたサービスとそのコ

ード（参照番号）が表示された手紙が届きます。認定

されたサービスを提供している会社を選択、決定した

時このコードが必要です。 

既にサービスを受けているが、心身老化が著しく、現

状以上のサポートが必要になった場合は My Aged Care

へ連絡、新たなアセスメンを受ける事が必要です。 

いよいよ一人では生活できない状態に近づいたらケア

ホームへの移動を考える時です。ケアホーム、ナーシ

ングホーム、レジデンシャルホーム等、色々な名前が

使用されますが、何れも同じく高齢者の世話をする宿

泊施設です。一方リタイヤメントビレッジは、５５歳

以上を対象に比較的安くアコモデーションを提供しま

すが、高齢者用の割引などは含まれていても、ケアサ

ポートは含まれず、My Aged Care とは無関係です。 

オーストラリア政府からの Age Pension 老齢年金を受

け取る申請をする際に、センターリンクへ収入、資産

を報告、状況に変化があった場合はセンターリンクへ

告知することが義務付けられています。このデータか

らセンターリンクは個人資産をほぼ把握しているわけ

ですが、年金の査定には居住する持ち家の価値は資産

には含まれない一方、ケアホームへの補助金を申請す

る時には居住する持ち家の価値も資産に含まれます。 

上記の理由によりケアホームの援助金申し込みをする

ためには SA486（オンライン）、もしくは用紙 SA485 

Residential Aged Care Property details for 

Centrelink and DVA customers を記入、所有している

自宅の評価価格をサービスオーストラリアに知らせる

必要があります。 

この書類を提出後にセンターリンクはケアホーム入居

時の援助金を決定、結果を手紙で送付してくれます。

ケアホームはこの情報なしには滞在費用の計算、しい

ては自己負担金額を明確にすることが出来ません。 

下記の My Aged Care のウェブサイトから補助金の推

定額が計算できます。

https://www.myagedcare.gov.au/how-much-will-i-

pay 

昨年私の義理の母（94 歳）がケアホームへ移りまし

た。義理の母の場合はすでに HCP ホームケアパッケー

ジ レベル 3 を受けていて、レスパイトケア、レジデ

ンシャルホームへのサポート認可も出ていました。本

人はケアホームへ行きたくないとずっと言っていたの

ですが、GP からも勧められてケアホームへ移ることに

同意しました。 

既にレスパイトケアとケアホームへの許可が出ていて

センターリンクから SA485の結果を待っている状態で

は、レスパイトケアを使用してケアホームにお試し滞

在することも可能です。ケアホームでレスパイトケア

を受ける場合は 1 日につき$54.69 のケア費用がかか

り、年間最高 63 日間に使用が限られています。 

ケアホームは My Aged Care のウエブサイトから検索

することが出来ます。

Https://www.myagedcare.gov.au/find-a-provider/ 

ケアホームへの支払いですが、一般的には RAD 

（Refundable accommodation deposit）と呼ばれる入

居施設費の一括払いが入居時に必要で、これが施設や

部屋によって値段がかなり違います。 

例えば義理の母がお世話になったケアホームでは部屋

によって RAD が＄200,000から＄850,000 と同じ施設

内でも値段が違います。安い部屋は相部屋でした。 

グーグルによると 2020 年度の RAD は平均＄450,000だ

ったようです。 

RAD 以外の施設への支払い方法に DAP （ Daily 

accommodation payment）がありますが、DAP と RADを

併用することもでき、義理の母は一部 RAD、足りない

分を DAP で支払いました。 

例えば$400,000 の RAD の部屋が空いて、その部屋を確

保する$400,000 の現金がない場合、DAP では 1 日

$44.27 に換算され、毎月@44.27x 日数、例えば 31 日

の月は＄1,372.37 を支払うことになりますが、一般的

には施設は一部でも DAP の支払いを求める事が多いよ

うです。RAD と DAP のコンビネーションの例では

$400,000 の RAD の 25％に当たる$100,000 を支払った

場合、残りの 75％を DAP で 1 日$33.21 で支払うこと

になります。 

上記の Accommodation payment 宿泊施設費とは別に毎

日のケアの費用がかかります。施設の使用者は、誰も

が daily basic fee（食事、洗濯代などのサービス費

用）を払う義務があり、政府はこの金額を現在 1 日に

つき最高$54.69 と設定しています。この数値は

Australian Age Pension 老齢年金の 85%にあたるもの

で、年金の金額が変化する度に変動します。 

 

Service and care fees
サービス、ケア費用

Accommoda�on fee
施設費

Residen�al Aged Care Cost
豪州における老人ホーム自己負担費用

Daily Basic Fee
基本サービス料金
1日最高＄54.69

及び
Means Tested Care Fee
資産査定による追加料金
1日最高$259.26

施設によっては他にも費用
がかかる可能性もあるので
契約をする前に確認要

Refundable Accommoda�on 
Payment(RAD)
一括前払い

もしくは
Daily Accommoda�on 
Payment (DAP)
RADに基づいて計算された
1日当たりの費用を月払い

RADとDAPの混合使用も
施設によっては可能

2022年5月1日現在

https://www.myagedcare.gov.au/how-much-will-i-pay
https://www.myagedcare.gov.au/how-much-will-i-pay
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また、Means tested care fee が別枠であり、支払え

る能力があると判断されると 1 日につき最高$259.26

を追加で払う必要があります。施設によってはその他

のサービス費用がかかる可能性もありますので、契約

書にサインをする前にしっかりと確認する事が大切で

す。 

以上が現在一般的なオーストラリア政府機関への介護

援助依頼の流れとケアホーム費用概要です。政府の補

助金を受けないプライベートとしてのサービス会社、

施設使用の場合は全額自己負担となります。 

上記の情報はあくまでも私個人の把握している現状で

すので、完全ではありません。不明な点などはセンタ

ーリンクや My Aged Care、または信用できるエージェ

ント等に直接問い合わせ、正しい情報を得てくださ

い。 

 

My Aged Care登録体験記 

虹の会会員 曾根 幸子 

「My Aged Care」は、オーストラリア政府の介護制度

で、65 歳以上のシニア（豪州国籍保持者と永住権保持

者）なら誰でも、オンラインないしは電話で申請でき

ます。登録が済んで 2 から 6 週間後には、政府のアセ

スメントがあり、そこで各個人に合ったサポートプロ

グラムが作成されます。自宅、さらにケアホームなど

で日常生活がスムーズに送れるよう手助けを介護サー

ビス業者に委託することから、その費用の負担額の決

定と更にプロセスは続くので、面倒だ、差し迫ったら

やろう、と私はかなり逃げ腰でした。その考えが変わ

るチャンスが意外にも早く来ました。 

2021 年 6 月から約 1 年、Umbrella (Multicultural 

Community Care- established in 2002 to deliver 

culturally appropriate care services to WA 

seniors from culturally and linguistically 

diverse backgrounds) という政府認可介護サービス

非営利事業団体が、政府補助金の下、日本人シニア対

象に ’Let’s get social Project’ を立ち上げ、

約 20 名が参加しました。送迎車つきで Araluen 

Botanical park, Swan Valley などへのピクニックだ

けでなく、Umbrella の事務所では、メンタルヘルスや

アルツハイマー、身体障害などの不安が起きたときに

どんな政府のサポートがあるか、どこに連絡すればよ

いか等々シニアにとって必要な情報提供のセミナーが

何度かあり、自分がシニアであるという自覚が強まり

ました。そこで、オン

ラインで登録を済

ませようとしまし

たが、実際にど

こが悪くてどん

なサポートが必

要なのか、とい

う質問に答えら

れず、申請に失敗しました。 

他人に迷惑かけずに生活しているという自負もありま

したが、今年に入ってコロナで自宅自粛生活のせいも

あり、体力が落ちてきて健康に自信を無くしていた矢

先、My Aged Care の登録申請を電話でする手続きを、

無料で手伝うサービス（EnCompass Connector プロジ

ェクト：Federation of Ethnic Communities’ 

Councils of Australia と各地のコミュニテイー組織

の共同プログラム）があると聞き、飛びつきました。 

Encompass 派遣の女性と、Umbrella 組織下の日本人

女性が自宅に来てくれたのが 3 月 24 日。先ず

Encompass の女性が電話で自己紹介し、次にクライア

ントとして私が話し始めました。電話申請は約半時間

で終了しました。住所、生年月日や Medicare 番号、

家族構成など個人情報を電話で話すのは不安でした

が、仕方ありません。携帯のスピーカーをオンにして

話しましたが、時に聞き取れない言葉があって不安な

表情をすると、派遣の女性がそばで頷いてくれたりし

たので助かりました。実は最初の電話に若い女性が出

たのですが、なぜか途中で切られてしまい、2 度目は

ベテラン年配者の声でした。 

数日後、郵送で’Well come to My Aged Care’とい

う手紙が届き、Aged Care ID を受け取りました。さら

に 2 週間後にはメールで、電話アセスメントが行われ

るという通知を受けました。アセスメントは対面だと

聞いていたので意外でした。未知の番号からの電話や

メッセージが増えた昨今、メールには保健省の担当者

の電話番号と予定時間が書いてありました。 

4 月 7 日朝 9 時から 10 時までアセスメントが行われま

した。初めに担当者が、アセスメントは普通自宅訪問

して行われるが、コロナ接種を拒否した者や離職者が

相次いだ結果の職員不足で電話アセスメントになった

ことを謝りました。声が柔らかく親切そうだったの

で、私も英語は母国語ではないのでゆっくり話してほ

しいと頼んだら、ノープロブレムと答えてくれまし

た。住宅環境、日常生活、緊急時の外出入方法や連絡

先等の外、GP，病歴、常用薬、健康状態等も聞かれま

した。最後に My Aged Care の登録者として、どんな

サービスが必要かと聞かれ、正直に、現在はなんとか

自立生活を続けているが、来年どうなるか不安であ

る、時にタクシーが必要だが運転手が信用できず、外

出に支障あると答えました。翌日審査官から PDF 査定

結果がメールで送られてきました。今年は政府認可の

シニア用交通サービス業者の連絡先のみ提供し、来年

は状況次第でホームサポートプランを立て直すことに

なるし、そうなれば対面のアセスメントが行われると

いうものでした。 

申請、査定と二つのハードルを越えて感じたことは、

オーストラリア政府の援助を得るには、先ず自分にど

んなヘルプが必要かよく考え、答えを用意しておかな

ければならないこと、次に、英語で半時間、一時間と

話すのは結構疲れるので、無料の日本語通訳サービス

のご利用をおすすめしたいです。 
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【参考】EnCompass Connector プログラムと連携して

いるパースのサービス団体&連絡先 

Umbrella Multicultural Community Care Services 

電話：08 9275 4411 

email:encompass@umbrellacommunitycare.com.au 

Metropolitan Migrant Resource Centre 

電話：08 9345 5755 (Ext 102) 

email: admin@mmrcwa.org.au 

Multicultural Communities Council of WA 

電話：08 6196 2818 

email: encompass@mccwa.org.au 

Chung Wah Community and Aged Care 

電話：08 9328 3988 

email: amar.varsani@chungwahcac.org.au 

 

なるほど心理コラム – 愚痴（ぐち）吐きの功

罪と愚痴吐き相手の選び方 

虹の会会員 バーカー ユミ 

前回はカウンセラーと精神科医、心理学者、臨床心理

士などの違いを書きました。 

今回は、一番身近な無料カウンセラー（の役割を引き

受けさせられている）家族や友人への愚痴吐きの功罪

と相手の選び方です。 

まずは「愚痴」という言葉を辞書で調べてみましょ

う。 

愚痴・・・１）［名］言ってもしかたのないことを言

って嘆くこと。２）［名・形動］《(梵)moha の訳。

痴・無明とも訳す》仏語。三毒の一。心性が愚かで、

一切の道理にくらいこと。心の迷い。また、そのさ

ま。参考： Goo 国語辞書.” dictionary.goo.ne.jp/ 

「愚痴」は仏教伝来の言葉です。２）はちょっと厳し

いですが、「愚痴」は毒の一つ。１）の「言ってもし

かたないことを言って嘆くこと」というのはしっくり

きますね。 

愚痴（＋）：心が晴れる。適度なガス抜きですっきり

し、心疲労を予防または遅延させる。愚痴を言える相

手がいることで孤独感を癒せる。話題に事欠かない。

同じ愚痴を持つ人とは気持ちを慰めあえる。同調し聞

いてくれる相手との信頼関係が強まる。第三者の反応

や意見を聞くことができる。話すことで頭が整理され

（どうしようもないと思っていたこと）でも問題解決

のヒントが得られることもある。無料（ただ） 

愚痴（―）：相手が同調しないと自分を正当化する思

いが倍増され、聞き役のことも嫌になる。愚痴は常に

自分の正当化なので、ポジティブな思考や問題の改善

の機会を失う。毒ガスを吐くので、聞き手に無意識の

ストレスを与える。内容がどこの誰にどのように伝わ

るかわからない。「愚痴と不満ばかりで話していても

つまらない人」という影のレッテルを張られる可能

性。聞いてくれる相手の時間泥棒。それらにより人間

関係にも影響しかねない。愚痴を繰り返すことで脳に

ネガティブな回路が形成され不満が増える。 

愚痴吐き相手の選び方 

・ 同じような体験をしていて同調してくれる人。 

・ 忍耐強く聞き役に回ってくれる人。 

・ 秘密は守り、他人にも不用意に口を滑らせない人

（秘密でないなら別）。 

・ 意見やアドバイスはこちらが求めない限りしない

人（的確なアドバイスとは限らず、余計にモヤモ

ヤします）。 

・ 陰口を言わない人（あなたに陰口を言う人はあな

たの陰口も言います）。 

・ 愚痴を吸収して代わりに悩んでしまわない人（子

供に愚痴はもってのほかです）。 

・ 相手の愚痴もあなたが聞いてあげられる人（一方

的な愚痴吐きはほぼ軽犯罪）。 

・ 愚痴を聞いてくれたことに対してあなたが心から

感謝できる人。 

ほぼ当てはまる人を選ぶなら、最適任なのは、人では

なくペットかもしれないですね（笑）または費用はか

かりますが、プロのバーテンダーやホステスさんは愚

痴吐き相手にぴったりです。 

Q このモヤモヤとイライラ、友達に愚痴を聞いてもら

う？カウンセリングに行く？どっちが良い？ 

愚痴の定義によれば、あなたの悩みが「言ってもしか

たない事」「どうしようもできないこと」と思うなら

愚痴です。上記の愚痴の（マイナス作用）と「愚痴吐

き相手の選び方」を読んで、大丈夫だと思ったら信頼

できる友達や家族に愚痴を吐くことで、すっきりしま

す。 

たとえ「言ってもしか

たのないこと」だとし

ても、友達にも家族に

も話したくない内容が

あるなら秘匿義務のあ

るプロに相談でしょ

う。 

カウンセラーならそれ

が本当に「どうしよう

もできないこと」「言っても仕方がない事」なのか確

認でき、どうにかなりそうならその方向や方法を、少

なくとも愚痴ではなくポジティブに心が軽くなるまで

伴走してくれます。 

そして、愚痴を言っても気分が晴れない、どんどん気

分が落ち込む、考えると胸が苦しくなる、それが人間

関係や日常生活にネガティブに影響している（＝気分

転換ができない）なら、迷わずカウンセラーに相談し

てください。 

カウンセラーは大小にかかわらず悩み（愚痴含む）を

聞き、心軽やかな日常生活を送れるようサポートする

のが役目です。 

mailto:encompass@umbrellacommunitycare.com.au
mailto:admin@mmrcwa.org.au
mailto:encompass@mccwa.org.au
mailto:amar.varsani@chungwahcac.org.au
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親身になって聞いてくれる友達は無料でお手軽です

が、複数回のランチやお茶の費用とそれを自腹で払っ

て時間を割いて聞いてくれていることも考えましょ

う。お茶や食事、お礼の品、相手と自分の時間も有限

有料です。 

相手にストレスを与えているのに気づかず人間関係が

悪化し「ただほど高いものはない」結果にならないよ

うに気をつけてください。親友との楽しい時間や家族

団欒がいつも愚痴吐きにならないように、ご利用は計

画的に。 

愚痴の代わりに、気分転換、友人や家族とは楽しい時

間を共有すると、愚痴っていたことが次第にどうでも

良くなってくることもありますよ。 

「なるほど心理コラム」ではコラムに載せる質問やリ

クエストを募集しています。 

虹の会事務局までメールでご連絡ください。

admin@nijinokai.org.au 

バーカー ユミ 

パース日本語カウンセリングルーム 

国際結婚悩み相談室 

 

クレイトン喜久子さん 

虹の会会長 大槻 慎一 

クレイトンさんが、4 月

16 日、85 歳でお亡くなり

になられました。 

彼女と虹の会との関係で

すが、彼女は 2000 年に虹

の会が発足して以来の会

員で、2005 年には前会長

の中原さんの後を継いで

2 期目の会長になられ、

2010 年迄会長を勤められました。当時私はクレイトン

さんの元で事務局長をやっていましたが、公私共よく

𠮟𠮟られました。今でも覚えているのは、「オーストラ

リアの在留日本人は 1/3 が男性で 2/3 が女性なので、

常に虹の会もこの事実を念頭に置いて行動し女性の意

思を尊重し、女性の総意を汲み取っていく努力をしな

ければいけないよ。あなたは特に女性への配慮に欠け

ているよ。」と言われました。確かに虹の会の正会員

41 人中男性は 5 名と圧倒的に女性の世界になっていま

す。特に虹の会のようなボランティア団体はその傾向

が強いのだと思います。 

その後、2011 年に彼女が脳卒中で倒れられ、認知症も

進んできたので、豪州に身内のいない彼女を虹の会の

登録会員として、会全体でサポートする事になりまし

た。 

私も 2011年に会長職を引継ぎ、現在に至っていますが、

今後共クレイトンさんの御忠告を胸に、会の発展の為

に一層尽力していきたいと思っています。 

今は、ただ心から哀悼の念とご冥福をお祈りするだけ

です。クレイトンさん、どうぞゆっくりお休み下さい。 

 

 

事務局だより 
虹の会会員 ねぎ 美佐子 

猛暑の夏の日々が嘘のように、冬の兆しの雨が降り始

めた今日この頃です。４月末には新型コロナ感染規制

のためのマスク着用等の措置も大幅に緩和され、『ウ

ィズ コロナ』の生活になってきましたが、依然とし

て、毎日、多数の感染者が報告されています。私の知

人数人も感染し、ひどい空咳や息苦しさ、疲労感に苦

しんでいましたが、皆様、お元気でお過ごしでしょう

か？ 

さて、４月以降に計画しておりました虹の会の活動

は、残念ながら諸般の事情で延期することになりまし

た。例年、虹の会の当番月の５月に実施しております

日本人墓地清掃は中止となり、次回は１１月を予定し

ています。 

前号でお知らせしました理学療法士によります「ラジ
オ体操＆健康教室」は新型コロナ感染状況を考慮し

て、６月以降に開催を計画しています。 

UWA の川崎先生をお迎えしてのワークショップ、「子
どもとうちで日本語を話す」は、７月１９日に開催予

定です。また、「オーストラリアの相続手続セミナ
ー」もパースの弁護士にお願いして実施する計画で

す。 

虹の会のボランティア活動に興味のある方は、虹の会

ホームページをご覧いただき、入会申し込み書をお送

りください。または、info@nijinokai.org.au / 0403 

530 928 までメールかお電話でお問い合わせくださ

い。 

【お知らせ】虹の会のホームページ、メールアドレス

等の変更について 

虹の会のホームページのアドレスは、

https://nijinokai.org.au に変更され、現在新しい

ホームページを作成中です。また、虹の会のメールア

ドレス、事務局のメールアドレスも以下の通り変更さ

れました。（＊旧アドレスで送信しても、新アドレス

に転送されます。） 

虹の会の新メールアドレス：info@nijinokai.org.au 

事務局の新メールアドレス：admin@nijinokai.org.au 

 

mailto:admin@nijinokai.org.au
mailto:info@nijinokai.org.au
https://nijinokai.org.au/
mailto:info@nijinokai.org.au
mailto:admin@nijinokai.org.au
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編集後記 

6 月号を編集中の現在では室内でもマスク不要、

レストランなどでの予防接種の証明も不要とな

りましたが、コロナ感染が以前にも増して広ま

っており、第二ピークが訪れています。西豪州

政府はこの状況は予想されていたもので、入院

患者の数は増えていないので制限を再導入する

必要はないとの見解ですが、内心ひやひやして

いるのではないでしょうか。 

虹の会理事 9人の中でも既に 3人がコロナに感染

し、いかにコロナが広まっているかが痛感され

ます。 

65 歳以上でコロナワクチンのブースターショッ

ト（3 回目）を 4 ヶ月以上前に受けた方は冬に向

けて2度目のブースターショット（計４回）を受

ける事が出来ます。GP や薬局にお問い合わせく

ださい。 

  YW 
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ようこそ「サポートネット虹の会」へ 
 
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・非宗教団体です。 

 

「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を、組織的にサポートしています。 

 

また外国で暮らす日本の子供たちに、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。 

 

 

（１）生活情報の提供、紹介    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、紹介    医療システムなどが分からない方たちのために。 

（３）高齢者への支援 ケアチームによる定期訪問、見守り、コミュニケーション（家族との連絡、 

専門家との連携）、実際の介護は含みません。 

（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への

付き添い、送迎。 

（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）メール相談        上記（１）～（７）までの相談事を含む、さまざまなメール相談を行っていま

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こと）、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。 

 Mail: info@nijinokai.org.au 
【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) 

  振込みが特定できない場合が有りますので、銀行店頭で振込みの場合は、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 TEL: 0403 530 928 受け付け時間 月～金 9:00 ～17:00 

Email: info@nijinokai.org.au 
 

mailto:info@nijinokai.org.au

