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reflection
「リフレクション」153

「ゆりかごから墓場まで」――これはイギ
リス発の「ゆきとどいた社会保障を表す」
有名なスローガンであったことはご存知だ
ろう。第二次世界大戦後のイギリスにおけ
る社会保障制度の土台となった。しかし、
大きな財政負担のため、サッチャー首相が
1980年代から「小さな政府」を訴え、社会

保障費などを削減する政策を進めたため、
墓場まで面倒を見られなくなった。

その当時からのもので、多くの人々が手
放せないもの。それは過去の力と栄光を
表す制度や物がそれに当てはまる。例え
ば、イギリスでは、由緒ある家、君主制…そ
して赤い電話ブースなどなどだ。

墓場からゆりかごまで
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技術の急速な進歩で真っ先に打撃を受
け、いまやロード・ファーニチャーでも斜陽
になり、廃棄物置き場の主役になった電
話ブース。ドーム型の屋根を備えたオリジ
ナルの鋳鉄製の電話ブースは「キオスク
No . 2」とか「K2」と呼ばれ、94年前の
1926年に初登場。建築家であるジャイル
ズ・ギルバート・スコットの作品である。彼
には、他にリバプール大聖堂、ケンブリッジ
大学図書館などの建物がある。イギリス
全国に普及した後、ブースは1980年代か
ら徐々に姿を消し始め、英国電信電話会
社の民営化と携帯電話の台頭により、ほ
とんどが廃棄物置き場行きとなった。

「技術＆輸送会社」を経営するトニー・イ
ングリスという人が、電話ブースを通りか
ら外してオークションにかける仕事をして
いた。それが、おっとどっこいである。

彼はアイコン蘇生の仕事がビジネスに
なると考えて、何百もの電話ブースを購入
し始めた。彼は、キオスクを守ろうという街
の呼びかけを耳にしていたのだ。彼が仕事
を始めると、人々がブースの新しい用途を
提案してくれたので、蘇生された電話ブー
スが都市や村で再び見慣れた光景とな
り、かつての社会で本来の目的と同じくら
い重要な役割を果たしている。

想像力豊かな方法で転用され、多くは
小さなカフェ、ミニ・ライブラリー、携帯電
話修理店。再生電話ブースのレンタルの
会社によると、賃料は月に400ドル（米ドル
換算）。収入は月1万8千ドルの業種もある
という。コスパは十分である。

さらにはいざというときのＡＥＤ（自動体
外式除細動器）の収納場所として街の通
りや村の緑地に復活し始めた。救急車が
到着するまでの時間が長く感じられる農
村地域では、このキオスクが救命の役割を
果たす。地元の組織がイギリス電話通信
社から2ドル弱で譲り受け、緊急時用のＡＥ
Ｄの設置場所となれば、蘇生した電話ブー
スが、急病人を墓場に直行させない医王
の居場所となる。廃棄物の墓場から掘り
起こして、歴史遺産の栄光を現代に生か
す賢明な方法であろう。

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30年を記念して、来年、5人で共訳のベト
ナム戦争の越米和解の本「敵から仲間へ」（仮題）を
出版予定。来年の小学校訪問では、日越に共通する
スポーツ「綱引き」を校庭でする予定。筆者のブログ
http://ainovietnam.jugem.jp/

北村元 的 警抜劇
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（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

カット カット＆
資生堂フルカラー

通常
$260

カット＆縮毛矯正

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 ！

※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ため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。

・店内感染予防といたしまして、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４ｍ²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。

プラン
＆料金
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お知
らせ

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。

●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

at the garden 

Chatswood店
at the garden 

Quay Street店
at the garden 

Sussex Street店
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)
定休日：毎週水曜日

営業時間：11am-8pm(日曜10am-7pm)
定休日：毎週火曜日

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
@pfe6559u

LINE
@chatswood

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

LINE
@kte9328v

ご来店のさいは、クーポンをご持参するか、もしくはスクリーンショット
をご提示ください。広告の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11 月17日（火）まで

割引クーポン割引クーポン カズホ、ユウタ、シノコ、
ユキコのみ、指名料
別途掛かります。
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http://atthegarden.com.au/ja/salon-ja/chatswood/
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Japanese Film Festival 2020

https://japanesefilmfestival.net/
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Simply Native Showroom
 

  

 

 

 

 

https://simplynativejapan.com.au/

https://simplynativejapan.com.au/


AKIRA
10/22～
Thu

Cheers What's On
ご紹介できるイベントが徐々に増えてきました。今月はオペラハウス復活
の朗報と、多数の映画系イベントなどをご紹介します！
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https://www.youtube.com/watch?v=SyM8JyyUTjc
https://www.madmanfilms.com.au/akira-4k/
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Les Sculptures Refusées10/15~
Thu

FREE

é

https://www.lessculpturesrefusees.com/
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Disney + Drive-In
10/22~
Thu

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@study-au.com
http://www.study-au.com
https://www.openaircinemas.com.au/drive-in/sydney
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こんな時期だからこそ

Halloscream 8: Infinite Fear
10/23～

Fri

https://halloween.sydney/?utm_source=Cheers&utm_medium=referral&utm_campaign=Halloscream
https://www.ebay.com.au/str/conveni8
https://tora-tora.net/
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Korean Film Festival
10/29~
Thu

FREE

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
！！

http://www.riverexpress.com.au
https://koffia.com.au/2020/
https://www.sbs.com.au/ondemand/


November 2020013

event

Sydney Opera House
Nov～
Reopen

https://www.sydneyoperahouse.com/
https://www.carbeautysalon.com.au/
https://www.varcrowsnest.com.au/
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KinokuniyaKinokuniyaKinokuniya The Galeries Level 2, 500 George St., Sydney
Tel  02-9262-7996

https://www.kinokuniya.com.au/
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entertainment news

トラウマトイレ
タイ中部の、ノンタブリー県に住む18歳

のシラフォプ・マスカラットさんに起きた悲
劇は、人々 に衝撃を与えた。

シラフォプさんは9月8日、トイレで携帯電
話で動画を観ながら用を足していた。5分ほど
経過した頃、突然シラフォプさんは股間に激
痛を感じ、飛び跳ねた。破滅的な鋭い痛み
だった。シラフォプさんは恐る恐る、股間に目
をやると、なんと、ニシキヘビが、男性器に食
らいついているのだ。完全にパニック状態に
なったシラフォプさんは、ヘビの頭をなんとか
離そうと引っ張った。しかし、頑固なヘビは、
噛みついたまま離れない。シラフォプさんは、
ズボンを引きずり、血だらけの股間にヘビ

をぶら下げたまま、必死にトイレの外に出
た。そしてドアにヘビを挟みながら、思いっ
きり、何度もドアを開閉して、ヘビを男性器
から離すことに成功。そのまま救急車で病
院に搬送されたという。

腫れあがった男性器は、頭部を3針縫う
こととなった。その後、トイレに監禁され
た体長1.2メートルほどのニシキヘビは駆
除業者に捕獲され、そのまま森へ放たれ
たそうだ。

南アフリカのハウテン州で、交通警察官が
懲戒処分になった。発端は、バスに乗ってい
た人が、たまたま出会った、交通警察官の勤
務の様子を動画に撮り、ソーシャルメディア
に投稿したことだった。

交通警察官はバイクに乗り、バスの横を
並走していたのだが、両手はハンドルから離
し、すごく楽しそうに踊っているのだった。そ
の横を他の車がスイスイと通過していくのだ
が、警察官はリラックスした様子で、安定の

踊り運転をしていた。この動画がインター
ネットで拡散されると、すぐに道路交通管理
局が、「この交通警察官を即刻に懲戒処分に
します。交通警察官は他の運転手のお手本
になるべきなのに、このような規律に欠けた
行為は許してはなりません」とした。

南アフリカでは近年、交通警察官の汚職
行為が問題視されており、その道路交通管
理局のピリピリムードに火に油を注ぐ結果と
なってしまった。一方で、動画を見た人々 から
は、「一体何が問題なの？」「彼はリラックス
していただけ」などと、この警察官を庇う声
が多くあがっているそうだ。

陽気な交通警察官
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https://www.youtube.com/watch?v=_rB36UGoP4Y&list=PLmAEnTJusN2WPefJAjd8NOrxRUv7Tk4Of&index=3
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Gaku特製三段重

和洋折衷
ハットおせち
2021

二の重

トコブシ
車海老
和牛コーンビーフ
(Marbling score 6+)
シチリア産オリーブ
野菜のピクルス
タスマニア産サーモンのマリネ
銀むつの西京焼き
ローストビーフ

一の重

黒豆
栗きんとん
いくら
イイダコのマリネ
フォアグラの西京漬け
トリュフのコロッケ
ずわい蟹のフェンネル和え
帆立貝の湯引き 山葵風味
特製玉子焼き

三の重

鴨胸肉の燻製
焼豚
和牛生ハム
トリュフのサラミ

ピックアップ：12月31日11am~2pm
Gaku Robata Grill　
Shop 2, 132 Darlinghurst Rd., Darlinghurst 

予約方法：メールのみ　gaku.robata@gmail.com
お問い合わせ：(02) 9380 2145
お支払い：現金のみ、当日受け渡し時

３２０ドル 100セット限定

楽
Robata Grill

今
年
で
最
後
の
和
洋
折
衷

ハ
ッ
ト
お
せ
ち
2
0
2
1

先行受付開始！！

グ
ッ
ド
フ
ー
ド
ガ
イ
ド
で
ワ
ン
ハ
ッ
ト
シ
ェ
フ
に
返
り
咲
い
た

犬
飼
春
信
と
、花
倉
嗣
文
が
仕
上
げ
る
、

チアー
ズ

読者
限定！！

先行
10名ま

で

20ドル
ディス

カウン
ト！

『チアーズを観た』で先行10名様まで
20ドル引きの300ドルにてご提供！

advertisement

mailto:gaku.robata@gmail.com
https://www.gakurobatagrill.com.au/
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editors pick

15 Centimeters
お得なデジタルコード！！

ウェブオーダーのさい、『CHEERS15』とご記入ください。
15centimeters.com.au

15% OFF 11
/5
～
12
/2
ま
で

https://15centimeters.com.au/
https://15centimeters.com.au/
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restaurant

博多串焼き GORYON-SAN

今月のレストラン

https://goryon-san.com.au/
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月～金12:00 - 18:00 (土日祝休み）http://www.nittel.net/au

Suite 304A, Level 3, 332 Pitt St., Sydney

ニッテルの
シムのみプランは
大容量
データ付き！ 020200000002200000020202222222222222222220000000000000000002000000000000000000000000000000GGGGGG00000000000000000000GGG00000000000G000000000000000000000000BBBBGBGB00000000000BBBBB0000000000000000000000000000GBGB※2020年6月末までご利用開始のお客様対象
(条件あり、詳しくは店頭・ウェブにて)

押してくれた方に押してくれた方に

フェイスブックフェイスブックいいねいいねいいね
10GBプレゼント！10GBプレゼント！10GBプレゼント！

大好評につき期間延長！ 契約期間中はずーっとデータをプレゼント！大好評につき期間延長！ 契約期間中はずーっとデータをプレゼント！

※10GB契約+フェイスブックキャンペーン適用時※10GB契約+フェイスブックキャンペーン適用時※10GB契約+フェイスブックキャンペーン適用時

余裕
の

シドニー店 (02) 9264 0711

格安SIMプランなら

月々$32

営業時間：月～金
11：00～2：00

(キッチン終了)
※詰め合わせボックス
弁当は14：00より販売
開始。売り切れ次第終了

営業
11
※詰
弁当
開始。

＄ 00＄10.00＄10.00

地下フードコート 303 Pitt Street, Sydneyート 303 Pitt Street, Sydney

各＄9.00各＄9.00各＄9.00
地下フードコート 303 Pitt Street, Sydney

祝
30
周
年
！

祝
30
周
年
！

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！

https://www.facebook.com/sydneymomiji/
http://www.maruyu.com.au/
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Yachiyo Japanese Bistro
今月のレストラン

https://yachiyo.com.au/


October 2020 005

１０
年
後
の
W
P
M
ジ
ャ
パ
ン

今
日
、お
い
し
い
と
感
じ
た
商

品
を
、10
年
後
に
食
べ
て
、同
じ

く
お
い
し
い
と
感
じ
る
で
し
ょ

う
か
？
10
年
後
に
今
と
同
じ

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

に
進
化
し
努
力
を
続
け
て
、初

め
て
10
年
後
も
お
い
し
い
と
感

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
、10
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
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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?v=FrbVodFyHBY&feature=youtu.be
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restaurant

Chaco Ramen

今月のレストラン

http://chacoramen.com.au/


November 2020025

http://yebisubargrill.com.au/


pub and bar

Knird

シドニーパブ&バー探訪

November 2020026

https://knird.com.au/


November 2020027

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


pub and bar

シドニーパブ&バー探訪

ウエストのアイコニック•ブルワリーとして知られる『Wi l l i e the 
Boatman』。スコットランド人の流刑囚で、人やモノを運ぶボートマンと
して働いたウィリー•カーに由来し、店内にはボートや海賊にまつわる、
数多くのアイテムがフィーチャーされている。ビールのネーミングも個性
的で、ウエスト出身の野党党首、アンソニー•アルバニーズに由来する
Albo Corn Aleをはじめ、Tempe TimやMarrickville Lagerなど地域を
反映したビールも多く、実にローカルラブが感じられるバーだ。ブルワ
リーから漂うホップな香りと、レトロな雰囲気の中、個性あふれるビール
各種を味わってみてはいかがだろう。

個性派ブルワリー

Willie 
the Boatman
場所： 601/75 Mary Street, St Peters
OPEN:  木3pm‒7pm/金12pm‒9pm
 /土 10am‒7pm/日12pm‒7pm
WEB:  willietheboatman.com

November 2020028

https://willietheboatman.com/


November 2020029

https://mappen.com.au/
https://www.echopoint.club/
https://clubgrandhit.com.au/?lang=ja
https://ryosramen.com.au/


November 2020

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！

030

https://www.suminoya.com.au/online-ordering
http://edomaesushi.com.au/
https://www.suminoya.com.au/


Japanese Entertainment Paper

https://cheers.com.au/


今年は「国連」が設立されて75年目だと
いう。それで9月の国連総会で、各国の首脳
がビデオで一般討論演説を行った。もちろ
んパンデミック対策でのことで、例年は会場
が人で埋まるのが、今年は各国ひとりだけ
と決められた模様で、映像を見ていると、ま
るで流行らない映画館を思わせる光景で
あった。で、この時期、もちろん注目は米中の
争いだ。ニュースではトランプ大統領が痛烈
に中国非難をし、中国に責任を取らせる、と
いうことばかり目立ったが、実際にはどんな
ことを話しているのだろうかと興味を持っ
た。探してみたら、Youtubeで見つけた。なか
なか面白いのでぜひ観てほしい。

https://www.youtube.com/watch?v=
QQezb5YDRSc　

日本語の同時通訳版もあったがあまり
に性急過ぎているし、内容を把握できな
いので英語版で見ることをお勧めする。7
分ちょっとの演説内容を概略ここに記し
てみる。

まず初めに、「国連が設立されて75年
経ったが、今世界じゅうが、見えざる敵に対
し大変な苦闘が強いられている。それは中
国ウイルスだ」と言い放った。そして「今や世

界188ヵ国に波及し、その中でもアメリカが
一番の影響を受けている。これは第二次世
界大戦以来のことだ」と続けた。そして強烈
な中国批判を始めた。「①中国は、国民の国
内旅行を制限したにもかかわらず、海外旅
行は制限しなかった、②中国もWHOも人か
ら人への感染はないと言い切っていた、③こ
れは特別な病気ではないとも言った。だか
ら国連は中国とWHOに対し責任を取らせな
ければならない」。次に中国がやっている環
境破壊を羅列した。「①プラスティック・ゴミ
を海に大量投棄している、②他国の領海で
魚を乱獲している(これは甚大な被害が出
ている)、③サンゴ礁の広大な面積を破壊し
ている、④炭素の排出量はアメリカの2倍以
上だ（アメリカがパリ協定を離脱したら世界
じゅうが非難したがその後アメリカは大幅
に削減し、パリ協定に加盟しているどこの国
よりも削減した量は大きい）」。次に矛先は
国連へ向かった。「国連が有能な組織だとし
たらもっと現実的な問題に取り組むべきだ。
例えば、①女性に対する抑圧、②強制労働

（中国のウィグルを念頭に）、③麻薬の蔓延
（メキシコやコロンビア）、④人身売買（中南
米からアメリカへ）、⑤宗教弾圧（チベット、
ウィグル、モンゴル）、⑥民族浄化（前項に同
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じ）」、などの問題を、アメリカは国連の代わ
りに、身銭を切ってやっているではないか、と
暗にほのめかした。特に人権問題では、①
宗教的自由、②女性の機会、③同性愛差別
問題、④人身売買、⑤胎児の命を守るなど
などをやって来たという。そして本来は国連
がやるべき仕事をアメリカはたくさんしてい
るとも述べた。「コソボーセルビア経済関係
正常化という歴史的合意は、何十年もか
かって誰もできなかったではないか」、と言
い、また「中東和平＝イスラエルとUAE・バー
レーンの和平交渉の合意はホワイトハウス
がやった。他のアラブの国々も続 と々参加し
てくるだろう。もうこれ以上砂漠に（アメリカ
人兵士の）血が流れることはない。血が流
れた歴史は終わった。そして、アフガニスタ
ンの戦争（＝米国史上最長の戦争）を終わ
らせ、アメリカ軍を帰国させる」と続けた。こ
れも本来は国連の仕事ではなかったか、と
いうことだろう。そして最後に、「アメリカは
（世界の）Peace Keeperである。しかしそれ
は“力”による平和であった。米軍は2.5兆ド
ルの予算をかけ世界最強の軍隊になった。
米軍の武器は最強で最新鋭レベルである。
しかし私はその武器を使わずに済むよう神
に祈る。アメリカは過去数十年、自国の若者
（軍人）を犠牲にしてグローバルな利益追求
をするというアプローチだった。私はそのグ
ローバリズムを拒否し、米国第一主義にし
た。皆さんの国も、皆さんの国民を第一にす
べきだと思う。Thank you. God bless all. 
God bless America. God bless United 
Nations 」と締めくくった。

これはもちろん11月の大統領選挙用のア
ピールが大部分であるが、その一方で国連
がだらしないから、代わりに俺がやっている
のだということでもある。「国連」という組織
が大きくなり過ぎ、おまけに常任理事国とい
う特別のメンバーを作ってしまった、自縄自
縛の不満があふれているような演説であ
る。というよりも、「国連」が、自分の思うよう
にならなくなった「いらだち」のようにも思え
る。そこで「国連」であるが、第二次世界大
戦で連合した戦勝国の集まりをもとにでき
たものである。当初、敗戦国の日本・ドイツ・
イタリアなどは仲間外れになっていた。ウェ
ブには、「国際連合は、第二次世界大戦を
防ぐことができなかった国際連盟（1919－
1946）の反省を踏まえ、アメリカ合衆国、イ
ギリス、ソビエト連邦、中華民国などの連合
国が中心となって設立した」などと書かれて
いるが、馬鹿言っちゃあいけない、とこのオヤ
ジは言いたい。「WWⅡを防ぐことができな
かった反省」だと？　首を締め上げ、脅して、
無理難題を押し付け、喧嘩を吹っ掛けたの
はどこの誰でしたっけ、と聞きたいくらいだ。
防ぐどころか参戦したくてうずうずしてたの
はどこのどなたでしたっけ？と。まあ悪口雑言
を言っても始まらないが、確かに「国連」は
戦勝国の連合で始まった。それが証拠に、
国連憲章第53条、77条及び107条に「敵国
条項」というものが存在している。これは何
かというと、国際連合の母体である連合国
に敵対していた国が、将来、再度侵略行為
を行うか、またはその兆しを見せた場合、国
連の安全保障理事会を通さずに、軍事的

November 2020033

column



制裁ができると定められているのである。で
はどこの国がこの「敵国」に該当するかと言
えば、第二次世界大戦時に、国連発足時の
原署名国51ヵ国と交戦していた国 と々され
る（日本政府の見解）。それは日本、ドイツ、
イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニ
ア、フィンランドの7ヵ国である。1995年の国
連総会でこの「敵国条項」を削除する決議
案が圧倒的多数の賛成で採択された（北
朝鮮、キューバ、リビアは棄権）だが、いまだ
に条項は残されたままになっている。すでに
この7ヵ国は国連に加盟していて、実質は意
味のないものではあるが、いまだに削除さ
れていないのである。それはなぜか。このオ
ヤジの独断と偏見を言わせてもらうと、こう
いう組織（＝人の集団）には常に「敵」が必
要なのである。仮想敵国を設定しなければ

「安全」を「保証」できないと思うからであ
る。安心できないのである。このオヤジは
常々思う。日本の周辺国などが折に触れ横
やりを入れてくる、例えば「靖国問題」など
はこの「敵国条項」があるからなのではない
かと愚考するのである。

さて、その「敵」について面白い記事を見
つけたので紹介しておきたい。大紀元エ
ポックタイムズ・ジャパンが「中共６つのなら
ず者の特徴を明らかに」という動画をアップ
していた。この「大紀元エポックタイムズ」と
いうのは、ニューヨークに本部のある多言語
メディアであるらしく、全世界の中国人向け
に、中国共産党の内政や外交問題を報道し
続けていて、特に中国での法輪功への弾圧

に対して厳しく批判し反発している。そこに
留意して見ておく必要があるだろうが、以下
に紹介する記事には、もし中国人が中国共
産党を分析するならこうなるだろうと納得
させられるものがある。以下9月20日の記事
から引用する。

https://www.youtube.com/watch?v=I
t0zN8CpiwY　

まず前置きで、ポンペオ国務長官は中共
を「ならず者」であると非難し、スティルウェ
ル国務次官補も、南シナ海での中共の行
動は「ならず者」のようなものだと述べた。
民主党の大統領候補であるバイデン氏も、
中共の党首は「ならず者（thug）」だと公言
した。なぜみんなが中共を「ならず者」と言
うのか？と疑問を呈し、６項目の理由を述べ
ている。

①嘘をつく・偽情報を流す＝1945年9月の
新華日報（中国共産党の機関紙）では主権
在民、民主国家では党の独占をやめ、普通
選挙を施行する、民の権利を民に渡すと
言っていたが、いまだに実現していない。こ
れは当時の共産党が人民を騙し権力を
乗っ取るための嘘である（建国は1949年）。
1989年天安門虐殺事件の時、中国国務院
の報道官喬木は、ひとりも死ななかったと
いう情報を流している。

②強弁・威嚇をする＝中共は国際的な規範
を遵守し、国際的潮流に合わせると言いな
がら、利益に合致しなくなるとすぐに態度を
変えて認めない。そして屁理屈をこねなが
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ら威嚇を行う。1984「中英共同宣言」で
「香港は50年変わらない」と言っておきな
がら「過去の文書」で「実用的な意味を持
たない」と言を翻した。2016年7月フィリピン
は南シナ海の案件を国際司法裁判所に仲
裁を申し立て、結果は中国敗訴であったが、
中共はその結果を「違法かつ無効」と宣言
し「判決結果を受け入れない、認めない」と
強調。またファーウェイの孟晩舟がカナダで
逮捕されると、中国国内のカナダ人を逮捕
し人質にしてカナダ政府に釈放を強要する
手口はやくざや暴力団と同じ。

③ダブル・スタンダード・独りよがり＝国際社
会で使われる言葉を中共はその定義や意
味合いを自分に有利になるように解釈し使
用する（ダブル・スタンダード）。中国共産党
の憲法第35条には「言論・報道・集会・結
社・行列・デモの自由」と明記されているが、
自国民の報道の自由は認めない。しかし海
外では中共のメディアが国際ルールを守ら
ないくせに「報道の自由」を叫んでいる。

④改竄・中傷・憎しみをあおる・中傷攻撃＝
虚偽を植え付け、憎悪を扇動することは、共
産党が大衆闘争を開始する前の不可欠な
準備作業である。2020年3月、趙立堅は新
型ウィルスはアメリカ軍が武漢に持ち込ん
で感染拡大を起こしたと言い張った。2019
年香港で「反送中運動」が起こったとき、中
共はスト側に濡れ衣を着せるために、少女
が性暴力を受けたとCCTVで放映し、中国の
国民の香港に対する憎しみを煽り立てる試

みたがその後、その少女は14歳、16歳と年
齢もあやふやで、話す言葉も香港の言葉と
は違っていた。フェイクニュースを作り大衆を
唆し、大衆を戦わせるのは中共の得意技で
ある。2001年の大みそかに中共は天安門
広場で「偽焼身自殺事件」を自作自演し法
輪功を迫害する理由をでっちあげ、同時に
中国人に法輪功を憎むよう扇動した。

⑤弱者をいじめて強者を恐れる＝趙立堅は
「尖閣諸島」は中国固有の領土で巡行する
のは中国の権利と強調したが、一方ウラジ
オストックが設立160周年を祝ったとき
（1860年ロシアに割譲）、環球時報（中共の
機関紙「人民日報」の海外版）の胡錫進編
集長は「ウラジオストックはすでにロシアの
領土であり我々中国人はそれを受け入れる
しかない」、と述べている。

⑥責任逃れ＝トランプ政権と国際社会は
中共に「新型コロナウイルス」の責任を追
及し武漢ウイルス研究所を調査して真相
を明らかにすると主張している。中共は「ウ
イルス源問題は科学的な問題であり科学
者や医学専門家に任せて研究すべきで政
治化されてはいけない」と主張。しかし趙
立堅が「アメリカ軍がウイルスを武漢に持
ち込んだ」と言ったのは、科学者や医学者
の研究で証明されたのか。されていない。
それこそが「政治化」ではないか。

さて「敵」を想定することが日本にはでき
るだろうか？
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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？

November 2020037

column



岡育ちの裕二さんは、その場に
居合わせる人はみんな友達、な

人懐っこさと、一気に場の空気を明るく
してしまう人。破天荒なエピソードには
事欠かず、次は何をしでかすのかと周り
が期待する感じもあります。彼の海外へ
の挑戦は、高校生のときの家出の失敗
がきっかけだったそう。

「名門高校に通う親友から、すごく頭い
い人は高校を退学して東京でビジネス
を立ち上げるって聞いて。それが衝撃的
で夜眠れなくなって、朝4時にバイク乗っ
て東京へ行っちゃうという(笑)。広島で事
故って12針縫って、血を流しながら東京
に着いて。多摩川のベンチで寝ようと
思ったら、俺の場所取るなってホームレ
スに蹴落とされて、公園にいた同年代の
男の子2人に家に泊めてもらおうと声を
かけたらカップルで。どっか行けよって言
われて。寝てないしケガしてるしメンタル
もやられて、家に電話してお金を送って
もらって白旗あげて帰りました(笑)」。

STORY
冒険心旺盛な子どものままに40歳
を迎えた裕二さんが、また新たな冒
険へと旅立とうとしています。彼のこ
れまでとこれからのSTORY。

Vol.35

「お前の分まで楽しむからな！」

取材・文・写真：ブランドスタイリストKimiko

Profile

山根裕二さん
（Yuji Yamane）

福岡県出身。高校卒業後に
オーストラリアへ。現在は政府
機関でITエンジニアをする
サーファーであり一児の父。グ
ローバルエクスペリエンス協
会共同代表理事。

https://www.facebook.com/uzyamane

福
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ブランドスタイリスト Kimiko

衝撃の東京滞在は1日で終了し、帰り
のフェリーで瀬戸内海を見ながら「東京
がダメなら海外へ行こう」と決めたと。そ
の後ニュージーランドへの家族旅行中
に、必死で勉強する留学生たちやマー
ケットで野菜を売るお店の人との出会
いで、将来の留学先と滞在先を決めたと
話します。その後、フラッと立ち寄った
「オーストラリア・ニュージーランド留学
フェア」で学びたいコースがオーストラ
リアにあると知り、渡航先をグイッと変
更しシドニーへ。ビーチの近くに長く住
み、サーフィンがないと生きてけないと
いう彼は、朝に海へ入ると1日中ニコニ
コしていられるそう。

「僕、子どもの頃からサラリーマンを
見下してたんですよ。いい学校へ行って
いい会社へ入って家買って、それで人
生終わるなんて何が楽しいの？って」そ
れが覆ったのが、日本の社会人経験の
ある部下たちを抱えたこと。彼らの能力
の高さに驚き、逆にサラリーマンに憧
れるように。オーストラリアの企業に勤
め仲間と仕事をするのがとても楽しい

と嬉しそうな裕二さんは、安定した職を
得て結婚して子供が生まれ「守りに入っ
ていた」頃、親友を6年前に亡くしたそ
う。ショックを乗り越えた先に思ったこ
とは、「お前の分まで楽しむからな！」

冒険好きで直感だけで生きていた頃
の自分が再燃し、猛勉強開始。「破天荒
な裕二と一緒に何かやったら面白そう
だ」という仲間と、社会へインパクトのあ
ることをしようとしています。慣れ親しん
だ温かい環境を捨ててオーストラリアに
来たばかりの、不安がありながらもワク
ワクが勝っていた頃のようだと言いま
す。目がキラキラしている大人たちのア
ドバイスを聞きながら成長したいと語り
ます。何するんだろ。楽しみです！

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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みなさん、こんにちは！ テニス日和になっ
てきましたね。でもなんだか今年の予報では
夏の天気がちょっと怪しくなると聞いていま
す。年末にかけて雨が多くなるとか…。去年
は雨がなくてブッシュファイヤーがすごかっ
たのに、今年は本当に真逆になっちゃうのか
な…。そうなったらまたまた困りますよね。ど
うか予報が外れますように！

さて、我々のクラブは10月に入ってもまだ
まだ制限があり、完全ではありませんが、だ
んだん本来のテニスクラブに戻りつつありま
す。このコロナのためにオンラインでする会
議も増え、仕事もめちゃくちゃ多くなってきて
逆に忙しくなったような気がしますが、他の
スポーツ業界の皆さんも同じなのかな？

テニスコーチの間ではオンラインでの情
報交換とかもあり、オンラインのワーク
ショップなどには私は積極的に参加していま
した。その中でTennis NSWに属する女子
コーチの集まるフェイスブックのグループが
あるのですが、最近そのグループで、私に
とってかなり大きな挑戦をさせられました。
毎週、各テニスクラブに属するコーチがノミ
ネートされ、選ばれた人は所属するテニスク
ラブの紹介とそこでの自分の仕事をビデオに
撮って紹介しなければならないのです。神
様、どうぞ回ってきませんように…って願って

たのにも関わらず、ついに最後の方でノミ
ネートされてしまいました（汗）。

なんとか約3分間の動画を数回撮ったので
すが、自分の英語の発音の悪さにチーン…。
このグループにはコーチとしても、選手として
も有名な方がたくさん入っており、英語圏以
外のコーチが私しかいないと思うのですが、
その中でのスピーチって酷いと思いません？ 
本気で躊躇しましたが、仕切ってくれている
方を無視するわけにも行かず、その納得いか
ないビデオを「アクセントがある英語ですみ
ません」と前置きして送りました。

クラブのスタッフメンバーにはミーティング
でそのことに触れながらも、「君らには絶対
見せんからな！」と頑固にお断りしています。
皆さん、自分が喋ってるビデオって見たこと
ありますか？ こんなもの見るものじゃありま
せんね。理想と現実のギャップに気づかされ
ます。そう考えるとYoutuberさんたちってす
ごいなと思います。

では本題の全豪オープンについて話しま
しょう。全豪オープンの会場にもなるメルボ
ルンではコロナウィルスの第2波によって大
変なことになっていましたが、このまま順調
にコロナウィルス患者が減って行くと、2021
年の全豪オープンができそうだと、8月半ば
の記事に出ています。全豪オープンのサイト
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はまだ2020年のままですが、できるとしたら
期間は1月18日（月）から31日（日）までにな
ります。

大会ディレクターのクレイグ・タイリー氏は
大会を実行するための選択肢をたくさん作っ
ているようで、一番前向きな選択肢として、全
豪オープン開催6週間前からメルボルン、パー
ス、ブリスベン、シドニー＆アデレードにコロナ
感染リスクを抑えるために集団で隔離する
「バイオ・セキュリティ・バブル」を設置するこ
とを考えているようです。そして海外からの選
手はそのバブルに入ってもらい、2週間の隔離
の免除を図るとやら。その間に前哨戦も入れ
ようとしているみたいですね。

そして観客ありで賞金も減額なしでやっ
ちゃう意気込みで、チケットも8月の時点で10
月には販売予定と書いてあるので、そろそろそ
の情報も入ってくると思います。去年は森林火
災、そして今年はコロナ感染でタイリー氏は２
年連続で厳しい決断を迫られていますよね。
プレッシャーに相当強い方なんだろうなぁ。

彼の背景をちょっと調べてみると、ふむふ
む…1962年生まれの（…思ったより若い！）、

南アフリカ出身（…オーストラリアと違うんか
い！）と、いちいち突っ込んでしまう感じ。12歳
からテニスを始めて、アマチュアでトップにな
り、1983年から1986年まで（21歳から24歳ま
で）ヨーロッパ方面でサテライトプレーヤーとし
て選手生活を送っていたようです。あ、でも21
歳のときに当時は必須だった南アフリカの兵
役にも行っていますね。コーチとしてのキャリ
アもあり、南アフリカのデービスカップのキャ
プテンもしています。ウェイン・フェレイラや、ケ
ビン・アンダーソンのコーチもしています。

そして2005年にはテニス・オーストラリアで
選手育成のディレクターとなり、翌年２００６年
には全豪オープンのディレクターになり、2013
年からテニスオーストラリアのCEOになられた
そうです。凄いなあこの方…何かすごい実績を
積んでこられていますよね。過去に選手として
も、コーチとしても、選手育成者としても活躍
されているので、こうやって責任持って難しい
決断もできるんでしょうね。次回からタイリー
氏が出てくるとテンション上がるかも！

では、みなさん、来月の原稿はもっと情
報をアップデートできると思いますのでお楽
しみに！

www.citycommunitytennis.com.au
https://ameblo.jp/tennis-hiroppe/
https://www.facebook.com/HP-Tennis-%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%A3%E3%81%BA-%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9-205353079535620/


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


http://imp-pl.com/
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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、なかなか
外出できない、クラブパーティにも行け
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！

遂にInstagramはじめました！　ginger.1003
今回ご紹介させて頂きたいのは、イギリ

ス出身の3人組エレクトロ・ユニット、
Clean Bandit（クリーン・バンディット）が
約1年半ぶりにリリースした新曲「Tick 
Tock」で決まり！　シンガーソングライター
のメイベルと、ラッパーの24kGoldnとの
コラボなのが、また熱い～！　どこか懐か
しさも感じるような、ポップでメロディアス
なトラックは、心地よさ抜群なのだ！　

クリーン・バンディットと言えば、ケンブ
リッジ大学で出会った、ジャック、ルーク、
グレースが、クラシックをベースに、エレ
クトロニカ、ポップ、R＆Bなどの要素を融
合させた独自のサウンドで魅了する、超
実力派オシャレユニットだ。日本通である
ことも公言していて、第57回グラミー賞
「最優秀ダンス・レコーディング」を受賞し
た「Rather　Be（feat.ジェス・グリン）」の
ミュージックビデオも、日本で撮影してい
る。当時、この曲を初めて聴いたときの衝
撃度は今も忘れられないな…最高です。

新型コロナウイルスによるロックダウン
中、楽曲制作だけでなく、自宅でのDJプレ
イを配信するなど、彼らのポジティブな音
楽活動は継続中だ。世界中で特大ヒット
した、ショーン・ポールとアン・マリーを
フィーチャーした「Rockabye」や、ザラ・
ラーソンがロマンティックに切なく歌う
「Symphony」も、気分を上げたいときの
Playlistにぜひ！

mailto:info@cheers.com.au
https://www.mixcloud.com/Chiemin/
https://www.instagram.com/ginger.1003/
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国境は閉鎖され、海外旅行に行けない、日本にも帰れない…。でも私た
ちが暮らすNSW州は自然や歴史、アクティブティの宝庫です！ 今月は政
府機関、「Destination NSW」が9月中旬に発表したバーチャルマップ・
ツール「LOVE NSW」を使い、チアーズ編集部が気になったスポットをご
紹介します！ 　NSW州の絶景を満喫しながら、経済の復興へ貢献しよう！

『
』

で旅行計画

オーストラリア応援企画第7弾！

NSW州の魅力をバーチャルマップで探索

lovensw.com.au

https://www.youtube.com/watch?v=62JVRBH8sVQ
https://www.lovensw.com.au/locale/love-nsw


バーチャルマップ
広大な国立公園から、ヘリテージ
サイト、ツアーやアコモデーションな
ど、NSW州全域をバーチャルで探検
できる「LOVE　NSW」。①Nature & 
Adventure、② Aquatic & Costal、③
Heritage　&　Culture、④Food　& 
Wine 、⑤Places to Stayの5つの項目
から選択でき、その位置をマップで一
瞬にして確認できちゃいます。

次のホリデー選びに、自宅での
バーチャルトリップに、ぜひご利用く
ださい！今回は編集部が気になった
スポットをご紹介！

マップの拡大を続けながら、入念に探索して
いくと、5つの項目に入っていない、サプライズ
スポットを見つけられることも。チアーズ編集部
は、NSW州、QLD州、SA州の州境にあるこちら
のプラークを発見しました。

Destination NSW

アイコンにマウスを近づけると、その場所の
詳細が現れます。

November 2020049



なぜこんなにも美しいロケーションに刑務所を？というのが率直な感想です。
ケンプシーのアラクーン・ナショナルパーク内に位置する、四方を美しいコース
タルビューで囲まれた刑務所は、1886年に開所。当時は、トライアルベイに港を
つくるための労働者が暮らしており、第一次世界大戦時には収容所としても使
われていたそうです。ちなみに港計画は失敗。しかしガードタワーである展望台
からは、防波堤の跡を今でも見ることができます。

73 Trial Bay Gaol Road, Arakoon 
Trial Bay Gaol Visitor Centre:毎日9am～4.30pm、
クリスマス休み　 
https://www.nationalparks.nsw.gov.au/things-to-do
/historic-buildings-places/trial-bay-gaol

絶景の刑務所

Trial Bay Goal

Destination NSW

Destination NSW
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世界が注目する化石の宝庫

Mungo National Park
干上がった古代の湖底と砂丘により、形成されたマンゴ国立公園は、6万年前
に遡る人類移住の証拠や巨大有袋類の化石など、多くの考古学的宝が眠ること
でも知られ、人類の歴史を知る上で最も重要な場所のひとつとしても知られて
います。1968年には世界最古の火葬儀礼跡が発見されたほか、1974年には約
4万年前と推定される人骨が発見され「マンゴマン」と名付けられました。

マンゴ国立公園内には多くのカンガルーや
エミューも生息

Garnpang Road, Pan Ban 
https://www.nationalparks.nsw.gov.au/visit-a-park
/parks/mungo-national-park　

Destination NSW

Destination NSW
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コフスハーバーからバナナ農園の中を10分
ほど走ると到着するルックアウトは、壮大な海岸
線を一望できる絶好のロケーション。NSW州の
観光ゴールド賞を受賞したことも頷けます。また
ルックアウトの真下にある熱帯雨林には1～3時
間のウォーキングトラックやピクニックエリアも
あり、自然のイオンをたっぷり感じることができ
るスポットです。大自然の中のアスレチックコー
ス、『Coffs Treetops』もお勧めです。

標高300ｍから観る景色は息をのむ美しさ

Scenic Drive, off Bruxner Park 
Road, Korora
https://www.forestrycorpora
tion.com.au/visit
/forests/orara-east

NSW州の観光ゴールド賞受賞

Forest Skye Pier, 
Sealy Lookout

Destination NSW

Destination NSW
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アボリジニの歴史が色濃く残る

Mutawintji 
National Park

ガイド付きツアーではアボリジニのアートやカルチャーも体験

ブロークン・ヒルの北東に位置するムタウィンツジ国立公園は、アボリジニの
岩絵が多く残る美しい砂漠地帯。ガイドの多くはアボリジニで、伝統的な土地の
所有者からツアーを先導する許可を受けています。オーストラリアならではの
アウトバックで、アボリジニの文化を学んだり、夜空の下でキャンプを楽しんで
みてはいかがでしょうか？

Mutawintji Road, Broken Hill
https://www.nationalparks.nsw.gov.au/
visit-a-park/parks/mutawintji-national-park

Destination NSW

Destination NSW
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バイロンでスピリチャルな体験を

Crystal Castle 
and Shambaia Gardens
バイロン・ベイから車で約20分。5ヘクタールに及ぶスピリチャル・ガーデン
には、世界最長といわれる5.5ｍの晶洞石（ジオード）が展示されているほか、パ
リのシャトル大聖堂にあるラビリンスと同じデザインのスピリチャルウォーク、
ブッダの前での瞑想など、亜熱帯植物に囲まれながらスピリチャルな体験をで
きる、ナチュラルプレイグラウンドが。隣接したカフェではローカル有機産物を
使った、心と体に優しい料理を楽しむこともできます。

81 Monet Drive, Mullumbimby 
(02) 6684 3111

http://www.crystalcastle.com.au

Crystal Castle 

November 2020054

http://www.crystalcastle.com.au


NSW州最長のホワイト・ウォータートレイル

Clarence Valley 
Canoe & Kayak Trail
コフスハーバーから内陸へ約30キロほどに位置す

るクラレンスバレー。ニンボイ・ビンダレイ国立公園
とコープマンハースト（Copmanhurst）の間にある
195㎞のホワイト・ウォータートレイルはNSW州最長
と言われ、カヤックやカヌーなどのウォーター・アクティ
ビティで有名。トレイルは8つのセクションに分けられ
ており、ビギナーからエキスパートまでのあらゆるレベ
ルを楽しめます！ クラレンスバレーの北部にあるグラ
フトンではこの時期ジャカランダが満開！　

Nymboi-Binderay National Park, Nymboida
https://www.myclarencevalley.com/clarence-river-canoe-and-kayak-trail

Clarence Valley Council

My Clarence Valley
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オーストラリア指折りの滝

Fitzroy Fall
81mの高さを誇るフィッツロイ滝は、オーストラリアで最も壮観な滝のひと

つと言われており、モートン国立公園の手付かずのブッシュランドに降り注ぐ
さまは迫力そのもの。185 0年代、在任中にこの地を訪れたNSW州知事
チャールズ・フィッツロイ卿にちなんで名づけられたそうです。国立公園内に
は多くの展望台も設置されているので、熱帯雨林の渓谷を眺めることができ
ます。

1301 Nowra Road, Fitzroy Falls
https://www.nationalparks.nsw.gov.au/visit-a-park/parks/morton-national-park

Destination NSW

056
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森と海岸線の両方を楽しめる

Port Macquarie 
Coastal Walk

ローカルやビジターが描いた防波堤アート。
コースタルウォークの出発点としても◎

Short Street, Port Macquarie
https://www.nationalparks.nsw.gov.au/th
ings-to-do/walking-tracks/port-macquari
e-coastal-walk

温暖気候であるポートマッコーリー
は、散策するのに最適なスポット。特に９
㎞に及ぶ、ウェストポート・パークから
タッキング・ポイント・ライトハウスを結
ぶコーストルウォークは見逃せません。森
と海岸線の両方を楽しめる数少ないコー
スタルウォークで、5月から11月の間であ
ればクジラを観ることもできます。トラッ
クは4ヵ所に別れているので、右記のウェ
ブサイトをクリックしてみてください！

Destination NSW

Destination NSW
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ノーザンビーチを遊び倒す

ECOTREASURES
観光スポットのみならず、あらゆるツアーも掲載されているのがこのツール

の良いところ！　カヤックからスノーケリング、パドルボートなど、あらゆるアク
ティビティを提供しているノーザンビーチの『ECOTREASURES』は遠くに行か
ずとも旅気分を味わえることができるお勧めのサービスです。気軽にデート
リップとしても訪れてみてはいかがでしょうか？

The Basin Campground Ku-ring-gai Chase 
National Park, EcoTreasures Damien 
McClellan, Sydney
https://www.ecotreasures.com.au/

ECOTREASURES

ECOTREASURES
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「オンラインイベントとオフ
ラインイベント」
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http://www.dancekool.com/


「今後の展開」

Day 1　　　

Day 2
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http://www.dancekool.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Fze8kps5aKA
https://www.youtube.com/watch?v=yQCXSMqAwp4


考える力Vol.27

Call to
Action!

人を動かす
コミュニケーショ

ン
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" Great minds discuss ideas; average 
minds discuss events; small minds 
discuss people."　- Eleanor Roosevelt

今月の格言:
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https://blogs.itmedia.co.jp/ryosan/
https://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-18759-4.jsp
https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7800%E4%B8%87%E4%BA%BA%E3%81%8C%E5%AE%9F%E8%B7%B5-%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8A%9B%E3%81%AE%E8%82%B2%E3%81%A6%E6%96%B9%E2%80%95%E2%80%95%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%94%E3%81%A8%E3%82%92%E8%AB%96%E7%90%86%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%82%89%E3%81%88%E3%80%81%E7%9B%AE%E6%A8%99%E9%81%94%E6%88%90%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%AD%90%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B-%E9%A3%9B%E7%94%B0-%E5%9F%BA/dp/4478101531
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♥

ハネコーン
を探せ！！

隔離期間は

セントラルステーションから徒歩3分
サリーヒルズトラムステーションから徒歩1分

ジャズライブを聴きながら楽しむ
ジャパニーズ・フュージョン！

パーティには、ぜひ
ファンクションルームをご利用ください！
ルーフトップバーも完備！

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！

エミク・オーストラリアンビザネット
E-mail：emic@visanet.com.au

オーストラリア政府認定
ビザコンサルタント２名在籍VisaRecommended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☝

移民法コンサルタント登録番号 MARN：0208479,92769

TEL：(02)9264 1911お問い合わせは日本語でお気軽に

ビザ情報は　www.visanet.com.au
Suite 29, Level 17,  327 Pitt St., 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）

mailto:E-mail%EF%BC%9Aemic@visanet.com.au
mailto:emic@visanet.com.au
http://www.visanet.com.au
http://jazushi.squarespace.com/
https://www.japancentre-au.com/
https://www.facebook.com/Edu-Migrate-Information-Centre-135947306508712/
https://www.instagram.com/emicaustralia/
https://emic.visanet.com.au/
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https://www.youtube.com/channel/UC7enWgXo4E8BPtpAWw8MZTw
https://www.instagram.com/keigo_the_hiramasakai/
https://twitter.com/keigo_satsuma
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沖縄県名護市出身39歳。３児の母でグラフィックデザイナー。2017年の５月からシド
ニーより車で片道約6時間のヘンティーという1200人ほどの住人がいる小さな田舎町に
住みはじめる。デザインの仕事を続ける傍らゼロからの田舎のファーム暮らしを決意し、
家族５人で新生活をスタート。ビール好きが高じて自家製ビールを作ったり、家を赤く
塗ったり、子供の頃に夢見たツリーハウスを作ったり。360度見渡すかぎりの大自然、大
草原のど真ん中にポツンとある赤い家のファームライフも今年で４年目に突入！　

Contact： contact@zube.com.au
Facebook : StudioZube    Instagram : Studiozube　
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https://www.facebook.com/StudioZube/
https://www.instagram.com/studio_zube/


インタナショナルスイミングリーグ
（以下、ISLと略称）は今年で2年目
を迎えます。先月、今年の開催が正
式に発表になりました。今回は、去
年の８チームから新たに２チーム
が参戦。そのひとつがあの北島康
介氏（オリンピックで２大会連覇を
含む４つの金メダルを獲得）がマ
ネーシャーを務める日本チーム
“Tokyo Frog Kings”です。

今回の発表のさいに、ISLの総主催者
であるコンスタンティン・グリゴリシン氏
は、通信で行われたプレスカンファレンス
（パリ）で右記のように語っています。

「ISLは“Sporta inment”と称し、今や
選手は競技力と共にエンターテイメント
の要素も含まれなければならない時代
に来ております。観客はただ観戦するの
ではなく、選手とともにお互いに影響し
合いながら盛り上げるべきだと考えてい
ます。そうです、選手観客みんなが演技

インターナショナル
スイミングリーグ シーズン２

（Instagram）
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https://blog.goo.ne.jp/ryo_ozswim


者なのです。我々にとって、タイムに
拘ったレースはもう重要ではありませ
ん。いわばその形式は現代的であり、
化学実験的な印象を受けます。しか
し、未来を見据えた競技を考えるなら、
もうタイムにこだわったレースは古く、
もっと永久的な功績を求めるべきなの
です。スーパースターや伝説的な英雄
は永久的な存在ですよね？　例えば、
昔、ジョニー・ワイズミュラーという選手
が初めて１００m自由形で１分を切りまし
た。しかし、今の時代、13歳の女の子
でもそれは達成できることです。それ
であっても、ワイズミュラー氏がヒーロー
であることは永遠に変わらないのです。
なぜなら彼はその時代を生きたスー
パースターだったからです。それは永久
的な功績であり我々の目指すところな
のです」。

今回のカンファレンスでは、今年のス
ケジュールも発表になりました。第1戦目
は今月16日にハンガリーのブダペストで
行われます。今回新たに参戦する２チー
ムは上記の日本チームと、もうひとつは
カナダの“Toronto Titans”。また、今年
の２シーズン目は、新しいルールが採用に
なります。それらのルールは以下の通り
です。

①男女の４x１００mメドレーリレー勝利チー
ムのヘッドコーチは、去年行われたフリー
リレー（自由形のみ）で新たに違う種目を

選ぶ権利が与えられます。もしチームに
平泳ぎ専門の選手が複数いる場合、世
界初となる“平泳ぎリレー”も行われる可
能性が十分あると言うことです。

②スキンレースでは、１ラウンド毎に（ド
ロップアウト形式）ポイントが選手に課さ
れます。

③ジャックポットタイムシステム：例えば
１.３５秒のジャックポットが１００m自由形の
レースで採用された場合、もし勝者が４５
秒でレースを終えると、４６.３５（４５＋１.３５）
秒よりも遅かった選手はみんな自分のポ
イントを失いそのポイントは全て勝者の
ポイントに加算されます。このルールの
採用により勝者は最高３７ポイントを１
レースで獲得することが可能となります。
ちなみにこのルールはリレーやスキンレー
スにも利用されます。

④今回新たに男女の１００m個人メドレー
が追加。

⑤サッカーで用いられているVAR技術が
採用となり、ヘッドコーチはレフリーにビデ
オ判定を申し入れることができます。

⑥ヘッドコーチは試合中の２回の休憩時
に出場選手の入れ替えや交代などを行
うことができます。

⑦選手が失格あるいわ棄権などを行っ
た場合、ペナルティが課せられます。
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⑧カットオフタイム：レースごとに定めら
れたカットオフタイムよりも遅く泳いだ場
合、ペナルティが課せられます（個人種目
の場合、－１ポイント。リレーの場合、－２ポ
イント）。

⑨すべての出場選手には、主催者側から
月 １々５００USドルが今年の9月から来年の
7月まで支払われます（東京五輪開催ま
での間）。

今月のブダペストでの開催に向けてコ
ロナ対策には厳重な注意が払われてい
ます。選手ひとりに個人部屋が与えら
れ、大会前と開催中は、チームごとに練
習用のプールが用意されます。選手はC 
OVID-19テストを自国を離れる前に２度
受けることとハンガリーに入国してからも
２度受けることが義務付けされ、入国後
は練習をする前には5日に一度テストを
受けることが必要となります。

初戦のブダペストは無観客ルールを取り
入れることが決定されていますが、２戦目か
らは現在の段階では未定となっています。

今後のスケジュールは、ブダペスト後
は、11月15日に８チームにまで絞られ、同
月19日から22日の期間に準決勝が行わ
れます。そしてトップ４チームで行われる
ファイナルラウンドは12月の末に予定さ
れていますが、日程はまだ決定しておりま
せんが、開催地は日本の東京が有力候
補とされております。

第１回大会のMVPに輝いた、サラ・ショー
トストレム選手は次のようにコメントをして
おります。「昨年は本当に素晴らしい経験と
新しい取り組みに参加できたことを本当に
誇りに感じます。特にチームのためにレース
ができたことは最高でとてもエキサイトし
ました。今年はさらに高い期待と目標を掲
げているけど、状況が状況だけに少し変な
気分もしているのは事実かもしれません。
でも、今は試合が楽しみなの、今すぐ飛び
込んでレースがしたいの」

初戦は無観客で行われますが、今年
からはアメリカとヨーロッパの大手テレビ
局が参戦し、大会の様子を生放送するこ
とが決定しております。その放映は実に
世界８０ヵ国となる予定です。

コロナの影響で世界中が暗い今の状
況を、このISLを通して、世界中のアスリー
トたちに勇気とモチベーションを再び与え
てくれることを私は願っています。
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まずは嗜好用大麻と、医療用大麻の違
いを教えてください。

実は基本的に明確な違いはありま
せん。まず大麻には、鎮痛作用、沈静
作用、催眠作用、食欲増進作用、抗癌
作用などの効能があるのですが、疾患

によって、どの品種がその痛みや症状
を緩和させるのか、有効なのかを割り
出して適切に使用されるものを、「医
療用大麻」と呼び、処方されたもので
はなく、娯楽を目的として入手した大
麻を「嗜好用大麻」と呼ぶイメージで
しょうか。結局は個々の価値観にゆだ

日本の芸能界ではいま、嗜好用大麻使用の問題が取り沙汰されてい
る。その一方で、世界の流れに目を向ければ、韓国やタイでは医療用
大麻の法整備が整い、カナダやウルグアイなど、嗜好用大麻使用の合
法化に踏み切った国もある。大麻が“ゲート・ウェイ・ドラッグ”に、なり
やがて消えゆく命があれば、医療用大麻によって救われた命もある。
今回弊誌では、セントラルコーストで大麻ファームを営む磯貝久氏を
訪れ、今月号、来月号に分けて医療用大麻の実態に迫る。同インタ
ビューは大麻使用を奨励することが目的ではなく、あくまで在豪の日
本人に対して基礎知識を提供することのみを目的としている。

医
療
用
大
麻
が
も
た
ら
す
未
来
と
は

磯
貝
久
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ねられる部分が強く、例えば、嗜好用
で使用している方でも、知らず知らず
のうちにメディケーションをされてい
る、ということも言えると思います。

医療用大麻の定義は、いわゆる多幸感
をもたらしたりハイになったりする作用
があるテトラヒドロカンナビノール（以
下THC）の成分がなく、ストレス軽減や
安眠をもたらすとされるカンナビジオー
ル（以下CBD）の含有量が高いものを
指していると認識していました。

『THC=悪いもの』というイメージを
持たれている方が多いのは事実です。
医療用大麻には、CBDの含有量が多
いものがもちろん望ましいのですが、
THCの成分が多少なりとも入ってい
て、はじめてCBDがその相乗効果（ア
ントラージュ効果）で、本来の効能をも
たらすことは、あまりにも知られていま
せん。現在の医学では患者のDNAを
分析してデータを割り出し、どういった
医療用大麻品種を処方すべきか導き
出せるところまで進んでいます。将来
的には疾患に併せて適した成分を含
んだ大麻オイルをGPで処方する、とい
うプロセスが可能になっていきます。

NSW州での嗜好用大麻、医療用大麻
に関する現状の法律は、どのようになっ
ていますか？

オーストラリアでは、いまから4年
前に、連邦法により医療用大麻が合
法化され、大麻が医療のカテゴリー

に入りました。なので医師や薬剤師か
ら処方を受けることで医療用大麻を
摂取することができます。また、キャン
ベラでは昨年、品種を問わず、嗜好用
大麻の自然栽培（成人で2本まで、ハ
イドロ栽培は禁止）と、個人的な嗜好
が、実験的に合法化されました。一方
でNSW州では嗜好用大麻は合法化さ
れていません。栽培はライセンス制
で、私の持つ免許はTHCが1％以下の
大麻を栽培できるという種類のもの
です。世界の流れからCBDの需要の
高まりに先駆けて、法改正が行われる
1年前に栽培する免許を取得しまし
た。その後、Cannabirdという会社を
設立して、現在は活動をしています。

磯貝さんが栽培する大麻はどう
いった特徴があり、効能が期待で
きますか？
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Cannabirdでは、THCの含有量を
減らし、CBDの含有量を増やすように
努める、セレクトブリーディングを採
用しています。さまざまなヘンプ
ファーマーに会い、種を譲り受けた
り、情報交換をしながら、気に入った
品種を選んで交配させます。花のつき
がよく、病気に強い品種に改良してい
くのですが、起業から３年目に突然、
紫色の品種が現れました。しだいに
黒に近いものも現れ、香りが非常に
高いので、そういった品種を好んで交
配を進めているうちに、CBDの含有量
が10％を越す紫色のサンプルが育つ
ようになりました。

THCの含有量をあえて減らす理由とは？

東南アジア諸国など赤道に近い場
所でヘンプを栽培すると、日照時間が

長く気温も高いので、その環境の変化
によるストレスからTHC成分が多少な
り上がります。なので、極力THC濃度を
低くし、その代わりに他のカンナビノ
イド成分を上げる交配研究を5年ほど
やって来ました。すべては、アジア諸国
が合法化したさいに、高CBD品種の種
を大量に保持していればオーストラリ
ア以外の国々でもビジネスチャンスが
生まれると信じていたからです。

栽培されたサンプルをどのような研究
機関へ、どのような目的で提供されてい
るのでしょうか。

紫紫色の大麻品種サンプルが、
28年間に渡り医療用大麻の研究を
しているウーロンゴン大学の研究長
のDr カトリーナ氏の目に留まり、現
在は研究材料として提供していま

interview
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す。紫色でTHC含有量が低い大麻品
種は珍しく、プラムや赤紫蘇のよう
に、赤い食物は脳に良い作用を及ぼ
すことが期待できるようです。同研究
室では、アメーバレベルから、動物実
験、人体への治験、薬のプロデュース
まで総合的に行うことができる南半
球では最大の施設で、研究する期間
的にも最長の研究施設のようです。
タイでは、バンコクにあるラジャマン
ガラ工科大学とカンナバードが共同
で、CBDの研究を行ったり、医療大麻
ツーリズムの開拓などを進めていま
す。先でも述べた通り、東南アジアの
環境ではCBDの含有量の多い品種を
作ることが困難なため、CBDの含有
量が10パーセント以上の医療用大麻
は極めて需要が高いようですね。

今回、畑を拝見いたしましたが、小ぶり
な大麻が多い印象を受けました。

本来は春から秋にかけて育てる植物
なのですが、昨年の山火事の被害を受
けて、今年は冬に栽培を試みました。夏
に育った大麻と比較すれば見栄えはひ
とまわり小ぶりなのですが、蕾あたりの
CBDのつき方がいいので、結果がとて
も興味深いです。これから加工をして
ウーロンゴン大学へ送る予定です。

加工はどのようにされるのでしょうか。

精油を作るさい、通常ではアルコー
ルに数日漬けたり、オリーブオイルに
漬けたりと、さまざまな方法があるの
ですが、弊社はACO（Au s t r a l i a n 
Certified　Organic)認定のオーガニッ
クファームですので、化学的な溶剤な

interview
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どは使用せず、水と氷と特殊なフィル
ターのみで薬用成分を取り出すという
昔ながらのナチュラルな製法を採用し
ています。もちろん栽培にも農薬や化
学肥料を使用しません。

日本でも医療用大麻の治験が始まって
いると伺いましたが、世界的な医療用
大麻に対する傾向をお聞かせください。

まず、ニュージーランドで総選挙が
行われ、アーダーン首相の続投が決ま
りましたが、それに合わせて、安楽死
容認と嗜好用大麻の合法化の是非を
問う国民投票も行われました。その結
果にオーストラリアの大麻産業は大き
く影響を受けると言われています。

日本では去年、日本臨床カンナビノ
イド学会主催で昭和大学にて、CBDの
可能性についてのシンポジウムが開
催されました。カリフォルニア大学のド
ナルド・エイブラムス教授を招き、米国
の大麻医療の現状や、がん患者に対す
るカ ンナビノイドの使用などについて
話されたようです。また、参議院議員の
秋野公造氏が国会で、アメリカで認証
された、難治性のてんかんを持つ子供
たちに向けたカンナビノイド医薬品で
あるてんかん治療薬「エピディオレック
ス」を使用した治験を、日本の法律で
行うことができるのかどうかを問い合
わせ、治験に関しては問題がないとい
う回答を得ています。現在、赤十字や、
昭和大学、聖マリアンナ大学などで、治
験を勧める準備をしています。重度の

てんかんを持つ方に向けて臨床実験
を始めるようですね。

日本でもにわかにCBDに注目が集まっ
ているようですね。

先でも述べた通り、CBDの成分は
いわゆるドラッグのようにハイにはな
らず、また薬用効果が高いので、注目
を集めています。また、大麻法に触れ
ない、茎や種から作られたCBDのプ
ロダクトなら日本でも輸入ができま
す。海外セレブが使用している影響か
ら、医療のみならず、化粧品など
ビューティの分野でも支持を得てい
るようですね。

（後編へつづく）

interview

Cannabird Pty Ltd
https://cannabird.com

ヘンプビジネスウェビナー
CannaMeets
https://gomeets.net
Canna Meetsとはヘンプビジネスに関する
スキルアップを目的としたセミナー運営組
織。世界のヘンプ業界は急速に発展してお
り、合法大麻市場は、2021年には314億ドル
（約3兆5700億円）規模にまで成長すると予
想され、現在、ヘンプビジネスが世界中に誕
生している。日本でもCBDオイルをはじめと
するいくつかの市場が動きはじめており、今
後、日本のヘンプビジネスも本格化していく
と予想される。Canna　Meetsでは、法律を理
解しながら国内でのビジネスを準備し、世界
のヘンプビジネスに関わっていく方法を具体
的に学ぶ講座を提供している。



https://spiritualguide.jimdofree.com/
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本誌掲載記事、写真の無断複写、転
載を禁じます。また掲載されている
広告の内容や信憑性に関しては、
当社では責任を負いかねますの
で、ご了承ください。発行日または
配布日は、曜日や配布先によって前
後するする場合がございます。

天気の良い日が続いています。毎朝起
きたら、庭へ出て、深呼吸をするのが日課
で、「気持ち～！　ありがとぅ～！」って、なりま

す。そんなある日、庭の柵に止まっていた鳥と目が合い、
思わず朝ご飯のパンをちぎってあげてしまいました。め
ちゃくちゃ上手にキャッチするし、可愛いぃ～ってなって
いると、その鳥はお友達を連れて戻ってきました。わざ
わざ来てくれたんだし…と思って、またパンをあげまし
た。すると、また違うお友達も連れて来ました。「このま
ま100匹くらい連れてきたらどうしよう…」って、少しビ
ビってしまい、パンをあげるのをやめました。すると、そ
れから３日間くらい、やってきては、大声で、家の中へ向
かって鳴き叫ぶという…。降参した私は、また餌をあげ
たんですが、それを見ていた人から聞いた話だと、どう
やら、その餌は自分が食べずに子供ちゃん鳥にあげて
いたそうです。仲間意識と家族想いの強い鳥に、「めっ
ちゃ素敵やん」て、心がポワッとしました。(Chiemi)

あっという間にターム4が始まりました。本
来であれば学校の行事などでドタバタな最終
学期も、今のところほぼすべてキャンセルとな
り、いつもとは違う平凡なターム４になりそうで

す。また来年からキンディに入学する次女も、オリエン
テーションがバーチャルで行われるそうで、それもなんと
なく想像できたというか、これが今後のニューノーマルな
のかもしれません。赤ちゃんの頃からお姉ちゃんお兄ちゃ
んのお迎えに付き添っており、校内の様子も先生の顔も
知っているので、そういう意味では心配はありませんが、

「末っ子は最強」とよく言うように、その最強キャラが違う
意味でちょっと心配です(笑）。入学式の頃にはこのコロ
ナも落ち着いていることを願うばかりです。（Yumi）

母親の手術が無事に終えた報告
を父から受け、大げさかもしれないけ
ど、モノクロだった写真に色彩が戻っ

たかような感覚で、いまはただ安堵感とともに締め切り
を迎えています。詳説する必要はないけど、決して優し
い道のりではなく、また簡単な手術ではなかった。しか
し、兄や父が長期的にサポートをしてくれ、執刀医がベ
ストを尽くし、院内もコロナ感染対策を徹底してくれた
お陰で、現在は順調に回復へと向かっている。関わって
いただいた方には感謝の念が尽きず、またここ数ヵ月の
間、僕が不機嫌に当たり散らした被害者の方 （々思い当
たる人物あり）には、ここで謹んでお詫び申し上げます。
今回は新型コロナ肺炎のこともあり、仮に帰国したとこ
ろで免疫が低下していたであろう母に会うことはでき
なかったが、19歳から日本を離れて、それ以上の年月を
シドニーで過ごしている自分にとって、こういう時にそば
で笑わせることができない、手を握れないこの距離感
は常に歯がゆい。速さより量が求められた現在の旅客
機の巡行速度は、半世紀以上変わらずマッハ1以下だ
そうだが、コンコルドや幻のボーイング2707などのよう
に、マッハ2を超える超音速旅客機が、環境汚染をせず
飛び交い、安価で搭乗できる日が来れば、もう少しだけ
親孝行がしやすい。（usk）
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