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市内引っ越しキャンペーン実施中！ 20箱まで箱の貸し出しが無料！

今月のレストラン
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reflection
「リフレクション」152

今月の舞台は、東京23区の面積の約半
分の大きさしかない、地中海中央部の島
国、マルタ共和国だ。観光国マルタに日本
からの観光客も増えている。

マルタ島中北部のモスタと呼ばれる人
口2万人ほどの町に、世界屈指の規模を
誇るドーム型のモスタ教会がある。ドーム

部分の外側の直径は、５５メートル弱、建
築物を正面から見た外観の最も高い部
分は約７５メートルにも達する。設計者が
一番見せたい部分でもある。内部空間に
支柱のないドーム教会としては、バチカ
ンのサン・ピエトロ大聖堂、ロンドンのセ
ント・ポール大聖堂に次いで、世界で3番
目に大きな教会とされている。

教会の屋根を貫いた爆弾
マルタ共和国
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第2次世界大戦の激戦地となったマル
タとモスタ教会の話をご紹介しよう。日本
ではあまり知られていない激戦地・マル
タ。マルタの戦略的な位置関係から、敵
軍独・伊への攻撃拠点となったために、そ
の報復として常に爆撃を受けていた。

1942年第二次世界大戦時には、イギリ
ス植民地マルタは、イギリスからエジプト
への中継地点にあり、また、イタリア海軍
攻撃のための潜水艦基地を擁してイギリ
ス海軍の重要拠点だった。マルタはシチリ
ア島にも近いため、伊・独空軍に砲撃され
た。エニグマトラフィックを含むドイツの無
線通信を傍受する極秘情報収集拠点とし
ても使用された。エニグマというのは、第
二次世界大戦でナチス・ドイツが用いた
暗号機だ。暗号タイプライターとしての暗
号機には、暗号化機能と解読機能があり、
オペレーターが平文をタイプすると暗号文
が出てくる優れものだ。イギリスはこの暗
号の解読にも成功していたが、その事実
は徹底して秘密にされ、ドイツ軍は終戦ま
でエニグマを使用し続けた。

さて、1942年4月9日のこと。ドイツ空
軍機の爆弾がモスタ教会に落とされた。
ちょうどミサの真っ最中だった。教会内に
は300人以上の信者が集まっていたとい
う。ところが、その爆弾は教会の天井を突
き破ったが炸裂せずに、なんと不発弾に
終わった。モスタ教会では死者どころかけ
が人すら出なかったというのだからまさに
奇跡だ。それから6日後の4月１５日、第二
次マルタ包囲戦中にムッソリー二のイタリ

アなどによる空襲に終始、耐え忍んだマ
ルタ人の勇気に、イギリス国王ジョージ6
世（現エリザベス女王の父君）は心を動
かされ、「歴史上長く、有名なる英雄と献
身を称えるため、マルタの国と国民全て」
に対し、「聖ジョージ十字勲章」（ガーター
勲章）を授与した。

この不発弾エピソードは「モスタ教会の
奇跡」として語り継がれている。圧巻の丸
天井には、爆弾が通過した場所がみられ
る。穴はもう無い。教会の展示室にはこの
時の不発弾のレプリカも展示されている。
平和を祈ろう！　不戦を誓おう！

北村　元（きたむら　はじめ）

大阪市生まれ。日本大学卒業後、アナウンサーとして
テレビ朝日入社。BBC放送出向。エープリルフール
放送では、BBC放送史に残る番組を制作。バンコク、
ハノイ、シドニーの各支局長を経て、テレビ朝日退
職後、西シドニー大学名誉客員研究員。ベトナム戦
争の枯れ葉剤被害の取材を続け、「アメリカの化学
戦争犯罪」（梨の木舎刊）を出版。枯れ葉剤被害者の
支援活動は29年目。今年は、ベトナム北部の貧困地
域の小学校で、30人に奨学金を贈り、最上級生の5
年生100人が一人一体の恐竜の模型作りに挑む。そ
の後、5地域で枯れ葉剤被害者支援を展開する。
筆者のベトナムブログ http://ainovietnam.jugem.jp/

北村元 的 警抜劇
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弊誌発行人 大庭祐介

紙からデジタルへ

平素より『Japanese Entertainment Paper CHEERS』を
ご愛読いただきまして、誠にありがとうございます。
弊誌は、再生エネルギー先進国のオーストラリアで、

10年後の媒体のあり方を視野に入れ、携帯でも楽しめる、
『環境にやさしいデジタル化』の道にチャレンジします。

引き続きご愛読をよろしくお願いいたします。

紙では実現できなかった、費用対効果を明確に。

印刷コストを大幅にカットすることで、低価格であり

ながら、デジタルペーパーやウェブサイト、SNS、

ニュースレター、動画配信などのツールを駆使した、

多種多様なサービスの提供を実現します。長期契約

で縛らないことから、押し際、引き際の局面で瞬時に

バジェット調整が可能に。また、日本人マーケットをカ

バーしながら、ローカルマーケットへのアプローチも

視野に入れた、『コンタクトレス』で『スピーディ』な

マーケティングにチャレンジします。

大切なクライアントさまへ
コロナ禍に背中を押される形となりましたが、弊

社は環境保全の観点、利便性の観点から、振り返

ることなく、弊誌CHEERSの完全デジタル化へと突

き進みます。時期尚早は覚悟のうえで、一歩ずつ改

善を重ねていきながら、携帯でも気軽に楽しめる、

理想のメディアのあり方を追求します。また、デジタ

ルペーパーやウェブサイト、SNS、ニュースレター、

動画配信など、各コンテンツに沿った表現ツールを

用いて、『コンタクトレス』で『スピーディ』に、皆さ

まのお手元へ、有益な情報をお届けいたします。

親愛なる読者さまへ

innovation

https://cheers.com.au/
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住所：Level 3, Bldg. 1 25 Sirius Rd., Lane Cove NSW 2066
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ASIAN SAVOUR WORLD
Shop 16 Lemon Grove Shopping Centre
441 Victoria Ave.,  Chatswood

CITI SUPER
580 George St., Sydney

Jasmin Asia Market
Shp 19/ 707 Anzac Pde., Maroubra

JJW GOLD PTY LTD
Shp 3/ 303 Penshurst St., Willoughby North 

KIM's Groceries
34 East Row., Canberra City 

Miracle Supermarket City
City World Square, G Flr, 
Shop 9.22, George St., Sydney

New Yen Yen Asian Supermarket
Corner Devlin St., and Blaxland Rd., Ryde

T&E Asian Grocery
2 Dalby St.,  Fyshwick,

Thai Kee Foods
Market City Level 1  
Market City
9-13 Hay St., Haymarket

姉川商店
1 Wilkes Ave.,  Artarmon

コンビニ８
303 Pitt St., Sydney

マル優
537-539 Kent St., Sydney 

夢屋
Shop 2, 34-48 

Alexander St., Crows Nest

麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺

好評
発売中

E-mail: info@ramengyoza.com.auTel: 02-9427 3547
Fax: 02-9427 8916 web: www.ramengyoza.com.au

ラーメンスープ発売開始

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=FrbVodFyHBY&feature=emb_logo
https://www.ramengyoza.com.au/


Cheers What's On
10月4日からはサマータイムも開始し、日照時間を有効活用できるようになり
ます！常にCovid Safeを心掛け、楽しんでください！ なお状況は常に変動し
ているので、出かける前には必ずオフィシャルウェブサイトをご確認ください！

Hiroshi Nagai: Painting For Music
9/25~
Fri

event
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https://jpf.org.au/events/hiroshi-nagai-paintings-for-music/


Darling Harbour Frozone
9/26~
Sat
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event

https://www.darlingharbour.com/whats-on/events/darling-harbour-frozone


ソーシャルディスタンスは守りつつ
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The Rocks Picnic
9/27
Sun

event
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https://www.therocks.com/whats-on/campaigns/the-rocks-picnic


Jamie Ministry of Food Course
9/28～
Mon
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event

https://www.jamiesministryoffood.com.au/


Tuff Nutterz
10/3～
Sat

event
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https://www.tuffnutterz.com/events


Frozen the Musical
12/11～
Tue
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event

https://frozenthemusical.com.au/


KinokuniyaKinokuniyaKinokuniya
The Galeries Level 2, 500 George St., Sydney

Tel  02-9262-7996

column
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https://www.kinokuniya.com.au/
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チキンカツカレー

世界に広がる定食レスト
ラン『Yayo i　Jap a n e s e 
Teishoku　Restaurant』の
オーストラリア全店舗に、サ
ンフランシスコなどで人気
を誇るカレーライスが上陸。
瞬く間に、お店の人気メ
ニュートップ３にランクインし
ました！
日本から直輸入した金芽
米は、一粒一粒に歯ごたえ

があり、通常のお米と同量
を食べてもカロリーや糖質
がカットできる健康志向品。
そのお米に、揚げたてサック
サクのカツを乗せて、野菜
の旨味が溶け込んだカレー
ソースで楽しむトリプルコラ
ボは一度食べたら病みつき
に。特に女性に人気のカ
レーです。ヴィーガンカレー
も登場間近！

やよい軒のカレーライス
Editor’s Pick！

Yayoi Japanese Teishoku Restaurant

和牛焼肉カレーポークロインカツカレー

ゆったりと配置された店内。
タッチスクリーンにてオーダー可能。

WEB:https://www.yayoi.com.au/

THE GALERIES, SYDNEY CBD店
Level 1, The Galeries, 500 George St, Sydney 

WESTFIELD SYDNEY店
Level 6, Pitt St & Market St, Sydney

CHATSWOOD店
38 Albert Ave, Chatswood

MARKET CITY, CHINA TOWN店
Level 3, Market City Shopping Centre, 
9-13 Hay St, Haymarket,

WORLD SQUARE店
Ground Floor, World Square Shopping Centre, 
644 George St, Sydney 

HURSTVILLE店
236 Forest Rd, Hurstville 

restaurant
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https://www.yayoi.com.au/


前回、台湾の李登輝前総統が亡くなったと
き、世界中から敬意と弔意が送られたが、中国
共産党はまったく敬意を表さず酷評し、国家の
品格が疑われるということを書いておいた。そ
して、太平洋戦争を戦っていた最中の1945年
4月12日、アメリカのF・D・ルーズベルト大統領
が突然亡くなったとき（死因は高血圧性脳出血
とされている）、その1週間前の4月7日に首相に
就任した鈴木貫太郎が、アメリカ国民に対し丁
寧な弔意を表した。その内容は「今日、アメリカ
がわが国に対し優勢な戦いを展開しているの
は亡き大統領の優れた指導があったからです。
私は深い哀悼の意をアメリカ国民の悲しみに
送るものであります。しかし、ルーズベルト氏の
死によって、アメリカの日本に対する戦争継続
の努力が変わるとは考えておりません。我々も
またあなた方アメリカ国民の覇権主義に対し
今まで以上に強く戦います。内閣総理大臣・鈴
木貫太郎」と言うものであった。そしてこのこと
は、日本人として誇りに思うべきであるとも書き
つけておいた（鈴木貫太郎の人物及びこのメッ
セージの英文も掲載されているのでお読みに
なりたい方はコチラから）。そのときこのオヤジ
は素朴な疑問を持った。交戦中の相手国＝敵
国へどのようにメッセージを届けたかが疑問
だったのだ。しかしなんてことはなかった。上記
のWikipediaの記事中に「同盟通信社の短波
放送で」と書かれていた。なるほど通信社を通
して放送したのかと納得できたのである。

さて、戦争のことを言い出したのには訳があ
る。それは8月15日の「終戦記念日」のニュース
を見ていて、「国家主権」と言うことについて考
え直さなければいけないと気がついたからであ
る。「国家主権」を考える前に、そもそも「国家」
とは何か、を考えてみるべきであろう。ここでい
う「国家」はもちろん「近代国家」のことであっ
て、19世紀までの、いや第一次世界大戦まで
の「国家」とは一線を引いておかねばならない。
「国家」の定義は何か？ それは、①国土（領土・
領海・領空を含む）があること、②国民がいるこ
と、③主権があること、そして最近では④世界
からの承認が必要であること、と言える。想像
力を働かせて考えても見よ、第二次世界大戦
までのインド・中近東や東南アジア・アフリカの
各地を。国土は厳然とそこにあり、そこに住む人
たちも確かにいた。しかし主権はなかった。他国
が統治していたのである。1492年にコロンブス
が、現在の西インド諸島まで到達して以来の、
いわゆる「帝国主義」を標榜していた国々が「力
」で統治していたのである。「力」＝「暴力」であ
る。そのことを肝に銘じておかなければいけな
い。そして「主権」についてである。「主権」とは
一体何か。孫引きで恐縮ではあるが、芦部信喜
著の『憲法（第7版）』（岩波書店・2019年3月8
日刊）の「主権とは」と言う項目から引く。「主権
とは、①国家権力そのもの（国の統治権）、②国
内において最高、国外に対しては独立であるこ
と、③国政においての最高の決定権」と誠に簡
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潔に要領よく書かれている。その国は他の国の
言いなりにはならない・地方自治体は国家主権
に逆らえない・国の安全保障は国家主権の問題
→地方自治体のエゴで「自分たちだけ良ければ」
となれば、国を弱め外国勢力による植民地化に
結び付き、本末転倒となりかねないと言うことな
のである。そして日本国憲法の三原則は何かと
言えば、「国民主権・平和主義・基本的人権の
尊重」とも書かれている。皆、中学か高校で学ん
だことがある事柄である。もう少し突き詰めて言
えば、主権＝国家権力そのもの＝国家の最高権
力、は国民が持っているのであって、外国勢力の
言いなりにはならない、と言うことである。ところ
が一方、憲法九条には「武力」と「交戦権」を放
棄するとも書かれているのである。1950年、時
の総理大臣、吉田茂は「（日本の）防衛は米国に
委ね、国防費を最小限にし、その余力で日本は
経済中心に進める」と決定したのである。そして
その年は朝鮮戦争が勃発した年でもあった
（1950年6月）。国際情勢は米ソ冷戦の真っただ
中にあって、世界中の国々は、ヨーロッパも含め
米ソどちらかにつくか旗幟を鮮明にして安全保
障を考えなければならない時期であった。自由主
義陣営に付くか、はたまた共産主義陣営に与す
るのか、判断を迫られたのである。そして朝鮮戦
争で忙しくなったアメリカは、日本に早く軍事力
を持つよう期待し、8月にGHQのポツダム政令に
よって警察予備隊が設置された（のちに保安隊
＝陸上自衛隊の前身）。であるからそれ以来70
年間、安全保障については米国に「主権」の一部
を委ねている状態が続いているのである。

「終戦記念日」に気がついた、と書いたが、実を
いうと愕然としたのである。何だ、日本は主権の
行使もできない国なのか、安全保障を他国に預
けておいて何が独立国家と言えるのか、中国・韓

国が靖国神社参拝でとやかく言うのは、安全保
障すら他国任せだからなのではないかとも思っ
たりした。そしてよくよく考えれば、世界には、世
界中を統治する「世界政府」はなく、世界を取り
締まる「世界警察」もない。言って見れば世界は
今「アナーキー」な状況ではないか（まあ、昔から
そうだったのだけれど）。無政府状態・無警察状
態でルールに従わない、何にも縛られない状態で
はないか、と気がついたのである。特に昨年末か
らの新型コロナウイルスのパンデミックでその傾
向が著しくはっきりしてきたように思う。であるか
らこそ日本人は皆「国家」及び「国家主権」と言う
ことを考え直さなければいけないのである。この
オヤジに言わせれば、75年間の太平が、「国家」
や「国家主権」をまともに考えたこともなく、また
「防衛」や「戦争」というものを現実的に考察する
頭脳を麻痺させてきたように思えてならない。特
に純軍事的な命題を、客観的に冷静にかつ合理
的に考える訓練がまったく忘れ去られている（防
衛相や自衛隊はもちろん、防衛大学などではきち
んと訓練がなされているだろう、と思う）。主権の
行使もできない国がどうして世界に対して義務
と責任を果たせるというのだろうか。世界第3位
の経済大国と言われ、おだてに乗って浮かれて
いる時代はもう終わったのだ、と覚悟をしなけれ
ばいけない。

日本が行った外国勢力との戦争を考えてみる
と、白村江、元寇、文禄慶長の役以降では日清・
日露・太平洋戦争がある。日清・日露のときは明
治時代で、誠に合理的かつ冷静に事が進められ
た。昭和になって軍部は先祖返りをしたように
（＝司馬遼太郎さんの体験的判断）非合理的か
つ煽情的・空気によって戦った（＝山本夏彦さん
の体験的判断）ため敗戦に至った。清に勝ち、ロ
シアに勝ち、最後にアメリカに負けたのである
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（ちなみに今まで、清とロシアに勝ったことのある
アジアの国は他にない。べトナムはアメリカに
勝ったが）。それを考えたとき、将来の日本の方
針をどのように考えたらよいのかは重大な問題
で、あまりのんびり構えてはいられないように思
える。もうみんなは知っていると思うが、中国・北
朝鮮・ロシアという何とも薄気味の悪い、腹黒い
国々が、虎視眈 と々日本とアメリカの連携を断ち
切ろうと狙っている。日米を分断しようとありとあ
らゆる策を弄しているのである。日本は主権の一
部を停止して、国防という点でアメリカが肩代わ
りをしているのである。その具体的な表れは、20
年7月29日、ケヴィン・B・シュナイダー在日米軍司
令官が指摘したように、「尖閣周辺の中国の行
動について、ここ100日から120日のあいだ、いま
だかつてないレベルで日本の領海に侵入してい
る」とし、「尖閣諸島の状況について、米国が日本
政府を助ける義務を全うする」（オンライン記者
会見）と日本を100%支援すると表明している。こ
れは日本人の覚悟が試されているのである。代
わりに戦うのではなく、「100%の支援」と言って
いるのであって、これはまた「無血で代償を得よ
うとするなら何も得られないぞ」とも言っている
のである。そうすると、今何が必要なのかは自ず
と分かってくると思う。それは、日本の防衛力強
化が最も重要な事柄なのである。

時あたかも、河野太郎防衛大臣は8月４日の記
者会見で、ミサイル防衛に関して「相手領域での
弾道ミサイルなどの阻止」を盛り込んだ自民党提
言が「中国や韓国の理解を得られる状況ではな
いのでは」と質問され、「主に中国がミサイルを増
強しているときに、なぜその了解がいるのか」と語
気を強めた。また重ねて韓国については、との問
いに「なぜ韓国の了解が必要なのか、わが国の領
土を防衛するのに」とも述べたのである。文章は

防衛省のプレス・リリースで読めるので読んでみ
て欲しい。またこの時の記者会見はこちらの動画
でも観られる。これを読みまた観てみると、日本の
メディアがいかに毒されているかがよくわかる。そ
してこのオヤジは、河野太郎大臣が外務大臣の
ときから注目していたが、これほどはっきりとモノ
が言える大臣は稀であり、極めて貴重な存在で
あると思う。駐日韓国大使を「極めて無礼」と言っ
た会見もコチラから見てほしい。安倍晋三首相の
辞任のニュース以来、次にやってほしいのは河野
大臣だと思っていたのだが、ちと早いかもしれな
い。もう少し真綿でくるむような、いわゆる政治家
的なレトリックも必要かもしれない。

閑話休題。さて、先ほどもちょっと触れたが、7年
8ヵ月の長期政権が、安倍首相の辞任演説で幕を
引いた。長ければよいというものではないが、日本
の国民がそれを望んだからそうなったのだろう。も
ちろん野党の不甲斐なさが一番の要因ではあった
が。それはさておき、今、日本がやるべきことは「尖
閣諸島防衛システム」の構築である。このオヤジが
思うに今が最後のチャンスだろう。そして中国公船
が何ヵ月も連続して現れているこの海域を守り、米
国がその後ろ盾でいるような状況を作れば心強
い。これは竹島も同様に考えた方が良いと思う。そ
して日本の心ある人 は々、「共産主義者との約束は
全く意味がない。ソ連、北朝鮮、中国は伝統的に約
束を守ったことがない＝自分たちが常に正しいから
相手が守るべきである、と考えるから」という誰やら
の言葉をかみしめておいた方がよいだろう。最後
に、お金のかからない簡単な提案をしておきたい。
TVではおよそ30分おきに、気象情報とかお天気の
話が繰り返される。そこに北方4島と尖閣諸島の気
象情報も入れたらどうだろうか。わが領土の気象
情報を堂 と々繰り返すのだ。誰も文句は言えまい。

（この項続く）

October 2020 017

column

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-30/QE8XPNT0AFB401
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-30/QE8XPNT0AFB401
https://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2020/0804a.html
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●H.たつい　プロレス最強説を信じ、
どちらかというとU系。知られていない
が、実はプロテインを飲んで密かにプ
ロレスラーを目指しているとか。
180cm以上という長身だけに、ウエイ
トさえつけばプロレス・デビューも夢じ
ゃない？

October 2020 019

column



あなたもエミクに
相談してみませんか？

ＥＭｉＣ

①正確！ 早い！ 安心！

②学生ビザ代行申請が無料！

③ビザ申請当日のご来社は不要！

④しっかりアフターサポート！

TEL：(02)9264 1911
移民法コンサルタント登録番号 MARN：0208479,92769

お問い合わせは日本語でお気軽に
エミク・オーストラリアンビザネット

ビザ情報は　www.visanet.com.au E-mail：emic@visanet.com.au
Suite 2, Level 1, 507 Kent St.,

オーストラリア政府認定
ビザコンサルタント２名在籍Visa

オーストラリアンビザネット：平日10:00～１８：００
営業時間/エミク：平日１０：００～１８：００（土日祝日お休み）

Recommended学生ビザはエミクに相談

確かな情報を基に、
安心してビザを申請してほしい。
これがエミクの願いです!

学校のお手続き・学生ビザの申請・
永住権までの計画も無料で♪ 

・英語学校が$100/週～（オンライン授業になります）
・専門学校が$1000/3ヵ月～（オンライン授業になります）
・お支払いを分けてできるようになった学校
・お子さんに英語を教える資格、TECSOLやJ-shineが
  オンラインで短期取得可能に！（$1200～）

・学生ビザ申請に必要な書類、CoEの取得が$０～$500の学校
・学生ビザ代$620をサポートしてくれる学校　などなど

複雑になった学生ビザ申請も、
通常の申請は無料でサポート！
メール、Line、スカイプ、電話でも
ご相談を承っております！

Email: emic@visanet.com.au
電話: 02 9264 1911

Line: ausvisaemic
スカイプ　ID：emic_01

多くの学校からコロナウイルスの影響に対し

特別なサポートが出ています!!
ピンチをチャンスに

変える選択肢もあります！
一度ご相談ください!

経験28年、18年の
ビザコンサルタントがいるからできる、

エミクだけのサービス！

ホームページとSNSで
耳寄り情報ぞくぞく配信中！

クリック☝ クリック☝ クリック☝
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https://emic.visanet.com.au/


ゆさんがガイドする森林浴へ
参加してみたら、想像以上の癒

し効果に救われました。心が疲れて写
真が撮れない時期を過ごしていた私
に、もう一度「撮りたい」と思わせてくれ
たほどです。まるで森と一体化している
ような、ゆったりとした落ち着きのある
声と人を包み込むような配慮の後ろに

あるものに興味を惹かれ、お話を伺う
ことになりました。

「自然と自分のサイクルを感じたり、植
物と人間の体の共通点を感じたり、自分
は自然の一部であることに気づくんで
す。」と森林浴の魅力をゆっくりと語るま
ゆさん。自然の中にいること、そして頼も
しくも無邪気なまゆさんがそこにいるこ
とに、なぜだかとても安心できてしまい
ます。「しっかりしているように見られる
んですけど、男っぽくて結構ガサツなん
です。だから、人前に出るときに失礼じゃ
ないようにネイルをして自分が女性であ

STORY
与えられた環境や巡ってきた運を掴
んできたまゆさんが、幼い頃から抱
いていた心の声のままに歩むことに
した、これまでとこれからのSTORY。

Vol.34

「ユーカリに人生をみる」

取材・文・写真：ブランドスタイリストKimiko

Profile

片岡真由美さん
（Mayu Kataoka）

神奈川出身。ユーカリ写真家、森
林浴コーディネーター。ワーキング
ホリデーの後2003年にエンジニ
アとして再来豪。マーシャルアー
ツ「Jidokwan」の黒帯を持つ。

https://www.organicphotography.com.au/

ま
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ることを感じられるようにしています」と
はにかみながら「本当にいろんな人に
引っ張られてお世話になったので、どう
やって返せばいいのかと思っています」
とオーストラリアで暮らす夢を叶えるま
での道案内をした人たちのことを話して
くれました。

初来豪は1997年。職場でオーストラリ
ア人女性と親交を深め彼女の住むシド
ニーへ。ワーキングホリデー中のアルバ
イト先で、同じビル内にオフィスを構え
るIT企業の社長と毎日一緒にコーヒー
を飲む仲に。「大好きなオーストラリア
へ戻れるならなんでもする」というまゆ
さんへオファーされたのが、なんと3年
後のビジネスビザサポート。彼の日本の
関連会社にてソフトウェアの知識と経験
を得るために帰国して就職。その約束ど
おり、呼び戻されて再来豪したのが
2003年。その後社長の急逝による会社
の閉鎖で、取引先への就職とビザが引
き継がれ永住権もその会社がサポート
したという、仕事と人に恵まれ続けたま
ゆさん。もちろん、その気さくな人柄と真
面目さがそれを実現させたはずです。

実は、空手とテコンドーをミックスした
マーシャルアーツ「Jidokwan」の黒帯の
持ち主。先生が辞めるタイミングでその
学校経営を引き継ぐことになり退職。ま
ゆさんの落ち着きや芯の強さは、そこで
培われたものだと合点がいきました。た
またまソフトウェア開発を始めることに
なったり、たまたま学校経営をすること
になったり、と流れるようにキャリアを積
んできたまゆさんですが、長い間やりた
いと思っていたのは「写真」でした。幼い
頃からフィルムやケース、カメラで遊ん
でいたまゆさんにとって、大好きだった
ウェディングフォトグラファーの祖父との
幸せな思い出を繋ぐもの。しかし「写
真ってビジネスになんてならない。どう
やって食べて行くの？」と言う多くの声
と、責任が重い仕事に自分が潰れそうな
ほどのストレスを抱えていたまゆさんを
動かしたのが、ある日のユーカリとの出
会いでした。

通い慣れた道にあるユーカリが夕陽
を浴びて綺麗に色づいていることに気づ
きます。いつもそこにあった木を「意識し
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て見た」のは初めてのこと。コンクリート
の横に茂るユーカリは見失っていた自分
の「強さ」を思い起こさせたそう。「ユーカ
リに人生をみる」と言い、写真家として本
格的に活動をはじめ、シドニーの
Kirribilli　Marketで写真販売をするよう
に。そんな中、インターネットで探し物を
していた時にふと目にしたものに「これ
が私の天性の仕事！ライフワーク見つけ
た！」と確信したのが「森林浴」。興奮して
すぐ友人に電話をしたと笑います。

日本の森林セラピーガイドの資格を
取得し「オーストラリアでできる私の森
林浴を作りあげたい」と話すまゆさんか
らは大きな覚悟のようなものを感じま
す。「自分が幸せだったらそれでいい、と

いう範囲から出ていかないと周りの範
囲で終わるし、残るものがないと思った
んですね。マーシャルアーツで学んだの
は、同じように教えてもみんな吸収の仕
方も必要なものも違うし、受け入れる受
け入れないは人それぞれ。だから、どこ
の森でどういう要素をとり入れたらその
人が元気になるかをカスタマイズした
いんです」とパーソナル森林浴をはじめ
たばかり。

自分の内から聞こえる声を信じて歩み
始めたまゆさんは、とても穏やかで楽し
そうです。まゆさんとの森でのエネル
ギーチャージ、あなたもぜひどうぞ。ハ
マってしまった私からのオススメです！

ブランドスタイリスト

 Kimiko
シドニーを拠点にするブランドスタイリス
ト・フォトグラファー（Joidea代表）。世界的
大企業でのグラフィックデザイナーを経て、
ブランドの「あり方」や「望む未来」を表現す
る独自のビジュアルブランディングを確立。
グローバルに活躍する起業家から支持を得
て、日本やアジア、ヨーロッパでも活動中。

https://www.joidea.com.au/
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美しきスイーツが並ぶ

BanksiaBakehouse
ケーキ屋のショーウィンドウで、どれにしようか迷っていた子供の頃を思い出させ

る『Banksia Bakehouse』。色とりどりのスイーツが並ぶ、見ているだけでも楽しい当
店は、コロナ禍の7月にオープンするものの、愛する人たちに笑顔をプレゼントした
いと、手土産に買って帰る人が殺到したという。パティシェの職人ぶりをショーケー
スしたいという思いから、あえてオープンな作りにした当店では、この美しい品々が
生まれ行くさまをつかの間見ることができる。

Grosvenor Pl,  225 George St, Sydney
(02) 9949 1216
月～金7.30am‒4.30pm
banksia.sydney

シドニーのフードシーンは年々高まっており、特にスイーツにおいてはここ
数年、かつては見ぬことなかった繊細でアートのような品も多く目にする
ようになりました。今月はチアーズ編集部の独断と偏見で、シドニーのベス
トスイーツ12をお届け！ 大切な方へのオシャレな差し入れにどうですか？

チアーズ勝手にランキング！

https://www.banksia.sydney/
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2008年にニュータウンで誕生して以来、シドニーのみならず、メルボルン
でもカルト的人気を誇る『Black Star Pastry』。ニューヨークタイムズ紙が「世
界一インスタ映えするケーキ」と太鼓判を押した、イチゴ＆スイカのケーキ
は、毎年100万個以上が飛ぶように売れていくシグネチャーだ。シドニーCBD
店は今年、シドニーの紀伊国屋書店の隣から、同ビルのグランドフロアに移
転。まるで雑誌の1ページをめくったような錯覚を与えるユニークな店構えも
写真に収める価値あり！

世界一インスタ映えするケーキ

Black Star Pastry

CBD店：The Galeries, Shop 26, Ground Floor, 500 George St
水～金8am - 6pm、土・日9am - 6pm、月・火休み
Newtown店：（The Original Black Star Pastry）277 Australia St
水～金7:30am - 4pm、土・日7:30am - 5pm、月・火休み

Roseberry店：113 Dunning Ave
水～金7:30am - 4pm、土・日7:30am - 5pm、月・火休み
https://www.blackstarpastry.com.au/

feature
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2015年の『MasterChef Australia』で一躍時の人となったレイノルド・ポエ
ルノモさんが、翌年シドニー初のデザートバーとしてオープンした『KO I 
Desser t』。「フードはファッションである」をモットーにする当店のデザート
は、どれも目を引くほど色鮮やかで美しく、見るものを圧倒する。旅行や美術
館などからインスパイアされたというスイーツはまさにアートそのもの。シド
ニーのデザートを語る上で外せない『KOI Dessert』は訪れる価値あり！

シドニー初のデザートバー

KOI Dessert

Chippendale店：
46 Kensington St, Chippendale 
 (02) 9212 1230、木～日　11am-9pm 

Ryde店：
Shop 3, 62 - 66 Blaxland Road, Ryde 
 (02) 9809 4720, 木～日　11am-9pm
https://www.koidessertbar.com.au/
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お勧めは斬新なジェラートケーキ

Messina
シドニー屈指のジェラート専門店と言えば、『Messina』他ないだろう。40種類の
オリジナルフレーバーを誇り、その品質はもちろん、原料の産地にもこだわる当店
は、自社の酪農場を所有するほか、シングルオリジンのカカオ豆を使ってチョコ
レートを作るといったこだわりぶりだ。意外と知られていないのが、当店のゴー
ジャスなジェラートケーキ。事前にオンラインでオーダーしてからご希望の店舗で
ピックアップというスタイルのため、目にしたことがない人も多い。大人数で楽し
める巨大ケーキは、パーティのクライマックスにお勧めです！

Rosebery (Store, HQ & Factory)
58 Mentmore Ave, Rosebery
月～木、日　12pm-10pm 金・土　12pm-10:30pm
その他店舗：Bondi、Circular Quay、Darling Square、

Darlinghurst、Miranda、Newtown、Parramatta、Penrith、
Surry Hills、 The Star、Tramshed
(02) 9317 3191
https://gelatomessina.com/
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日本人のケンタロウ（ケニー）タカヤマさんがオーナーシェフを務める『Cafe 
Oratnek』は、和をアクセントにした人気のフュージョンカフェ。カツサンドやオムライ
スなど、昔懐かしい洋食はもちろんのこと、他ではなかなか食べられない抹茶ティラミ
スや抹茶ラミントン、抹茶ホワイトチョコのブラウニーなど、抹茶を主役にしたデザー
トも大人気。当店の焼き菓子はふくらし粉やベーキングパウダー、重曹など科学的な
ものは一切使用せず、ナチュラルにこだわっており、女性や健康志向に特に好評だ。ち
なみに今月号の表紙を飾る抹茶ミルフィーユは、姉妹店『Cafe Kentaro』にて販売中。

完売必須の抹茶デザート

Cafe Oratnek

Cafe Oratnek
4 Pitt St, Redfern NSW 2016
 (02) 8394 9550
7Days  月～金 7am-3:30pm  / 土・日 8am-3:30pm
https://www.oratnek.com.au/

Cafe Kentaro
616 Bourke St, Surry Hills
 (02) 9699 2665
7Days  月～金 7am-3:30pm  / 土・日 8am-3:30pm
https://www.cafekentaro.com.au/
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オーストラリア屈指の
パティシエが手掛ける

Madame & Yves
2019年のワールド・ペイスト

リー・カップで、オーストラリア代
表のコーチを務めたイヴ・シェ
ラーさんが手掛ける『Madame 
& Yves』。伝統的なフランスのパ
ティシエでありながら、20年にわ
たり世界各国で学んだモダンな
感性も詰め込んだイヴさんのデ
ザートの美しさは、店に一歩踏み
入れたお客の表情からも一目瞭
然だ。クロワッサンやキッシュ、
エクレアなど、メニューは実に豊
富で、選ぶのに迷ってしまう。こ
れからの季節はホームメイド
ジェラートもお勧めだ。

343-345 Clovelly Rd, Clovelly
7 Days 7am-4pm
https://www.madameandyves.com.au/

マムズフード
https://shopping.mumsfood.com.au/

最短で翌日!!
配達日

　www.mumsfood.com.au 

https://shopping.mumsfood.com.au/

新登場！
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口の中でしゅわ～っと生地が
溶けていく、まるでスフレのよう
な極厚プレミアムパンケーキで
知られる『Gram』。世界で60店
舗以上を誇る人気のスイーツ
ショップが満を待してチャッツ
ウッドにオープンしたのが今年
の3月。コロナ禍の中もテイクア
ウトやデリバリーも含め、その
人気は衰えることない。5つのパ
ンケーキを詰めた“to go box”
は事前にオーダーすこともでき
るので、買い物帰りのお土産に
利用してみてほしい。

スフレのような
ふわふわパンケーキ

Gram Pancakes
Shop 67, 436 Victoria Ave, Chatswood
(02) 8084 0866
https://www.facebook.com/grampancakesaustralia
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15 Centimeters
info@15centimeters.com.au
https://15centimeters.com.au/

シドニーの日本人シェフが手
掛けるジャパニーズスタイル・バ
スクチーズケーキが大注目を集
めている。高温で短時間焼くこと
から、表面は黒く焼ける一方で、
中はなめらかでクリーミーに仕
上がり、そのギャップは一度食べ
たら忘れられない。店は構えず、
オンラインオーダーのみという
新たなビジネスモデルであるも
のの、チーズケーキの魅力に取
りつかれた多くのリピーターがこ
ぞってオーダーするそう。ぜひあ
なたも、この「15㎝の幸せ」をお
試しあれ！

大人気のジャパニーズスタイル
バスクチーズケーキ

Suite 103, Level1,
379-383 Pitt St., Sydney
info@study-au.com  
www.study-au.com
Tel:02-9268-0933

情報提供留学エージェント

アイエス留学ネットワークは今日も変わらず
生徒さんのサポートやってます！
アイエス留学ネットワークは今日も変わらず
生徒さんのサポートやってます！

コロナウイルスの問題は、誰にとってもはじ
めての経験。「まさか学校がオンラインになる
とは」、「まさか仕事がなくなるとは」、そんな
毎日が続いています。私たちも同じです。

それでもアイエス留学ネットワークは生徒
さんの駆け込み寺でありたいから今日もサポ
ートを続けています。LINEやメールでのカウ
ンセリングもいつものように行っています。

■語学学校・専門学校のご相談

■ワーキングホリデービザ・学生ビザ申請代行

■生活の相談

■心の相談

一人で考えてると人間ネガティブになりがちで
す。そんなときは私たちを思い出してご連絡くだ
さいね。このつらい時期を皆で乗り越えましょう！

アアアア

mailto:info@15centimeters.com.au
https://15centimeters.com.au/
http://www.study-au.com
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インスタグラムのフォロワー
数が70万越えの人気ペイスト
リー・シェフ、アンドリュー・ボウ
デン（＠andybowdy）が2017
年にオープンした、エンモアの
人気カフェ『Saga』。アンディの
デザートと言えば、その斬新な
プレゼンテーションが人気で、
インスタグラマーにはもってこ
い。デザートのみならず、10種
類を超えるサンドイッチやひと
ひねりされたソーセージロー
ルなども人気だ。

インスタグラマーに大人気！

Saga
178 Enmore Rd, Enmore
 (02) 9550 6386
水～日　9am-4pm、月・火定休
https://www.sagaenmore.com/

こんな時期だからこそ

https://www.sagaenmore.com/
https://tora-tora.net/
https://www.ebay.com.au/str/conveni8
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カフェの定番デザートとして、
不動の人気を誇るポルトガルタ
ルト。オーストラリアではその第
一人者と言われたフェレイラ夫
妻のタルトが、息子のディオゴさ
んにより再現されたのは2016年
のこと。以降、パリパリの生地に
カスタードを詰めて表面を焼い
たタルトは、発祥地であるリスボ
ンのサンタマリア・デ・ベレン教
会のものと変わらないと大変評
判だ。一度食べらたら忘れない
タルトはチアーズ編集部のお気
に入りで、近くに寄ったら必ず購
入するお勧めだ。

本場ポルトガルのタルト

Village on Cloey 
231 Clovelly Road, Clovelly 
7 Days 6:30am-3pm

作業員1人 + バン 
$70
$85

作業員2人 + トラック
$130
$160

作業員3人 + トラック
$160
$190

クリーニングサービス

市内引越し

只今、下記のサービスが好評いただいて
おります！

カーペットクリーニング ＄１５０～
ハウスクリーニング ＄３５０～

☆バスケット10個無料レンタル
☆倉庫での保管サービス
☆お引越し後のクリーニングサービス

www.riverexpress.com.au

リバーエクスプレスは皆様の新生活を応援いたします！

・家も家具も無傷安心の完全包囲
・日本人スタッフが全対応
・お見積り無料

安心・納得の3大ポイント安心・納得の3大ポイント安心・納得の3大ポイント

国内引越し、海外引越し、クリーニング
サービス、壁の修理、ペイントサービス
もお気軽にご相談ください！

バスケット10
個

無料でご提供
！！バスケット10
個

無料でご提供
！！バスケット10
個

無料でご提供
！！

エコハンガー
BOX

無料でご提供
！！エコハンガー
BOX

無料でご提供
！！エコハンガー
BOX

無料でご提供
！！ 0404 007 778  0434 022 823

専用カバーで
汚さず、傷を付

けず

運ぶので安心
！！

専用カバーで
汚さず、傷を付

けず

運ぶので安心
！！

専用カバーで
汚さず、傷を付

けず

運ぶので安心
！！
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♥

ハネコーン
を探せ！！

隔離期間は

ヘルスコンシャスであれ
ば、気になるであろうスイー
ツの糖分。そんな方たちが
「罪悪感なく自分にご褒美を」
楽しめることをコンセプトに
展開する『MsChief』。糖分を
40%カットしたスイーツや、グ
ルーテンやイースト菌、乳製
品を含まないケトブレッドを
提供するなど、健康志向には
うれしいメニューのライン
ナップだ。美しいデザートの
数々だが、前述した『 K O I 
Dessert Bar』の経営陣が手
掛けると言ったら、納得いた
だけるだろうか？

糖分40%をカットした
スイーツたち

MsChief
G03/105 Willoughby Rd, Crows Nest 
 (02) 8060 3606
7 Days 8am-4pm
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オーダーが入ってから、その
人のことを思いながらひとつ
一つ丁寧に作り上げていく
『Maki's Patisserie』。日本人
パティシエのマキさんが作る
甘さ控えで繊細なケーキたち
は、日本人をはじめ、ローカル
の方からも大人気。モンブラ
ンやショートケーキ、シューク
リームなど、日本ならではのス
イーツはもちろん、あらゆる
キャラクターのキッズ・バース
デーケーキも手掛けている。
デザインの持ち込みも可能と
いうので、ぜひご利用いただ
きたい。

(02)9737 8890
order@makispatisserie.com
www.makispatisserie.comMaki'sPatisserie　

ひとつずつ丁寧に作る
完全注文制パティスリー
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FudgeFudgeFudge

飼い主さんからのメッセージ
キャットレスキューから我が家に来た

ばかりのころは、近づいたら「シャー」

と威嚇をしてきて、まったく懐く様子を

見せなかったファッジ君ですが、いま

では男の子全開の甘えん坊。家内が仕

事をしていていると、常にキーボード

の影から見守っているか、椅子の背も

たれに挟まってモフモフしています。ています。

基
本
的
に
ダ
ラ
ダ
ラ

生
活
し
て
ま
〜
す
。

名前 ファッジ
年齢 1歳
種類 ドメスティック・ショートヘア
好物 ミルクとチキン、サーモン。
性格 甘えん坊で気分屋。記憶力◎

https://www.surveymonkey.com/r/B3MV7ML


Restaurant

　　チャイナタウンの目抜き通りである
ディクソン・ストリートの一角に店を構
える『ヱビス・バー＆グリル』。入口から２
階へと専用エレベーターに乗れば、ス
タイリッシュなグラフィティと和が共存
するチャイナタウンでは異質の居酒屋
がそこにある。これから夏に向けて、当

ヱビス・バー＆グリル
おまかせ寿司コース

火・水・木限定
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Yebisu Bar & Grill
http://yebisubargrill.com.au/
02 9211 3038
55 Dixon St,  Haymarket

店でイチオシのテーブルはディクソン・スト
リート側に面した解放感のあるテラス席だ
が、今回は寿司カウンターで上田シェフと
の対面で楽しむ『おまかせ』を紹介したい。
おまかせと言えば現在、シドニーのフード
シーンで大流行中だが、当店が提供するお
まかせのクオリティとコストパフォーマンス

には驚く。今回の取材では、先付けから始
まり、前菜、特上寿司10貫、焼物、揚物、汁
物とデザートがついてなんと90ドル。現在
予約は火曜、水曜、木曜の3日間で、2週間
先まで埋まっているが、コロナ禍を耐え抜
いたご褒美に、ときには至福の時間を楽し
んでみてほしい。

Booking

火・水・木限定 ! 2名様～4名様まで
前日までに必ずご予約ください。

http://yebisubargrill.com.au/
https://booking.washokulovers.com/client/yebisubargrill/?ref=http://yebisubargrill.com.au


シドニーパブ&バー探訪 シドニーのクラフトビールブームに乗っかりたいと
願う、地方のブルワリーやインディペンデント•ブルワ
リー、さらにはニューカマーをサポートする『12Taps』。
シティのタップはもはや奪い合いといっても過言でな
いほど、ブレークするのが厳しいなか、こじんまりとした
2階建ての『12Taps』はタップスペースを提供。チョー
クボードにずらりとリストアップされたクラフトビール
メニューには珍しいものや、少量で作られた限定もの
が多く並ぶ。他ではなかなかお目にかかれないクラフ
トビールに出会えるのが『12Taps』だ。

12 Taps
地方の珍しい
クラフトビールが勢ぞろい！

場所： 29 Glebe Point Road, Glebe
営業時間:  火～木5pm-10pm / 金3pm-10pm
 土12pm-10pm / 日12pm-5pm 
WEB: http://www.12taps.com.au/

pub
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みなさん、春が到来しましたね。住んでい
るユニットの前に小さな小さな桜の木があり
まして、この時期その桜の木にチロチロっと
お花がつくんです。それを見てとっても癒や
されます。この国にいながら身近で桜が見ら
れるなんて幸せだなぁなんて！　コロナのた
めに母国にも帰れないので、余計に敏感な
のかもしれませんね。日本の桜の咲く時期に
は我々も普通に帰国できるようになればい
いですね。

さて、みなさんは全米オープ観ています
か？ オーストラリアのアレックス・デ・ミノー
頑張っていますね。ジョコビッチのアクシデン
トは本当に残念。その日の夜にずっとジョコ
ビッチの試合を見ていた母親と色々語っちゃ
いました。7月号では、ジョコビッチが中心と
して開催したエキシビジョンでコロナを拡散
してしまったことについて、ジョコビッチをか
ばう形でお話しましたが、今回の件もやはり
同情してしまいます。「危険行為」と判断され、
ランキングポイントの執行、賞金の没収、そし
て罰金も科せられます。これはしょうがないと
は思うのですが…なんか、ジョコビッチは神
社でお祓いでも受けたほうが良いのではと
思っちゃうほど運が悪い。これからの彼を応
援したいです。

それにしても、今回の全米オープンで明ら
かになったのがカナダ勢の強さ！ 21歳のシャ
ポバロフが頑張っていますよね。実は彼にも

ジョコビッチのような悪夢があったのは有名
な話。2017年のデービスカップでのプレー中
にイライラで打ち放ったボールが正審判の顔
に直撃し、大変なことになりました。彼はその
事件があってからとても反省し、態度も含め
色々と改めて強さが増して来ました。

またカナダと言えば…フェリックス・オジェ・
アリアシムがめちゃくちゃ気になります。まだ
20歳ですが、横に飛びながらジャックナイフ
打ったりもするので「え？　今どうやって打っ
てたの？」って動画を探してしまいます。魅せ
るテニスするんですよね！　みなさん、ぜひ
チェックしてみてください。

全米オープンの後すぐ、9月27日から全仏
オープンが開催されますが、やっぱ早すぎるで
しょ…選手が休めない…。我らがアシュリー・
バーティーは全仏を含むすべてのヨーロッパ
での大会を欠場することに決めたようです。他
にも欠場者が出てくるでしょうね。錦織圭は、全
米オープンでコロナにかかったので、今度は万
全の体調で試合に望めますように…。

さて、わたくしごとに話題を変えます。前
回の記事でレッスンに復活したと書きまし
たがその経過をお伝えします。一言で言えば
「レッスンするのが楽しい！」。コートで人に触
れ合ったり、生徒さんをガンガンしごくことが
本当に楽しいです！　レッスン再開初日のビ
ギナークラスは4人のグループクラスなので
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すが、たまたまゲイのカップルが2組入りまし
て、みんなコートに入って「あらら？」という感
じでした！ 私も「この確率すごくない？」なん
て思っちゃって！ 当たりくじでも引いた気分
になりました。毎週レッスンのメンツが変わる
ので、この組み合わせは先月は最初だけでし
たが、今月最後にこの4人がまた揃うことを私
は知っている…ふふふ。

正直言ってビギナーのクラスで生徒さんが
コロコロ変わる我々のシステムは、コーチとし
てはレッスン計画が立てられず、非常にやりに
くいです。私のビギナーレッスンはフットワー
ク付きで教えるので、誰のビギナーレッスンよ
りも体力的にキツいレッスンと言われるので
すが、片方のカップルはずっと続けてきてくれ
ています。ダブルス中心のクラスではクラシッ
クな「サーブアンドボレー」をレッスン内容に
入れています。生徒さんに混じって自分も一緒
にやることが多いので、レッスンが終わると自
分がめちゃ疲れています。でも気持ちいいー。

実はレッスンを再開する前に、リウマチのお
薬と言うか、注射の種類を変えてみました。理
由はまだ痛みがあったからだったのですが、注
射を変えてから痛みが徐々になくなってきて凄
く良い感じです。このままいくと、レッスンも続
けられそうです。ただ嫌なのは2週間に一度の
注射が1週間に一度になったことかな？

残念ながらまだ普通にボールを打てるわけ
でもなく、月に一度行われるクラブ内のコーチ
のトレーニングでは一緒にみんなとコートに
入れません。でも息子を連れてコートに入り、
ハイ・パフォーマンスのコーチから色々と学ん
でいます。たまに息子がレッスンを妨害してい
ますけどね（笑）。

最後になりますが、私はここ2ヵ月で4キロ
の減量に成功しました(ふふふ…)！　減量のス
イッチが入ったのには色々理由があるのです
が…１つ目の理由は、3歳の息子の七五三の
撮影がもうすぐなのですが、ぶよぶよになっ
た体に入る服がなくなってしまったから（悲）。
そして２つ目の衝撃的な理由は180センチあ
る夫の体重よりも重くなっていたこと…。私は
157センチなんですけど、夫がめちゃくちゃ細
いにしても、それはないやろーっですよね。ま
さに「グサッ！」と来ましてね。

１年半ぐらいフィットネスジムに通ってい
たのですが、コロナの影響や仕事も忙しく
なったりでやめることにしました。私の通って
いたジムは女性専用のジムでちょっと普通の
ジムと違う世界だったんですよ。女性だけが
入れるということでイスラム系の方が多いの
です。私はイギリスに語学留学中にイスラム
系のホストファミリーにステイさせてもらって
いましたので慣れていましたが、女性だけの
フィットネスジムのこんな世界はちょっと新鮮
でした。

と言うのも外や駐車場ですらベールではっ
きり見えない彼女らの姿が、ジムの中に入る
とドンッと露になるんですから！ 普通のジムで
は絶対見れない彼女らの姿を見ることになり
ます。派手なシャツを着ている人や、タトゥー
の入った方も多く始めは彼女らのあまりのワ
イルドさに驚きました。保守的な彼女らと、テ
ニスコートから離れるとシャイな私なので、親
しく話すことがめったになかったのですが、ジ
ムに辞めます宣告をしてから終了するまでの
1ヵ月間でなんだかんだと話するようになりま
して…不思議なものですね。せっかく仲良く
なったのにお別れです。

column
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私がジムで体を動かしている間、息子をそ
このチャイルドケアに預けていたのですが、
見てくれていた方もイスラム系の方が多く、
一緒に過ごす子供たちもそうだったので、息
子は幼い頃からイスラム文化と触れ合ってた
わけであります。ある日、息子がよくいじめて
くる女の子にパンチしたようで、叱りつけよう
とした私に対して「勇気を出して戦ったのだ
から褒めてあげなさい！」と逆に言われたとき
はちょっと驚きましたけどね…。文化の違いい
やなぁ、なんて…。

そこのジムでは動いても食べまくってたん
で、痩せなかったけど、筋肉はついたし親子と
もども色んな意味で良い経験になりました。
そして、今後、私のフィットネスを支えてくれ

るのが、ひと昔前我らのテニスクラブで大活
躍してくれたKengoくん。今ではフィットネス
トレーナーを目指しメルボルンの大学に通っ
ているのですが、ロックダウンのため、閉じ込
められた自宅から私の減量フィットネスダイ
エットのブログラムを組んでくれているんで
す。彼のトレーニングはめちゃシンドいですけ
ど楽しいです。あと食べ物もチェックされるの
ですが「ひろこさん、それはないでしょー」とあ
きれられています。

メルボルンの方たちは本当に大変。そんな
中で頑張っているKengoくん、本当にあっぱ
れです！　一刻も早くメルボルンの方々がせ
めてシドニーレベルの生活に戻れるように
祈っています。

Facebook
HP Tennis Web
Tennis Centre Web
Blog
E-mail
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https://www.facebook.com/jensenstennis/
https://ameblo.jp/tennis-hiroppe/
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https://www.suminoya.com.au
/online-ordering

テイクアウェイも
品数豊富に

取りそろえています！

オーダーはこちらから

カウンター席でカジュアルに赤酢の握りが楽しめる！

Shop 52, Level 9, 
Regent Place Shopping Centre
501 George St., Sydney 
Web: edomaesushi.com.au 
営業日時：月~日※定休日なし
12pm-3pm、4pm-9pm

アカニシ貝やツブ貝などの貝類を始め、コチやハタ、
カニ味噌、げそ、仕入れの状況によっては、センネン
ダイやホウボウなどの高級魚がレーンを賑わす。

メニューは軍艦巻きや巻物を含むと60種以上の品
揃え！ 値段もひと皿3・80ドルから！

https://www.suminoya.com.au/online-ordering
https://www.facebook.com/EdomaeSushiYokocho/


白血病から再起を目指す競
泳日本代表のヒロイン、池江
璃花子選手（20歳）が涙の復
帰戦を飾りました。

先月8月の終わり、都内で行われた大
会（東京都特別水泳大会）の女子50m自
由形に出場し、昨年1月13日以来、実に
594日ぶりとなるレースで26秒32のタイ
ムをマークし、その組みで１着、全体でも5
位に入り、涙を流しました。目標だった日
本学生選手権（10月開催）の参加標準
記録26秒86も突破。24年のパリ五輪に
向けて「第２の自分の水泳人生の始まり
です」と宣言しました。

レース前、池江選手はじっとスタート台

を見つめながら、「戻ってきたんだな」とし
みじみと熱い思いが込み上げてきたと言
います。スタートの反応時間は、筋力がま
だ戻ってきていないためか同組10人中
10番目の0秒70。しかし浮き上がると加
速して行きます。25mで体半分のリード。
そしてラスト15mでは迫ってくる2位の選
手が目に入りますが、「体が動かない。で

帰ってきた池江璃花子
復帰戦
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も負けたくない！」と必死で持ち堪え、終
わってみれば50mを息継ぎ１回のみで泳
ぎきり、目標の26秒86を大きく上回る記
録で１着。プールから上がると、顔を赤く
染めて涙を流しました。担当の西崎コー
チに「どうだった？」と聞かれ「スッキリしま
した」と答え、目を輝かせていた彼女の姿
が印象的でした。

レース後のインタビューで池江選手は
次のように答えています。「すごく緊張し
ました。第２の自分の水泳人生がスタート
です。１番だと思っていなかったので嬉し
かったです。そしてこの場所で泳げて自分
のことだけど、とても感動しました」。

1年７ヵ月ぶりのレース。家族からは「と
にかく楽しんで」と送り出されたと言いま
す。東京出身の池江選手にとっては、今
回の会場となった「辰巳（東京辰巳国際
水泳場）」は通い慣れた場。「久しぶりにこ
の道を通るなあ。とても胸がキュンと締め
付けられました」と彼女は言います。レー
ス前には、親友で同じく日本代表の今井
月選手に「緊張してる？」と突っ込まれたと
か？　「1年半出れない悔しさをぶつけるい
い機会と思っていました。誰かに勝つと
か、泳ぎ切るじゃなくて、とにかく、ここま
で戻ってこられたことを見てもらいたいと
思いました」。

何度聞いても、切なくなる事実。東京五
輪のヒロイン候補が去年2月から白血病

で１０ヵ月の入院生活。「毎日吐いたし、1日
に何度も戻した」。体重の10kg減、抗がん
剤治療で髪の毛が全部抜けました。しか
し、去年9月の日本学生選手権では、一時
退院の許可を得て3日連続で辰巳に通
い、自身の所属する日大を応援しました。
メガホンを持ち、立ち上がり仲間の泳ぎ
に涙。最終日には集合写真に入って「今
年は出られずに本当に悔しかったので、必
ずまたリベンジします！」と仲間に約束しま
した。そのときの集合写真を自身の励み
に病と向き合ったと言います。日本学生
選手権は1年前からの『誓い』でした。な
ので今回の参加標準記録の突破のさい
には、涙ながらに「目標が叶えられたとこ
ろを見てもらって本当に嬉しいです」と喜
びを露わにしました。

急回復のように見える池江選手です
が、まだレースに復帰したばかり。体調が
常に最優先であることは変わりない。西
崎コーチは「2024年が最大の目標です。
今年は、年末まではとにかく体作りに専
念します」と、コロナの影響もあり慎重に
見極める方針です。池江選手は、「１番は
24年のパリ五輪に出場すること。今は全
力でタイムを出すのではなく、パリに向け
て体を戻していければ」と１歩ずつ進んで
いく覚悟を示します。

今回の彼女の復帰戦には多くの水泳
関係者や選手たち、そして記者の方々か
らも多くの称賛が寄せられました。
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池江選手と親交の深いリオ五輪100m
バタフライ金メダリストのセーラ・ショース
トロム選手は、地元（スウェーデン）紙に次
のようにコメントしています。「プールにい
る彼女をまた見ることができて本当に嬉
しい。彼女が愛しているものに戻るため懸
命に闘い、これ以上ない困難を乗り越え
た」と。

そしてオーストラリア競泳のメディア広
報、イアン・ハンソン氏も自身のツイッター
で「リカコ・イケエは何と素晴らしいヤング
レイディーなんだ！　すべての者、特にオー
ストラリアの友であるエマ・マキーオンとマ
ディライン・グロウブ両選手に大きな刺激
を与える。このタイムもそうだ」と称賛しつ
つ、自国の選手への波及効果にも言及し
ている。

日本代表の平井伯昌ヘッドコーチは「体
形はほっそりしているが、浮き上がりから
の泳ぎは片りんがあった。屈託のない笑
顔で本当に水泳が好きなんだなと思いま
す。彼女の水泳への取り組みは、トップ選
手も大いに参考になると思います。慌て
ずにパフォーマンスを戻してほしいです」
と彼女の復帰を喜んでいました。

2017年世界選手権銀メダルの大橋悠
依選手は「26秒8を目指して26秒3台。さ
すがだと思いました。璃花子が戻って水泳
界も勢いがつくと思うので自分も引っ張り

たいです」と彼女の復帰に大きな刺激を
感じておりました。

「今は心から楽しんで水泳ができてい
て、日に日に力がついている実感がある」と
話している池江選手。今ではともに4年前
のリオ五輪に出場した仲間とほぼ同じ練
習メニューをこなせるまで回復しました。
直近の目標であった日本学生選手権への
出場権を獲得した彼女の今後のレースに
はまた多くの期待が集まりそうです。

先月２０歳の誕生日を前に、「自分の意
思を持った内面的に強い女性になりたい」
と誓ったいつも前向きで、日本一負けず嫌
いなスイマー。ついに、あの池江璃花子選
手が帰ってきたのです。
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at the garden Tokyo

at the garden 
Chatswood店

at the garden 
Quay Street店

at the garden 
Sussex Street店

ご来店のさいは、クーポンをご持参ください。
上記スペシャル価格にてご利用いただけます。
※クーポンご使用時は現金のみ

有効期間 : 2020 年10 月17日（土）まで

割引クーポン割引クーポン 指名料金
なし

Shop 3. 336 Sussex St., 
Sydney
T  (02) 9262 7887
営業時間：11am-8pm
(土曜10am-6:30ｐｍ、日曜10am-5pm)

営業時間：11am-8pm(日曜10am-7pm)
定休日：毎週火曜日（Temporary)

営業時間：10am-7pm
定休日：毎週月曜日

T  (02) 9212 0708

Shop 15  61-67 Quay St., 
Haymarket
Shop 15  61-67 Quay St., 
Haymarket

LINE
@kte9328v

LINE
@pfe6559u

LINE
@rdr3322y

Suite 3A 376 Victoria Ave., 
Chatswood
T  (02) 9411 6283　

●ご予約は前日までにお願いいたします。
●LINE@からご予約のさい、「チアーズをみた」とご
記入ください。
●各店舗で、「LINE@のみのお得なクーポン」を配信
しておりますので、フォローをお願いいたします！

各店舗LINE@予約のご案内

（日本で人気の最新低ダメージカラー剤も取り扱っております。
イルミナカラー、スロウカラー、アディクシーカラーも＋＄２０でご案内可能です）

カット＆
資生堂カラー リタッチ カット＆デジタルパーマ 

 $55

 $175  $189

$120通常
$150

（男性カット$45）

 $120通常
$150

通常
$70

通常
$250

 （２ステップトリートメント付き）

カット カット＆
資生堂フルカラー

プラ
ン

＆料
金

通常
$260

カット＆縮毛矯正

※今現在、滞在時間による万が一の感染リスクを少しでも減らす為にヘッドマッサージ及び肩のマッサージサービスを一時的に自粛させていただいております

お知
らせ

6月1日より、一部スタッフの施術料金を
変更いたします。
対象のスタッフ
・Sussex Street  /   SHINOKO & YUKIKO
・Chatswood   /   YUTA
・Quay Street & Chatswood  /  KAZUHO

料金改正
・カット　 ＄70→＄60（男性＄45）
・カット＆資生堂フルカラー ＄150→＄130
・カット＆資生堂カラーリタッチ（2Stepsトリートメント付き） ＄170→＄130
・カット＆デジタルパーマ ＄250→＄185
・カット＆縮毛矯正 ＄260→＄199

料金改正に伴うスタッフと
改正後の料金は以下のようになります。

・美容室における施術時間の３０分ルールは政府により正式に撤回されました。
・店内感染予防と致しまして、当サロンでは「出勤する前の検温、スタッフのマスク着用、お客様に携わる際の手洗い・手指消毒、お客様一人あたりの４
sqm四方のソーシャルディスタンスの確保、施術が終了する都度に座席及びシャンプー台・カットクロスなどの消毒、店内の換気」を徹底しています。

最小限のダメージ、最大限のヘアケアを…
＋＄40で右記のメニューにヘアエステコースの組み合わせが可能 ！
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大晦日の夜、我が家に突然やってきた豚の
ネネットが、実は7月の中旬に天国へ行った。
正確に言えば、ソーセージやひき肉、サラミや
ベーコン、ポークショップになったというのが
正しい。

すべてのお肉たちは、こうやって経過を経て
食卓に並ぶ…知ってはいたことけど、毎日エサ
を与えながら会話をしていた自分の可愛いネ
ネットの番となると結構なショック。しばらくの
間、どのお肉も見れなくなった私。しばらく料理
をする気さえ失ってしまった。

沖縄で生まれ育ち、小さい頃から豚肉が大
好きで、豚肉が身近にあった私の食卓。給食に
ミミガーの和物が出てきたり、カレーに豚肉が
入ってるのが普通だった。でも、実際に豚を飼
うのは初めて。

豚のネネットとは約半年間の短い期間を過
ごしただけなんだけど、男キライで目の見えな
い彼女からたくさん学ぶことがあった。名前が
ついた瞬間命がふきこまれ、名前を呼んだ瞬
間に友達になってしまう。

生と死を目の前で見なくちゃいけないこの
暮らし。慣れそうでまだ全然慣れず、毎回私は
一喜一憂。子供たちと『命』について話す場面
も多くなった。

“私たちみんなが食べてる美味しいお肉のす
べては、私たちと同じように一度は命があった

もの”会話の中で娘がふと言った言葉が私の
胸のど真ん中に突き刺さってしまった。今ま
で、食べてきた美味しいお肉たちは、私が手を
汚すことなく、心を痛めることもなく綺麗に
パッケージされ、スーパーで陳列されている。
どこで誰がどうやって育てたかなんて気にもし
たことがなかった。頭では色々理解しているつ
もりでいたんだけど、実際に身をもって体験す
るのとでは大きな違い。

お肉は好きなので、きっとベジタリアンには
なれないし、お肉を生活の糧にしている家畜農
家さんを否定することも私はなんか違うと思
う。ただ、これからお肉を食べるときは必要以
上に求めず、今まで以上に“心から感謝するこ
と”を忘れないでいようね！と、子供たちと話し
た。リアルな食育体験をさせてくれた天国のネ
ネットに、ありがとう。

https://www.facebook.com/StudioZube/
https://www.instagram.com/studio_zube/
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https://chisatoka777.wixsite.com/okachirimagic
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日本発世界へ！
世界初プロダンスリーグ
「D.LEAGUE」発足！

D.LEAGUEとは？

チーム構成は？

052 October 2020

http://dancekool.com/


ルールはどうなるの？

審査は誰がやって、どのように勝ち負け
を決めるの？

今後の展開

October 2020 053
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https://www.youtube.com/watch?v=UaN-DOxH8hw
https://www.youtube.com/watch?v=Yg41qciaSxY


38 Perouse Rd., 
Randwick 

Tel:(02)8068-0522 
ディナー：5:00pm - 10:30pm（火曜日定休日）

October 2020 I CHEERS I 055 

http://kohya.com.au/
https://menya-chinatown.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral


オーストラリア・人気DJ
陣に聞いたクラブヒット
チューン！

今回紹介するのは、イギリスのDJ、音楽
プロデューサーの、ジョエル・コリーと、同
じくイギリスのシンガーソングライター、
MNEKがコラボした「Head & Heart」で決
まり！　ハウスビートなトラックに、MNEK
が歌うR＆B的なメロディーラインが意外
性を突きつつ、絶妙にマッチ。頭と心、理
性と感情で揺れ動く、ちょいと、なよなよ系
ラブソングだ。ソングライターとして、ビヨ
ンセや、デュア・リパなどの楽曲も手掛け
ているMNEK。「Head & Heart」は、彼の
「パパンパーラパーン♪」が、耳にも残っ
て、なかなか抜け出せない…。気がついた
ら、一緒に歌ってるという、インパクト強
し。そして、面白いのが、ジョエル・コリー。
DJや音楽プロデューサーの他にも、TVの

パーソナリティや、フィットネストレーナー
までこなすというのだ。多才！　彼のイン
スタでは、バキバキの腹筋を拝めます
（笑）。ちなみに、2019年、ジョエルがブレ
イクするきっかけとなった、ヘイリーメイ
をフィーチャーした、「Sorry」や、その後、
2020年1月にリリースされた「Lonely｣も、
今風ポップなハウスサウンドで聴きやす
いので、こちらもぜひ！

Ginger / ライター・DJ
オーストラリア在住。犬と漫画と過ごす日々。現在、ローカルのクラブにて
DJ修行中。お仕事の依頼はチアーズ（info@cheers.com.au）までお願
いします♪ https://www.mixcloud.com/Chiemin/

音楽好きな皆様！コロナで、外出で
きない、クラブにも行けない、でも、
流行りの音楽、知っておこう！な皆
様！そんな皆様に楽しんでいただ
きたい、ミュージックコラムです！

楽
同

決
K
外
理
系
ヨ
け

パーソナリティや、フィットネストレーナー
までこなすというのだ。多才！　彼のイン

ミ ジック ラムです
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あいさつVol.26

Call to
Action!

人を動かす
コミュニケーショ

ン
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①夢をかなえる、
②心を鍛える、③日本一のチーム作り

[スピーチ訓練]

[ナンバー１宣言]

[あいさつ訓練・ハイ訓練]

そして、この朝礼の効果（一例）は以下です。

“他店との違いを探し始めたら枚挙に
暇がありませんが、一言で言うと、「スタッ
フの夢とやる気に火をつける場」である
ということです。（中略）そして、最近、ひと
つの答えが出たのです。それが、「ひとり
一人の夢と、今ここにいることの意味と
価値をがっちりと繋げてあげること」すな
わち、「何のためにやっているのか」、「何
のためにここにいるのか？」という「何の
ために」を明確にしてあげること。これ
が、継続的にやる気に火をつけることだ
と気づいたのです。まさに「夢をもつと人
は輝く」、「夢があるから頑張れる」ので
す。「本気の念い」こそが、人の心を動か
し、心を熱くさせ、身体を震わせ、涙が出
るほどの感動を呼び起こします」”。

「夢を失ってしまった
この環境を何とかしたい」

「あなたは学校の先生を尊敬しますか？」

そんな質問に対し、「イエス」と答えた
生徒の割合は、世界平均で70％強。対す
る日本の生徒は20数％。

子供たちにとって先生とは、大人を体
現するものに他なりません。つまり、言い
換えれば、今の日本の子供たちは大人そ
のものを尊敬していない。そんな現実を
突きつけられた気持ちになりました。“
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「大嶋さん、大人って楽しいですか？ 大
人って辛くないんですか？」

"All our dreams can come true if we 
have the courage to pursue them." 
- Walt Disney

今月の格言:

059
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https://blogs.itmedia.co.jp/ryosan/
https://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-18759-4.jsp
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相変わらずのオタク三昧な日々ですが、
最近なぜかハマったように観ているのが、ホ
ラー映画。Netflixのホラーカテゴリー、片っ端

から観ています。10本目くらいになると、だんだん、幽霊や
お化け系、モンスター系、ゾンビなども慣れてしまって、
まったくと言っていいほど怖くなくなりました。最新作の
チャッキーとか、もうコメディでした。そして行き着いたの
が、「やっぱりお化けより何より、人間の方が怖いよな」でし
た。次は、人間VS人間のサスペンス系映画でスリリングな
気持ちをエンジョイしたいと思います。（Chiemi）

　　　オーストラリアでコロナ禍が始まって半年が
経ちました。VIC州も順調に感染者数が減って
おり、“Covidノーマル”な生活が戻りつつありま

す。当初はロックダウンというかつて経験したことがない
事態を、楽しんでいた部分もありますが、月日が流れ、コロ
ナの状況が悪化するなかで、あらゆる不安やストレスで頭
がいっぱいになり、ネガティブなことばかり考える自分がい
ました。そこで心に決めたのが、「2020年を最悪な1年で
はなく、きっかけの1年にすること」。新しいことにチャレン
ジし、ステップアップすること。2020年を振り返ったとき
に、人生のターニングポイントとなるような、きっかけの1
年であったと思えること。そう心に決めました。そして6ヵ月
が過ぎようという今、ようやくですが、たしかにその方向に
走り出しました。これから年末まで全力疾走。NYE花火（あ

ることを願う）とともにドッカーン！と2021年を迎えたいと
思っています。（Yumi）

商業素材を撮るときにはいつも『掛
け算』を意識している。例えば単純に考
えて、100点満点の素材を、100点の撮

影技術で撮れば、それは結果１０00０点のできと言え、仮
に5点の実力しか持ち合わせていなければ、500点の作品
にしかならない（ネームバリューなどは置いといて）。マズそ
う（－5点）に撮った場合は、マイナスプロモーション（－500
点）になってしまう。『今回はマイナスでしたから、お代は結
構です』では済まされない。良い素材ほど、一度ついたネ
ガティブなイメージを払しょくするのに時間がかかるから
だ。なので、常日頃、100点に近づけるように、時には素材
の価値をこちら側から少しでも引き上げてあげれるように
意識している。動画ともなれば、これに『音』という要素も
加わるわけだから、そのポテンシャルに興味が沸く。単純
に言えば素材１０0点ｘ技術１０0点ｘ音１０0点＝ミリオン。
アーティストの美しい音源のPVや映画を観たときに涙が
溢れるほどに感動することも頷ける。複数の本物が掛け
合わさったときに必然的にバズり、また、それを仕掛けら
れる人 が々世の中にはいるのだ。なにしろ、そういった存在
に少しでも近づけるよう、高みを目指して修行あるのみで
ある。紙面の方向性がある程度見えたので、そろそろ勝負
です。応援よろしくお願いします。（usk）
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fortune telling
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オーラ とは、生体が発散するとされる霊的な放射体、エネルギー を意味します。転じて、ある人物や物体が発する
独得な、または霊的な雰囲気や、なんとなく感じる力、威圧感なども指します。なおオーラという言葉は、「微風」

「朝のさわやかな空気」を意味する ギリシア語 α�ρα（アウラー） 、「風」「香気」「輝き」などを意味するラテン語
のaura（アウラ）に由来しています。あなたはどんな色のオーラをまとって生まれているでしょう？　エネルギッシュ
な赤？ それとも冷静沈着な青？ 頭脳明晰な黄色? レインボーカラー？ まさか、オーラがないって!?（笑） オーラが
ない人なんて存在しませんよ。ですからご安心くださいね！ でもオーラはあなたの心理的な経験で変化していき
ます。年末に向けて、ステイホームがまだまだ続く中、あなた自身で上手にオーラの力を借りて快適に過ごして行
きましょう。オーラは色によってさまざまな意味があると考えられています。あなたのオーラを説明しながら、意味
を踏まえて、お伝えしていきましょう！
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