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今月のレストラン
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シドニーパブ&バー探訪

Editorʼs Pick！
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5BQT

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！
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「リフレクション」

教会の屋根を貫いた爆弾
マルタ共和国
今月の舞台は、東京23区の面積の約半

部 分の外 側の直 径は、
５５メートル弱、建

分の大きさしかない、地中海中央部の島

築 物を正 面から見た外 観の最も高い部

国、マルタ共和国だ。観光国マルタに日本

分は約７５メートルにも達する。設 計 者が

からの観光客も増えている。

一番見せたい部分でもある。内部空間に

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
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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。

column

第2次世界大戦の激戦地となったマル

アなどによる空 襲に終 始、耐え忍んだマ

タとモスタ教会の話をご紹介しよう。
日本

ルタ人の勇気に、イギリス国王ジョージ6

ではあまり知られていない激 戦 地・マル

世（現エリザベス女 王の父 君）は心を動

タ。マルタの戦 略 的な位 置 関 係から、敵

かされ、
「歴史上長く、有名なる英雄と献

軍独・伊への攻撃拠点となったために、そ

身を称えるため、マルタの国と国民全て」

の報復として常に爆撃を受けていた。

に対し、
「聖ジョージ十字勲章」
（ガーター

1942年第二次世界大戦時には、イギリ

勲章）を授与した。

ス植民地マルタは、イギリスからエジプト

この不発弾エピソードは「モスタ教会の

への中継地点にあり、また、イタリア海軍

奇跡」
として語り継がれている。圧巻の丸

攻撃のための潜水艦基地を擁してイギリ

天井には、爆弾が通過した場所がみられ

ス海軍の重要拠点だった。マルタはシチリ

る。穴はもう無い。教会の展示室にはこの

ア島にも近いため、伊・独空軍に砲撃され

時の不発弾のレプリカも展示されている。

た。エニグマトラフィックを含むドイツの無

平和を祈ろう！ 不戦を誓おう！

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

北村元 的 警抜劇

でエニグマを使用し続けた。
さて、1 9 4 2 年 4月9日のこと。
ドイツ空

北村

元（きたむら

はじめ）

軍機の爆弾がモスタ教会に落とされた。

大阪市生まれ。日本大学卒業後、アナウンサーとして

ちょうどミサの真っ最中だった。教会内に

テレビ朝日入社。BBC放送出向。エープリルフール

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

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/
October 2020
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紙からデジタルへ

CHEERS

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。
弊誌発行人 大庭祐介

親愛なる読者さまへ

004

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

紙では実現できなかった、費用対効果を明確に。

社 は 環 境 保 全 の 観 点 、利 便 性 の 観 点 から 、振り返

印刷コストを大幅にカットすることで、低価格であり

ることなく、弊 誌 C H E E R S の 完 全 デジタル 化へと突

な がら 、デジタル ペーパー やウェブ サイト、S N S 、

き進 みます。時 期 尚早 は覚 悟 のうえで、一 歩 ずつ改

ニュースレター、動画配信などのツールを駆使した、

善 を重 ねていきながら、携 帯で も気 軽に楽しめる、

多種多様なサービスの提 供を実現します。長期契約

理 想のメディアのあり方を追 求します。また、デジタ

で縛らないことから、押し際、引き際の局面で瞬時に

ル ペーパー やウェブサイト、S N S 、ニュースレター、

バジェット調整が可能に。また、日本人マーケットをカ

動 画 配 信 など、各コンテンツに沿った表 現ツールを

バーしながら、ローカルマーケットへのアプローチも

用いて、
『コンタクトレス 』で『スピーディ』に 、皆さ

視野に入れた、
『コンタクトレス』で『スピーディ』な

まのお手元 へ 、有益な情 報をお届けいたします。

マーケティングにチャレンジします。

October 2020
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ASIAN SAVOUR WORLD

■

Shop 16 Lemon Grove Shopping Centre
441 Victoria Ave., Chatswood

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

■
Thai Kee Foods

CITI SUPER

Market City Level 1

580 George St., Sydney

Market City

■
9-13 Hay St., Haymarket

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

JJW GOLD PTY LTD

姉川商店
■
1 Wilkes Ave.,

KIM's Groceries

コンビニ８
■
303 Pitt St., Sydney

Shp 3/ 303 Penshurst St., Willoughby North
34 East Row., Canberra City

Artarmon

マル優
■
537-539 Kent St., Sydney

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

夢屋
Shop 2, 34-48

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

Alexander St., Crows Nest

10

年後のWPM ジャパン

今日︑
おいしいと感じた商

品を︑ 年 後に食べて︑同じ

年 後に今 と同じ

10

く おいしいと 感 じるでしょ

うか？

おいしさ を 感 じていただく

には︑もっとおいし くないと

今 と同じようにおいしく 感

じることはあ り ません︒常

年 後 もおいしいと感

に進 化し 努 力 を続 けて︑初

めて

じると考えています︒

今 までの 商 品 と は ︑食べ

比べて初めて分かる小さな

違いです が ︑ 年 後 も おい

しいと感 じていただける商

品 を 作 り 続 け ま す ︒そ し

て︑そ れが 弊 社でな け れば

で き ない商 品 と し て お 客

様に喜んでいただけると信

じています︒

﹃ 明日はもっとおいし く ﹄

を︑
モットーに今後も頑張り

ますので︑
よろしくお願い申

し上げます︒

10

10
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餃餃子
餃
子子子子子子子子子子子子子子子子子子

麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺麺

シュウマイ

好評
発売中

ρȜιϋȂΑȜίȂᴹঊȂΏν;ζͼ̳͓̀Ȃ˳ˬ˩̤ͅහ̵̩̺̯̞ȃ
˳ˬ˩̦ୡͬ͂͜ͅȂคͦͥഝै͈ͤͺΡΨͼΑĢĢġ̮̩̺̯̞Ȋ

ラーメ
ンスー
プ

発売開

始

̭̥ͦͣ૧̱̩ρȜιϋഝͬުٳထ͈༷
ΑȜίͅഐ̱̹࿃̤ͬౝ̱͈༷
ུτΑΠρΰȂྙ̱̞ͼΡιΣνȜ̤ͬౝ̱͈༷
HACCP認証取得工場

住 所：Level

3, Bldg. 1 25 Sirius Rd., Lane Cove NSW 2066

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

October 2020
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ΏΡΣȜ͈γΛΠ̈́ͼαϋΠͬ

άΛ·ͺΛίȊ

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！

9/25~
Fri

֔זฎঙġ͈࣭षΕυ΅ΏΫΐοϋ

Hiroshi Nagai: Painting For Music

ུ͈ͼρΑΠτȜΗȜ́ȂΈρέͻΛ·ΟΎͼȜ͈֔זฎঙ̦Ȃ͈ͼϋ
ΗȜΏοσȆΕυȆ΅ΏΫΐοϋͬٳट̳ͥȃĲĺĸıාయͅΟΫνȜ̱̹ז
֔ঙ͉Ȃఱష͈֚ןȶłȁōŰůŨġ ŗŢŤŢŵŪŰůȷ͞ȶŏŪŢŨŢųŢġ ŔŰůŨġ ŃŰŰŬȷ͈̈́̓τ
ȜΡΐλΉΛΠ̧̫̥̭̹̫ͬ̽ͬ͂ͅڥȂΎϋȜσΑΗȜΒ͞ઐؖ
ೄȂࣱΉͼͬຊ൮ͅఉ̩͈ͺȜΞͻΑΠ͈τȜΡİńŅΐλΉΛΠͬ·ς
ͼΠ̧̱̹̀ȃ΅ΏΫΐοΰ͉Ȃ֔זঙ͈ςΐσχȜ·ĳıത̢ͅحȂ
࣭ඤ͈ٸτȜΡΐλΉΛΠ̦ജা̯ͦͥȃ
᪥䠖㻥᭶㻞㻡᪥㻔㔠䠅䡚㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝᭶㻞㻟᪥㻔ᅵ䠅㻌㻛㻌᭶䡚㔠㻝㻜㼍㼙㻙㻢㼜㼙䚷ᅵ㻝㻜㼍㼙㻙㻠㼜㼙
ሙ䠖㼀㼔㼑㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻲㼛㼡㼚㼐㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌㻿㼥㼐㼚㼑㼥㻌㻸㼑㼢㼑㼘㻌㻠㻘㻌㻯㼑㼚㼠㼞㼍㼘㻌㻼㼍㼞㼗䚷㻞㻤㻌㻮㼞㼛㼍㼐㼣㼍㼥㻘㻌㻯㼔㼕㼜㼜㼑㼚㼐㼍㼘㼑
㼃㻱㻮㻦㻌㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼖㼜㼒㻚㼛㼞㼓㻚㼍㼡㻛㼑㼢㼑㼚㼠㼟㻛㼔㼕㼞㼛㼟㼔㼕㻙㼚㼍㼓㼍㼕㻙㼜㼍㼕㼚㼠㼕㼚㼓㼟㻙㼒㼛㼞㻙㼙㼡㼟㼕㼏㻛
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9/26~
Sat

ȜίϋͺͼΑςϋ·ഴાȊȊ

Darling Harbour Frozone

ΏΡΣȜ͈ൃ͂࡞̢͊Ȃڎ౷ͅȜίϋͺͼΑςϋ·̦୭౾̯ͦȂିߗ͈ئ
ͺͼΑΑΉȜΠ̦̺͈̹̱ͬ͛͜ڢȂࣽා͉υ̭̮̩ͤ͂͂͢ͅ΅λϋΓσ
ͅȃ̷̱̥̱ͭ̈́ಎȂΑ·ȜσγςΟȜࡠۼܢ́ȂΘȜςϋΈΧȜΨȜͅͺͼ
Αςϋ·̦୭౾̯̭̦ͦͥ͂อນ̯̹ͦȃ̻ͧͭ͜ńŰŷŪťġ ŔŢŧŦίρϋͬ൵ව̱
̞͈̀ͥ́հ̱̱̀ͥ͛ڢȃ;Ȝ·ͼϋ̫͜ັ̫̞̦̀ͥȂږͅΑ
εΛΠͬږ༗̳͉ͥͅϋρͼϋήΛ΅ϋΈ̦̤̺͛ۑȪ߃ٳইȫȃ૽ܨຈ
ଌͼαϋΠ͈̮̈́́ထ்͉̤͛ͅȊ
᪥䠖㻥᭶㻞㻢᪥㻔ᅵ䠅䡚㻝㻜᭶㻝㻝᪥㻔᪥䠅䚷㻝㻜㼍㼙㻙㻥㼜㼙
ሙ㻦㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻯㼛㼚㼢㼑㼚㼠㼕㼛㼚㻌㻯㼑㼚㼠㼞㼑㻘㻌㻿㼥㼐㼚㼑㼥㻌㻲㼛㼞㼑㼏㼛㼡㼞㼠
䝏䜿䝑䝖䠖ே㻐㻞㻞䚸Ꮚ౪㻐㻝㻤䚸䝖䝗䝷䞊㻐㻝㻜䚸䝣䜯䝭䝸䞊㻐㻢㻥ྛ䝉䝑䝅䝵䞁㻠㻡ศ䚷
㼃㻱㻮㻦㻌㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼐㼍㼞㼘㼕㼚㼓㼔㼍㼞㼎㼛㼡㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼣㼔㼍㼠㼟㻙㼛㼚㻛㼑㼢㼑㼚㼠㼟㻛㼐㼍㼞㼘㼕㼚㼓㻙㼔㼍㼞㼎㼛㼡㼞㻙㼒㼞㼛㼦㼛㼚㼑
October 2020
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9/27
Sun

ά·ΣΛ·ΑΗͼσζȜΉΛΠٳटȊ

The Rocks Picnic

͈ൢြͬਿ̞ȂυΛ·Ά͉ĺĳĸȂά·ΣΛ·ΑΗͼσ͈ζȜΉΛΠ̦
ٳट̯ͦͥȃȸŃųŰŰŬŭźůȁŃŰźȁŃŢŨŦŭȹ͈ΣνȜπȜ·ΑΗͼσȆαȜΈσ͉̲ͬ
͛ȂȸŃŢŤŬŢȁŔźťůŦźȹ͈ηΣίυΏνȜΠ͞τΛΡȆχͼϋȆρηȂȸŃŰůťŪġ
ŐźŴŵŦųŴȹ͈૧̈́ͼΑΗȜȂȸňŦŭŢŵŪŴŴŮŰȹ͈ΐͿρȜΠ̈́̓Ȃ̜ͣͥ͠Έσ
ιഝ̦Ⴒ͕̥̈́ͥȂࡿஜĲıশ̥͉ͣྫၳ́π΄ΓΛΏοϋ͜ٳट̯ͦͥȃ̻͜
ͧͭȂĲ̱ͬ̀ηνȜΐΛ·ϋΗȜΞͼιϋΠ̜͈ͥ́͜Ȃά·ΣΛ·ΨΑ
ΉΛΠ͞ά·ΣΛ·ΏȜΠͬ४̱ȂńŰŷŪťġ ŔŢŧŦ̈́ͺ;ΠΡͺ́Ȃ͈౷̞͢
ͬܨএ̠ం̠̱͜ڢȊȁ̤̈́υΛ·Α͉࡛हȂྎ͍͈͉ͅĥĶ͈
έρΛΠτȜΠ́ಛ৬ા͈̞̱ͬ́ͥ̀ރȂ̶̮͌၌ဥ̧̞̹̺̹̞ȃ
᪥䠖㻥᭶㻞㻣᪥㻔᪥䠅㻝㻜㼍㼙㻙㻟㼜㼙
ሙ䠖㼀㼔㼑㻌㻾㼛㼏㼗㼟
㼃㻱㻮㻦㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼠㼔㼑㼞㼛㼏㼗㼟㻚㼏㼛㼙㻛㼣㼔㼍㼠㼟㻙㼛㼚㻛㼏㼍㼙㼜㼍㼕㼓㼚㼟㻛㼠㼔㼑㻙㼞㼛㼏㼗㼟㻙㼜㼕㼏㼚㼕㼏

ソーシャル
ディス
タ ンスは守り
⺒⠪

つつ

ᔃߩ〒㔌ߪ

Ớෘធ⸅
008
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9/28〜
Mon

ၳၑͅཹ̧̥̫ͬͥ

Jamie Ministry of Food Course

ͼΆςΑ͈૽ܨΏͿέȂΐͿͼηȜȆςΨȜ̦ঔ̳ͥ֗ίυΈρθ
ȸŋŢŮŪŦĨŴġŎŪůŪŴŵųźġŰŧġŇŰŰťȹ̦ȂĺĳĹ̥͈ͣΑ·ȜσγςΟȜۼܢȂ
ϋρͼϋ͈·Λ΅ϋΈȜΑͬٳट̳ͥȃȜΑ͉Ķ̹ͤͩͅۼȂڎĲশۼ
·ρΆ͉Ȃ̞͈ࣞثူוτΏά͞୯͈Μ̈́̓Ȃͤ͢࠲ࢫഎ̈́ρͼέΑ
Ηͼσ͈̹͛ͅຈါ̈́Α΅σͬഥ̱̩̀ͦͥȃΑ·ȜσγςΟȜίυΈρ
θո̜ͥͣ͜͠ͅٸϋρͼϋȜΑ͈̞̱ͬ́ͥ̀ރȂၳၑͅཹ̧̥ͬ
̫̹̞༷͉Ȃ̶̸͈̞͙͕̱̞͌̀̀ȃ̤̈́Α·ȜσγςΟȜίυΈρθ͉
૽ତ̦ࡠ̢̞̠ͣͦ̀ͥȂఱ་૽͈́̈́ܨȂ்͉༷̜͈͛ͥͅྙޟΙΉΛ
Πͬږ༗̱̠͢ȃ
᪥㻦㻥᭶㻞㻤᪥㻔᭶䠅䡚㻝㻜᭶㻞᪥㻔㔠䠅䚷㻝㼜㼙㻙㻞㼜㼙
䝁䞊䝇㈝䠖ே㻐㻠㻥㻚㻥㻡䚸䝁䞁䝉䝑䝅䝵䞁㻐㻞㻠㻚㻥㻡
㼃㻱㻮㻦㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼖㼍㼙㼕㼑㼟㼙㼕㼚㼕㼟㼠㼞㼥㼛㼒㼒㼛㼛㼐㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛
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10/3〜
Sat

ΑΠτΑͬএ̠ంอ८Ȋ

Tuff Nutterz

ଲݴ֚ٮఱ̈́ͼϋέτȜΗήσȜΑ̱͂̀ͣͦͥȸŕŶŧŧġŏŶŵŵŦųŻȹ̦̭͈
Α·ȜσγςΟȜۼܢಎȂΘȜςϋΈΧȜΨȜ̩̽̀ͥ͞ͅȊȁಿĳĸıŮ͈Ȝ
Αඤ͉ͅΛȜάΛΙ͞·ρͼηϋΈ;ȜσȂΐλͼͺϋΠΑρͼΡ̈́̓Ȃ
Ĵı಼̢ͬͥવٺ̦୭౾̯ͦȂ໙ࢩ̞ාႢ̦̱ͥ͛ڢȃĳশۼΓΛΏοϋ
͈ŕŶŧŧźĨŴġ ŏŶŵŵŦųŻ͂ĵĶΓΛΏοϋ͈ŕŶŧŧźĨŴġ ŏŦŴŵ̦̜ͤȂĶपྚྖ͈̤ঊ
အ͈ΙΉΛΠ͉ͅྫၳ́ఱ૽Ĳཿ͈ΙΉΛΠ̦̱̠̥̠̞ͦͣ͂ͥͦ͘܄
̞ȃ̤̈́൚࠴̜̦ͥ͜Ȃ̤࿒൚͈̀ΓΛΏοϋͬࡉ൪̯̞̹͉̈́͛ͅϋρ
ͼϋήΛ΅ϋΈ̦̤̺͛ۑȃύၡ̹̽͘ΑΠτΑͬএ̠ంอ८̱̠͢Ȋ
᪥䠖㻌
ሙ䠖㻌
䝏䜿䝑䝖䠖㻌
䚷䚷䚷䚷䚷㻌

㻝㻜᭶㻟᪥㻔ᅵ䠅䡚㻝㻜᭶㻝㻝᪥㻔᪥䠅䚷㻥㼍㼙㻙㻡㼜㼙
㻰㼍㼞㼘㼕㼚㼓㻌㻴㼍㼞㼎㼛㼡㼞
㼀㼡㼒㼒㼥㻓㼟㻌㻺㼡㼠㼠㼑㼞㼦㻌㻔㻞㛫䝉䝑䝅䝵䞁䠅㻌㻐㻟㻜
㼀㼡㼒㼒㼥㻓㼟㻌㻺㼑㼟㼠㻌䠄㻠㻡ศ䝉䝑䝅䝵䞁䠅㻐㻞㻜

䚷䚷䚷䚷䚷㻌

䈜㻥㼍㼙㻙㻥㻦㻠㻡㼍㼙㻌㻠ṓᮍ‶䛾䝉䝑䝅䝵䞁䚷䈜㻡ṓᮍ‶䛻䛿ே㻝ேศ䛾䝏䜿䝑䝖䛜↓ᩱ䛷䛴䛔䛶䛝䜎䛩
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼠㼡㼒㼒㼚㼡㼠㼠㼑㼞㼦㻚㼏㼛㼙㻛㼑㼢㼑㼚㼠㼟

㼃㻱㻮䠖㻌
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event

12/11〜
Tue

ͺୱηνȜΐσષၘȊ

Frozen the Musical

ȸρͼϋ΅ϋΈȹ͞ȸͺρΐϋȹ಼͈̈́̓૽́ैܨͣͦͥȂΟͻΒΣȜ͈
ड૧ηνȜΐσȂȸͺ͂ୱ͈੫ؐȪŇųŰŻŦůġ ŵũŦġ ŎŶŴŪŤŢŭȫȹ̦Ȃྖͬఞ̱̀Ώ
ΡΣȜ͈΅λάΗσȆΏͺΗȜ̯́ͥͦȃυͤ͢ͅؼȂထ͈ĸ̥ͣ
Ĳĳ̹̯͒͂ͦܢװ൳ηνȜΐσ͉ȂͺτϋΟȜσ࣭͈ؐؐ੫́Ȃୱ͞ຕ
ͬௌེ༹ͥͬ̾σ̦Ȃཽ͈ͺ͂͂͜ͅ૯͈Ք̳ͬͥݥΑΠȜ
ςȜȃଲٮഎΪΛΠܱ̱̹ͬ൳ْ͉דȂ̳́ͅηνȜΐσ̜̹̭̥́̽͂
ͣȂηνȜΐσ֑͜გ̩ۜ̈́Ȃ४̠̺̞̞֑ͧ̈́ۼ̭̱͂ͥ͛ڢ́߿حȃΙ
ΉΛΠ͉̳́ͅ์ค̦ٳই்̱̞͈̤̀ͥ́͛ͅȊ
䚷䚷䚷

᪥䠖㻝㻞᭶㻝᪥䠄ⅆ䠅䡚㻞᭶㻞㻝᪥㻔᪥䠅
䝏䜿䝑䝖䠖㻐㻡㻥㻚㻡㻜䡚㻐㻞㻜㻥㻚㻡㻜
ሙ䠖䚷㼀㼔㼑㻌㻯㼍㼜㼕㼠㼛㼘㻌㼀㼔㼑㼍㼠㼞㼑㻘㻌㻝㻟㻌㻯㼍㼙㼜㼎㼑㼘㼘㻌㻿㼠㼞㼑㼑㼠㻘㻌㻴㼍㼥㼙㼍㼞㼗㼑㼠
㼃㻱㻮㻦䚷㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼒㼞㼛㼦㼑㼚㼠㼔㼑㼙㼡㼟㼕㼏㼍㼘㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛
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Ⱥਯਫ਼ȻThe Galeries Level 2, 500 George St., Sydney
ȺTelȻ 02-9262-7996

Kinokuniyaอ

࣭ඤķĵഝ༘Ȃ٬ٸĳĵഝ༘ͬജ̳ͥٳུडఱ͈ഝΙͿȜϋȃ
ȜΑΠρςͺ͉́ĳııĴා̥ͣΗ;ϋγȜσפཌྷͅධݩडఱ͈
ഝ༘ͬࢹ̢ȂဢȆಎȆგ͚ͬ܄Ĵıྔॗ͈ୠहࡩ͂Ȃఈ
͉́ͅව̩̞ͤͅཔߓͬ৾ͤఁ̢̞̀ͥȃ୭͈ͺȜΠΆλρ
ςȜ͈́υȜσͺȜΞͻΑΠ͈ैജা͞Ȃಠ৪ͥ͢ͅͼϋٛȂ
ηΛ·έϋ͈̹͈͛ͼαϋΠ̈́̓͜ٳट̱Ȃ૽ਅȆාႢͬ࿚̴ͩ
ȨŌŪůŰȩ͈Քઠ̱̞́ͦ̀ͥ͘ȃ

ؚུ̦̯ͭ͐
őŢŨŦ
Ĳıĸ

͈ࣽΞȜζȇȁ

ĳıĳıාؚུఱર

ȺఱરȻġၠჂ͈ġ

ȺĴպȻġ͉Ȃཥͬຝ̩ġ

ಠ৪ȇඦၻ̠͠ġİġๅ২ȇġނࡓ২ġ

ಠ৪ȇഺષဉጶ̠ġİġๅ২ȇġġ࣒২ġ

ڒثȇĥĴķįĳĺġİġ֥ٛڒثĥĴĳįķķ

ڒثȇĥĴķįĳĺġİġ֥ٛڒثĥĴĳįķķ

̜̹̭̞̈́͂͂ͥͅވ

କཧْ̞̠͂ȶȷ͈

ͬȂଲٮಎ͈̦͜చ

̦ࠝȂ૬̞̱͙͈

̱Ȃ̴̳͉̺ͥȃ̹ͩ

ಎ̧ͥͅȶཥȷͬݣ

̷̱̳̥̭ͬͥͣȂ

̠ȃలĶĺٝιέͻΑΠર

̦̹̱͈ͩ͜დͅীͬ߹

રैȃġ

̫̞̺̠̈́ͧȃ̷ͦ́͜Ȃͩ
̷̹̱͉̜̹͈̞̹̈́͊ͅ
̞ȝȃठ̧̳͓͉ٛ́̈́
̥̹̥̱̞̽ͦ̈́͜੫
̦̠֚͜ഽ̧̹ٛ̽͂Ȃ͉ྵਔս͈૽̧ͬے
ࣺ͙̦̈́ͣͬই͛ͥȃ૧̱̞૽͈͒߸۾ۼၫ
ၛ̻ͬຝ̧Ȃႁ෩ैུ̩̈́۞̦֒زႀͬอ̱ܞ
̹Ȃ௳͈͚ͬࠦै୰ȃġ

ȺĵպȻġΦȽΑρͼΠġ
ಠ৪ȇ؍५ਜຳȪ୰زȫġİġๅ২ȇġ૧ಲ২
ڒثȇĥĵĳįĳĵġġİġ֥ٛڒثĥĴĹįıĳ

ȺĳպȻġρͼϋ͈̤̾͞ġ

֚࠺ݭಃআ͈ଳ

ಠ৪ȇঝġġİġๅ২ȇġείρ২

͉Ȃෛ͒৬ͬ

ڒثȇĥĴĵįĵıġġİġ֥ٛڒثĥĴıįĺķ

̵̞̹ͣ̀ȃབͦ̀͘୭

ဒྵ̬̹ͬ࣬ͣͦৌ͉Ȃ
ॼ͈ͤșͬଳඤ͈ോ
͈γΑάΆً̮̳̭͂ͅ
ࠨ̹͛ȃ̷ྀ̭͉́ဟ
Ȃවݳ৪̦̠֚͜ഽ͓
̹̞এ̞͈̤̾ͬ͞ς·
ΑΠ̧́ͥȶ̤͈̾͞শ
ۼȷ̦̜̹̽ȝȃྀͬ̽͜
͂ఱ୨̱̹̩̈́ͥͅࢊȃ
012
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̱̹ࠗ૧ಃ͈زȃঔ৽
͈֚͜زȂ૧̱̞ুͬ
ஜͅȂ̜̞ͭ̈́́ͭͅܔ
̹͈ͅȤȃŚഅ͉ྫ૽
̺̹̽ȃ̷̧̭̱̀ͅק
̴̹͉͈ز͈উ͉̩̈́Ȃഩდܥո͜ߓزͅٸ
̞̈́ȃ̹̺͌͂̾Ȃஃۼ५ͬབ͚̠͢ͅ౾̥̹ͦ
ȶΗ;Π͈ֆঊȷͬੰ̫͊Ȥȃ̭͈Śഅ̞̹̞́̽
̧̥͈̹̦ܳةŀġ
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restaurant

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。

チキンカツカレー

ポークロインカツカレー

和牛焼肉カレー

Editor’s Pick！

やよい軒のカレーライス
世界に広がる定食レスト

があり、通常のお米と同量

ラン『 Y a y o i J a p a n e s e

を食べてもカロリーや糖質

Teishoku Restaurant』の

がカットできる健康志向品。

オーストラリア全店舗に、サ

そのお米に、揚げたてサック

THE GALERIES, SYDNEY CBD店

ンフランシスコなどで人気

サクのカツを乗せて、野菜

WESTFIELD SYDNEY店

を誇るカレーライスが上陸。 の旨味が溶け込んだカレー

Yayoi Japanese Teishoku Restaurant

WEB:https://www.yayoi.com.au/
Level 1, The Galeries, 500 George St, Sydney
Level 6, Pitt St & Market St, Sydney

CHATSWOOD店

瞬く間に 、お 店 の 人 気 メ

ソースで楽しむトリプルコラ

38 Albert Ave, Chatswood

ニュートップ３にランクインし

ボは一度食べたら病みつき

Level 3, Market City Shopping Centre,
9-13 Hay St, Haymarket,

ました！

に。特に 女 性に 人 気 のカ

日本から直輸入した金芽
米は、一粒一粒に歯ごたえ
014

October 2020

レーです。
ヴィーガンカレー
も登場間近！

MARKET CITY, CHINA TOWN店

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

HURSTVILLE店
236 Forest Rd, Hurstville

column

̷͈ĳĸĺ

ༀಎ͈͉̰́͘Ȫĳȫ

前回、台湾の李登輝前総統が亡くなったと

さて、戦争のことを言い出したのには訳があ

き、世界中から敬意と弔意が送られたが、中国

る。それは8月15日の「終戦記念日」のニュース

共産党はまったく敬意を表さず酷評し、国家の

を見ていて、
「国家主権」
と言うことについて考

品格が疑われるということを書いておいた。そ

え直さなければいけないと気がついたからであ

して、太平洋戦争を戦っていた最中の1945年

る。
「国家主権」
を考える前に、そもそも「国家」

4月12日、アメリカのF・D・ルーズベルト大統領

とは何か、
を考えてみるべきであろう。
ここでい

が突然亡くなったとき
（死因は高血圧性脳出血

う「国家」はもちろん「近代国家」のことであっ

とされている）、
その1週間前の4月7日に首相に

て、19世紀までの、いや第一次世界大戦まで

就任した鈴木貫太郎が、
アメリカ国民に対し丁

の「国家」
とは一線を引いておかねばならない。

寧な弔意を表した。その内容は「今日、アメリカ 「国家」の定義は何か？ それは、①国土（領土・
がわが国に対し優勢な戦いを展開しているの

領海・領空を含む）
があること、②国民がいるこ

は亡き大統領の優れた指導があったからです。 と、③主権があること、そして最近では④世界
私は深い哀悼の意をアメリカ国民の悲しみに

からの承認が必要であること、
と言える。想像

送るものであります。
しかし、ルーズベルト氏の

力を働かせて考えても見よ、第二次世界大戦

死によって、アメリカの日本に対する戦争継続

までのインド・中近東や東南アジア・アフリカの

の努力が変わるとは考えておりません。我々も

各地を。国土は厳然とそこにあり、
そこに住む人

またあなた方アメリカ国民の覇権主義に対し

たちも確かにいた。
しかし主権はなかった。他国

今まで以上に強く戦います。
内閣総理大臣・鈴

が統治していたのである。1492年にコロンブス

木貫太郎」
と言うものであった。
そしてこのこと

が、現在の西インド諸島まで到達して以来の、

は、
日本人として誇りに思うべきであるとも書き

いわゆる
「帝国主義」
を標榜していた国々が「力

つけておいた
（鈴木貫太郎の人物及びこのメッ

」で統治していたのである。
「 力」
＝
「暴力」であ

セージの英文も掲載されているのでお読みに

る。そのことを肝に銘じておかなければいけな

なりたい方はコチラから）。そのときこのオヤジ

い。そして「主権」
についてである。
「 主権」
とは

は素朴な疑問を持った。交戦中の相手国＝敵

一体何か。孫引きで恐縮ではあるが、芦部信喜

国へどのようにメッセージを届けたかが疑問

著の『憲法（第7版）』
（岩波書店・2019年3月8

だったのだ。
しかしなんてことはなかった。上記

日刊）の「主権とは」
と言う項目から引く。
「主権

のWikipediaの記事中に「同盟通信社の短波

とは、①国家権力そのもの（国の統治権）、②国

放送で」
と書かれていた。なるほど通信社を通

内において最高、国外に対しては独立であるこ

して放送したのかと納得できたのである。

と、③国政においての最高の決定権」
と誠に簡
October 2020
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潔に要領よく書かれている。その国は他の国の

国が靖国神社参拝でとやかく言うのは、安全保

言いなりにはならない・地方自治体は国家主権

障すら他国任せだからなのではないかとも思っ

に逆らえない・国の安全保障は国家主権の問題

たりした。そしてよくよく考えれば、世界には、世

→地方自治体のエゴで
「自分たちだけ良ければ」

界中を統治する
「世界政府」
はなく、世界を取り

となれば、国を弱め外国勢力による植民地化に

締まる
「世界警察」もない。言って見れば世界は

結び付き、本末転倒となりかねないと言うことな

今「アナーキー」な状況ではないか（まあ、昔から

のである。そして日本国憲法の三原則は何かと

そうだったのだけれど）。無政府状態・無警察状

言えば、
「国民主権・平和主義・基本的人権の

態でルールに従わない、何にも縛られない状態で

尊重」
とも書かれている。皆、中学か高校で学ん

はないか、
と気がついたのである。特に昨年末か

だことがある事柄である。
もう少し突き詰めて言

らの新型コロナウイルスのパンデミックでその傾

えば、主権＝国家権力そのもの＝国家の最高権

向が著しくはっきりしてきたように思う。
であるか

力、
は国民が持っているのであって、外国勢力の

らこそ日本人は皆「国家」及び「国家主権」
と言う

言いなりにはならない、
と言うことである。
ところ

ことを考え直さなければいけないのである。
この

が一方、憲法九条には「武力」
と「交戦権」を放

オヤジに言わせれば、75年間の太平が、
「国家」

棄するとも書かれているのである。1950年、時

や「国家主権」
をまともに考えたこともなく、
また

というものを現実的に考察する
の総理大臣、吉田茂は「（日本の）防衛は米国に 「防衛」や「戦争」
委ね、国防費を最小限にし、その余力で日本は

頭脳を麻痺させてきたように思えてならない。特

経済中心に進める」
と決定したのである。
そして

に純軍事的な命題を、客観的に冷静にかつ合理

その 年は 朝 鮮 戦 争が 勃 発した年でもあった

的に考える訓練がまったく忘れ去られている
（防

（1950年6月）。国際情勢は米ソ冷戦の真っただ

衛相や自衛隊はもちろん、防衛大学などではきち

中にあって、世界中の国々は、
ヨーロッパも含め

んと訓練がなされているだろう、
と思う）。主権の

米ソどちらかにつくか旗幟を鮮明にして安全保

行使もできない国がどうして世界に対して義務

障を考えなければならない時期であった。
自由主

と責任を果たせるというのだろうか。世界第3位

義陣営に付くか、
はたまた共産主義陣営に与す

の経済大国と言われ、おだてに乗って浮かれて

るのか、判断を迫られたのである。
そして朝鮮戦

いる時代はもう終わったのだ、
と覚悟をしなけれ

争で忙しくなったアメリカは、
日本に早く軍事力

ばいけない。

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。

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

「終戦記念日」
に気がついた、
と書いたが、実を （＝司馬遼太郎さんの体験的判断）非合理的か
いうと愕然としたのである。何だ、
日本は主権の

つ煽情的・空気によって戦った（＝山本夏彦さん

行使もできない国なのか、安全保障を他国に預

の体験的判断）ため敗戦に至った。清に勝ち、
ロ

けておいて何が独立国家と言えるのか、中国・韓

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

防衛省のプレス・リリースで読めるので読んでみ

アジアの国は他にない。べトナムはアメリカに

て欲しい。
またこの時の記者会見はこちらの動画

勝ったが）。それを考えたとき、将来の日本の方

でも観られる。
これを読みまた観てみると、
日本の

針をどのように考えたらよいのかは重大な問題

メディアがいかに毒されているかがよくわかる。
そ

で、あまりのんびり構えてはいられないように思

してこのオヤジは、河野太郎大臣が外務大臣の

える。
もうみんなは知っていると思うが、中国・北

ときから注目していたが、
これほどはっきりとモノ

朝鮮・ロシアという何とも薄気味の悪い、腹黒い

が言える大臣は稀であり、極めて貴重な存在で

国々が、虎視眈々と日本とアメリカの連携を断ち

あると思う。駐日韓国大使を
「極めて無礼」
と言っ

切ろうと狙っている。
日米を分断しようとありとあ

た会見もコチラから見てほしい。安倍晋三首相の

らゆる策を弄しているのである。
日本は主権の一

辞任のニュース以来、次にやってほしいのは河野

部を停止して、国防という点でアメリカが肩代わ

大臣だと思っていたのだが、
ちと早いかもしれな

りをしているのである。
その具体的な表れは、20

い。
もう少し真綿でくるむような、
いわゆる政治家

年7月29日、
ケヴィン・B・シュナイダー在日米軍司

的なレトリックも必要かもしれない。

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。

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々は、
「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

時あたかも、河野太郎防衛大臣は8月４日の記

束を守ったことがない＝自分たちが常に正しいから

者会見で、
ミサイル防衛に関して
「相手領域での

相手が守るべきである、
と考えるから」
という誰やら

弾道ミサイルなどの阻止」
を盛り込んだ自民党提

の言葉をかみしめておいた方がよいだろう。最後

言が「中国や韓国の理解を得られる状況ではな

に、お金のかからない簡単な提案をしておきたい。

いのでは」
と質問され、
「主に中国がミサイルを増

TVではおよそ30分おきに、気象情報とかお天気の

強しているときに、
なぜその了解がいるのか」
と語

話が繰り返される。
そこに北方4島と尖閣諸島の気

気を強めた。
また重ねて韓国については、
との問

象情報も入れたらどうだろうか。わが領土の気象

いに
「なぜ韓国の了解が必要なのか、わが国の領

情報を堂々と繰り返すのだ。誰も文句は言えまい。

土を防衛するのに」
とも述べたのである。文章は

（この項続く）
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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 。
1 8 0 c m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？

̞̦̈́Ȃ૽͈ତ̷̸̺̫̦ͦͦএ̠ͼ
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R

クリック☝

ホームページとSNSで
耳寄り情報ぞくぞく配信中！

V

ecommended ৾ૅৼ
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!

特別なサポートが出ています!!
・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）

②学生ビザ代行申請が無料！

・学生ビザ申請に必要な書類、CoEの取得が$０〜$500の学校

エミク・オーストラリアンビザネット
ビザ情報は

Line: ausvisaemic
スカイプ ID：emic̲01

ŒŗŃ

あなたもエミクに
相談してみませんか？

営業時間/エミク：平日１０：００〜１８：００
（土日祝日お休み）
オーストラリアンビザネット：平日10:00〜１８：００
移民法コンサルタント登録番号 MARN：0208479,92769

www.visanet.com.au E-mail：emic@visanet.com.au
October 2020

④しっかりアフターサポート！

ુ͈ڠΫΎ૭́Ȃη·̱ͬ̀ࢵͅુ ࢷڠ૧̯ͦͥ֊ྦྷ༹ȃਖڠಎ͉ȂΫΎϋσ
̤ͬ૭̱ࣺ͙͈༷ࡠ̳̈́ͤ͘ͅȃ
ΗϋΠ͈ड૧ΫΎͬྫၳ̫̳́ͣͦ͘ȃ

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

・学生ビザ代$620をサポートしてくれる学校 などなど

Suite 2, Level 1, 507 Kent St.,

③ビザ申請当日のご来社は不要！

ୃ̈́ږΫΎȆૂࢷڠ༭ͬள்̩Ḁ̳̑ͩͤ͞ ΫΎϋσΗϋΠ̦యၑ૭࣐̞̳ͬ͘ȃ
̩Ȃಢ̮ͅ୰ྶ̱̳͘ȃ

・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〜）

1911

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！

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！
①正確！ 早い！ 安心！

・お支払いを分けてできるようになった学校

お問い合わせは日本語でお気軽に TEL：(02) 9264

isa

オーストラリア政府認定
ビザコンサルタント２名在籍

学生ビザはエミクに相談

多くの学校からコロナウイルスの影響に対し
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クリック☝
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ŌŇń

ňŦŰųŨŦġŔŵį

クリック☝

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!

ŌŦůŵġŔŵį

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♪

;Ȝσ
χȜΑ
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取材・文・写真：ブランドスタイリストKimiko

STORY

Vol.34

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。

「ユーカリに人生をみる」
神奈川出身。ユーカリ写真家、森

あるもの に 興 味を惹 か れ 、お 話を伺う

Proﬁle

林浴コーディネーター。
ワーキング

ことになりました。

片岡真由美さん

ホリデーの後2003年にエンジニ

（Mayu Kataoka）

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

「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 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

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

声と人を包み込むような配慮の後ろに
October 2020
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ることを感じられるようにしています」
と

実は、空手とテコンドーをミックスした

はにかみながら「本当にいろんな人に

マーシャルアーツ「Jidokwan」の黒帯の

引っ張られてお世話になったので、どう

持ち主。先生が辞めるタイミングでその

やって返せばいいのかと思っています」

学校経営を引き継ぐことになり退職。ま

とオーストラリアで暮らす夢を叶えるま

ゆさんの落ち着きや芯の強さは、そこで

での道案内をした人たちのことを話して

培われたものだと合点がいきました。た

くれました。

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

初来豪は1997年。職場でオーストラリ

真ってビジネスになんてならない。どう

ア人女性と親交を深め彼女の住むシド

やって食 べて行くの？」と言う多くの 声

ニーへ。ワーキングホリデー中のアルバ

と、責任が重い仕事に自分が潰れそうな

イト先で、同じビル内にオフィスを構え

ほどのストレスを抱えていたまゆさんを

るIT企業の社長と毎日一緒にコーヒー

動かしたのが、ある日のユーカリとの出

を飲む仲に。
「大好きなオーストラリア

会いでした。

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。
022

October 2020

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

column

て見た」のは初めてのこと。コンクリート

いう範囲から出ていかないと周りの範

の横に茂るユーカリは見失っていた自分

囲で終わるし、残るものがないと思った

の「強さ」を思い起こさせたそう。
「ユーカ

んですね。マーシャルアーツで学んだの

リに人生をみる」
と言い、写真家として本

は、同じように教えてもみんな吸収の仕

格 的 に 活 動 を は じ め 、シ ド ニ ー の

方も必要なものも違うし、受け入れる受

Kirribilli

Marketで写真販売をするよう

け入れないは人それぞれ。だから、どこ

に。そんな中、インターネットで探し物を

の森でどういう要素をとり入れたらその

していた時にふと目にしたものに「これ

人が元気になるかをカスタマイズした

が私の天性の仕事！ライフワーク見つけ

いんです」
とパーソナル森林浴をはじめ

た！」
と確信したのが「森林浴」。興奮して

たばかり。

すぐ友人に電話をしたと笑います。

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、

日本の森林セラピーガイドの資格を

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。

取得し「オーストラリアでできる私の森

グローバルに活躍する起業家から支持を得

林浴を作りあげたい」
と話すまゆさんか

て、
日本やアジア、
ヨーロッパでも活動中。

らは大きな覚悟のようなものを感じま

https://www.joidea.com.au/

す。
「自分が幸せだったらそれでいい、
と
October 2020
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チアーズ勝手にランキング！



͑ͣͥΖ͓̽Ζ͞ͳ͓͢

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？

美しきスイーツが並ぶ

BanksiaBakehouse

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

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。
024
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世界一インスタ映えするケーキ

Black Star Pastry

2 0 0 8 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！

CBD店：The Galeries, Shop 26, Ground Floor, 500 George St

Roseberry店：113 Dunning Ave

水〜金8am - 6pm、土・日9am - 6pm、月・火休み

水〜金7:30am - 4pm、土・日7:30am - 5pm、月・火休み

Newtown店：
（The Original Black Star Pastry）277 Australia St

https://www.blackstarpastry.com.au/

水〜金7:30am - 4pm、土・日7:30am - 5pm、月・火休み

October 2020
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シドニー初のデザートバー

KOI Dessert

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『 K O I
D e s s e r 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！

Chippendale店：

Ryde店：

46 Kensington St, Chippendale

Shop 3, 62 - 66 Blaxland Road, Ryde

(02) 9212 1230、木〜日 11am-9pm

(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)

Darlinghurst、Miranda、Newtown、Parramatta、Penrith、

58 Mentmore Ave, Rosebery

Surry Hills、The Star、Tramshed

月〜木、
日 12pm-10pm 金・土

12pm-10:30pm

その他店舗：Bondi、Circular Quay、Darling Square、

(02) 9317 3191
https://gelatomessina.com/
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完売必須の抹茶デザート

Cafe Oratnek

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。

028

Cafe Oratnek

Cafe Kentaro

4 Pitt St, Redfern NSW 2016

616 Bourke St, Surry Hills

(02) 8394 9550

(02) 9699 2665

7Days 月〜金 7am-3:30pm / 土・日 8am-3:30pm

7Days 月〜金 7am-3:30pm / 土・日 8am-3:30pm

https://www.oratnek.com.au/

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

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

2 0 1 9 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『 M a d a m e
& 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。

！
場
登
新

ζθΒέȜΡ͉Ȃ
ز̮ڎ́͘ో౿̱̳͘Ȋ
https://shopping.mumsfood.com.au/

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

最短で翌日!!
ȺηΣζθȜΘȜȻĥĶıȂ
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www.mumsfood.com.au
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スフレのような
ふわふわパンケーキ

Gram Pancakes
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。
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Shop 67, 436 Victoria Ave, Chatswood
(02) 8084 0866
https://www.facebook.com/grampancakesaustralia

feature

大人気のジャパニーズスタイル
バスクチーズケーキ

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「 1 5 ㎝ の 幸 せ 」を お
試しあれ！

アイエス留 学ネットワークは今日も変わらず
ア

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 ■語学学校・専門学校のご相談
めての経験。
「まさか学校がオンラインになる ■ワーキングホリデービザ・学生ビザ申請代行
とは」、
「まさか仕事がなくなるとは」、そんな
■生活の相談
毎日が続いています。私たちも同じです。
■心の相談
それでもアイエス留学ネットワークは生徒
一人で考えてると人間ネガティブになりがちで
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 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！
ンセリングもいつものように行っています。

情報提供留学エージェント

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

ުאশۼ
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インスタグラマーに大人気！

Saga

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。

こんな時期だからこそ
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178 Enmore Rd, Enmore
(02) 9550 6386
水〜日 9am-4pm、
月・火定休
https://www.sagaenmore.com/

feature

本場ポルトガルのタルト

231 Clovelly Road, Clovelly

Village on Cloey

7 Days 6:30am-3pm

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。

リバーエクスプレスは皆様の新生活を応援いたします！
クリーニングサービス

ーで
専 用カ バ
を付 けず
傷
、
ず
汚さ
！
心！
安
で
運 ぶの

安心・納得の3大ポイント

カーペットクリーニング
ハウスクリーニング

1 0 個 只今、下記のサービスが好評いただいて
バスケット 供！
提 ！ おります！
無 料でご

☆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

・家も家具も無傷安心の完全包囲

市内引越し

ɦड೩ၳ߄͉ैުশˎۼশۼȼńŢŭŭġŰŶŵġŧŦŦȃ
̹͘ΉȜᾼ؊̲ܱ̀ئոخ଼͜ࢹ͈ٸෝȃ

作業員1人 + バン 作業員2人 + トラック 作業員3人 + トラック

Ļ$70İĲশ ۼĻ$130İĲশۼ
ྎĻ$85İĲশ ۼྎĻ$160İĲশۼ

Ļ$160İĲশۼ
ྎĻ$190İĲশۼ

0404 007 778

0434 022 823

ൌ

ガー B O X
エコハン 供！
提 ！
無 料でご

・お見積り無料

ઽന

・日本人スタッフが全対応

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！

＄１５０〜
＄３５０〜

www.riverexpress.com.au
ĲĳİĶķķġňŢųťŦůŦųŴġœťįĭġ
łŭŦŹŢůťųŪŢġŏŔŘġĳıĲĶ
ġŪůŧŰŁųŪŷŦųŦŹűųŦŴŴįŤŰŮįŢŶ
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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

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『M s C h i e f』。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？

隔離期間は

ౝ̱͇̀♥

ハネコーン
を探せ！
！
ΙͺȜΒঞ࿂͈ಎͅȂࢨ
͈ξΣȜϋȸΧΥȜϋȹ̦
ྀˏ൮̞̳֯ͦ̀͘ȃˏ̾
ࡉ̫̾̀Ȃৢι̩ͬ̽̀ͦ
̹༷͉ͅȂಒ́ΨΛΈ
ͬίτΔϋΠȊȁ

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

Maki'sPatisserie

(02)9737 8890
order@makispatisserie.com
www.makispatisserie.com

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。

October 2020
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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。

e
g
d
u
F
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◎

ƨƳ
ƶ ƺ
Ɨ
Ʊ
ƲƤ⒚
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Restaurant

୶ັ̫

チャイナタウンの目抜き通りである

͈ࣽτΑΠρϋ

火・水・木限定

ヱビス・バー＆グリル

おまかせ寿司コース

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

ஜऴ

လ
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Restaurant

අષং21۹

店でイチオシのテーブルはディクソン・スト

には驚く。今回の取材では、先付けから始

リート側に面した解放感のあるテラス席だ

まり、前菜、特上寿司10貫、焼物、揚物、汁

が、今回は寿司カウンターで上田シェフと

物とデザートがついてなんと90ドル。現在

の対面で楽しむ『おまかせ』
を紹介したい。

予約は火曜、水曜、木曜の3日間で、2週間

おまかせと言えば現在、シドニーのフード

先まで埋まっているが、
コロナ禍を耐え抜

シーンで大流行中だが、当店が提供するお

いたご褒美に、
ときには至福の時間を楽し

まかせのクオリティとコストパフォーマンス

んでみてほしい。

ઘ

ਵ
Yebisu Bar & Grill
http://yebisubargrill.com.au/
02 9211 3038
55 Dixon St, Haymarket

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。

Booking
ΟΎȜΠ
October 2020
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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

地方の珍しい
リー、
さらにはニューカマーをサポートする
『12Taps』。
クラフトビールが勢ぞろい！

12 Taps
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:

040

http://www.12taps.com.au/

October 2020

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。

column
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みなさん、春が到来しましたね。住んでい

ジョコビッチのような悪夢があったのは有名

るユニットの前に小さな小さな桜の木があり

な話。2017年のデービスカップでのプレー中

まして、この時期その桜の木にチロチロっと

にイライラで打ち放ったボールが正審判の顔

お花がつくんです。それを見てとっても癒や

に直撃し、大変なことになりました。彼はその

されます。この国にいながら身近で桜が見ら

事件があってからとても反省し、態度も含め

れるなんて幸せだなぁなんて！ コロナのた

色々と改めて強さが増して来ました。

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。

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

さて、み なさん は 全 米オープ 観ています

てたの？」
って動画を探してしまいます。魅せ

か？ オーストラリアのアレックス・デ・ミノー

るテニスするんですよね！ みなさん、ぜひ

頑張っていますね。ジョコビッチのアクシデン

チェックしてみてください。

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

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…。

は思うのですが…なんか、ジョコビッチは神

さて、わ たくしごとに 話 題を変えます。前

社でお祓いでも受けたほうが良いのではと

回 の 記 事でレッスンに復 活したと書きまし

思っちゃうほど運が悪い。これからの彼を応

たがその経過をお伝えします。一言で言えば

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

「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
October 2020
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すが、たまたまゲイのカップルが2組入りまし

最後になりますが、私はここ2ヵ月で4キロ

て、みんなコートに入って「あらら？」
という感

の減量に成功しました(ふふふ…)！ 減量のス

じでした！ 私も「この確率すごくない？」なん

イッチが入ったのには色々理由があるのです

て思っちゃって！ 当たりくじでも引いた気分

が…１つ目の理由は、3歳の息子の七五三の

になりました。毎週レッスンのメンツが変わる

撮影がもうすぐなのですが、ぶよぶよになっ

ので、この組み合わせは先月は最初だけでし

た体に入る服がなくなってしまったから
（悲）。

たが、今月最後にこの4人がまた揃うことを私

そして２つ目の衝撃的な理由は180センチあ

は知っている…ふふふ。

る夫の体重よりも重くなっていたこと…。私は

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

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。

くいです。私のビギナーレッスンはフットワー

１年半ぐらいフィットネスジムに通ってい

ク付きで教えるので、誰のビギナーレッスンよ

た ので す が 、コロナの 影 響 や 仕 事も忙しく

りも体力的にキツいレッスンと言われるので

なったりでやめることにしました。私の通って

すが、片方のカップルはずっと続けてきてくれ

いたジムは女性専用のジムでちょっと普通の

ています。ダブルス中心のクラスではクラシッ

ジムと違う世界だったんですよ。女性だけが

クな「サーブアンドボレー」をレッスン内容に

入れるということでイスラム系の方が多いの

入れています。生徒さんに混じって自分も一緒

です。私はイギリスに語学留学中にイスラム

にやることが多いので、
レッスンが終わると自

系のホストファミリーにステイさせてもらって

分がめちゃ疲れています。でも気持ちいいー。

いましたので慣れていましたが、女性だけの

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

フィットネスジムのこんな世界はちょっと新鮮
でした。

由はまだ痛みがあったからだったのですが、注

と言うのも外や駐車場ですらベールではっ

射を変えてから痛みが徐々になくなってきて凄

きり見えない彼女らの姿が、ジムの中に入る

く良い感じです。
このままいくと、
レッスンも続

とドンッと露になるんですから！普通のジムで

けられそうです。ただ嫌なのは2週間に一度の

は絶対見れない彼女らの姿を見ることになり

注射が1週間に一度になったことかな？

ます。派手なシャツを着ている人や、タトゥー

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）。
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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

私がジムで体を動かしている間、息子をそ

るのが、ひと昔前我らのテニスクラブで大活

このチャイルドケアに預けていたのですが、

躍してくれたKengoくん。今ではフィットネス

見てくれていた方もイスラム系の方が多く、

トレーナーを目指しメルボルンの大学に通っ

一緒に過ごす子供たちもそうだったので、息

ているのですが、ロックダウンのため、閉じ込

子は幼い頃からイスラム文化と触れ合ってた

められた自宅から私の減量フィットネスダイ

わけであります。ある日、息子がよくいじめて

エットのブログラムを組んでくれているんで

くる女の子にパンチしたようで、叱りつけよう

す。彼のトレーニングはめちゃシンドいですけ

とした私に対して「勇気を出して戦ったのだ

ど楽しいです。あと食べ物もチェックされるの

から褒めてあげなさい！」
と逆に言われたとき

ですが「ひろこさん、それはないでしょー」
とあ

はちょっと驚きましたけどね…。文化の違いい

きれられています。

やなぁ、なんて…。

メルボルンの方たちは本当に大変。そんな

そこのジムでは動いても食べまくってたん

中で頑張っているKengoくん、本当にあっぱ

で、痩せなかったけど、筋肉はついたし親子と

れです！ 一刻も早くメルボルンの方々がせ

もども色んな意味で良い経験になりました。

めてシドニーレ ベルの生活に戻れるように

そして、今後、私のフィットネスを支えてくれ

祈っています。
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カウンター席でカジュアルに赤酢の握りが楽しめる！

൶ৎЭݤӮ್ɠ
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

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！

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。

テイクアウェイも
品数豊富に
取りそろえています！
https://www.suminoya.com.au
/online-ordering

オーダーはこちらから
044
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帰ってきた池江璃花子
復帰戦
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（ 2 0 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1 3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

を見つめながら、
「戻ってきたんだな」
とし

位に入り、涙を流しました。目標だった日

みじみと熱い思いが込み上げてきたと言

本 学 生 選 手 権（1 0月開 催）の参 加 標 準

います。スタートの反応時間は、筋力がま

記録26秒86も突破。24年のパリ五輪に

だ戻ってきていないためか同組 1 0 人中

向けて「第２の自分の水泳人生の始まり

10番目の0秒70。
しかし浮き上がると加

です」
と宣言しました。

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

レース前、池江選手はじっとスタート台

手が目に入りますが、
「体が動かない。で
October 2020
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も負けたくない！」と必 死で持ち堪え、終

で１０ヵ月の入院生活。
「 毎日吐いたし、1日

わってみれば50mを息継ぎ１回のみで泳

に何度も戻した」。体重の10kg減、抗がん

ぎきり、目標の26秒86を大きく上回る記

剤治療で髪の毛が全部抜けました。
しか

録で１着 。プールから上がると、顔を赤く

し、去年9月の日本学生選手権では、一時

染めて涙を流しました。担当の西 崎コー

退 院の許 可を得て3日連 続で辰巳に通

チに「どうだった？」
と聞かれ「スッキリしま

い、自身の所属する日大を応援しました。

した」
と答え、目を輝かせていた彼女の姿

メガホンを持ち、立ち上がり仲 間の泳ぎ

が印象的でした。

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

レース後のインタビューで池 江 選 手は

ずまたリベンジします！」
と仲間に約束しま

次のように答えています。
「すごく緊張し

した。そのときの集合写真を自身の励み

ました。第２の自分の水泳人生がスタート

に病と向き合ったと言います。日本 学 生

です。
１番だと思っていなかったので嬉し

選 手 権は1 年 前からの『誓い』でした。な

かったです。そしてこの場所で泳げて自分

ので今回の参加標準記録の突破のさい

のことだけど、
とても感動しました」。

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

1年７ヵ月ぶりのレース。家族からは「と

びを露わにしました。

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

急 回 復のように見える池 江 選 手です

回の会場となった「辰巳（東京辰巳国際

が、まだレースに復帰したばかり。体調が

水泳場）」は通い慣れた場。
「 久しぶりにこ

常に最 優 先であることは 変わりない。西

の道を通るなあ。
とても胸がキュンと締め

崎コーチは「2024年が最大の目標です。

付けられました」と彼女は言います。
レー

今 年は、年 末まではとにかく体 作りに専

ス前には、親友で同じく日本代表の今井

念します」
と、コロナの影響もあり慎重に

月選手に「緊張してる？」
と突っ込まれたと

見極める方針です。池江選手は、
「１番は

か？「1年半出れない悔しさをぶつけるい

24年のパリ五輪に出場すること。今は全

い機 会と思っていました。誰かに勝つと

力でタイムを出すのではなく、パリに向け

か、泳ぎ切るじゃなくて、とにかく、ここま

て体を戻していければ」
と１歩ずつ進んで

で戻ってこられたことを見てもらいたいと

いく覚悟を示します。

思いました」。
今回の彼 女の復 帰 戦には多くの水 泳
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
046
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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

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。

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

「今は 心から楽しんで水 泳ができてい

る彼女をまた見ることができて本当に嬉

て、
日に日に力がついている実感がある」
と

しい。彼女が愛しているものに戻るため懸

話している池江選手。今ではともに4年前

命に闘い、これ以上ない困難を乗り越え

のリオ五輪に出場した仲間とほぼ同じ練

た」
と。

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

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

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。

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。
先月２０歳の誕 生日を前に、
「自分の意
2017年世界選手権銀メダルの大橋悠

思を持った内面的に強い女性になりたい」

依選手は「26秒8を目指して26秒3台。さ

と誓ったいつも前向きで、
日本一負けず嫌

すがだと思いました。璃花子が戻って水泳

いなスイマー。ついに、あの池江璃花子選

界も勢いがつくと思うので自分も引っ張り

手が帰ってきたのです。
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at the garden Tokyo

各店舗LINE@予約のご案内
●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！

at the garden

at the garden

at the garden

Sussex Street店

Quay Street店

Chatswood店

Shop 3. 336 Sussex St.,
Sydney

Shop 15 61-67 Quay St.,
Haymarket

Suite 3A 376 Victoria Ave.,
Chatswood

T (02) 9262 7887

プ
＆ ラ
料 ン
金

営業時間：11am-8pm
(土曜10am-6:30ｐｍ、日曜10am-5pm)

LINE
@kte9328v

T (02) 9212 0708
営業時間：11am-8pm(日曜10am-7pm)
定休日：毎週火曜日（Temporary)

LINE
@pfe6559u

T (02) 9411 6283

LINE
@rdr3322y

営業時間：10am-7pm
定休日：毎週月曜日

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！

カット

通常
$70

$55

（男性カット$45）

$120

通常
カット＆
$150
資生堂フルカラー （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
通常

$150

$120

カット＆デジタルパーマ
通常

$250

（２ステップトリートメント付き）

$175

カット＆縮毛矯正
通常

$260

$189

※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

・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。

割引クーポン

指名料金
なし

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
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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。
料金改正
対象のスタッフ
・Sussex Street / SHINOKO & YUKIKO
・Chatswood / YUTA
・Quay Street & Chatswood / KAZUHO

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。

・カット
・カット＆資生堂フルカラー
・カット＆資生堂カラーリタッチ（2Stepsトリートメント付き）
・カット＆デジタルパーマ
・カット＆縮毛矯正

＄70→＄60（男性＄45）
＄150→＄130
＄170→＄130
＄250→＄185
＄260→＄199
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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。

もの”会話の中で娘がふと言った言葉が私の

沖縄で生まれ育ち、小さい頃から豚肉が大

胸 のど真ん 中 に 突き刺さってしまった 。今ま

好きで、豚肉が身近にあった私の食卓。給食に

で、食べてきた美味しいお肉たちは、私が手を

ミミガーの和物が出てきたり、カレーに豚肉が

汚 すことなく、心 を 痛 めることもなく綺 麗 に

入ってるのが普通だった。でも、実際に豚を飼

パッケージされ、スーパーで陳列されている。

うのは初めて。

どこで誰がどうやって育てたかなんて気にもし

豚のネネットとは約半年間の短い期間を過

たことがなかった。頭では色々理解しているつ

ごしただけなんだけど、男キライで目の見えな

もりでいたんだけど、実際に身をもって体験す

い彼女からたくさん学ぶことがあった。名前が

るのとでは大きな違い。

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。

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

生と死を目の前で見なくちゃいけないこの

家さんを否定することも私はなんか違うと思

暮らし。慣れそうでまだ全然慣れず、毎回私は

う。ただ、これからお肉を食べるときは必要以

一喜一憂。子供たちと『命』について話す場面

上に求めず、今まで以上に“心から感謝するこ

も多くなった。

と”を忘れないでいようね！と、子供たちと話し

“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

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。
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୶͕̓ࠚ̧́ͥͅ൲ະ௷ٜક༹͂

শయ̧̞̀ͥͅজ̹̻̳͈́́Ȃ̷ͦͣͬ

̱̀;Ȝ΅ϋΈȂρϋΣϋΈȂͼ·ςϋΈ

ષͅڰဥ̱Ȃ࠲ࢫഎ̈́ఘ̩̿ͤͬ࿒ঐ̱̀

̦̹̱̬ͬ͘ݷȂ̭̹̥̞ͦͣͬ̽ͣ͂̽͞

̧̞̱̠͘͡ʴ

̀͜࠲ࢫેఠ͈٨̦̳̪̈́̓ͅࡉͣͦ
̫͉̞͈ͥͩ́̈́́Ḁ̞̦̑࢘̓ͥ̀ض
̠̥͈ࡉޭ̦͛ඳ̱̩ȂκΙαȜΏοϋ

profile:ၖġ

̦ఱ་̵̥̱ͦͭ͘͜ȃड߃জ͉ΛȜ

ĩŰŬŢŤũŪųŪŮŢŨŪŤŁĵźŰŶūűįŤŰŮġĪ

ࢡ ̧ ͈ ௳ ঊ ͅ  ̞ ͣ ͜ ̀ ̢ ޗȂ ŏ Ū Ŭ Ŧ ȁ œ Ŷ ůġ
ńŭŶţ̞̠͂ͺίςͬŪőũŰůŦͅව̱̹ͦ͘ȃ
̤ȜȊȁ̧̦ޣΙςϋΨΓȜΏοϋ·ρ
ή͙̹̞ʴ֑̠̥̽̀ȤȪઢȫȃ

ུతहಎͅঊ̧̹̞ͣ̀̽̈́͜ͅࢡͬࢊם̻̹ͅރ
̞̞̠͂ே̞̥ͣΙςζΐΛ·̞̠͈͂ࢊםζΐΛ
·ΏοȜͬםٛდޗ͞༗֗Ȃဘ౽Ȃ́̓̈́ࢷڠ
࣐̠͂͂͜ͅȂͼαϋΠȜΟͻΥȜΗȜ̱͂̀۾ࢊםႲ
͈ͼαϋΠ͞ঊ͈̹͚̥͛̾ͬྪ̻̹ͅރȜΙϋΈ
ڰ൲࣐̞̹ͬ̽̀ࡓུहਯ͈࠲ࢫΗ·ȃĳıĲĹාĵ
ͤ͢ز́ΏΡΣȜͅ࿗ͤ૧ͬڰΑΗȜΠȃĹා
ུ̧͈͈̹̩̜̦̽̈́̈́́ͤ͘ࢊם́ڰΛȜ
௳ঊֳ͂ಐ૽͈ྲͬ̾ĳ͈༦ȃ
October 2020
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ΏΡΣȜ͈ΑΠςȜΠΘϋΑΑΗΐŅŢůŤŦŬŰŰŭͬಎͅȂ
͈ࣧΑΠςȜΠσΙλȜȂηνȜΐΛ·ΏȜϋͬત̳ٚͥȜȜ

̹͘ͅম͈ͬۼ࿒̱̳ࠢ͘ȃম̭̳ͬܳȪ̧ࣺͥͦ͘ےȫࡔ֦͉শ͞ۼఘ
ႁͅဒဉ̴̹࣐ͬ͜ͅ൲̱̹̺ࠫ͂ضএ̞͈̽̀ͥ́Ȃဒဉ̭ͬ̾͂ͬփে̱࣐̀൲
̱̞̳̀͘ȃশͬۼષͅঀ̢ͥఱ૽̥̭̞̞̳͇̽̀̽́ͭ͜ȃ̜͈̭̳ͥ͂́ȃಓ
̥ͣထ̦̜̹͈̞̽́̾ͤ͜ဒဉͬ̽̀ഽ̱̠͂͢Ȃ்̧̱ܳ̀ಱͥ͞ॽম
ͬΨϋΨϋफ̵̱̹͘͘ȃςνΛ·ͬ̽̀ۖၭȂ̱̽͂͢͝শࠗͬࡉ̹ͣ̈́ͭ͂
อထশ͈࣫ˍশۼஜȃဒဉ̨̻̳̱̹ͬ͘ȃࠫˍضশۼΨϋ̹ͬ̽͘͘ထ
͈শ̦ۼြͥ́͘ఞܥḁ̭̞̞̑̽ఱ૽͉̺̺̈́ͥ͘͘ͅͅশ̷̳̠̥̥̦́ͤۼȃ

日本発世界へ！
世界初プロダンスリーグ

「D.LEAGUE」発足！
ĹĲĳͅอນ̯̹ͦࣽდఴ͈̭̻ͣȊȁࣽ
͈ٝρθ͉̭̻͈ͣŅįōņłňŖņ͉͈͂̈́ة
̥ȉ͈ٜ୰͂ཥ͈̈́ͤۜேࣽ͞ࢃ̠̓̈́̽̀
̞̩̥͈ထேͬई̢̦̤̈́ͣഥ̢̧̱̞̹̀
̞͂এ̞̳͘ȃ

D.LEAGUEとは？

チーム構成は？
̷̸͈ͦͦΙȜθ͉ˏ͈̾εΐΏοϋ̥ࢹ଼
̯̞̳ͦ̀͘ȃ

ུ͈ίυ͞ݩίυΛȜςȜΈ͂൳̲

ӱŅŪųŦŤŵŰųĻলͤΙȜθͬঐ̳۬ͥܞආഎ

̩ȂܑުΑεϋȜ͈͈̾˔ئΘϋΑΙȜθ̦

̈́ڬȃΙȜθ͈ιϋΨȜਬ̥͛ͣΙȜθఘ

ාͬۼ̷̱̞͈̀ා͈Ιλϋάϋͬࠨ

ͬ͂͛ͥ͘ॽম࣐̞̳ͬ͘ȃ̹͘ŅŪųŦŤŵŰųু

͛ͥςȜΈ̳́ȃ

̦ΩέȜζϋᾼ४خ̭̳͂ͥ͜حෝ̳́ȃ

̹͊ͦΘϋȜ͉ίῦ̱̀ΙȜθ͂ࠀ

ӲœŦŨŶŭŢųȁŅŢůŤŦųĻΏȜΒϋ̱̳ͬ̀

̱Ȃා༪̠̭ͬͣ͂̽̀͜͢ͅΘϋΑȂ̷̱̀

ͥτΆνρȜιϋΨȜȃ̭͈ιϋΨȜ͉ˍාۼ

ςȜΈͅැ̧̞̠́ͥ͂ྪ͈̠̈́͢ίυ

་̵̭͉̜ͩͥ͂ͤͭ͘ȃ

ΐͿ·Π̦ই൲̱̱̹͘ȃ

ӳŔőȁŅŢůŤŦųȪΑεΛΠΘϋȜȫĻτΆνρȜ

֚࡞ȇΑΠςȜΠΘϋΑΏȜϋ͈૧̧̹̦̱̈́͘ٳ
̹͇ȃ̩̫̺̈́́اϋΗȜΞͼιϋΠ̱͈͂̀Θϋ
Α̦ଲ͈ಎ̯̽͂ͦ͜ͅȂࣽոષͅఉ̩͈૽͈ว
̞̩̱̠ͦ̀́͡ͅȊ

ιϋΨȜ͉̩́̈́੩̽૽എ̈́ࡠۼܢ́ڬ
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́ΙȜθͅ४̳ͥحი̳́ȃ
֚࡞ḙ͈̑ŔőȁŅŢůŤŦų̠ͬ̓ঀ̠̥̦εͼϋΠ̈́̽ͅ
̷̧̠̳͇̀́ȃ٬ٸი̜͈̭͈ͤ͂͂̈́́͜ΐȜȂ

column

ͺσΏϋΡഎ̈́੩̽૽ΘϋȜ̦࡛ͦ̀দࣣ͈ၠͦ
ͬ་̷̢̞̩̞̠̭̜̠̳̀͂͂ͤ́͜Ȋ

今後の展開
ུ͉̭͈́დఴ́ΘϋΑΏȜϋ̧͉̻

ルールはどうなるの？
ා͈ۼထ͉̭̠̳́ȃĲ̥ͣķྀ́͘
ĳٝȂࠗĲĳ͈ٝρ;ϋΡ̦̜ͥτΆνρȜ
ΏȜΒῧȂτΆνρȜΏȜΒΰੳ̻ॼ̹̽
ષպːΙȜθͥ͢ͅΠȜιϋΠ͈Ιλϋά
ϋΒςȜΈ́ࢹ଼̯̳ͦ͘ȃΙȜθ͉ˎ̥
ͣˎˍˑຟ͈ΩέȜζϋΑ̷̸͈ͬͦͦρ
;ϋΡ́Ⴚ̱̀ૣऔ֥͈εͼϋΠ͂Ȝ
ΟͻϋΑ͈εͼϋΠ͈ࣣࠗ́ڎρ;ϋΡ͈
ਜ਼պ̦ࠨͤ͘Ȃਜ਼պ̹̯̽̀ͦ͢ͅॳحੳ̻
ത̧͈ࣣ̞̳ࠗ́̽̀͘ȃܱැ̧̳͓ड
͈ρ;ϋΡ͉ĳıĳĲාĲĲı̳́Ȋ
֚࡞ȇႤঃͅॼ̜̠ͥ́ͧड͈ρ;ϋΡ͉ࡉ൪̵
̵͇ͭ͘Ȋḁ̏ࣽͣχ·χ·̦গ̵ͤͭ͘͘ȃ

審査は誰がやって、
どのように勝ち負け
を決めるの？

̳ͤ́ȃ̭͈ςȜΈ͈ਉෞଈ͉̮̯ͭͅٯం
ņřŊōņ͈ŉŊœŐ̦ΙȜέȆ·ςͼΞͻήȆͺ
ΡΨͼΎȜ̱͂̀ྴͬႲ͇̞̳̀͘ȃΑεϋ
Ȝ̱̞ͬ̀ͥιͼϋ͈˔২͜૧̱̞Ιλτϋ
ΐܑ̱̞ͬ̓ͭ̓ͭ̀ͥުȪষ̮́ત̱ٚ
̳͇͘ȫ͈̈́́Ȃ̭͈୶ତා͉ۼུΘϋΑ
͈ٮ૧̹̈́ಯͬεȜΠ̱̩͉̀ͦͥͭ́
̞̥̈́͂ܢఞ̵̱̥̜ͤͭ͘ȃ̽͂͜ιΟͻͺ
ͅႺ๊̱͈༷̭͈֚̀ͅςȜΈ͈ంह̦
̯ͦͦ͊ȂΘϋȜ̞̠͂ު̦ȶြ̈́
̹̞ͤުρϋ΅ϋΈȷˍպ͈ŚŰŶŵŶţŦų಼ͬ
̵̢̦̞̥̩̥̱ͥ̾ͥͦͭ͘͜Ȋȉ
ːύࢃ͈ĲĲı͉̳̜̦ͤྃ͘ͅٳȃ
̭̥ͦͣΑάȜΟͻȜͅఉ̩͈̭̦͂อນ̯ͦ̀
̞̩̱̠́͡Ȋȁࣽࢃ͈൲̧ͅ࿒̦ၗ̵̵ͭ͘ȃ
ྀઁ̴̱̭͈̾ŅįōņłňŖņ͈ૂ༭ͬΏͿͺ̱
̞̩͈̀́ཥ͈ρθ͜ΙͿΛ·̱̩̺̯̞̀Ȋ

ૣऔ֥͉ఱٛ௰̦ࠨ̹͛ĵ૽ȪΘϋȜĳ
ྴȂ૽اĳྴȫ͂ȜΟͻϋΑȪͺίς͈
̞̞͇͈ਬࠗȫ̳͂̈́ͤ͘ȃĲııതͬྖത͂

ŅŢůŤŦŬŰŰŭġŔŵŶťŪŰ

̱Ȃૣऔ֥͉Ĳྴĳıതྖത́ૣऔ̱ͬȂȜ

ũŵŵűŴĻİİťŢůŤŦŬŰŰŭįŤŰŮİ
ōŦŷŦŭġĲġİġĺĴġŃŢŵũŶųŴŵġŔŵġŔźťůŦź
ĩōŰŤŢŵŦťġłţŰŷŦġőŢŵŢŨŰůŪŢĪġ
ũŵŵűŴĻİİťŢůŤŦŬŰŰŭįŤŰŮİ
ōŦŷŦŭġĲġİġĺĴġŃŢŵũŶųŴŵġŔŵġŔźťůŦź
ĩōŰŤŢŵŦťġłţŰŷŦġőŢŵŢŨŰůŪŢĪġ

ΟͻϋΑ͉ͺίςͥ͢ͅȶ̞̞͇ȷ͈ਬ͈ࠗ
́ॳࣣ۟ڬĳıതྖത́नത̱̳͘ȃ

ŉŪťŦţŰŰ

֚࡞ȇࡉ̞̀ͥ૽̦ͺίςͬঀ̽̀ૣऔͅ४̧́ح
̹ͥ̈́ͭ̀͘૧̱̞দ͙̭̭́͜ࡉਫ਼̳͇́Ȋ

ུྴȇߦਜຳ

ŉŪťŦţŰŰıĸĳĲŁũŰŵŮŢŪŭįŤŰŮ
ıĵĲķĶĲĲĺĶĲ

ĳııĵා͈ြࣧոࣛȜΑΠρςͺ͈̜ͣͥ͠Η
ͼΠσུ̧͈̱̹ͬ̀͜ͅ૽ΘϋȜȃ࡛ह͜
ίυΘϋȜ̱͂̀ڰ൲̱̦̈́ͣͼαϋΠٳट̈́
̓ၔ༷̱͂̀ΑΠςȜΠΘϋΑ͈ຽ͜ͅݞႁͬව
ͦͥȃఉ༷࿂͈ͼαϋΠ͜ͅ४̱حΏΡΣȜ́ఉ
ఱ̈́ͬޣגဓ̢ͥ૽ȃ
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ΑΗΛέ͈
༎ਬ

TE
MY FAVORI
Vol.113

Yumi ↝↓↫

The Games of the XXVII Olympiad

ςϋάΛ·͈ΕϋΈ͉̓ͦ͜ܛབ͞ܨȂͥͬ͞ܨဓ̢
̩͈̀ͦͥ́Ȃ၂̧̻ࣺ̺ͭ͂͞ΩχȜ̦ຈါ̧̈́͂Ȃ͛୨ͤͅ
̧̞͉̩ͩͦ̀ͥ͂̈́̓͢ಶ̩͈̳̦́Ȃ̹̩̯͈ͭএ̞̦ݑ
̹̽͘ΏΡΣȜࡼႊ͈ΕϋΈ͉ڒ༆̳́ȃඅͅٳٛ́Ⴚ
̯̹ͦΐοϋȆέȜθɕςΫͺȆΣνȜΠϋΐοϋ͈ȶŅŢųŦġ

ŵŰġ

ŅųŦŢŮȷ͞ΞͻȆͺςȜ͈ȶŕũŦġŇŭŢŮŦȷ͉ఱࢡ̧̳́ȃ

usk ↝↓↫

Noriaki ‟‒↻ⅺⅹ↻⇁ↈⅼ↚↙↻

̴ȡ͂͏̰̫̞͈̥̀ͥ͂এ̞̹̦̽̀Ȃ̩͢ಶ̞͙̱̥̀ͦ͊̽
ͤैࣺ̞ͤͦ̀̀͘Ȃ୨̩̈́۫ॸ̞̽͋ެͅಶ̢̧̭̱̠̀̀͘ະএ
݈̈́ظΦςͺ΅ȃນ࿂ષͬΥῌࡉ̵̥̫̞̀ͥၑဇ̱͉͂̀Ȃ
ު͞ڢإඤယུ͈ৗ̦ถ̞ै͞ظȂ̞ͩͥ͠έͿͼ·ͅచ̱
͈̀໓ঁນ࡛͈̹͛Ȃ̱̞ͣȃڠশయ̞̲̜̹͛̽ͅͅࠐࡑ̦̜
ͤȂ̧̭̺̹̦͌ͤ̽͜Ȃͬڢإ̲̞̞̩̀ܵ̀őŗ͉ຈࡉȃ

Chiemi ↝↓↫

∄⇲⇑⇵⇱∞

ྖူוത́Ȃैࢯ̞ޑဥȂࢯછैဥȂࢯॸैاဥȂ֍ಸ͜
ା̢̩̹̀ͦͤȂ྾עႁͺΛί͜ܢఞ̧́ͥζΤΧΣȜȃࣄಋͅ
ව̹ͦͤȂΩϋ̫̹̾ͤͅȂͅڢܨș͈ͤ৾ͅڰව̞ͦ̀͘
̳ȃ̺̫ͅগ̴ͣ͘ȂζΤΧΣȜ͈͞δΟͻυȜΏοῧ
̥Ȃယࠏ́͜Ȃș̈́ζΤΧΣȜୋͬࡉ̫̾ͥ͂Ȃ̞̞̾̾
̱̠͂̽̀͘ͅȂۖͅζΤΧΣȜζΐΛ·ȃζΤΧΣȜχͼϋ
ͅঢ͉̽̀ȶΰσΏȜ̺̱Ȥȷͬ࡞̞ͅȂΈΫΈΫ̳́ȃ
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音楽好きな皆様！ コロナで、外出で
9RO

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
ジック ラムです！

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
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、
決
MNEKがコラボした「Head & Heart」で決
K
まり！ ハウスビートなトラックに、MNEK
外
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
系
性と感情で揺れ動く、ちょいと、なよなよ系
ヨ
ラブソングだ。ソングライターとして、ビヨ
け
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/
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あいさつ

̽͂͞ൃ̦ਞ̥ͩͤ̈́ͥ͂ͅএ̧̞

࣐̩͉ͤ͢ॽ̥ͣزম̱̹͕̠̦̦ͬܨ

͞Ȃྚ̺ͅ ಱ ̦ ̥ ̥̈́ ̈́ ̩ ێ۰ ౙ ͉ͅ ື

̦̳͈́̈́ڢȂ̯̳̦̭̭́͘ͅಿ̩֨͂

౬̵̥ͣͦͭ͘Ȥȃύ͈ޣגজ

̻̽͂͡ᗩ̧̳̈́̽̀͘ͅȃୟޭഎͅ૽

͉ྚ̺ͅŘŇŉĩŸŰųŬȁŧųŰŮȁŉŰŮŦĪ͈̹

ͩͥͅΗͼί͉̞͈́̈́́Ȃඅͅ૽͂დ

͛Ȃಱ͉ުྩٳইઁ̱ஜͅϋάνȜΗ

̱̹̞̥͉̞͈̳̦͂́̈́́Ȃచ࿂͈́

ͅυΈͼϋ̳ͦ͊ၻ̩Ȃ͈̠ࣽ́͘͢ͅ

ȶ̜̞̯̾ȷ̦̞̭̦̈́͂ͬࠣঁ̥ͣڰ

்̧̳̹̩ͥ͛ܳͥͅຈါ̦̜ͤ͘

̩̱̞͈̺̈́̀ͥ͂এ̞̳͘ȃ

̵ͭȃ̷ͦͅĲ͈ই̦̩ͤ̈́͂͘ة
͖̫̞̠̲͈͉̀ͥۜͥ͢͞ͅজ̺̫́
̱̠̥͡ȉ

ུ́͜ȜΑΠρςͺ́͜ಱ͈Օग़
͉ͅু̈́ͤͅࡕ̱̩Ȃᗩ̧̈́͂́͜Ȃ
ఘ̦՛̧̞͂́͜Ȃܨ̦̞ͦ̈́͂

ࣽා͉ාই̥ͣΏΡΣȜո͈ٸίυ

̧́͜Ȃࡓͅܨȶ̤͉̠͢Ȋȷ̞̠̭͂͂ͬਠ

ΐͿ·Πͅ४̦̭̳͂ͥحఉ̩Ȃ̴̽͂ς

̹̹̞̱͛̀͂Ȃ૽͈ͬࡉ̞̈́ͼϋ

κȜΠ́ॽ̥ͣزম̱̤ͬ̀ͤȂ̷̷ͧͧ

ΗȜΥΛΠ͈̱קՕग़͉́Ȃ̜ͤ͘ࡓ̦ܨ

ĺύ࿒ͅඏව̱̳͘ȃུܖȂέͻᾼ

̞͈̥̈́̈́ȉ͂এ̞ই̞̳͛̀͘ȃ

Ȫݳਈؚ͔ͭ̽̀ġĮġũŵŵűŴĻİİŸŸŸįůůŢĮŰŴŢŬŢįŤŰįūűİȫ
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̷̭͈́ࣽńŢŭŭȁŵŰġ łŤŵŪŰůĢ͉́ু͂
̹̳͛ͥͅܨࡓ̯ͬͭٯȶݳਈؚ͔ͭ̽̀ȷ
͈ఱൌٚঙ̦ই̹͛ȶ͔͈̀̽ͭಱႛȷ
ͬત̵̧̯̞̹̺̳ٚ̀͘ȃ֩ഝ͈߸۾
૽͉̮ం̵̥̱̦ͦͭ͘͜Ȃݳਈؚ̽̀
͔͉͈ͭ́ͣಱႛ๊͈֚ͬ૽̱ͅٳ
̞̳̀͘ȃ̷͈ಱႛ͉ξΣȜ·̺̫̈́́̈́
̩Ȃ̞̹͂̀͛͜Ȃ֩ު̩̫̺̈́́ٮȂ
ιΟͻͺ̥ͣ͜ಕ࿒ͬဵ͍̞̳̀͘ȃ
ಱႛ͈࿒എ͉Ĵ̾́ȇ①夢をかなえる、

ఱൌঙ̞̩ͩȂ
“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

②心を鍛える、③日本一のチーム作り́

た め に 」を 明 確 にしてあげること。これ

̳ȃ̹͘ȶ͔͈̀̽ͭಱႛȷ̭ͬͥ͂́͞Α

が、継 続 的にやる気に火をつけることだ

ΗΛέ̤͞ഝ̦̠͈ܱ͢ͅئఱ̧̩་ͩͥ

と気づ いたのです。まさに「夢をもつと人

͂࡞̞̳̽̀͘ȃ

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

[スピーチ訓練]
ஜ̧࢜̈́࡞ဩ́ȶഥ̢ͥႁȷȶಶ̩ႁȷ
ȶίρΑ͈এ̞ࣺ͙ȷ̦̩̾ͅ

[ナンバー１宣言]
͈ٯஜ́ȶ̹̞̈́ͤুȷͬ࡞̱̀Ȃ
ș߃̞̞̩̿̀

[あいさつ訓練・ハイ訓練]

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」”。
̹͘ȶݳਈؚ͔ͭ̽̀ȷ͞ȶ͔͈̀̽ͭ
ಱ ႛ ȷ ͈ ࡔ ൲ ႁ ͉ Ȩ「夢を失ってしまった
この環境を何とかしたい」ȩ̞̠֚͂ැ̥
͈̠ͣ́͢Ȃ̭͈ே̞͈ࡓ̞͈̈́̽̀ͥͅ
̦ո͈ئΟȜΗͬ࿒͈൚̹̱̹̥̺ͤͣͅ
̷̠̳́ȃ
「あなたは学校の先生を尊敬しますか？」

ུ͈ܨՕग़Ḁ͈̑ͣ༐ম́ഝఘ̦ྶ
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
そして、
この朝礼の効果（一例）は以下です。

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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̹͘ఱൌঙ͉̜̯̹̱࣒͂ͥ́ࢷڠ
̞ͅ४̹̞̱̀حಎڠ͈̥͌͂ͤͣ
Ȩ「 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？」ȩȁ̞̠͂ৗ࿚
̷̫̹̠̳ͬ́ȃ
̭͈ৗ࿚̞ͬ̀Ȃজ͜ઁ̱୨̞̈́ܨ
̻̱̹̈́ͤ͘ͅḁ̶̞̠̑̈́͂͂ু͈
ঊ̭̠ͬ͂࡞̦ރ̧̥̞̈́͂ͅȂ̞̾
ȶఱ૽̹̈́̽ͣͅ࠹̭̞̞̈́͂́ͣ̈́͂͜͞
̫̞̭̦̜̈́͂ͥȃ࣐͈́ࢷڠম͞༓ޑ
̦ࢡ̧̩́̈́̀͜২̹͉ٛͥ͛ͅͅຈ
ါ̭̈́͂ȷ͂࡞̞୨̱̞̽̀̽̀ͥ͘୯̦
̜̥̳ͥͣ́ȃఉȂࢡ̧̞̭́̈́͂ͬ͞
̷̹͉͈ͥ͛ͅ୶̴͘ͅ࿒ດ͞ྪ̦̜ͥ

今月の格言:
"All our dreams can come true if we
have the courage to pursue them."

̧͓̜́ͤȂ̷̦̞͈ͦ̈́ͅ࠹̞̭̈́͂ͬ

- Walt Disney

̯̞ͤ̈́͂͞࡞̷͉ͩͦͦ͊ͦȶఱ૽̽̀

ĩজ̹̻̦̞ͥ͛ݥ̞͊ͦ̀̽ͬ͜ܨȂ

ૹ̧̞̺ȷ͂এͩͦ̀͜ॽ༷̦̞̈́

̳͓͈̀ྪ͉̠ڸĪġ

̵̥̱ͦͭ͘͜Ȥȃ̜͘Ȃ̵͢ͅةȂఱ૽͜
ྪ̧̞̞̠̭ͬ̽̀̀ͥ͂͂ͬঊ̹ރ
̻ͅࡉ̵̜̬̠̹̞̳͇̀ͥ̈́ͤ́͢ͅȃ

ŜಠͼΠŞ

͉́Ȃ̹͘ြȊ

σΗΞͻήȆήυΈ
ĩؖၵٚ͂ġŔũŢŭŭġŸŦġťŢůŤŦŀĪ
ũŵŵűĻİİţŭŰŨŴįŪŵŮŦťŪŢįŤŰįūűİųźŰŴŢůİ

४ચࡃȇ

͔͈̀̽ͭಱႛ
Ȫఱൌٚȫ

͈֚θΏ͜ͅࡼ͈ΗζΏͼġ
Įġࠝ২
ũŵŵűŴĻİİŸŸŸįţŶůŨŦŪŴũŢįŤŰįūűİţŰŰŬŪůŧŰİ
ťŦŵŢŪŭİĺĸĹĮĵĮĳĹķĮĲĹĸĶĺĮĵįūŴű

ಠ৪ίυέͻȜσ

́ŊŕϋΐΣͺ̱͂̀˔ාΏΡΣȜ́൱̩ȃ̷͈

ؖġၵٚȪġςο;ΑΉȫ

ࢃȂུ̱࣭ͅܦུŊŃŎ͈̈́̓ٸࠏ̯́ͣ̈́ͥ

őŦŨŢŴźŴŵŦŮŴȁΏΣͺȆΏΑΞθȆͺȜ΅Ξ·Π

ࠐࡑͬୟ͚ཌྷͣȂ২࣓ٛࡃ͞ൎ͈̈́̓ίυΐͿ·

ȪőųŰŧŦŴŴŪŰůŢŭġŴŦųŷŪŤŦİńŰůŴŶŭŵŢůŵȫ

Π͜ͅփဳഎ৾ͤͅழ͚ȃठഽΏΡΣȜͅြ̱ࣧȂ

ĲĺĺĺාͅχȜ΅ϋΈγςΟȜ́ြࣧȃŖůŪŷŦųŴŪŵźȁŰŧ

࡛ह͉ͺίςΉȜΏοϋࢹಃϋσΗϋΠȆٳอ͂

ȁŘŦŴŵŦųůġ ŔźťůŦźͬުࢃȂࠏ͂ٸࠏ͈ၰ༷

̱̀৽ͅଽຸ͞߄ဏ͈߸۾ίυΐͿ·Πͅࠈͩͥȃ
October 2020
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૯ൃ͈ΠΛίΊȜθȊȁΑΙνͺςȜΩȜΙ
̯ͭٯȂ̭̻͉ͭͅȃŌŦŪŨŰ̳́ȃ̛̯Ȃ
̠̩̭͈͢͞শ̧̹̱̦̀̽͘͞ܢȊ
କ̩͢ͅൃ̦ͥئ̦أ೦̠ͦͥ̈́͢ͅ
ͥΗȜΊΛΠ̦̞̳͘ȃ̷͉ͦܩକ֖ͅ
௳̳ͥņŴŵŶŢųźȁőŦųŤũȪոࢃΩȜΙȫȃ
̻̠̓͡Ĳාஜ͛̀ͅ೦଼̭ͥ͂ͅ
̱̹ΩȜΙȊġ ̷̧͈̞͂͜ێಎͅΠΛ
ίȪઢȫḁ̲̦̹̞̑ͩͅͅΩΗȜΰ
೦̳ͦ͘ȃ̹̺̱Ȃεε̷̠͂۰ౙͅ
೦̵͈͉̜ͦͥ́ͤͭ͘͜Ȥȃ̦ȂͼΠ
ΠΛίΊȜθȂ̻̞̱͛͝ڢȤȪઢȫȃ
ĹئབྷȂକ̧̞̦̀̀̽ئ̦أ
̞শ̥̈́ܢȉ͂අͅ೦ૂض༭̩̈́̓̈́͜Ȃ

060

̜̈́̈́͂ͥܩକକ֖̥̞̱͒࢜͘

̱̹Ȥȃൎ̬̀͜ൎ̬̀͜؊̱̈́Ȥȃ

̹ȃ͉̽̀͢ͅ႖̢͈̱̥ͥ́̽ͤཡ

̹͘ȡͅΞͼρȜ̦ဋ̩̩̞ͭ́ͦͥͣȃ

ێȃ̯ͣͅ;ͿȜΘȜͬ၎̞̀ࠢȃ̭͈

̷ͦ́͜ු̫ͤ૬ıশĴıً̨ͬ

ાਫ਼͉ુ൘̦କ࿂ͅ൚̹̞͈̽̀ͥ

̹̜̹̥̱̹ͤͣ́ȊȁȶΡΨϋȊȷ͂କ࿂ͬ

́Ȃ͞ݿΫ႒̦ਬ̳̩ͤ͘͞ȂΩȜΙ

এ̧̞̩̠̽ͤ̈́͢ΩȜΙ͈༛̦إ

͈ٝဋσȜΠ͍̈́ͣͅ༛ા̞̈́̽̀ͅ

̢̧̭̱̹̀͘Ȋȁ̭͉ͦΩȜΙ̦ٝ̽

̳͘ȃ̱̥Ȝ̱Ȋȁड͈ତশ͉ۼদႯ́

̧̀̀έͻȜΟͻϋΈκȜΡȪ̤মΗͼ

October 2020

column

θȫͅව̹̽બݶȊ̹̱̦إεͼϋΠͤ͢

κࠏ͈٬̦̥ͣ̽̀͘Ψτ̹ͤȂ̻ͭ͝

͞͞ષၠͅσͺȜͬൎව̱̳͘ȃ̻͙̈́

͂σͺȜͅߖ̴̞̥̾έΛ·̦̠̩̥͘

ͅঀဥσͺȜ͉őŢŭŮŴ̯͈ͭŃŪŵȁłųŵŴΏ

̥̞̥̹̽̀̈́̽ͤȃ̭͉͈ͦΠΛί

ςȜΒ̥̞ͣ̀ͥȶŕŶųůȁőŰűȷ̞̠͂

ΊȜθ̜̜̳ͥͥ́ȤηΑΨͼΠ͉̠̓

߿͈εΛΩȜ̳́ȃၥ̦̈́ͣͺάȜ

̱̀͜௩̢̳͘ȃ

σႁ͈̜ͥਜ̈́εΛΩȜ̳́ȃ̭ͦͬ
͞ݿΫ̦କ࿂́൪̬თ̠̠͢ͅ

̷̱ͦ̀͜ͅȂಎ̧ͅޣള̜͈ͥ

άοϋάοῧਉ૦ͤħεΛάϋΈ̱̞̀

ࣧ١̈́ΨͼΠ̳̹͉́ͭͣ͘͢إȊȁͺΡ

ͥ͂ȤȂু̥ͣĶ͕̉̓୶͈ήτͼ·ρ

τςϋ̦̳֚͘ͅܨȊȁକ̜̦أ

ͼϋȪߐ̫ષ̦ͤȫ́ȶΡΨϋȊȷȃ்̭̭́

̦̱̠̽̀͘ஜ̞̹̞͂ͅএ̞̳͘Ȋ

ͺχΓ͉Ȥȃ̱̥̽ͤਹ͙̦υΛΡͅ

͉̹́͘Ȋ

̹̥̱̽ͤ̽ۼͺχΓȊȁΐȜȜȜ̽͂
ளഌ̈́ΡρΈֲ̦͒͂͂ͥ͜ͅإऒ
͒ͤٝͥȊḁ̫̹̏ͼΒ̷͉̭́͘ఱ
̵̧̩̜ͤͭ͘ȃ̷̤̩ͣĴıŤŮ͕̳̓́
̦Ȃ̷ͦ́͜ၻ̧̩̳֨͘Ȋȁಿ̯͉̜ͤ
̵̦ͭ͘ఘ̦̜ࣞ̽̀ఘ̱̥̽ͤ͜ఊ̽
͈͈̀ͥ́̓ΩȜΙ͜ͼΑέͼΗȜ
̳́ȃ
̭͈͉̭͈͈֚ఈͅĴΨͼΠ̜ͤ
̱̹̦͘Ȃ΅λΛΊ̧̹͈͉͈͙֚
̱̹́ȤȃΨͼΠࢃͅဋ̱̞̀ͥͺζ

ŌŦŪŨŰ
೦ͤႤĳĶාȃήρΛ·ΨΑ̥ͣσͺȜͅ
වͥȃ·υΘͼͬσͺȜ́೦̞̹̦̽̀Ȃ
̺̺ͭͭ̽͂͜ఱ̧͈̈́ͬ͜೦̹̩ͤ
̈́̽̀Ȃٸဢ̥͈̀ͣࣽͅΑΗͼσ
͒ȃ̤̥̽͋ͤȪ͈̥ͣ܅೦ͤȫ̭̩ͬ̈́͢
Ք̳ͥ೦͈ͤ་ఠȃ΄ΙϋȆΏοͺσ
ͺȜ߳౬ȸଽᅠȹ଼ͬࠫಎȃ

ġ

ȇŬŦŪŨŰŠŵũŦŠũŪųŢŮŢŴŢŬŢŪ

ġ

ȇŬŦŪŨŰŠŵũŦŠũŪųŢŮŢŴŢŬŢŪ
ĻŁŬŦŪŨŰŠŴŢŵŴŶŮŢ
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Publisher

Yusuke Oba

Editor

Yumi Onishi

本誌掲載記事、写真の無断複写、転

Writer

Hajime Kitamura

載を禁じます。また掲載されている

Tomoko Okamoto

広告の内容や信憑性に関しては、

Chiemi Nishioka

当 社 で は 責 任 を負 い か ねますの

Tomoka Okai

で、ご了承ください。発行日または

Masaru Yanai

配布日は、曜日や配布先によって前

Ayumi Mizoshiri

後するする場合がございます。

Designer
Web Developer

とともにドッカーン！と2021年を迎えたいと
相変わらずのオタク三昧な日々ですが、 ることを願う）
最近なぜかハマったように観ているのが、ホ

思っています。
（ Yumi）

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

商業素材を撮るときにはいつも『掛

お化け系、モンスター系、ゾンビなども慣れてしまって、

け算』
を意識している。例えば単純に考

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

えて、100点満点の素材を、100点の撮

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

影技術で撮れば、それは結果１
０00０点のできと言え、仮

が、
「やっぱりお化けより何より、人間の方が怖いよな」
でし

に5点の実力しか持ち合わせていなければ、500点の作品

た。次は、人間VS人間のサスペンス系映画でスリリングな

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

気持ちをエンジョイしたいと思います。
（Chiemi）

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

オーストラリアでコロナ禍が始まって半年が

構です』では済まされない。良い素材ほど、一度ついたネ

経ちました。VIC州も順調に感染者数が減って

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

おり、“Covidノーマル”な生活が戻りつつありま

だ。
なので、常日頃、100点に近づけるように、時には素材

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

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

事態を、楽しんでいた部分もありますが、月日が流れ、
コロ

意識している。動画ともなれば、
これに
『音』
という要素も

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

加わるわけだから、そのポテンシャルに興味が沸く。単純

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

に言えば素材１０0点ｘ技術１０0点ｘ音１０0点＝ミリオン。

ました。
そこで心に決めたのが、
「2020年を最悪な1年で

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

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

溢れるほどに感動することも頷ける。複数の本物が掛け

ジし、ステップアップすること。2020年を振り返ったとき

合わさったときに必然的にバズり、
また、それを仕掛けら

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

れる人々が世の中にはいるのだ。
なにしろ、
そういった存在

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

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

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

ある。紙面の方向性がある程度見えたので、
そろそろ勝負

走り出しました。
これから年末まで全力疾走。NYE花火（あ

です。応援よろしくお願いします。
（usk）
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̞͈·ςΑΗσ
ĳıĳıාĺĲĶȡĳıĳıාĲıĲĵ͈̞ɗࢨΣνȜΑ

ȶȜρȆΨρϋΑȷ

͈ࣽܢȇ

全体運

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 αρα（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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̜̹͈̹̈́̽̀ͦ͘Ȝρ͉Ȃȃૂഎ́ͺΈτΛΏ
ή͈̈́Ȝρ͉Ȃ̜̹̈́ͅڰႁͬဓ̢ȂίυΐͿ·Πْࠗ͞
ͬ୶൮ͅၛ̽̀ଔ̱ૺ̞̩͛̀Ȃஜ̵̧̞࢜́ͬͭͦ͘ޔȃ
ਔͤͅ൳̱Ȃఱ૽̱̩Ȃু͈փࡉͬ͜࡞̴ͩͅȂૺͅؤ
͛ͥ͂ຈ̴ΑΠτΑ̦̲̳͘ȃ͈Ȝρͬৰͤ̀ેͬޙ་
̵̧̠̱࣐̯̀͘͡اȊ
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3

̜̹͈̹̈́̽̀ͦ͘Ȝρ͉Ȃ̳́ȃ͈
Ȝρ͉Ȃ႖́·Ȝσ֣̈́યͬဓ̢̳͘ȃ̹̺ಕփ̱
̹̞͈̦Ȃ႖ౠ̈́૽͉̩́̈́Ȃۜૂ́মͬࠨ̥͇͛
̞̞̠̲̈́͂ۜ͜ဓ̢̳͘ȃ႖̹̞֣ય͉Ȃਜ਼੬ͬၛ̀
֚̀͌͂̾̾̾փྙ࣐ͬ̽̀͜൲̳ͥ૯࿂࿒̢̯̈́͠
͈́Ȃऍळ̈́࿚ఴͤ͢͜ࢩ̞ণത́মͬࡉͥ͂ܨ
̦հ̱̳͘ȃ
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̜̹͈̹̈́̽̀ͦ͘Ȝρ͉Ȃฒȃฒ͈Ȝρ͈
༷͉Ȃଘ̰̯̈́̈́́͘͘ڒম̷͈ͬ৾ͤ͘͘වͦ
̠̳༷͂ͥ͢ͅఉ̞̳́ȃ̭̥ͦͣ૧̱̞̭͂৾ͤͅழ
͚૽͞ઁ̱୶͈ྚြͅܛབͬຝ̩૽͉̭͈Ȝρͅౣܢ
̳̠́ͥ̈́͢ۼȃฒ̦ة͜ͅஅ̠ͥ͘͢ͅḀ͈̑ͣ
ম͈ඤယ͉̽̀͢ͅई၄̳̭ͥ͂͜ȃ̫̀̾ͬܨȊ
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̜̹͈̹̈́̽̀ͦ͘Ȝρ͉Ȃ̳ؕ́ȃ͈ؕ
Ȝρ͈༷͉Ȃນ࿂͉́ု֣̞ͥྶ́ܨયͬဓ̢̳͘
̦Ȃఈ૽͈̱͙͈̠ͬͅޣגȂ̷͈̫ͥ͘͘໐̦̜
ͤȂةমͬ͜ͅޣג̫̳̩͞Ȃఈ૽̲̳̞ͬ͞ȃ֑̠
࡞̞༷̳ͬͦ͊Ȃঊ̞͗̽ރ໐̦̜͈ͥ́Ȃྫ৯́ܨ
ଘ̞̠̲͂ۜȃ̷ً̭̞̯̺̩̱̮̫̀̀̾ͬͅܨȃ
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ĲȫĲĺĹıාĲĲĴı͈̯̯͈ͦͥͭ͘͘ાࣣȇ
ıȼĲȼıȼĵȪ൮লඅ༆ତȫɁĶ
ĳȫĲĺĸĹාĸĵ͈̠̳̫̯͈ͦͭ͘͠ાࣣȇ
ĹȼĸȼĵȼĸȪ൮লඅ༆ତȫɁĳķɁķ

̜̹͈̹̈́̽̀ͦ͘Ȝρ͉Ȃᗊȃུ̜̹̦̈́ြ̾·ς
ͼΞͻήႁȂཙࡏȂΙλτϋΐୈ૰͈ນ̜ͦ́ͥ͜ᗊ̦Ȃশ
̱͂̀૽͈ܨ̨̻̳̳̱ͬ͘ͅܨȃུͅܖၛ̻༐̽̀Ȃ̜̹͈̈́
ौ͈ࣽۜૂͬεȜΠ̱ȂΨρϋΑ̭ͬ৾ͥ͂ͬདྷ̴ͦͅȊȁȶ̱
̩̹͇̈́̽ȷ͈̈́̓ఈ૽̥͈ͣບ͉ثȂࡉخ̞̯ͥ̀ͦئෝ͜
̜̳ͤ͘ȃ

̜̹͈̹̈́̽̀ͦ͘Ȝρ͉Ȃ၉ȃ၉͈Ȝρ͈༷
͉Ȃুু͈ၛાͬΧΛ΅ς̵̯͈͈̀͂చდͬਹণ̳
༷ͥͅఉ̞̠̳́͢ȃ୍͈̈́́̈́ڒȂমͅచ̱͉̀
̈́ͥͅΗͼί̳̦́Ȃ̦̹̩̞ͦͣͦ̈́໐́͘වͤ
ࣺ͚֣યͬဓ̵̢̥͇ͭ͘ȃ̷̭̫̀̾ͬͅܨȂ͈ܨ̻
ͬདྷ̞̠ͦ̈́͢ͅȊ
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̜̹͈̈́ୌႣ͂౪͈ྎȂ౪͈
͈͂ྎȂྴஜȪຠল̩́̈́ȫ͈൮
লȂඅ༆ତͬ௷̧̱̞̳̀͘ȃडࢃ̹ͅ
ତ͉௷̴̯࣐֚ͅ࿒͈ତল̦̜̹͈̈́
ഛ࢜ϋΨȜ̳́ȃ
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̜̹͈̹̈́̽̀ͦ͘Ȝρ͉Ȃႂȃႂ͈Ȝρ
͈༷͉Ȃგ৽̱݅́ͬဓ̢ͥ૽ȃ̦̥̩ࣴͩͣ͞ಢ
ͅ૽͂୪̱̹̞̞̠͂փဳ͈ນ̜̳ͦ́ͤ͘͜ȃ́͜
ႂ̨̦̳͂ͥޑȂ৻̈́ͼιȜΐ͞ఈ૽࣐ܻ͂এͩͦ
ͥ߹̦̜̳࢜ͤ͘ȃু͈փࡉ̱̥̻ͬ̽ͤ͂Ȃఈ૽͂
֚ͅࣉ̢ͥউସ̦ႁͬဓ̢̩̳̀ͦ͘ȃ
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̜̹͈̹̈́̽̀ͦ͘Ȝρ͉Ȃটȃট͈Ȝρ͈༷
͉ȂηΑΞςͺΑ̈́૽̦ఉ̩Ȃೄ۷ႁ̦̹ͦȂͅ૽̥̈́͞ؤఉ
̞̳́ȃάϋ·ͅ߃̧̞̦̜͈̳̦͂ͥ́Ȃ༫͙ࣺ͚̠͢
̱̯̈́ͬ͞ၑٜ̱̠̳͂ͥ͢ܨ̧̻̦̞͂ͅޑນͦ
̳͘ȃႠ̦̹̞ۜ͛ޑȂ͂୪̱̀Ⴛ̳̭ͥ͂͜ȃ͈͂
ݻၗ͈༷৾ͤͬڠਠ̱̀Ȋ
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̜̹͈̹̈́̽̀ͦ͘Ȝρ͉Ȃࣱȃࣱ͈Ȝρ͈༷
͉Ȃඊඅ̈́ͅ૽̹̽ͬࠝ͜͞ڒນ̭̦ͦͥ͂ఉ̞́
̳ȃພ̦௳ݝ͞ܨຈါ̈́૽ͥ͜ͅાࣣ̦̜͈ͥ́Ȃࡉ
̫ͥຈါ̦̜̳ͤ͘ȃఘ͈̜֚ͥ໐̥ͣอ̵ͣͦͥȜρ͈
ાࣣ͉Ȃພ͞ܨේ͙̞ͬ̽̀ͥ͜૽̦ఉ̞͈́Ȃࣱ̞Ȝρ
̧̲̹͉ͬۜ͂Ȃਹ֚ͅ༜֚༜ૺ͙̱̠͘͡ȃ

ŘņŃġĻġũŵŵűĻİİŴűŪųŪŵŶŢŭŨŶŪťŦįūŪŮťŰįŤŰŮȁ
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̜̹͈̹̈́̽̀ͦ͘Ȝρ͉Ȃάϋ·ȃુͅઢͬ
୲̴̯͞Ȃఉͅീ̭̦̩ͥ͂̈́Ȃ̫̩̈́̀ڞȂఈ૽ͅ
୪̳༷̳ͥ́ȃ̷̵͈̞́Ȃু͈փࡉ̧͉ͬ̽ͤ࡞̠
͈͜ͅ߸̴ͩͣȂ૯փ̦ഥ̞ͩͣ̈́ાࣣ̦ఉ̩Ȃͼρ̾
̩̭̦͂ఉ̞̱̠́͡ȃౣ̞ΓϋΞϋΆ̧̻ͭ͂
ͅഥͩͥٛდΞ·ΣΛ·̧̫࣐̱̠ͬ̾̀͘͡ͅȊ
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