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reflection154
「リフレクション」

天使の散歩道
小豆島の「エンジェルロード」
今月の舞台は、小豆島西部の土庄町銀

と、引き潮の時だけ、海で隔てられた陸地

波浦。堅苦しく言えば、所在地は、香川県

と島が、海底（砂州や瀬）が現れてつなが

小豆郡土庄町銀波浦。ぎんぱうら…美し

るからで、これをトンボロ現 象という。陸

い響きをもった名前だ。小豆島一周の国

近くに島があると、他の海岸に打ち付けら

道436号線を小豆島国際ホテルの方へ入

れる波に比べ島陰は波が弱まり、島と陸

ると、
コバルトブルーの海に挟まれた細い

地との間に砂が溜まりやすくなるのだ。
日

砂浜の道がある。
エンジェル・ロードだ。

本では10ヵ所程でしか見ることができな
い天然の現象だ。

なぜここが人気沸騰しているかという
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column

小豆島（前島）の土庄町銀波浦地区に

思い浮かばない。
しかし、忘れられた場所に

できる砂 の 道・エンジェルロードは 1日2

こそ詩情を見つけだす永井荷風の心境に

回、干 潮 時に海の中から現 れる。大 切な

近い場所かなとも思った。屋島を遠望し、風

人と手をつないで渡ると、砂 州の真ん中

光明美な場所だから、荷風の陋巷趣味とは

で天使が舞い降りてきて、願いを叶えてく

違うが、
あの東京散策記のなかでも、荷風

れると言われて、いつのまにか、
「恋人の

は繰返し、路地や横町といった“小さな東

聖地」
となってしまった。

京”の良さを語った。大都会の喧騒から遠
去かり、小さな路地の中に入りこむ。
そして

瀬戸内海に浮かぶ多くの島々の美しさと

人の知らない所に「詩情」
を見る。
そんな荷

四国・屋島を見渡す抜群の場所にあり、周

風の感じ方を、私がちょこっとでも感じたか

辺にはホテルがたくさん集まった観光地と

らなのかもしれない。翌朝の引き潮には“小

なっている。元々は 潮 干 狩りの人 気のス

さな日本の良さ”があった。

ポットだった。国土交通省四国地方整備局
が選定する
「四国のみずべ八十八カ所」の
ひとつだ。
ホテルに泊まって、夕方暗くなりはじめ
たころに、懐中電 灯を片 手に散 歩がてら
歩いてみた。まだ満ち潮だった。なぜか、
昔読んだ、浅草雷門前から始まる永井荷
風の「寺じまの記」
（昭和十一年・玉の井
散策記）の一節が思い浮かんだ。
৬͉ഩ৬̥ͣͅݢऒ͒ެͤȂ̳̪̹͘

北村元 的 警抜劇

ֲ͒୬ͦͥ͂Ȃ͈ࠊ͉֚་̱̀Ȃၰ௰
͂͜ͅၳၑؚఞࣣಋؚ͈̺ͭถճ̞֚

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

ུൽ̜́ͥȃئఖ͈͂إȂ੫̢͈̦ͥȃ
৬ઊ̦ࢬஜ͂ࡤ̺ͭশȂ໓͈ఱ
܃ᶊĩ̤̤̬ͥ͘͘Ī͂ȜΠ͈̦͂Ⴒၛ̽
̹̀ࣛͤȃ̹̩̱͉ͩ૧ಃ̵̹ͣͦࢬ
͈൴ֳͬࡉ̠̱̹̦͂͢Ȃ͉ٸճ̩Ȃ೩
̞ਏ͈࿆̦ͤࡉ̢̥ͥ͊ͤȃȪոئၞȫ
なぜ、
こんな一節が思い浮かんだか考え

「 綱 引 き 」を 校 庭 で す る 予 定 。筆 者 の ブ ロ グ
http://ainovietnam.jugem.jp/

てみた。キーワードは「薄暗い一本道」
しか
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プラン
＆料金

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
（男性カット$45）

通常
$70

$55

カット＆
資生堂カラー リタッチ
通常

$150

$120

カット＆
資生堂フルカラー

通常

$120

（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＆デジタルパーマ
$250

通常

$150

$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。
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お知らせ

12月23日より、美容室においてもデジタルチェックインが義務付けられます。
ご来店時にデジタルチェックインのご協力をよろしくお願い致します。

at the garden

at the garden

at the garden

Sussex Street店 Quay Street店

Chatswood店

Shop 3. 336
Sussex St., Sydney

Suite 3A 376
Victoria Ave., Chatswood

Shop 15 61-67
Quay St., Haymarket
T (02) 9212 0708

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

T (02) 9411 6283

営業時間：11am-8pm(日曜10am-7pm)
定休日：毎週火曜日

LINE
@kte9328v

営業時間：10am-7pm
定休日：毎週月曜日

LINE
@pfe6559u

LINE
@chatswood

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！

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。

料金改正に伴うスタッフと

お知
らせ
有効期間 : 2020 年12 月17 日
（木）
まで

6月1日より、一部スタッフの施術料金を 改正後の料金は以下のようになります。
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
変更いたしました。

料金改正
さい。左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
・カット
＄70→＄60（男性＄45）
対象のスタッフ

・Sussex Street / SHINOKO & YUKIKO
・Chatswood / YUTA
・Quay Street & Chatswood / KAZUHO

・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
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＄150→＄130
＄170→＄130
＄250→＄185
＄260→＄199

event

ΏΡΣȜ͈γΛΠ̈́ͼαϋΠͬ

άΛ·ͺΛίȊ

Cheers What's On

夏に向けてイベントが少しずつ復活してきました。今月は野外映画祭やマー
ケットなど主にアウトドアイベントのラインナップとなります。

11/26〜
Thu

ΕȜΏλσΟͻΑΗϋΑ͉ۖᝈȊ

Moonlight Cinema

ȜΑΠρςͺ͈ذ໓থْ̜́ͥדٸऱȃ̷͈యນഎέͿΆ̜ͥȸŎŰŰůŭŪŨũŵġ
ńŪůŦŮŢȹ̦࣭͈ίυΈρθͬอນ̱̹ȃΏΡΣȜ͉ĲĲĳķ̥ͣȂΓϋΞΣͺσΩ
Ȝ·ͬໍరͅٳट̯ͦͥȃĳĶਔා͈ȜίΣϋΈͬૐ͈͉ͥ·ϋΞͻϋȆΗρϋΞͻ
ȜΦ۬ආ͈యນैȸőŶŭűġŇŪŤŵŪŰůȹȃۼܢಎ͉ࣽා͈ΪΛΠैȂȸŕŦůŦŵȹ͞ȸŉŰůŦŴŵġŕũŪŦŧ
ȹȂȸŕųŰŭŭŴġ ŘŰųŭťġ ŕŰŶųȹ̦̈́̓ષ̥͕̯ͥͦדȂဟ͉ȨΑȜΩȜΪȜυȜϋΟȜȩ
͂ఴ̱ȂȸŃŭŢŤŬȁőŢůŵũŦųȹ͞ȸŕũŰųȇœŢŨůŢųŰŬȹ͈̈́̓ΪȜυȜ̦ρͼϋΛί̯ͦͥȃ
·ςΑζΑۼܢಎ͉·ςΑζΑθȜΫȜ͜ષࡉ̤͈̯́ͥͦד൪̱̩̈́Ȋ
᪥䠖㻝㻝᭶㻞㻢᪥䠄ᮌ䠅䡚㻠᭶㻠᪥䠄᪥䠅
ሙ䠖㻯㼑㼚㼠㼑㼚㼚㼕㼍㼘㻌㻼㼍㼞㼗
䝏䜿䝑䝖䠖㻐㻞㻜䡚
㼃㻱㻮㻦䚷㻌㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼛㼚㼘㼕㼓㼔㼠㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡
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event

ఱ૽͜΅̱ͥ͛ڢΛΒθȜΫȜྖशȊ
11/27~
Fri

Children's International
Film Festival Australia

ঊْ̹̻͈̓͜דऱȂȸńũŪŭťųŦůĨŴġŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġŇŪŭŮġŇŦŴŵŪŷŢŭġłŶŴŵųŢŭŪŢȹ
̦ĲĲĳĸ̥ͣĳͅۼളͤٳट̯ͦͥȃȸōŢŴŴŪŦȁńŰŮŦȁŉŰŮŦȹ͞
ȸŎŰŰŮŪůŷŢŭŭŦźȹȂȸŕũŦġ ňųŦŢŵġ ŅŦŵŦŤŵŪŷŦġ ŔũŦųŭŰŤŬġ ŉŰŭŮŦŴȹ̈́̓Ȃྴै
΅λρ·ΗȜْ͈̦דષ̥͕̯ͥͦדȂȸŅŪůŰġ ŅŢůŢȹ͈ಿ༎ْדΟΫνȜȂ
ࣽා́ĳĶਔා࿒̢̹ͬࠞȜΑΠρςͺ͈ྴैȸŃŢţŦȹ̈́̓Ȃঊ̥̓ͣ͜ఱ
૽ْ̦̦́͘ד̱ͥ͛ڢρͼϋΛί̯ͦͥȃ̹͘ۼܢಎ͉ΡτΑͺΛίȆ
ΩȜΞͻ͞ΩΐλζȆΩȜΞͻȂ·ρέΠΟȜ̞̹̈́̓͂̽ͼαϋΠ͜ထ̯ͦ
̞̀ͥȃ
᪥䠖㻝㻝᭶㻞㻣᪥㻔㔠䠅䡚㻝㻞᭶㻝㻟᪥㻔᪥䠅
ሙ䠖㻠㻡㻌㻿㼠㻌㻼㼍㼡㼘㼟㻌㻿㼠㼞㼑㼑㼠㻘㻌㻾㼍㼚㼐㼣㼕㼏㼗㻌
㼃㻱㻮㻦㻌㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼞㼕㼠㼦㼏㼕㼚㼑㼙㼍㼟㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛
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event

11/28~
Sat

ΓϋΑ̦ͥέρϋΑ͈ζȜΉΛΠ

Bastille Market

FREE

;ͻυΫȜ́ĳͅۼളͤȂέρϋΑ͈ȸŃŢŴŵŪŭŭŦȁŎŢųŬŦŵȹ̦ٳट̯ͦ
ͥȃઘ̧̹̀Ωϋ͞βͼΑΠςȜȂ·τȜίȂΙȜΒȂχͼϋུ̈́̓ાέρϋ
Α͈Έσι̦͕̥͐ȂέρϋΑ͈ΧϋΡιͼΡΈΛΒ͞·ρέΠ̈́̓Ȃ
Ķı͐ͅݞႺഝ̦͐ȃέρϋΑ૽Ώϋ΄Ȝ͈ͥ͢ͅΩέȜζϋΑ̈́
̓͜ထ̯̤ͦ̀ͤȂܨ͉̤ͥ́͘έρϋΑȊȁ̤̈́υ͈ે̽͢ͅޙ
͉̀ȂͼαϋΠ͈শ͞ඤယ̦་ࢵ̈́ͥͅાࣣ̜͈ͥ́͜Ḁ̫̯̑ͥ
̞͉ͅমஜܱͅئέͻΏλσŇŢŤŦţŰŰŬ̠̱ͬ͢ږȃ
᪥䠖㻌
㻝㻝᭶㻞㻤᪥㻔ᅵ䠅䡚㻝㻝᭶㻞㻥᪥㻔᪥䠅㻥㼍㼙䡚㻟㼜㼙
ሙ䠖㻌㻌
㻯㼘㼡㼎㻌㼃㼕㼘㼘㼛㼡㼓㼔㼎㼥㻘䚷㻞㻢㻌㻯㼞㼍㼎㼎㼑㼟㻌㻭㼢㼑㻌㼃㼕㼘㼘㼛㼡㼓㼔㼎㼥㻌㻺㼛㼞㼠㼔
㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䠖㻌㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼒㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗㻚㼏㼛㼙㻛㻮㼍㼟㼠㼕㼘㼘㼑㻙㻹㼍㼞㼗㼑㼠㻙㻭㼡㼟㼠㼞㼍㼘㼕㼍㻙㻞㻟㻣㻢㻥㻞㻥㻣㻟㻢㻟㻞㻞㻣㻣㻛

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。
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December 2020

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

ĲıĻııŢŮĮĶĻĴıűŮ
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event

11/29〜
Sun

ξΣȜ·̈́·ςΑζΑΆέΠྖशȊ

Ultimate Christmas Market

FREE

ྀକဟ͂ാဟͅέτΛΏνȆίυΟνȜΑ͞ͺȜΠȂ·ρέΠ̈́̓ͬ์ค̳ͥ
ȸŕũŦȁńŢŮţųŪťŨŦȁŎŢųŬŦŵȁņŒȹ̦ȂĲĲĳĺ͈ဟͅȂ൳ٛા́ȸŖŭŵŪŮŢŵŦȁ
ńũųŪŴŵŮŢŴġ ŎŢųŬŦŵȹͬٳट̳ͥȃ·ςΑζΑγȜθ;Ϳͼ͞ΟτȜΏοϋȂ·ςΑζΑΩȜ
Ξͻ̤͙͈̾͛͘͞ͅۑΟΎȜΠ̈́̓Ȃ̭͈͉·ςΑζΆ֚ٛાོ̦ͥ͘Ȋȁ̻ͧ͜
ͭٛા͉ńŰŷŪťΓȜέ̜́ͤȂַഛ́͜ࠨ࣐̯ͦͥȃఈ͉̥̥́̈́̈́ͅව̞ͣ̈́ξΣȜ·
̈́ΆέΠ͞૧̈́ίυΟνȜΆȂఱ୨̈́૽ͅίτΔϋΠ͙̹̞̥̦̺̠̥ͬ̽̀ͣͧȃ
᪥䠖㻌
㻝㻝᭶㻞㻥᪥㻔᪥䠅㻝㻜㼍㼙䡚
ሙ䠖㻌
㻱㼚㼠㼑㼞㼠㼍㼕㼚㼙㼑㼚㼠㻌㻽㼡㼍㼞㼠㼑㼞㻌䠄㻱㻽㻕䚸㻝㻞㻞䚷㻸㼍㼚㼓㻌㻾㼛㼍㼐䚸㻹㼛㼛㼞㼑㻌㻼㼍㼞㼗
䜶䞁䝖䝸䞊䠖㻌↓ᩱ
㼃㻱㻮㻦䚷㻌㻌 㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼏㼍㼙㼎㼞㼕㼐㼓㼑㼙㼍㼞㼗㼑㼠㼟㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛㼑㼝㻙㼟㼜㼞㼕㼚㼓㻙㼙㼍㼞㼗㼑㼠

こんな時期だからこそ
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event

12/3~
Thu

କષ̥ͣ۷ͥ૧ْדٸऱȊ

Mov'in Boat

αΛΡ̥ͣ۷ْͥדٸऱȸŎŰŷĨŪůġ ŃŦťȹ͞ΡρͼήͼϋΏΥζȸŎŰŷĨŪůġ ńŢųȹ͈ॽ
̦૽̫ڥȂ૧̹̈́ϋΓίΠ͈ΏΥζȆ·ΑβςϋΑͬอນ̱̹ȃ̷͈ྴ͉
ȸŎŰŷĨŪůġ ŃŰŢŵȹȂ̈́ͭ͂କષ̥ͣۻْדર̺͈̠̞͚̱ͬ͂͜ڢą̑δȜΠͬৰ
̧̭ͤͥ͂́ͦ͊͜ȂݴఱέυȜΠ͓̹ͣͦͅ·ͼȜϋͼΒαΛΡ̥͈ͣۻર͜خ
ෝȃ̹͘ŗŊőςͺ̦̯̞͕̥ͦ̀ͥȂুزဥδȜΠ̦̜༷͉ͥͤັ̫̀۷̭ͥ
̧͂́ͥ͜ȃΙΉΛΠ͈์ค͉̳́ͅٳই̯̞͈ͦ̀ͥ́Ȃ̭͈ܥ̤ٛͬࡉ൪̱̩̈́Ȋ
᪥䠖㻝㻞᭶㻟᪥㻔ᮌ䠅䡚㻞㻜㻞㻝ᖺ㻟᭶㻞㻝᪥㻔᪥䠅
ሙ䠖㻰㼍㼞㼘㼕㼚㼓㻌㻴㼍㼞㼎㼛㼡㼞㻘㻌㻯㼛㼏㼗㼘㼑㻌㻮㼍㼥
䝏䜿䝑䝖䠖ᡭ₈䛞䝪䞊䝖㻐㻝㻝㻥㻚㻥㻜㻌㼜㼑㼞㻌㼎㼛㼍㼠㻌㻔㻠ே䜎䛷䠅䚸䜽䜲䞊䞁䝃䜲䝈䝧䝑䝗㻌㻐㻥㻥㻚㻥㻜㻌㼒㼛㼞㻌㻞㻌㼜㼑㼛㼜㼘㼑䚸㻐㻝㻜㻥㻚㻥㻜㻌
㼒㼛㼞㻌㻟㻌㼜㼑㼛㼜㼘㼑䚸㼂㻵㻼䜶䝸䜰㻐㻝㻠㻥㻚㻥㻜㻌㼒㼛㼞㻌㻞㻌㼜㼑㼛㼜㼘㼑䚸㻐㻝㻢㻥㻚㻥㻜㻌㼒㼛㼞㻌㻟㻌㼜㼑㼛㼜㼘㼑䚸㻮㼅㻻䝪䞊䝖㻐㻠㻥㻚㻥㻜䠄ேᩘไ㝈䛺䛧䠅
㼃㻱㻮㻦䚷㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼙㼛㼢㼕㼚㼎㼛㼍㼠㻚㼏㼛㼙㻛

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
汚さず、傷
！
安 心！
で
の
ぶ
運

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！
ご
で
料
無

☆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

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！

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
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Ļ$160İĲশۼ
ྎĻ$190İĲশۼ
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0404 007 778

0434 022 823

ൌ

ガー B O X
エコハン 供！
提 ！
ご
で
無料

・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

＄１５０〜
＄３５０〜

www.riverexpress.com.au
ĲĳİĶķķġňŢųťŦůŦųŴġœťįĭġ
łŭŦŹŢůťųŪŢġŏŔŘġĳıĲĶ
ġŪůŧŰŁųŪŷŦųŦŹűųŦŴŴįŤŰŮįŢŶ

event

12/4~
Fri

·ςΑζΑܨͬྖݎȊ

The Rocks Christmas Markets

Ⴄঃ૬̞υΛ·Α͈ΑΠςȜΠ̦·ςΑζᾼ֚Ȋȁۼܢಎྀ͈߄ဟ̥ͣဟ
̥̫̀ͅٳट̯ͦͥȸńũųŪŴŵŮŢŴġ ŎŢųŬŦŵŴȹ͉́Ȃ·ςΑζΑΆέΠ͞ΑͼȜΜ̈́̓Ȃఉ
ਅఉအ͈Ⴚഝ̦Ⴒ͕̥̈́ͥȂυΛ·Α͈̞̹̭͉ͥ͂ͧ́ηνȜΐΏλϋ͞ͺȜΞͻΑΠ
̦·ςΑζΑȆΩέȜζϋΑͬႺȃ̹͘ίτͼέͿͺȆΑΠςȜΠ͈ཤ͉ȂΐϋΈσ
ασȆυΛ·ȆΑΞȜΏοῧ̈́ͤȂ·ςΑζΑ͈ެͬு́ͥ߄͈ഩ৬ȶυΛ·ΑȆ·Α
ίτΑȷ̧̭̦͈ͥ͂́ͥ́ͅȂܱැज़͉ͅגडഐȊȁ̹͘·ςΑζΑͼή͈࿐ဟ͉ͅȂ
අ༆ͅȸńũųŪŴŵŮŢŴġņŷŦġŎŢųŬŦŵȹ͜ٳट̯͈ͦͥ́ȂρΑΠηΣΛΜȆΏοΛάϋΈ̶͌ͅȊ
᪥䠖䚷㻝㻞᭶㻠᪥㻔㔠䠅䡚㻝㻞᭶㻞㻠᪥㻔ᮌ䠅䚷㔠䞉ᅵ㻝㻜㼍㼙䡚㻤㼜㼙㻌᪥㻝㻜㼍㼙䡚㻡㼜㼙
ሙ䠖䚷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㼏㼔㼞㼕㼟㼠㼙㼍㼟

！
新登場

ζθΒέȜΡ͉Ȃ
ز̮ڎ́͘ో౿̱̳͘Ȋ

̱̩͉͜ıĵĳıġĸĹĺġĹĹĴĩŔŎŔ͈͙Ī
ၳȇĥĶ
τΑΠρϋ̥͈̮ͣಕȂ̤࿚̵ࣣ͉Ȃ
ުא൚ȇఊനΠκȁıĵĳĵġĸĹĹġĹıĲȁ́͘

配達日

最短で翌日!!
ȺηΣζθȜΘȜȻĥĶıȂ
ΉȜ΅̤͞ং͈ȜΘȜ͉̱̀ͅ۾ȂζθΒ͈ȜΘȜɐĴıȼڎ̳͂̈́ͤ͘ȃ
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www.mumsfood.com.au

ൌ

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

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

̮ಕ༹༷ȇ

feature

特集1

私たちはコロナ禍のなかで、
こうポジティブに変化しました

2020年、それは誰もが一生忘れることのない、1年だったので
はないでしょうか。
しかしそんなコロナ禍でも、新たなことに
チャレンジした方、ビジネスモデルの転換に踏み切った方、コ
ロナの逆行に立ち向かいアクションを起こした方も多くいまし
た。今月の特集は、新年への希望も込めて、コロナ禍をポジ
ティブに過ごした、
これからのWithコロナの時代のお手本とも
いえる、日本人コミュニティの方たちが主役です！

012
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ŘőŎ͉̤ܱئഝ́৾ͤե̤̳̽̀ͤ͘ȃ
■

■
■
■
■
■

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

https://www.youtube.com/watch?v=FrbVodFyHBY&feature=youtu.be

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

１０

Ών;ζͼ͞ᴹঊ͜ఱ૽ܨȊ
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
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ht
動画はコチラから https://www.youtube.com/watch?v=fN6ZTU5S3BQ&feature=youtu.be






「We can get through this together」
を合言葉に動画作成
シドニーさくらきっずチアリーダーズ
Instagram:sydney̲sakurakids̲cheerleaders

ロックダウンにより、チームとしての練
習ができなくなった上に、
ラグビー日本代
表の試合応援パフォーマンスをはじめ、
出演予定だったイベントが次々とキャン
セルとなってしまった「シドニーさくらきっ
ずチアリーダーズ」。子供たちのモチベー
ションを保ち、
また「チームのみんなは同
じ気持ちでつながっている、
みんなで乗り
越えよう！」
との想いから、ポンポンをつな
いでいく動画を作ることを思いついた、代
表のポロック・亜希子さん。

味である、観る者を惹きつけ、元気づけ
るものでした。
この自粛期間を通じ、
「チアリーダー
として、
どんなときでも前を向いて、笑顔
で周りの人を元気にできる人であろう」
という意識を、子供たちから今まで以上
に感じるようになったそうです。
また練
習やパフォーマンスなど、普段当たり前
と思っていたことが、
「どんなにありがた
いことなのか」
と改めて感じ、
「周りへの
感謝の気持ちが大きくなりました」
と振

完成した作品は、まさにチアの醍醐 り返ります。
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feature






プールが使えないなら
「海で泳ぐしかない！」
120日間休むことなく泳いだ
鬼頭家の最強ツインズ
https://narrabeensc.swimming.org.au/default.aspx

弊誌連載「水泳魂」のコラムニストで、
自身のスイミングクラブ「ナラビーン・ス
イミング」
を運営する鬼頭亮さん。
トップ
レベルのスイマーとして活躍する3人の
父親でもあります。
これまで毎日欠かさ
ずトレーニングを行ってきた水泳一家に
とって、
プールの閉鎖は今まで積み重ね
てきた努力が崩れてしまうことを意味し
「泳げるのは海しかない！」
と、
ト
ました。
レーニングの場を海へと移動したのは4
月のこと。
父親からの挑戦を受けたのは、12歳
015

の双子シドニー君とスカイちゃんです。
コースはその日の天気によって変更して
いたそうで、例えば、
シェリービーチからマ
ンリービーチ、
そしてシェリービーチに再び
戻る、
というどれも長距離です。友達も
加わり、
お互いを励まし合い、土日も休ま
ず、泳いでいるうちに、
「連続記録は途絶
えられない！」と、アスリート魂に火がつ
き、記録は120日の連続スイムでした。真
冬の朝も泳ぎ続けたツインズは「精神的
に鍛えられた」
と鬼頭さんは言います。
今後の大会での成果が楽しみですね！

December 2020

feature

動画は
コチラから






「縮小するのではなく、
チャレンジする道を選びました」
留学エージェントMorrow World代表・諸澤良幸さん
https://englead.jp/

海 外 留 学をサポートする留 学エー
ジ ェ ント が メ イ ン 事 業 で あ っ た
『Morrow World』。
コロナの影響で入
国規制がかかるなか、
「これまで支えて
くださったお客様と、苦楽をともにして
きたスタッフのことを考え、留学事業を
縮小するのではなく雇用を増やし、同
時に新たな事業をスタートすることに
チャレンジする道を選びました」
と代表
の諸澤良幸さん。はじめたのはオンラ
インの英語コーチング『ENGLEAD』。英

語学習者の目的・レベル・苦手分野な
どを専属コーチが分析・把握した上で、
ひとり一人に合ったカリキュラムやスケ
ジュールを管理し、短期間で英語力の
向上に導く“英語のパーソナルトレーニ
ング”のようなサービスです。場所を選
ばず、
コンタクトレスで学べるこのスタ
イルは、今後のWithコロナの時代、そ
してポストコロナの時代を見据えたビ
ジネスの転 換といえるのではないで
しょうか。
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動画は
コチラから






「Stay at Homeを
少しでも楽しめるように」動画作成
プロフェッショナルサッカー選手 田中景子さん

元サッカーなでしこリーガーである
田中 景 子 選 手が 、新たなチャレンジ
の 舞 台として選んだシドニーに舞い
降りたのは 2 0 2 0 年 1 月。
しかしその
2ヵ月後には、コロナによるロックダウ
ンで、練 習も試 合もできなくなる状
況に。
しかしそんな中でも、自宅で楽
しめる動 画を創りたいと、サッカーの
チ ャレ ン ジ 動 画 、
「K e i k o ' s
C h a l l e n g e」をスタート。英 語は 得 意
でないという田中さんですが、動画は
英 語で制 作されるというチャレンジ
精 神です。
「サッカーのスキル動 画と

してもよし、ポンコツ英 語を楽しんで
もらうもよし、私の成 長を見 守ってく
れるもよし。
こんな動画でも良いんだ
と 勇 気 を 持ってもよし 。たまには 、
笑ってくれてもよし」と語る田中さん
ですが、最近はサッカースキルに限ら
ず、いろんなものにチャレンジし、
「み
なさんに元気を届けられたら」
と願っ
ています。コロナ禍をポジティブに乗
り切った田中さんは「 G l a d e s v i l l e
Ravens Womens NPL Football」に
移籍し、シドニーでのサッカーチャレン
ジ2年目に突入しようとしています。
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https://youtu.be/oOC002ywuhE

動画は
コチラから






「長期の休暇ができた！ときっぱり割り切って」

ピンチをチャンスに
山田宇人さん / Instagram:hiroto̲link

コロナの影響により、4月から7月か
けて本 業の仕 事がほとんど入らなく
なったという山田宇人さん。業務の性
質 上、仕 事が 戻るまでに時 間がかか
る、と早い段 階で判 断し、
「長期の休
暇 ができた！ときっぱり割り切って、
以前より本 格 的に勉 強したいと考え
ていた動画制作に打ち込みました」。
また「最初からマネタイズを見据えて
行動しました」
という山田さんは、SNS

で本格的に動画作成を始めたことを
宣 伝したほか 、プライベートで 制 作
し、シェアした動 画も、自分 のポート
フォリオとして他人に評価されること
を意 識しながらクオリティにこだわり
ました。結 果 、現 在ではコンスタント
に制 作 依 頼を受けるようになったと
いう、まさにピンチをチャンスに変え
た大成功例です！
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アキさんの
ノリノリ動画は
コチラから！
！






エクササイズを通して
元気になってもらいたい
ZumbaインストラクターAkiさん
https://www.facebook.com/aaakim11

ロックダウン初日にテストライブを行
い、翌日からいち早くオンラインでZumba
のクラスを始めたインストラクターのAki
さん。
「生徒からエクササイズを奪いた
くない、職を失われた方たちに、自宅で
Zumbaをして元気になってほしい、そ
の一心でした」。
今となってはオンラインクラスが
“ニューノーマル”となりましたが、
当時は
フィットネスのオンラインクラスの例が
ほぼなく、告知から、
自宅スタジオ、免責
をどうするかなど、
「すべてがゼロからの
スタートで大変でした」
と振り返ります。

そして始めたのが、週3回の「寄付ベー
スの無料クラス」。参加者の中には「有
料にして！」
とのリクエストもあったそうで
すが、職を失った人、収入が減った人た
ちにはエクササイズを通じて
「心身の健
康を維持してほしい」
「少しでも体を動
かしてスッキリしてほしい」
との願いがあ
りました。
そして現在でも、諸事情によりジムに
行けない方、子育て中の方、ひとりで
レッスンを受けたい方、地方の方へ向け
てオンラインクラスを継続しているそう
です。
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クルーズ旅行がダメなら
ボートを買おう！
遊びの達人 神宮ファミリー

以前から楽しみにしていたクルーズ旅
行がキャンセルになり、大好きな海外旅
行もいつ再開できるかわからない状況
の中、神宮一家はひらめきました。
「だっ
たらボートを買おう！」。
もちろん、ボート
に乗るにはライセンスが必要とのこと
で、夫婦そろってライセンスの取得へ。
驚くのは、
クルーズがキャンセルされた、
その1ヵ月後にはライセンスを取得して
いたという行動力。

宮優也さんは、ボート購入をきっかけに
子どもたちも魚のさばき方や料理の本
に興味を示すようにもなったといいま
す。
そして何よりも、家族からは「パパ元
気になったね」
と言われるそうです。

ウェイクボートや釣りなど、
「週末の過
ごし方がガラッと変わりました」
と語る神
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「スタジオと生徒を繋げる」ために
オンラインでキッズのコンペを開催！
Dancekool Studio代表 Hidebooさん
https://www.dancekool.com/

仲間とともに同じ空間で、顔を合わ
せながらひとつの作品を創りがあげてい
くダンス。
しかし、
そのすべてができなく
なってしまったロックダウン直後、
「スタ
ジオと生徒を繋ぎたい」
とオンラインク
ラスをスタート。
また日々の生活に刺激
がなくなってしまった子供たちに目標を
持ってもらいたいと、インスタグラムを
利用してダンスのコンペも開催しまし
た。
そしてコロナの状況が一旦収まりつ
つあった8月にはコロナの安全対策を徹

底した無観客コンペを開催するなど、
ダ
ンサーたちのモチベーションを維持し、
繋がっていられるようなあらゆるイベン
トを試行錯誤して行ってきました。
「なん
らかの目標がないと、
ダンサーは前に
進めないので」
と、
とにかく前だけを見
てコロナ禍を過ごされました。
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また個人的にはランニングやヨガ、読
書など、普段なかなかない時間を有意
義に使い、DJのスキルアップもできたそ
うです。
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シングル「Sushi in Tokyo」で日本デビュー


'91$

【ダーナ】

ゴ ー ルドコースト出 身 のインディ歌 手 D V N A（ダ ーナ）
が、シングル「Sushi in Tokyo」で日本デビューを果た
した。豪歌手、
トーンズ・アンド・アイやミッシー・ヒガンズ
を発 掘したことでも知られる「トリプルJアンアースド」が
注目する期 待の新 星に、これまでの活 動や日本デビュー
について語ってもらった。
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視聴できます☝
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DVNA今後のツアー予定

ȶΩϋΟηΛ·ུ͉൚ͅఱ་̺̹̽
1月22日(金）Beaches Hotel, Thirroul

̫̓Ȃࣽ́͘൚̹ͤஜ̜̹́̽Ȃໍర

1月23日(土）The Chippo Hotel, Sydney

ͅၛ̭̦̺̫̳̱̞̭̾͂̓ͦ͊ͣ͂

1月2 4日(日）C a m b r i d g e W a r e h o u s e ,

̥Ḁ̑ͣۜ৫̧̠̹́ͥ̈́̽͢ͅȃ̷

Newcastle

ུ͉͈̹̫ͦ̿ͅܨ൚̥̹̽ͩ͢ͅȷ

ɦυ̦ͤ͢ͅ་ࢵ̈́ͥͅخෝ
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ြාĲ͉ͅΏΡΣȜ͈́ρͼήͬ
ထ̱̤̀ͤȂ̻ͧͭ͜Ȃུ̞̥͉̾

Proﬁle：DVNA
（ダーナ）

́͜ρͼή࣐̞̹̞̠ͬ͂ܐȃ

ゴールドコースト出身のシティ・ポップ・シン
ガー。ミュージシャンの両親のもとに生ま
れ 、幼いころから音楽に携わる。2018年、
「Girl On The Move」でデビュー。翌年には
「Looking Like A Snack」で「ゴールドコース
ト・ミュージックアワード」の最優秀曲を受
賞。
「Laneway Festival」や「BIGSOUND
2019」など、メジャーフェスに出演し、2020
年 に は「トリプル Jアンアースド」の 1月の
フィーチャーアーティストに選考される。同
年7月、
「Sushi in Tokyo」で日本デビュー。

ȶȸŔŶŴũŪġ Ūůġ ŕŰŬźŰȹͬष́ͅނ
̠ظȂ̷࡛ͭ̈́എ̈́ఘࡑ̧̦́ͥ
͂এ̠͂Ȃུ൚ͅχ·χ·̳ͥͩȊȷ
ࣽࢃ͉ΜͺȜ͈ࣣͅۼȂެैͤͅ႗
͚ȃȶņő̱̹̥͉̩̹͙ͬͣ̽̀̈́ݝ
̞͈ȃ̞̩̹̫ͩ̈́ߗ̜ͤͬ͘ۼȷȃ
ষ͈ै̞̞͙̾̀̀ͥ͂ͅȂ

Instagram / @danadoingthingss
Facebook / @danadoingthingss

ȶ̠ȜͭȂ૧̱̞ͺΩȜΠ֨̽ͅק
̳̭̥̱͂ͣȃ̳͓̦̀ఁ̩̽̀̈́̀
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修繕工事依頼方法が
シーズナブル
アメリカ・マサチューセッツ州アトルボ てくれなかったという。多くの穴を自分で
ロ在住のケヴィン・マーティンさんは、11月 埋めようかとも考えたが、国道1号線の交
7日の夜、アレン通り付近の国道1号線を夕 通量は多く、危険な作業になってしまうた
飯を買うために車で走っていた。しかし、 め、繰り返し市に連絡をしていたそうだ。
同国道の表面には、以前からいくつもの陥 しかし、流石に、うんざりしたケヴィンさん
没があることが有名で、この日も穴の上を は遂に抗議を行うことにした。同月9日の
走ってしまったことでタイヤは擦り減り、ダ 交通量の少ない早朝に、ケヴィンさんは問
メージを受けてしまった。しょうがなくタ 題の国道へ向かい、赤いリボンをあしらっ
イヤを修理に出すと、600ドル（約6万3千 た小さくて可愛いクリスマスツリーを穴へ
円）の請求が来たそうだ。ケヴィンさん と植えていったのだった。ケヴィンさんの
は、自分だけでなく他人も絶対にこの道路 この行動により、遂に、同日の午後には市
に困っていると思い、それまでに市へ何度 が動き、クリスマスツリーの撤去と、穴の
も補修依頼をしていたが、まったく何もし 修繕工事が行われたそうだ。

深刻な問題へ

食事のアドバイスを受けたり、さまざまな
検査を行なってみたが、結局、匂いの原因

海外掲示板サイト「レディット」に、10月 は突き止められなかった。そして、５週間
30日、ある女性によって、投稿された内容 後、女性は「こんな臭すぎるオナラをたく
が注目を集めていることを、
「ミラー」など さんするなんて、内臓が腐ってるのかもし
が報じている。ある日、女性が、夫と家で れない。きっと深刻な病気だわ」と、ジェ
食事をしていたときに、突然、卵の腐った リーへ対する過度の心配とストレスで、大
ような臭いがしてきたそうだ。女性は、妊 号泣してしまったという。すると、
その姿を
娠中のため、特に臭いに敏感で、耐えられ 見た夫が気まずそうに、
「あのオナラ…実
ずに寝室へ逃げ込んだ。すると夫がやって は…僕だったんだ」と、衝撃の告白をし
きて、飼い犬のジェリーがオナラをしたか た。女性の怒りは凄まじく、夫は家を追い
らだと伝えた。しかし、その強烈な臭いは 出され、しばらく、友人の家で泊まるほど
頻繁に登場してくるのだった。女性は、 の深刻な問題になったという。ちなみに犬
ジェリーの健康に問題があるのではと思 の検査費用などによる無駄な出費は、数
い、動物病院へ連れて行った。獣医からは 千ポンド（数十万円）にも上ったらしい。
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ΏΡΣȜ͈̹͚̱ͬ͛ڢϋΗιΟΐΗσβȜΩȜ

Japanese Entertainment Paper

ȶΙͺȜΒȷ

グッドフー ド ガイドでワンハットシェフに返 り咲いた

Robata Grill

犬 飼 春 信 と︑花 倉 嗣 文 が 仕 上 げる︑

楽

今 年で最 後の和 洋 折 衷

ハットおせち2 0 2 1

advertisement

先 行 受 付 開 始！
！
Gaku特製三段重

一の重

二の重

三の重

和洋折衷
ハットおせち
2021

黒豆

トコブシ

鴨胸肉の燻製

栗きんとん

車海老

焼豚

いくら

和牛コーンビーフ

和牛生ハム

イイダコのマリネ

(Marbling score 6+)

トリュフのサラミ

フォアグラの西京漬け

シチリア産オリーブ

トリュフのコロッケ

野菜のピクルス

３２０ドル 100セット限定

ずわい蟹のフェンネル和え タスマニア産サーモンのマリネ
帆立貝の湯引き 山葵風味 銀むつの西京焼き
特製玉子焼き

ローストビーフ

ピックアップ：12月31日 11am~2pm

予約方法：メールのみ gaku.robata@gmail.com

Gaku Robata Grill

お問い合わせ：(02) 9380 2145

Shop 2, 132 Darlinghurst Rd., Darlinghurst

お支払い：現金のみ、当日受け渡し時
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ク リスマスケ ー キ
ご 予 約 承 り ま す！

advertisement

ĳıĳı
クリスマスケーキのオーダーは前日までにお願いいたします。

$44
$50
$58
$66
$145
$86
$120
$160

お客様のご要望に合わせてアレンジいたしますので、
お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳しくはウェブサイト：www.fujibakery.com.au
姉川商店でのケーキ注文、
引き渡しも可能です。

$44
$52
$60
$68
$155
$88
$125
$170

$44
$52
$60
$68
$155
$88
$125
$170

$46
$54
$62
$70
$165
$92
$135
$175

ාྎාইުݝȇġ ĲĳĳĶȪ߄ȫȡĲķȪକȫȂĲĸͤ͢ુުא

写真はイメージです。実際の商品とは異なります。

年末年始 休業のお知らせ：12月25日、1月1日
本年は格別のお引き立て
誠にありがとうございました。
新年もよろしくお願い申し上げます。
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２ ０ ２ ０ 年 を ︑頑 張って
乗 り 越 えた ご褒 美に

居酒屋侍謹製

二段重おせち

限定

120ドル

20セット

お引渡し時間

日 午後1時〜午後4時

31

advertisement

120セット限定
ご予約は
お早めに！
写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

120セット数量限定/250ドルをご用意！
ご注文の受付中！
ちらし寿司を加えて三段にボリュームアップ、
お正月にふさわしい縁起の良い祝い肴を多
彩に詰め合わせました。伝統の技が光る和洋折衷のおせちは、大人からお子様まで家族
みんなでお召し上がりいただけます。

●ご予約方法

●おせち受け渡し日時
12月31日
（木）午前10時頃からお渡し開始予定

■オンライン：

（詳細はご予約時にお伝えします）

■電話：

●おせち引き取り場所

(02) 9211-3038

受付時間：11月9日以降、10amから12amまで

所在地：55 Dixon Street, Haymarket

※オンラインでご注文後、2営業日以内にご確認のお電話を
いたします。

【アーターモン】Mumʼs Food
所在地：Unit4/2-6 Waltham Street, Artarmon

おせちの内容やデザインは、当日の仕入れ状況により一
部変更になる場合がございます。あらかじめご了承くだ
さい。
三段重のうち、一段は特選海鮮ちらし寿司となります。予
めご了承下さいますようお願い申し上げます。

☞こちらから

「Bar & Grill Yebisu」
まで

【チャイナタウン】Bar & Grill Yebisu

「2021年特製三段おせち」の注意事項

オンラインまたは電話にて
は電話にて

※電話のさいにおせちの数量、おせちの引き取り場所を左記
の2ヵ所から指定してください。

おせちの配達は行っておりませんので、あらかじめご了
承ください。
おせち代金をクレジットカードやエフトポスでお支払い
の場合、手数料がかかりますので、あらかじめご了承くだ
さい。
おせちの受け取り場所は変更となる場合がありますが、
そのさいには、
あらかじめ店舗からご連絡いたします。
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その他、おせちについてのご質問・お問い合せは「Bar &
Grill Yebisu」店（ 02-9211-3038 ）へご連絡ください。
今年のお重（容器）を保管していただいたお客様には、
来年（2021年末）のご注文のさいに少しでもコストを還
元できるよう最善を尽くす所存です。

bar

ŃŢŨůŢġńŢŶťŢġİġĳĵ
ͺϋΙοΫ΄ȜςΛ·ΟͻΛί͚̱́ڢΨȜΣλȆ;Θ

今月のバー

૧ΐλΩΣȜΒ;ͻΑ΅ȜΨȜ̦ഴા

ȸNodaya Dining Barȹ

㻝㻢㻙㻟㻜㻌㻮㼡㼚㼚㻌㻿㼠㻚㻘㻌㻼㼥㼞㼙㼛㼚㼠
Ⴀᴗ㛫䠖㻌
᭶䡚ᅵ㻌㻣㼜㼙䡚㼠㼕㼘㼘㻌㼘㼍㼠㼑
㼣㼣㼣㻚㼚㼛㼐㼍㼥㼍㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡

ȸ५ॄȹȂȸޣȹȂȸฒਗȹ̈́̓ϋΠςȜ

σίτȜΠ̦͐ȃ̷͈ĳ̦̭̾ͩͥ͂

ࠏ͈ාయ༆;ͻΑ΅Ȝ͉̲ͬ͛Ȃಅ೧͞

́Ȃౙఘ͉́එ̥̞̈́Ȃ૧̹̈́ͥྙ̱̯

ဒঌ͈̈́̓ΣΛࠏȂ̷̱̀Ȃ͕͈̥ͅ༺

̦༷͙̱͞ڢ̞̠̫̺ͦͥ͂ͩ͘ȃ

େ̵̲̯͙࢛͈ͬۜͥ֩ȸࠟȹȂౖ͈໓
ྙ̦̞̱ڢȸߒΉڡȹ͞ȸ௬ȹ̈́̓Ȃ໙ࢩ
̞τϋΐ͈Ȃࡕ̯̹ͦΐλΩΣȜΒ
;ͻΑ΅Ȝ̦̱ͥ͛ڢΧͼΟͻϋΈΨȜ
ȸŏŰťŢźŢġ ŅŪůŪůŨġ ŃŢųȹ̦ĲĲĲĳȂά
ͺκϋΠͅഴા̱̹ȃ
ΏΡΣȜ́Ⴧ༘ͼΠ·ρήȸ·τΓϋ
ΠȹͬĴıාͅള̧̹̱ͤ̀אനέη

ŕŶůŢġİġĳı
ΗσΗσ໓ΥΆΠυͬ٬ధ̵͈̤̀ͅࢡ͙͈ྙ͂͂͜ͅ

ςȜ͈ಿΪυঙ̦;ͻΑ΅Ȝͬࡕ̱Ȃ
Ⴏ̯̹ͦਫ਼ै́ΈρΑ͒͂ಕ̪ȃέȜΡ͉

Ρςϋ·͉;ͻΑ΅Ȝո͜ͅٸ͈ίτη

ȸœŢŪŵŢġŏŰťŢġńũŦŧĨŴġŌŪŵŤũŦůȹ͈ဿఊΏͿέ

ͺθκσΜ͉̲ͬ͛ȂΏλϋΩϋ͞χͼϋȂ

̦ࣉմ̱̹ςΐςΞͻ̜͏ͦͥΑκȜ

ུਈȂઘಙȂਈ̈́̓͜ဥփ̱̞̀ͥȃ
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cafe

༎ਬ໐ࢄဥోġ̵̻ࣣͩ́ঀ̠ńłŇņġĲıĵࡌ࿒

εΛί́خՔ̞ρηϋΠϋ͈་ݩا

Tokyo
Lamington
㻸㼑㼢㼑㼘㻌㻟㻛㻥㻌㻴㼍㼥㻌㻿㼠㻚㻘㻌㻴㼍㼥㼙㼍㼞㼗㼑㼠
㻻㼜㼑㼚㻌㻣㻌㻰㼍㼥㼟䚷㻝㻝㼍㼙䡚㻥㼜㼙
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼠㼛㼗㼥㼛㼘㼍㼙㼕㼚㼓㼠㼛㼚㻚㼏㼛㼙㻛

ȜΑΠρςͺͬయນ̳ͥഥൡഎΟ
ΎȜΠȂρηϋΠϋȃΑεϋΐΉȜ΅ͬΙο
τȜΠ́ȜΞͻϋΈ̱ȂΛΜ́͘

ĳıĳıාȃ̷͈̳͓̦̀ฒঞ̱̈́̽̀ͅ

̳͐Ȃ̞̹̽̀Ώϋίσ̈́ΑͼȜΜ̺̦Ȃ

̧̹̽͂͘Ȃȶ̥̱̫́̈́̈́ͦ͊͜ͅȷ͂

̷͈Ώϋίσ̢̯̦͠ͅȂ̜ͣͥ͠ྙ͈

ȸŕŰŬźŰġōŢŮŪůŨŰŵůȹͬȜίϋ̱̹ȃ

་̧̥̞͉͈̦͂̈́́ͥ́ݩاএ̞̾
̞̹͈̦ȂȸŃŭŢŤŬȁŔŵŢųȁőŢŴŵųźȹ͈ࡓΩ

ΙͺȜΒ༎ਬ໐͈̤͉͛ۑȂΠρΟͻ

ΞͻΏͿȂΟͻȆΑΙνχȜΠ̯ͭ͂Ȃȸŏĳġ

Ώοσ̈́ΛΜ͈యͩͤͅιτϋ

ņŹŵųŦŮŦġ ňŦŭŢŵŰȹ͈ު৪̜́ͥηϋȆ

Ί́༫̺ͭȂဂঊȜΡව͈ͤρηϋΠ

Ιλͼ̯ͭȃུြ̜́ͦ͊ࡼނႊ́

ϋȃဂঊ͈ࣝͤ͂ઙ̬࿒̫ͬ̾̀έχέ

ȜΑΠρςͺΙȜθ͈ΉͼΗςϋΈͬ

χͅॽષ̬̹ιτϋΊ͈̦ۜພ͙̾

൚̱̹ͤȂΏϋ΄εȜσ̤ͅഝ̱̹ͬͤ

̧ȃ̭̻͉ͣĲ͈ࡢତ̦ࡠ̞ͣͦ̀ͥ

͂Ȃ٬ݶͬٸതͅڰ൲̴̳͉̺̹ͥ̽

்͈̤̤͉༷͈́͛͛ͅݥȊ

Fairy Bread Popcorn

Rose & Strawberry
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20
20

格安SIMプランなら

の
余裕

$32

月々

祝 周年！

大容量
データ付き！

祝 周年！

ニッテルの
シムのみプランは

30

ġ
̬ᄕ
လ
െ

30
൚
॔༕༕൚
Ψ

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
！

フェイスブック

いいね

GB
GB ＄10.00
GB

押してくれた方に 10GBプレゼント！

※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)

※10GB契約+フェイスブックキャンペーン適用時

11：00〜14：00

(キッチン終了)

ŘŦŭŤŰŮŦġŵŰġȜΑΠρςͺġΣΛΞσ͉͙̯͈̈́ͭ૧ͬڰ؊̳̱͘׳Ȋ

ᦠᖏ㟁ヰ࣭㏻ಙᑓ㛛ᗑ

(02) 9264 0711

月〜金12:00 - 18:00 (土日祝休み）http://www.nittel.net/au

9.00

※ 詰め合わせボックス
弁当は14：00より販売
弁
開
開始。売り切れ次第終了

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

シドニー店

営業時間：月〜金
営

地下フードコート 303 Pitt Street, Sydney

各＄

地下フードコート
ート 303 Pitt Street, Sydney

隔離期間は

ౝ̱͇̀♥

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

؊༡୶ȇŪůŧŰŁŤũŦŦųŴįŤŰŮįŢŶ
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♪

η·͉ٯအ͈ ȶ଼ಿȷ͂ȶྪȷ͈࡛̤ͬഥ̞̞̹̱̳͘Ȋ

クリック☝

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！

ＥＭｉＣ

R

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!

V

ecommended ৾ૅৼ

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

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!

・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）

isa

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

②学生ビザ代行申請が無料！

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

エミク・オーストラリアンビザネット
Suite 29, Level 17, 327 Pitt St.,
ビザ情報は

www.visanet.com.au

④しっかりアフターサポート！

ુ͈ڠΫΎ૭́Ȃη·̱ͬ̀ࢵͅુ ࢷڠ૧̯ͦͥ֊ྦྷ༹ȃਖڠಎ͉ȂΫΎϋσ
̤ͬ૭̱ࣺ͙͈༷ࡠ̳̈́ͤ͘ͅȃ
ΗϋΠ͈ड૧ΫΎͬྫၳ̫̳́ͣͦ͘ȃ

・学生ビザ申請に必要な書類、CoEの取得が$０〜$500の学校

1911

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〜）

お問い合わせは日本語でお気軽に TEL：(02) 9264

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！

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
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Line: ausvisaemic
スカイプ ID：emic̲01

あなたもエミクに
相談してみませんか？
E-mail：emic@visanet.com.au

restaurant

今月のレストラン

㻝㻢㻌㻲㼛㼟㼠㼑㼞㻌㻿㼠㻚㻘㻌㻿㼡㼞㼞㼥㻌㻴㼕㼘㼘㼟㻌
㻔㻜㻞㻕㻌㻥㻞㻤㻜㻌㻟㻟㻥㻡
㻻㼜㼑㼚㻌㻣㻌㻰㼍㼥㼟
᭶䡚ᮌ䚷㻢㼜㼙䡚㻸㼍㼠㼑
㔠䞉ᅵ䚷㻝㻞㼜㼙䡚㻟㼜㼙㻛㻡㼜㼙䡚㻸㼍㼠㼑
᪥䚷㻝㻞㼜㼙䡚㻟㼜㼙㻛㻡㼜㼙䡚㻝㻜㼜㼙
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼚㼛㼙㼍㼐㼣㼕㼚㼑㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛

試練を乗り越えて復活した
メディテレーニアン

Nomad

ĳıĲĺා̧̹ܳͅغब֚ͤ͢ͅ

̥͈૽ܨΟͻΛΏνͬॼ̱̾̾Ȃι

শഎ֊ഢͬဒܻ̩̯̈́ͦȂ̷͈

ΣνȜ͉͕͖ఢ̢ȃΨρΞͻ

ତύࢃ͉ͅυͥ͢ͅυΛ·

ཅີ̈́χͼϋ̢ͅحȂऺ̧́͜

Θ;ῧ̞̠ȂদႯͬఛ̢̧̹̀

̺̫ͥυȜσ̥ͣॽව̠ͦͥ͢

ςȜΪσΒ͈૽ܨιΟͻΞτȜ

̦̫̞̀ͥͅȂυȜσՔ֜ͅ

ΣͺϋȸŏŰŮŢťȹ̦Ȃྖ̱ͬ̀Ȃ

̹ͦΘͼȜ̺ȃ

ςΐσΑεΛΠͅ໘̹̱ڰȃ൚
ഝͬང̹̭̦̜༷͉ͦ͂ͥͅතஅ
͙૬̞;ΛΡͬ͞ߓز̹̱ͅܖ
ΟȜσ̦ॼͤȂĴı૽̦خෝ
̈́ݴఱ̈́;ϋΗȜ̥͉ͣȂΏͿ
έ̦ΙλȜσͬঀဥ̱̀ၑ̳
ͥউ̧͙̭ͬͥ͂́ͥ͜ȃ̞̩̾
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restaurant

今月の一品

Yachiyo Japanese Bistro

Miso Wagyu Hot Pot Gozen

΅ϋΈΑ·υΆུ૽͉̻ͧ͜
ͭυȜσ̥ͣͬ͜ਬ͛ͥȸส
୷యȹȃਅঊോ͈̩̯̈́ܨȜ
ȜΏͿέ̦Ȃ;ϋΗȜ̱́ק՜ͥ
̵̤̥͘ং͞૧̈́ঁͬ͛ݥ
̀Ȃͅࡕ̱̞ಛह֥̥͈̦ͣ
̩ޑȂ̹͘υոஜ͉ఈਗ̥ͣངͦ
ͥુႲ͈ݖউ̜̹̽͜ȃυ·ρͼ
ΏΑडಎͅȂࢩ̩̹̈́̽૧ഝ༘͒͂
֊൲̱̹൚ഝ̺̦Ȃ̷͈ႁ̞́͘
้͉́େഝͅ༐ͤृ̞̞̀ͥȃ

㻟㻠㻢㻌㼂㼕㼏㼠㼛㼞㼕㼍㻌㻿㼠㻘㻌㻰㼍㼞㼘㼕㼚㼓㼔㼡㼞㼟㼠
ⅆ䡚᪥䚷㻝㻞㼜㼙㻙㻞㻦㻟㻜㼜㼙
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻡㻦㻟㻜㼜㼙㻙㻝㻜㼜㼙
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼥㼍㼏㼔㼕㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛

ŉŰŵġ őŰŵġ ňŰŻŦůȹȃྙαȜΑ͈γΛ
ΠεΛΠ̠̓ͭͅȂΏͼΗΉȂฒऴȂ൨
ແȂ̷̱̀გ̦ͤݱȂ̮๑͂ྙ
ਵȂಋტ̱ȂρΘ͂လ̬̱̦̾
̞̀ĳĲΡσ͉̤̻͈̺͜ȃ̶͌
দ̱͙͕̱̞̀̀ȃ

ࣽٝȂ༎ਬ໐̥̤̞̹̱ͣ͛ۑρ
ϋΙ͈̦̭̻֚ͣȸŎŪŴŰȁŘŢŨźŶġ
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restaurant

今月のレストラン

ΈςȜή́΅ϋ΅ϋ͈ΫȜσ͈̹͚̱ͬ͛ڢմ

Ramen Bar GOKU
ρΣȜΣλ࡛ય̢̹ͬࠞࣽා

͍Ȃ̧̱ࣣ̠͌͛έͿ͞τΑΠ

͈ΏΡΣȜ͉Ȃȸಎ͈̦أܨ೩

ρϋ̥͉ͣȂρͼήηνȜΐΛ·̦

̩̈́ͥȹ͂ቹ̥̞̦ͦ̀ͥȂࠫޫ

ၠ̩ͦ̀ͥȃྎ̈́ͦ͊ͅΈςȜ

͉̱̞ȃ̷̭́ྙ̱̩ΫȜ

ήζȜΉΛΠ̦ٳट̯ͦȂΑΗͼ

σ͈̹͚̱ͬ͛ڢͺͼΟͺͬ

ςΛΏν̈́ͺͼΞθͬ̀͛ݥȂۜ

մ̱̹̞ȃ

ഽ͈̞ࣞ৹৪̦ངͦͥȃ

ΏΡΣȜఱ͞ڠŖŕŔ͈ڠ̹

̴͉̦͘ષ̦ͤ୨̞ͣ̈́ಓ

̻ͅՔ̯ͦͥΏΡΣȜडࡣ͈

ஜͅζȜΉΛΠͬ८ॐ̱Ȃࢡ͙͈ŕ

͈͌͂̾ΈςȜήȃιͼϋΑΠςȜ

ΏλΜͬౝ̳ȃ̱̞̥̽͂ͤ͂ͬۦ

Π͈ΈςȜήȆεͼϋΠȆυȜΡ״

̹̭͂ͧ́ȂζȜΉΛΠ̥ͣര༜

̞͉ͅυΣͺσ͈࠺̦
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ϋؚȸ̮̩̠ȹ͒Ȃক̷̠̈́ΑȜί
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Okama-Meshi Tasmanian Sea Urchin, Salmon Roe

Sommerlad Heritage Chicken Breast, Sea Urchin from Tassie
今月の一品

ુഎ̈́ߗ͚̱ڢ́ۼΕ;σέȜΡ

CHACO BAR
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ĳıĲĺාͅεΛΜεͼϋΠͅ֊ഢ̱̹
ȸńŉłńŐȁŃłœȹ͉̞͘ȂలĴଲయ͂ઠ
̯ͦͥࠏτΑΠρϋ͈̥̈́́̽͂͜
͜ସ̞̦̲ۜͣͦͥઘುഝȃპઘ
̧͈̦ࣝͤຖ̠ഝඤ͉ႲȂυؼ
̵̲̯̞͕͈ͬۜ̈́̓ය̵̞͙ͩͬ̀
̞ͥȃ͉ࣽٝȂغဟȆକဟ͈͙Ȃઘ̧ા
࿒͈ஜ͈;ϋΗȜ̀ͅ۔ෝ̧́ͥȂ
൚ഝুྕ͈ȸઘು̵̤̥͘ȹ͈̥̥̈́
ͣȂΑΑι͈̮ͬત̱̹̞ٚȃ
ŏŔŘਗඤၘ͈έȜθ́ĲĶා͈प
̥̫ͬ̀٨ၻͬਹ͇̹ȸŔŰŮŮŦųŭŢť
ȁŉŦųŪŵŢŨŦȁńũŪŤŬŦůȹ͈૧̈́ޝර͈
ηΟͻͺθτͺ͂ȂΗΑζΣͺॲ;Σ͈
ρδτȜΏοϋȪऒષȫȃଡ଼̦͈̈́ͣୋ
଼༹̲̩́̽ͤ͂ಿͬଛ̬̹͈ࠜ૬̞

ˎˌˎˍා͉ͅȂΏΞͻͅഛ͑ͣ͂ߜလ
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ུ͉
̧̥ͥ́ࢅژȉȁ
̷͈ĳĹĲ
7年8ヵ月もの間、その座に就いていた安

まったく通じない相手もいれば、
「和をもっ

倍晋三首相が、病気を理由に辞任し、急遽

て貴し」
としない相手も大勢いる。言って見

政権が交代された。国民の直接選挙では

ればこの世界は「魑魅魍魎」が跋扈し、
「弱

ないからまったくと言って良いほどその実

肉強食」
「弱い者いじめ」
「いやがらせ」がは

感が湧かない。
ああ、安倍さんから、官房長

びこっているのである。我が国の2,680年の

官だった菅さんに変わったんだな、と言う

歴史の中で、外国と実際に争った回数は両

程 度である。確かに自由民 主 党という党

手の指に満たないはずである。いわばのん

が、
日本国民の負託を受けたのだから、政

びりと湯につかって手足を伸ばし、
ぼんやり

権党となり、その総裁が政権の首長たる首

目をつぶってリラックスしている、そんな状

相に任 ずるのは 分かる。
しかしなんだか

態が長い間続いてきたのが日本である。で

すっきりしない。頭では分かったつもりでも

あるからこのオヤジは、我が国の性格は、争

体感できないもどかしさがある。
どうやら政

いごとができない、相手の主張を否定し自

治とはそういうものなのかもしれない、
とよ

らの主張を相手に強く押し付ける、
というの

うやく気がついたところである。

が苦手なのだろうと思うのだ。そして去年
の今頃、中国の武漢で「原因不明の肺炎」

さてここ何回かで、
日本は今後どのよう
にしたらよいのか、
日本人はどのように考え

が発生したとき以来、世界は大きく変わっ

たらよいのかを考察してきた。もちろん、世

てしまったのである。それぞれの国がその

界の中で生き延びるにはそれ相応の手練

被っていた仮面を剥ぎ取り、素顔のまま、本

手管が必要で、その舵取りはまったくのとこ

性をあらわにしてきたのである。

ろ政治家がやらなければいけないのだが、

それでは、ぬるま湯の日本の状況をどう

なんだか心もとない気がするのはこのオヤ

したらよいのか。
その質問に答えるひとつの

ジだけではないだろう。考えても見よ、世界

論説を見つけた。
それは。JBPress 11月2日

は「話せばわかる」相手ばかりではない。
い

掲載の「始動、中国の息の根止める三重の

やむしろ
「問答無用」
という奴らの方が圧倒

包囲環構想」
という記事であった。著者は、

的に多いのである。そして「誠 心 誠 意」が

用田和仁（もちだ かずひと）氏で、
日本安
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全保障戦略研究所上席研究員という肩書

更」を推し進めてきた。もしも今回の大統

で、三菱重工業の顧問でもあるらしい。バッ

領選挙でバイデンが勝ったとしたら、中国

クグラウンドは元陸上自衛隊西部方面総監

の軍事的増長は加速し、南シナ海・東シナ

という自衛隊の幹部である。検索すると、
こ

海は中国の海となり、
日本は米中間の草刈

の記事だけでなく8月にも10月にも日本の

り場になってしまうだろう。
また極左の無政

置かれた脆弱な立場に苦言を呈している。 府主義者が跋扈しアメリカは弱体化し本
なかなか説得力があるのでぜひ読んでいた

来の姿を失い分裂する可能性がある。

だきたい。

②日本はアメリカの本気度がまだ分かっ
ていない。実 際のところ3 0 年 前の失 敗に

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/62730
その用田氏の論説を要約すると以下の
３点になるだろう。

気づかず、再び同じ過ちを犯そうとしてい
る。ひとつは1 9 9 1 年の湾 岸 戦 争のとき、
「自国を守る安全保障にも関わらず、危険
は一切犯さないという日本の態度は、全世

①中国はすでに「超限戦」
という言葉で
表しているように、すでに戦争に突入してい

界の軽蔑と米国の敵対を買いかねない」
（ジョン・マケイン上院議員）と評され、日

る。それは 武 力の戦いではなく、経 済、金

本政府は130億ドルを支払ったにもかかわ

融、情報、IT技術、宇宙空間などですでに

らず、クウェートは世界の国々への感謝表

始まっている。バラク・オバマ大統領時代
に、アメリカは中国に対して宥和的な態度

明から日本だけ除外した。また1989年の
「天安門事件」後に日本は他国に先駆け中

で接していたため、中国は「力による現状変
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国と関係を改善し、1992年に天皇陛下が

機感であるはずだ（でなければペンス副大

訪中され、その結果中国に免罪符を与え

統領もポンペオ国務長官もあれだけの演

てしまう結果になってしまった。

説はしなかったはずだ）。
ドル決済の切り札

③日本はアメリカが厳しい現状認識を （SWIFT＝国際銀行間通信協会・本部はベ
していることを見 誤ってはいけない。まず ルギー）を持つアメリカは、本気になって中
第一にアメリカではコロナで23万人以上

国の経済を破壊することができるから、金

が死亡していて、これは第二次世界大戦

融戦争を仕掛け中国を弱体化させながら、

での死 者 数に近づいていること。第 二に

軍事的冒険を断念させる方向に向かわせ

ペンス副大統領の「中国の覇権主義に断

るだろう。そして安倍晋三前首相が提唱し

固とした措置をとる」、ポンペオ国務長官

実現化しつつある
「クアッド＝日米豪印の戦

の「中国 共 産 党から自由を守ることは 私

略対話」をNATOに似た有事の防衛体制

たちの時 代の使 命」といった演 説で戦 争

ネットワークにしなければ意味がないだろう

を始める大義を明確にしていること。そし

と述べている。菅首相はこの「クアッド」を

て第 三に現 代の戦 争は「宣 戦 布 告」から

単なる仲良しクラブのようにとらえている

始まるのではないということ。中国はすで 「ふし」があるが、米 豪 印はすでに本 気で
を考えているのだから日本だけ仲良
に経済的に侵略している。カネや脅し、ハ 「防衛」
ニートラップを駆 使し、マスコミや協 力者

しクラブでは何の意味もなくなってしまう。

を利 用して「情報戦争」を展開しアメリカ

だから日本は本気で「防衛」
を考えるならそ

を分断している。そのことを日本が充分に

れなりのことをせよ、と述べているのであ

理 解しなければ 、日本は国際 的に孤 立し

る。それがこの論説の主眼である。そして

滅亡の道を歩むことになるだろう。

戦略的な分析と解説が続き、最後に「米中
戦争又は紛争」はもうすぐ目の前に迫って

ざっとこういったところであるが、
この論

いると述べる。そして「中国の目標は日本の

説の重要な部分はさすがに元陸上自衛隊
西部方面総監である。地政学的な分析と、
それらを取り巻く近隣諸国との分析を純軍

尖 閣 諸 島 〜 八 重山諸 島、台 湾の東 沙 諸
島、金門・馬祖島、澎湖諸島、
フィリピンの
パラワン島、バシー海峡の諸島であろう。意

事的に考察し、日本にとって正しいことを

外にも対馬かも知れない。
日本はそろそろ

言っている。用田氏は、アメリカはすでに

太平の夢から覚め、覚悟を決め行動したら

「手負いの獅子」であると看破している。だ

どうだろうか。本当に生き残るための準備

から今までの中国による統一戦線工作は

の時間は無くなった」
と締めくくっている。

「南北戦争以来の国家分断の危機」
ととら

このオヤジの意見を言わせてもらえれ

えている。それはアメリカにとって相当な危
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ば、
日本の現状は戦争・国際紛争をまったく か。それが分かっていないのは、まったく幼
考えられない、まるで幼児の頭脳しか持ち 児以下と言わざるを得ないではないか。
プロ
合わせていないのではないかと思う。それ の論説である。
ぜひ一読をお勧めする。
だけの下地がまったくできていないからだ。

さて、アメリカの大統領選挙のことであ

例えば、中国海警の船舶が年間280日以上 る。
この項を書いている11月6日現在、いま
も尖閣諸島のEEZ内に侵入し、
はっきりと分 だにその結果が出ていない。誰やらが指摘
かる領海侵犯を行い、挙句の果ては日本漁 していたが、共和党のトランプであろうが
船に対し
「出て行け」
と命じているなど、重大 民主党のバイデンだろうが、どちらにして
な挑発を行っている。そのことを、わが国の もアメリカと言う国は分断された、という
主権が侵されている、大変重大な事柄であ のだ（UnitedではなくDivided States of
る、
と誰も声を大にして言ってはいないよう Americaだと）。
このオヤジにしてみれば、
に見える。時あたかも11月に国会が開催さ 4年ごとに南北戦争をしている悲しいアメ
れているが、アメリカの大統領選に絡んで リカ、
と言いたい。そしてもうひとつ言って
中国がこれから何を企んでくるのか、それに おきたいのは、
この分断は今後もずっと続
対する方策があるのか、
を声高に議論を始 くだろう。それは中国共産党の浸透があっ
めないのだろうか。聞くところによれば、
「日 てもなくても、癒しがたい病 魔として残っ
本学術会議」の会員任命に関して菅首相 てゆくだろう。二 大 政 党による分 断、今回
が過去の因習通りに認可しなかったのはな と前回の選挙で注目されたRust Beltと中
ぜか、
と言ったまったく取るに足りない事柄 西 部 の 分 断 、白 人 至 上 主 義とマイノリ
を、貴重な時間を延々とかけ、国民の税金を ティーの分断、貧富の格差拡大、政権党の
かけてやり取りしているらしい。
そんなのんび 違いでより多くの分断が表面化してゆくだ
りした暇が果たしてあるのだろうか。幼児の ろう。
日本は、あるいは日本人はどのような
頭脳と言ったがそれ以下ではないかとすら 道に進もうとしているのだろうか。
いつまで
思う。前述の日本学術会議では、任命拒否 経ってもぬるま湯に浸かっているわけには
に関して「学問の自由の侵害」
とか言ってい いかない。なぜならもうすでに「外圧」がか
るらしい。それなら今回このオヤジが取り上 かってきているのだから。用田氏は「生き
げた用田氏の論説を読むが良い。
「 学問の 残るための 準 備 の 時 間は 無くなった」と
自由」が本当の危機に陥るのは中国が日本 言っている。
このオヤジもまったく同感であ
を支配したら起きるのであって、それを絶対 る。そして一番 重 要なことは、必ず「 勝つ
的に阻止するのが先決である。さもないと 側 」にいなければいけないということだ。
学者も首を切られる恐 れがあるではない 二度と亡国の憂き目を見てはいけない。
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ઐ֔ঌಿ͉හྖܢၭฺ̞ͅଽ֨ͬٮప

ଽহ͈ΣνȜᾼ̦ͦ̈́ͣȂ̭̥̓ܡণ

̳̭ͥ͂ͬྶ࡞ȃ෴͈͉̜̦߳́ͥٛ

̢ۜͬͥژίυτΑ͈ြমͬএ̞

ࡉ͈́ນૂ͉ୀ̥ͦ͞ͅȂ̭̥̓ࡈ͈ك

̳ȃ̭̭̫́͊͘ȂίυτΑέϋ͈༷̈́

̦֣̠̹̈́ͤ͢ئય̫̹͜ȃఱिঌ͉

ͣάῧြ̺̠ͥͧȃ̷͈෴ཤ̞͈̾̀ͅ

ࣽࢃȂŊœઉ౿͞ྔฎٳटͬࢱ̢̞̺̀ͥ

̫গ༷͛͜Ȃၛા̽̀͢ͅփࡉ̦̥

̫ͅȂ͈ࣽٝȶ૧ȷ͈෴ཤ̦ࣽࢃ͈ଽ

ͦͥփྙ̯́ͣͅܡণ̦ۜ௩̳ȃ

ޫ͈̠̓̈́ͬ͢ͅޣגဓ̢͈̥ͥȂ̧֨
̧ಕণ̦ຈါ̜́ͥȃచ̦ఉତ͉͂

̷͉ͦࣞനװ͂Ϊ·ΕϋȆΈτͼΏȜ

࡞̢൳൝ତ͈ॷ଼ຘ̭̹̯͂ͦ͜ږ

͈ඵഽͅმͥచȃ̷̱̀ࣞന͈ඵഽ͈
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෴ཤ̜́ͥȃ֚ഽ࿒͉̥ࣽͣĳĴාஜ͈

ͥͬࡉ̵̹ΏȜϋ̜ͤ͜Ȃ̹͘ૢܿ́

ĲĺĺĸාĲıĲȃ͈͛̀őœŊŅņ͈̭́

͜Ϊ·Εϋ͈ဲ̢ࣺ͙̱͉̹̱ͬ̀ͤٸ

͂ȃίυτΑέϋ͈ܢఞ̫֚ͬ̀ͅ

̞̹̦Ȃ̭͈ͦ́͘΅λςͺ́ΨȜςȆ

Ϊ·Εϋͅಯ̺ͭࣞന͉ȂΈτͼΏȜ

ΠͽȜΡ̤̫͈ͥ́ͅੳ၌ࠐࡑ̦̈́

̞̠͂ݴఱࣱ͈̈́ஜͅߠ̱̹ȃȶίυτ

̞ࣞന͂̽̀ͅȂΪ·Εϋ͉̦՛̳

Α̦ঘ̺ͭȷ͂́͘࡞ͩͦȂࣞന͉ł

̨̹̱̥͂࡞̞̠̦̞̈́͢ȃͥ́͘œőň

ݭๆ̞̠͂ᛐ֣͜؋̯̹ͦȃ̭͈చ

ΊȜθͬই̧̞͛̀̈́ͤρΑδᾼಯ͚

͈ஜȂΪ·Εϋ͉ȶ໌ȿࣞനȷ͈দࣣඤ

̞̠͂ે̥̺ͣޙȃ֚ഽ࿒͂൳အͅȂুͣ

ယ͜۷̞̀̀Ȃ̷̦ͦȶίυτΑȷ̜́ͥ

͈ංփ̜ܿ́ͥȶუ̨̱͌ݙলࡥ͛ȷ

̹͛ͅ४ࣉ̥̹̈́ͣ̈́̽͂͜ͅબ࡞̱̀

̜ͬ́ͥΪ·Εϋͅޭ͛ͣͦ̀ඵഽ

̞ͥȃ૽͈ಎ́ତఉ̩͈ΑΠςȜΠέ

࿒͈෴ཤȃ̷̱̭͈̀ȂȶίυτΑडޑȷ

ͼΠͬࠐࡑ̱ȂͬپΨȜςȆΠͽȜΡ༵ͅ

̞̠͂ࡖே͉ۖͅક̢̩̀̈́̈́ͤȂίυ

̧̬̹̀Ϊ·Εῧ͉̽̀ͅ࿒͈ஜ͈

τΑ̷͉͈ࢃȂ༆͈ൽͬૺ͚̭͂͂̈́ͥȃ

͈̠ͬ̓͢ͅു̳͈̥̦̳͓̜̀́
ͤȂ̷͈̦ȶة৪͈̥̈́ȷ̞̠͂࿚̞

̯̀დͬडࢃͅଽহͅ࿗̳͂Ȃඵഽ

̥̫͉ͅփྙ̦̞͈̺̠̈́ͧȃఈ༷Ȃࣞ

࿒͈ఱ֚๔̢̞ͬࠞ̀ͥ૽̦̠֚͜

ന͉ু͈ಎ́ཛྷ͙̫ͣͥ௨಼ͬ

૽ȃༀ࣭͈Πρϋίఱൡႀ̜́ͥȃ͈ː

̢ͥΪ·Εϋ͈ࡖͅגͩͦȂȶͥ́͘ঘ

ා͈ۼଽহͅచ̳ͥࠫͼ͞ضιȜΐȂ̷

ߺరͅષ̦ͥܨ̻ȷ́ςϋΈͅႉ̺ͭ

̱̜̀ͥਅ͈ȶࡖேȷ͈̠̓̈́͢ͅૣ̦

̞̠͂ȃ̭͈শത̠́ஜ̥ͣࠫࡉ͉ض

̥͈̯ͥͦئȃඵഽ࿒͜ੳ၌͈̥̈́Ȃ̷

̢̞̹͈̥̱̞̀ͦ̈́͜ȃ

ͦ͂͜෴ཤ̥ḁ̞̑ࠫ͞ͅضȃ

̷̱̀࠾ാਹြ̢̹́ࠞံා͈Ĳı

●H.たつい

プ ロレ ス 最 強 説 を 信

ĲȂඵഽ࿒͈చ́ࣞന͈࡛ΠΛί

じ、どちらかというとU 系 。知られてい

τΑρȜ̱͈͂̀εΐΏοϋ̦ۖͩͅ

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 。

̹ͦȃ֚ഽ࿒͉ͤ͢ܜΈτͼΏȜ͈͒

1 8 0 c m 以 上という長 身 だ け に 、ウエ

చॐ͉̞̹̦৾ͣͦ̀Ȃ͉ͤ͞ςͺσέ

イトさえつ け ばプ ロレス・デ ビュー も

ͼΠ͈ఘ࡛৪͈ஜ͉́ੳ̢̭͂ͥ௴ͬܥ

夢じゃない？

̧̦̥̹́̈́̽ȃةഽ̥Ϊ·Εϋ̦࠹̦
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取材・文・写真：ブランドスタイリストKimiko

STORY

Vol.36

過去をつまんない人生だったと笑い、生まれ
つき右腕があがらずできないことがたくさん
あったからこそ、今できることがある、
と言う
ちづるさんのこれまでとこれからのSTORY。

「1粒で2度おいしい人生」
Proﬁle

んに3年ぶりの再会ですが、
どう見て

3歳から高校3年生、大人
に日本 語を教える先 生で
ありパステルアートインス
さん トラクター。1992年よりシ
ドニー在住。
オーストラリア
Sammut）
人の夫、成人した息子と娘
の４人家族。

も若返ってる！ 以前より輝きが増した

サマットちづる
（Chizuru

その訳を伺ってみました。
子どもって、遊んでくれる人をすぐ

https://www.yarukiswitch-oshimasuchizurukids.com/

見 抜きますよね？ ちづるさんにかか
ると型にはまらないどんな子でもすぐ

「子どもたちと遊んでいると白髪も
できないのよー」
と特別なお手入れな

に一緒に遊びはじめてしまうのです。
「座らない子にはしっかりとした言い

しにツヤツヤの髪が自慢のちづるさ
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分があるの。座らせるんじゃなくて受

いの」と小 言が 多い母だったとは 驚

け入れてあげると心を開くのよ。知識

きです。
しかしあるとき、
「親が思うよ

でものを見ないし言わない。その子を

りもしっかりしているし、修正が効くく

見るの」
と言い、子どもの本当の思い

らいの失敗はさせてあげた方がいい」

や良さを保護者へ伝える存在です。 と子どもを信じることに決めたそう。
その独特な視点の背景には、あがら

ちづるさんには、妊 娠 中に病 気で

ない右腕と歩んできた人生が。

寝たきりになり、2歳児の面倒や食事

「 小 学 生の頃は、先 生に褒められ

のお世話で周りの女性たちに助けら

てもどうせほかに褒めることがないか

れたという経験が。そこで感じた「子

らでしょ、とひねくれていた性格ブス

育ては一人でできない」という思い

で、自分のダメなところを見つけるの

で、子 育てに奮 闘中のママさんたち

がすごく得意だった。人と比べてでき

へ自身の体験談や生徒さんたちの変

ないこともあるけど、嫌なことを嫌だ

化などをシェアしています。ちづるさ

と言えなかったから、自分が今ほしい

んは、今日もきゃはははと笑いながら

ものを体全体で表現できる子たちは

子どもたちと遊んでいることでしょう。

素 晴らしいと思うし可 愛くて仕 方な
い」
と笑います。

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

自分を過小評価させたら天下一品

フィックデザイナーを経て、ブランドの「あり方」や

だった過去と、現在の人格が真逆な

「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

「1 粒で2 度 美 味しいグリコみたいな

持を得て、
日本やアジア、
ヨーロッパでも活動中。

人生」なんだとか。かつては「なんで、

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

宿題しないの、できないの、部屋が汚
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̷͈ĳķĳ

ȜΑΠρςͺͅြͥমͬࠨ̹͛΅ȜΩȜΕϋ

みなさん、こんにちは！ちょっと雨が続い

なかったのです（涙）。３歳から５歳のブ

てますねぇ。せっかくコロナ制限もゆるく

ルーボールのクラスと２歳から３歳半までを

なってテニスのイベントを企画しているのに

対象にしたトドラーのクラスも作りました。

商売上がったりです！

どちらのクラスも親子でテニスを学ぶクラ
スです。親のテニス経験はまったくいりませ

前回全豪オープンについてちらりと書き

ん。一緒にボールを打ったり投げたり遊ん

まして、
今回はその前哨戦について色々書き

だりする感じです。
１ヵ月単位の申し込みで

たかったのですが、あまり情報がアップデー

すので興味のある方はご連絡を！

トされていません。分かるのは前哨戦のひ
とつ、オークランドの試合がコロナの理由で

最近、たまたま「シドニーに来たきっかけ

キャンセルになっていることです。ニュー

は？」という質問を数回受けました。答えは

ジーランドはしっかり国を締めていますか

「オーストラリアの野球選手」なんですけ

らね。分かるような気がします。

ど、何のこっちゃ？と思われると思うので、
今
回はわたしの昔話をここでしようかなと思

ということで、未来のイベントのことがこ

います。

れ以上書けないので、他に目についた話題
を…。セリーナ・ウィリアムズの娘さんが3歳

それは１９９６年頃かな？イギリス語学留

になってテニスレッスンを始めるそうです。

学から帰国したばかりの私は、短大の恩師

完全に自分の興味ある話題ですみません。

の勧めで大阪のあるテレビ局でアルバイト

私の息子は3ヵ月違いなので、どうもしても

をしながら尼崎の市のテニス教室でレッス

気になっちゃうのです。息子も11月から親子

ンもしていました。英語を忘れないように

で学ぶトドラーテニスに夫と一緒に放り込

と大阪国際交流センターでボランティアとし

みます。

て通訳もしていたんですけど、たまたま日本
に試合に来ていたオーストラリアの野球選

このトドラーテニスは、コロナが始まる直

手の通訳にも入りました。

前にいい感じでスタートさせたプログラム
だったんですよ。コロナ期間中は親が一緒

そこで仲良くなったある選手に「君はオース

にコートに入るので、人数が普通のレッスン

トラリアで日本語を教えるべきだ！」と言わ

よりも多くなり、危険なので中止せざるを得

れたのがオーストラリアに来ようと決めた
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きっかけとなったのです。その彼はブリスベ

よ！」って言うじゃないですか？ 嘘みたい

ンからだったのですが、あえてブリスベンを

な出来事ですよね！ だからといって今さら

選ばずに1998年にシドニーのあるスポーツ

何をするわけでもないのですが、また彼に

校を選んで日本語の先生のボランティアを

会うことがあれば「人生の軌道を変えてく

半年間しました。その間に今働いているテ

れてありがとう！」って伝えてもらうことに

ニスクラブのボスに捕まったわけですが、 しました。
その話はまた次回ネタ切れになったときに

ということで、彼が私の人生の路線変更

でも書きます。

のキーパーソンのひとりでした。誰かが

ちなみに…そのブリスベンの選手とは、

プッシュをしてくれていることに乗るか乗ら

時代が時代ですから手紙でやり取りはして

ないか…大きな賭けになることもあります

いたのですが続かず…。2000年のオリン

が、決めるのは自分ですから、自分の意志

ピックを目標に頑張っていたと覚えていた

で決めたからには自分の責任でがんばれた

ので、オリンピックのときにオーストラリア

ら良いと思います。人生今からの若者にも

の野球選手のリストを見たのですが、名前

良いキーパーソンが現れたら良いなと思い

が見当たらず残念に思っていました。彼は

ます。

私が実際にオーストラリアに来たことすら

さてさて最後にまたわたくしごとですが

知りません。

…私はここ4ヵ月で約 8キロ痩せました！

ところが！ 数年前にあるテニスクラブの

（イエイ！）目標日にやっと妊娠前の体型

会員さんがオーストラリア代表の野球選手

に戻った！ ところが…ただ今「目標を失っ

だったということが判明！ ないだろうなと

た明日のジョー」状 態で、トレーナーの

思いながらも、
その彼のことを聞いてみたら

Kengo君をがっかりさせております。次の

「あぁ、俺、そいつと一緒に試合に出てた

目標が出てこない…どうしよう。

ńŪŵźġńŰŮŮŶůŪŵźġŕŦůůŪŴ͈̮մඤ
ńŪŵźġńŰŮŮŶůŪŵźġŕŦůůŪŴ͈ૂ༭
ِș͈·ρή͉ŔŶųųźȁŉŪŭŭŴȪˑ࿂ȫȂłŭŦŹŢůťųŪŢȪˎ࿂ȫȂ
ŃŦŢŤŰůŴŧŪŦŭťȪˎ࿂ȫȂœŰŴŦţŦųźȪˍ࿂͂Ȃ΅ΛΒဥ͈ȜΠː
࿂ȫġ̷̱̀ňŭŦţŦȪˎ࿂ȫ̳̞̱ͬ̀͘אȃȜΠ͉ϋρͼ
ϋထ̦৽́Ȃ΅ΛΒဥ͈ȜΠ͉˔प͈̤́͘ঊအ̦̞
̱ͣ̽ͥ͝ιϋΨȜ͈༷͉ྫၳ́ঀဥ̧̳́͘Ȫထါȫȃ

ΞΣΑڰ൲ܱ̞̞͂֗ͬ̀ͥήυΈȇ

ũŵŵűŴĻİİŢŮŦţŭŰįūűİŵŦůůŪŴĮũŪųŰűűŦİ
জ͈ඊͤ࡞ɕুࡨྖ௷ܱ̳́ȃȪ̮̯̞͛ͭ̈́Ȋȫ
ŇŢŤŦţŰŰŬġőŢŨŦġĻġ

ŉőġ ŕŦůůŪŴ ġ ĩ͔͌ͧ̽ȁΞΣΑĪ̱̩̺̯̞́॑̀ȃ
ńŪŵźġńŰŮŮŶůŪŵźġŕŦůůŪŴġ͈ͼΠȇ

ΞΣΑ͈߸۾ম̪ͬ́ͦ͘ܨͺΛί̱̞̳̀͘ȃ

ŸŸŸįŤŪŵźŤŰŮŮŶůŪŵźŵŦůůŪŴįŤŰŮįŢŶ

ฒۘঊȪ͔͌ͧ̽ȫ

ȜΠထ͞ΈσȜίτΛΑϋ͈ထ̧̦̳́͘ȃ

E-mail
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日本の友人がちょっと笑えるでしょ？

母さんがグルコサミンとコンドロイチン

と送ってくれた動画。それは今日本で

摂取歴30年ぐらいで、
この組み合わせ

人気の『Make you happy』の曲に合わ

の大事さを力説してくれました。私は日

せて姉弟がコミカルに踊っている動画

本で変形性股関節症と診断されてお

でした。大笑いの後、運動不足だった

り、インナーマッスルを鍛えるようにと

私は娘と一緒にこの踊りを練習してみ

言われてました。それゆえこれらのサ

ようとYouTubeを見ながら流行りの縄

プリの摂取も同時に試みていたのです

跳びダンスを練習しました。振り付け

がシドニーに来て購入したサプリの粒

を覚えるため何度も試みたところ、そ

があまりに大きすぎて飲み込めず、棚

の夜膝が痛み出しました。

の片隅に置かれていることを思い出
し、さっそく毎日継続して飲むことにし

ダンスの練習が原因かそれとも加

ました。
日本にいた頃はよくグルコサミ

齢か？ 実は数週間前も膝に痛みを覚

ンのコマーシャルを耳にし、子供が『ぐ

えて友人に相談したところ、彼女のお
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るぐるぐるぐるグルコサミン♪』
と歌って

いってすべてコンドロイチンやグルコサ

いたので、今飲む度にこの歌を口ずさ

ミンの不足とは限らないということで

んでいる私です。

す。
リウマチなど他の疾患が原因、
ある
いは痛みの原因がいくつも絡み合ったり
していることもあるため、
「なぜ、痛いの
か」
ということを受診で明らかにする必
要があります。私はちょっと前に膝以外
にも手首や指の関節が痛むことがあっ
たのでリウマチの検査はしていました。
結果は陰性だったので今回は膝も股関
節も変形性関節症の疑いが強く、
コン
ドロイチンやグルコサミン摂取は必須
だったと感じています。結局レントゲン

ऒ̦ΩΡȜσȂֲ̦͙ࣺ͙֩ࣾඳ̈́ΈσηῧϋΡυͼ
Ιϋ͈ίς̳́ȃ

も撮って膝よりも股関節の方が深刻と
言われました。
４、
５年先には人口股関

大きな粒も口に含んでから歯で噛み

節手術が必要になりそうです。今の段

砕くことで解決（ショウガが入っている

階では筋力訓練などで定期的チェック

ので少し辛いですが）。飲み始めてみる

をするよう言われました。膝や関節はと

と何とびっくり痛みが緩和されている

ても複雑な構造をしています。
もし皆さ

ではありませんかっ
！ サプリの容器には

んも異常を感じたら、
まずは受診しその

Osteoarthritis pain reliefと書かれま

原因を突き止めることがいちばん重要

す。
おー！ こんなに効果を感じたのは初

だと思います。私も頑張りまーす♪

めて！
と感動しました。
このコンドロイチンやグルコサミンは

profile:ၖġ

体内で生成される物質ですが、加齢と

ĩŰŬŢŤũŪųŪŮŢŨŪŤŁĵźŰŶūűįŤŰŮġĪ

共に生成する力が低下していきます。
こ

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

れらの量が減少すると、近くにある軟
骨、
あるいは骨同士が触れ、摩耗し始め
ることで痛み出し、変形性関節症と診
断されることが非常に多くあるそうで
す。ただ注意すべきは膝が痛いからと
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音楽好きな皆様！ コロナで、なかなか
9RO

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
オーストラリア・人気DJ陣
オススメのヒットチューン！
今回ご紹介するのは、話題のクリエ
イティブ集団、Internet Money（イン
ターネット・マネー）の「Lemonade
feat. Gunna, Don Toliver & NAV」
で、決まり！ 2020年8月28日にリリース
された彼らのファーストアルバム「B4
the Storm」から、
リードシングルとして
発表された。ジワジワと人気に火がつ
いて行き、全英１位獲得にはじまり、世
界のチャートを席巻中だ！ センス抜群
のトラックにドラッギ〜的なリリック
が、刹那的に切ない…。気持ち良いフ
ロウでまさかの中毒症状だ。Internet
Moneyは、2015年に、Taz Taylorと、
グ
ラミー賞ノミネート歴もあるNick Mira
が中心となって設立された、アーティ
スト集団であり、プロデューサー、
レー
ベル、企業でもあるという、新しい形の
音楽チームなのだ。ロサンゼルスで共
同 生 活 を する 彼らは 、これ まで に 、

Ginger / ライター・DJ

Juice WRLDや、XXXTentacion、
Trippie Reddやiann diorなどのヒッ
ト曲を手 掛 けてきた が、その 全 貌 は
ヴェールに包まれたままだった。そし
て遂に、Internet Moneyとして、
ファー
ストアルバムを引っ提げて、堂々とヒッ
トチャートへイン！ さらなる彼らの活
躍に大期待！ 若手ナンバーワンとして
注目されている、Roddy Ricchが参加
した「Lemonade」のRemixバージョン
もリリースされたので、
こちらもぜひ！

https://www.mixcloud.com/Chiemin/

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♪
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ただただ可愛い子を紹介するコーナー
ච
྾

⋴᧼ᆷ
シドニーのレストランで輝くウェイトレスや
ショップ店員にスポットを当て、あんなこと
や、こんなことを聞いちゃいます！ お店の紹
介のみならず、気になるプライベートもご紹
介。今月はセント・レナーズのラーメン屋
『Sekka Dining』で働く、タイと日本のミッ
クス、アリサさんをご紹介!!
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ŔŦŬŬŢġŅŪůŪůṸ͈ॽম̞̾̀ͅ
ポジションは？

̈́͘ΘϋȜ̥ͣΘϋΑͬਠ̧̱̹̽̀͘ȃ

ΑȜΩȜΨͼΎȜ̳́ȃ

͉ࣽ́͘ŉŪűũŰűȂŉŰŶŴŦȂōŰŤŬŪůŨȂŃųŦŢŬĮ
ťŢůŤŪůŨȂŋŢŻŻ͞ńŰůŵŦŮűŰųŢųź̞ͬͧͭ

おすすめ商品は？

̈́ΘϋΑΑΗΐ́ਠ̽̀ြ̱̹͘ȃ͉ࣽ

౷ࠜρȜιϋ͞െလ̬̦ΑΑί̳Ȋ

ńųŰŴŴŰŷŦų̞̠͂ΘϋΑΑΗΐ́ŉŪűġ

仕事をしていて嬉しかったことは？

ũŰű͂ŉŰŶŴŦͬਠ̳̽̀͘Ȋ

ಏၻ̞ో̦௩̢̹̭͂ȂΨͼΠ̦͂̀͜

今後の予定や目標

̳̭̞̱́͂ڢȃ

ြ͈࿒ດ͉Ȃݖྩ֥ĩ΅λΫϋͺΞ
ϋΘϋΠĪ̹̞̳̱̈́ͤ́͜ͅȂၑڠၷ༹আ

ু̈́ͤͅಫ̽̀ȂΨͼΠ͈ঊ̹̻͂ಏ

̹̞̳̈́ͤ́͜ͅȃ

ข᧚දജ

これからレストランで働く人にアドバイス
ၻ̩̱Ȃ͙̩̱ͭ̈́́ڢ൱̩̭̦͂ఱ୨

ŔŦŬŬŢġŅŪůŪůŨ

̳́ȃ

Shop 1, St Leonards Square,
472-488 Paciﬁc Hwy, St Leonards
Tel: (02) 8054 9788
Web:sekkadining.com.au
火〜木 17：30pm〜22pm、
金土 12pm〜15pm、
17：30pm〜22pm
日 12pm〜15pm、
17：30pm〜21pm

お休みの日は何している？
ΘϋΑ͞ΐθ࣐̳̽̀͘ͅȃĲĳා̰̯͘ۼ
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feature

日本の映画を自宅で満喫！

JFF
JFF Plus
Plus：
：Online
Online Festival
Festival
ジャパンファンデーションが主催す

過去のJFFを代表する作品から、最新

る、毎年恒例の日本映画祭は今年、新

の話題作まで、延べ30作品を自宅でく

型コロナウイルスの影響により、デジタ

つろぎながら楽しむことができる。

ルプログラム『JFF Plus』
として無料配

期間中は、毎日3作品がストリーミング

信される。

さ れ 、開 始 時 間（ 1 4 : 0 0 A E D T 、

24周年を迎える今年は、高杉真宙

11:00 AWST）
から24時間視聴が可能と

が主演を務める2020年度の話題作

なる。

『 前 田 建 設 ファン タジー 営 業 部 』

チアーズは今年もメディアスポンサー

(2020)をはじめ、松岡茉優が初主演作

として、
フェスティバル期間中はウェブサ

を務め、東京国際映画祭では観客賞を

イト、並びにソーシャルメディアにて、
その

受賞した『勝手にふるえそう』(2017)、 日の配 信 映 画を紹 介していくので要
上海国際映画祭最優秀脚本賞を受賞

チェック
！

した『鍵泥棒のメソッド』(2012)など、

AEDTオーストラリア東部夏時間、
AWST オーストラリア西部標準時間

オーストラリア、
ニュージーランドに
無料ストリーミング
※レジストレーションが必要です。
ご注意ください。
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JFF Plus: Online Festival
12月4日(金）〜12月13日
（日）
https://jﬀau.net/programch

http://foodiephotography.com.au

☜
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Please
click me

feature

CHEERS SELECT

前田建設ファンタジー営業部
Project Dreams - How to Build Mazinger Z's Hangar (2020)
上映時間：115分

上映日時

12月4日(金）
14:00 AEDT

11:00 AWST

監督：英勉、
キャスト：高杉真宙、上地雄輔、岸井ゆきの、本多力
UNCL: All Ages / ドラマ

ダムやトンネルなど、あらゆる大型

報グループの若手社員である土井航

プロジェクトに携わってきた前田建設

(高杉真宙）
は、嫌々ながらプロジェクト

工業株式会社が、アニメやゲ―ムに

にかかわるが、技術者たちの熱意を目

登 場する架 空 世 界の建 物を実 際に

の当たりにし、真剣に取り組むようにな

造ったらどうなるか、
を検証する
「前田

る。
プロジェクト・リーダーのアサガワに

建設ファンタジー営業部」のWEB連載

は、お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木

を原作に、繰り広げられるストーリー。
そ

博明が抜擢、他に同僚のベッショには

の検証第１段はアニメ
「マジンガーZ」の

上地雄輔、エモト役には岸井ゆきのな

地下格納庫を建設するというもの。広

どが共演する。
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feature

CHEERS SELECT

勝手にふるえそう

上映日時

12月11日(金）
14:00 AEDT

Tremble All You Want (2017)

11:00 AWST

上映時間：117分
監督：大九明子 キャスト：松岡茉優、渡辺大知、石橋杏奈、北村匠海
UNCL:15+ / ドラマ・コメディ

24歳のOL、
ヨシカ（松岡茉優）は、

映画。同作品は19歳で芥川賞作家と

初恋の相手であるイチ（北村匠海）を

なった綿矢りさの恋愛小説を実写映

忘れられない。そんなある日、職場の

画 化したもので、
『放 課 後ロスト』や

同僚、二（渡辺大知）から交際を申し

『恋するマドリ』で知られる大九明子が

込まれたヨシカは、人生初の告白に舞

メガホンを握る。第30回東京国際映

い上がるも、長年の片思いの相手との

画祭では、一般客の投票で選ばれる

狭間で悩む。恋人の理想と現実が、
い

観客賞を受賞。
日本映画が選ばれる

つしか自分自身の人生の理想と現実

のは3年ぶりの快挙であった。

へと直面するヒロインを描く青春恋愛
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feature

CHEERS SELECT

映画 すみっコぐらし
とびだす絵本とひみつのコ

上映日時

12月7日(月）
14:00 AEDT

11:00 AWST

Sumikkogurashi: Good to be in the corner (2019)
上映時間：65分
監督：まんきゅう
UNCL: All Ages / アニメ

「日本キャラクター大賞」でグランプリ

に吸い込まれたすみっコたちは、
自分が

に輝いた、サンエックス株式会社の人

誰で、
どこからきたかわからないという

気キャラクター「すみっコぐらし」。“す

1匹のひよこに出会い、みんなでひよこ

みっこが好き”という個性的な癒し系

のお家探しの冒険に出かける。
「大人も

キャラクターたちが、お気に入りの喫茶

泣ける！」
「癒される！」
と、老若男女問か

店「喫茶すみっコ」で、
ボロボロになった

ら高評価を得ており、先ごろ第2作が発

飛び出す絵本を発見する。絵本の世界

表（2021年公開予定）
されている。
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feature

CHEERS SELECT
上映日時

舞妓はレディ

12月12日
（土）
14:00 AEDT

Lady Maiko (2014)

11:00 AWST

上映時間：135分
監督：周防正行 キャスト：上白石萌音、長谷川博己、富司純子、田畑智子
PG / ミュージカル・コメディ

舞妓がひとりしかいなくなった京都

少女の成長物語を、
ミュージカル仕立

の小さな花街の老舗お茶屋に、舞妓を

てで描いた『舞妓はレディ』
は、第38回

夢見た少女春子（上白石萌音）がやっ

日本アカデミー賞で、優秀音楽賞、優

てくる。初めは誰も相手にしてくれない

秀助演女優賞、そして新人俳優賞の3

ものの、
その場に居合わせた語学学者

部門を受賞している。監督は『Shall we

「センセ」
こと京野（長谷川博己）が鹿

ダンス?』
など数々の名作を手掛けてき

児島弁と津軽弁が混ざった彼女に興

た周防正行氏。
『舞妓はレディ』
は監督

味を示し、見習いになれるよう取り計

が20年以上に渡り温め続けてきた、京

らってくれる。舞妓を目指し、奮闘する

都の独特な世界を描いた傑作だ。
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feature

CHEERS SELECT
上映日時

舟を編む

12月7日
（月）
14:00 AEDT

The Great Passage (2013)

11:00 AWST

上映時間：133分
監督：石井裕也 キャスト：松田龍平、宮崎あおい、
オダギリジョー、黒木華
UNCL:15+ / ドラマ・ロマンス

新しい辞書「大渡海」を編纂する編

矢（宮崎あおい）
に気持ちを伝えるため

集部に向かえ入れられた馬締光也（松

の言葉が見つからず、焦燥する。2012

田龍平）が、気が遠くなるような作業

年本屋大賞で1位を獲得した三浦しを

を、西岡（オダギリジョー）や麗美（西脇

んの同名小説を、
「川の底からこんにち

千 鶴）など個 性 的な仲 間とともに挑

は」などで知られる石井裕也監督が映

み、没頭していく姿をユーモラスに描く。

画化。第37回日本アカデミー賞では、

言葉の能力を買われ、編集部に入った

最優秀作品賞、最優秀監督賞を含む6

馬締だが、一目惚れした女性、林香具

冠に輝いている。
064

December 2020

feature

CHEERS SELECT

RAILWAYS

上映日時

49歳で電車の運転士になった男の物語

12月10日
（木）
14:00 AEDT

11:00 AWST

RAILWAYS (2010)
上映時間：130分
監督：錦織良成 キャスト：中井貴一、本仮屋ユイカ、三浦貴大、宮崎美子
UNCL:15+ / ドラマ

50歳を目前にした筒井肇（中井貴一）

筋だった自分の人生に疑問を感じるよ

は、大手電機メーカーの取締役への昇

うになる。家族との絆を取り戻すため、

進が内定するなど、一見順風満帆な人

子どものころからの夢であった一畑電

生を送っていたが、仕 事に追われる

車、“バタテン”の運転手になることを

日々で、家族（高島礼子、本仮屋ユイ

決意する。監督は『白い船』などで知ら

カ）の心は離れていくばかりだった。
し

れる島根県出身の錦織良成氏。本格

かし一人 暮らしの母が 倒 れたことを

的な鉄道シーンから、地元であるからこ

きっかけに故郷へ戻った彼は、仕事一

そ撮れた美しい風景もお勧めです。
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CHEERS SELECT

アイネクライネナハトムジーク
Little Nights, Little Love (2019)

上映日時

12月13日
（日）
14:00 AEDT

11:00 AWST

上映時間：119分
監督：今泉力哉 キャスト：三浦春馬、多部未華子、貫地谷しほり、原田泰造
UNCL:15+ / ロマンス•ドラマ

会社員の佐藤（三浦春馬）
は、“劇的

ていかれた上司や、美人妻を持つ親友

な出会い”を待ち望んでいた。
そんなあ

など、周りの「出会い」も描いていく。ベ

る日、街頭アンケートを集めていた佐藤

ストセラー作 家、伊 坂 幸 太 郎の小 説

は、誰も足を止めてくれないなか、心地

を、今泉力哉監督が映画化。シンガー

よく協力してくれた女性、紗季(多部未

ソングライターの斉藤和義が書き下ろ

華子)に、劇的ではなかったものの出会

した主題歌「小さな夜」も話題となっ

い、付き合い始める。ふたりの10年に

た、今は亡き三浦春馬さんが主演を務

渡る不器用な恋愛を軸に、妻と娘に出

めたロマンスドラマ。
066

December 2020

feature

CHEERS SELECT

コーヒーが冷めないうちに
Café Funiculi Funicula (2018)

上映日時

12月13日
（日）
14:00 AEDT

11:00 AWST

上映時間：116分
監督：塚原あゆ子 キャスト：有村架純、伊藤健太郎、波瑠、林遣都
UNCL: All Ages / ドラマ•ファンタジー

時田数（有村架純）
が働く喫茶店「フ

に戻すことができる、
そんな数にも隠さ

ニクリフニクラ」には、“過去に戻れる”

れた真実がある。原作は、“4回泣ける”

席があり、戻りたいと願う人たちが日々

と話題になった、川口俊和の小説家デ

やってくる。過去に戻れるのは数がコー

ビュー作『コーヒーが冷めないうちに』。

ヒーをカップに注いでから、
そのコーヒー

過去に戻っても現実は決して変わらな

が冷めてしまうまでの間だけ。
そして冷

い、それでも過 去に戻りたいと願う

めないうちに飲みほさなければならな

人々の後悔から生まれる再生の物語。

い。
自分が淹れるコーヒーで、人を過去
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スマホを落としただけなのに
Stolen Identity (2018)

上映日時

12月6日
（日）
14:00 AEDT

11:00 AWST

上映時間：116分
監督：中田秀夫 キャスト：北川景子、田中圭、千葉雄大、バカリズム
UNCL:15+ / ミステリー• スリラー

稲葉麻美(北川景子)は、結婚を間近

りえる、
「スマホを落とす」
というささい

にひかえていた恋人（田中圭）
がスマー

な事故をきっかけに、すべてが狂ってい

トフォンを落としたことを境に、不可解

く麻美の姿は、スマホ世代の共感を呼

な出来事に巻き込まれていく。身に覚

び、興行収入19.6億円を超える大ヒッ

えのないクレジットカードの請求や誰に

トとなった。監督は、
『リング』
シリーズや

も見られたくなかった写真の投稿、
そし

『モンスターズ』
などを手掛けた、ホラー

て殺人事件にまで巻き込まれ、
しまい

やサスペンスの達人、中田秀夫氏。

には命まで狙われることに。誰にも起こ
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上映日時

伴泥棒のメソッド

12月4日
（金）
14:00 AEDT

Key Of Life (2012)

11:00 AWST

上映時間：128分
監督：内田けんじ キャスト：堺雅人、香川照之、広末涼子、荒川良々
UNCL:15+ / コメディ

売れない役者桜井（堺雅人）は、銭

突き進んでいくのだが、そんな彼に好

湯で転倒し、記憶を失った羽振りの良

感を覚えた編集長の香苗（広末涼子）

い男、コンドウ（香 川照之）のロッカー

が逆プロポーズする。
コンドウの記憶が

キーをすり替え、
コンドウに成りすます。

戻ったとき、入れ替わってしまった2人

しかしコンドウは伝説的な殺し屋で、桜

の対照的な人生はどうなるのか？
！内

井には殺しの依頼がやってくるように。

田けんじが脚本・監督を務め、第37回

一方でコンドウは自分が売れない役者

日本アカデミー賞では最優秀脚本賞を

であると思い込み、真面目にその道を

受賞。
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JFF Plus Online Festival
ストリーミング・スケジュール

※

事前に登録する必要があります

※

映画はストリーミング開始時間から
24時間視聴可能です

12月4日(金）14:00 AEDT、11:00 AWST
Project Dreams - How to Build Mazinger Z's Hangar 前田建設ファンタジー営業部
The Flavor of Green Tea over Rice
お茶漬の味
Key Of Life
伴泥棒のメソッド

UNCL: All Ages ドラマ
UNCL: All Ages クラシック
UNCL:15+
コメディ

12月5日(土) 14:00 AEDT、11:00 AWST
DANCE WITH ME
A Story of Yonosuke
GON, THE LITTLE FOX

ダンスウィズミー
横道世之介
ごん

UNCL: All Ages ミュージカルコメディ
UNCL:15+
ドラマ
UNCL: All Ages アニメ

12月6日(日）14:00 AEDT、11:00 AWST
Stolen Identity
Tokyo Marble Chocolate
Drawer Hobs

スマホを落としただけなのに
東京マーブルチョコレート
たんすわらし。

UNCL:15+
ミステリー・スリラー
UNCL: All Ages アニメ
UNCL:15+
アニメ

12月7日(月）14:00 AEDT、11:00 AWST
Sumikkogurashi: Good to be in the corner
The Great Passage
Li'l Spider Girl

映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ UNCL: All Ages

舟を編む
わすれなぐも

UNCL:15+
UNCL:15+

アニメ
ドラマ・ロマンス
アニメ

12月8日
（火）14:00 AEDT、11:00 AWST
0.5mm
0.5ミリ
UNCL:15+
ドラマ
TSUKIJI WONDERLAND
TSUKIJI WONDERLAND
UNCL: All Ages ドキュメンタリー
NORMAN THE SNOWMAN -The Northern Light- ノーマン・ザ・スノーマン 〜北の国のオーロラ〜 UNCL: All Ages アニメ

12月9日(水）14:00 AEDT、11:00 AWST
Tora-san in Goto
One Night
KICK-HEART

五島のトラさん
ひとよ
KICK-HEART

UNCL:All Ages
UNCL:15+
UNCL:15+

ドキュメンタリー
ドラマ
アニメ

12月10日(木）14:00 AEDT、11:00 AWST
RAILWAYS
RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語 UNCL:15+
ドラマ
Ecotherapy Getaway Holiday
滝を見にいく
UNCL: All Ages ドラマ
NORMAN THE SNOWMAN-On a Night of Shooting Stars- ノーマン・ザ・スノーマン 〜流星のふる夜に〜 UNCL: All Ages アニメ

12月11日(木）14:00 AEDT、11:00 AWST
Peace
Tremble All You Want
PIGTAILS

Peace
勝手にふるえそう
みつあみの神様

UNCL: All Ages ドキュメンタリー
UNCL:15+
ドラマ・コメディ
UNCL:15+
アニメ

12月12日(土）14:00 AEDT、11:00 AWST
Lady Maiko
Our 30-Minute Sessions
The Girl from the Other Side

舞妓はレディ
サヨナラまでの30分
とつくにの少女

PG
ミュージカルコメディ
UNCL: All Ages ロマンス
UNCL: All Ages アニメ

12月13日(日）14:00 AEDT、11:00 AWST
Little Nights, Little Love
Café Funiculi Funicula
Moon of a sleepless night

アイネクライネナハトムジーク
コーヒーが冷めないうちに
眠れない夜の月
070

December 2020

UNCL:15+
ロマンス・ドラマ
UNCL: All Ages ドラマ、
ファンタシー
UNCL: All Ages アニメ
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ΑΗΛέ͈
༎ਬ

TE
MY FAVORI
Vol.115

Yumi ↝↓↫

⇷∕∞⇰⇩⇽

ड߃ಎଗེͅਥ̭̦ͩͦͥ͂ഽș̜͈̳̦ͥ́Ȃ̷ͭ̈́ે
́ޙಫ̽̀͜Ȃ࢘ၚ͉՛̞̱ȂηΑ͜௩̢͈ͥ́Ȃ̭̭͉χȜ·έ
υθγȜθ̞̠͂ͺΡΨϋΞȜΐͬঀ̽̀Ȃၪ̱̈́ͅΩχȜΛ
ίȊȁ̭͉ͦĳı̩̞͈̭͈ͣͬ͂ྨبঐ̱Ȃĵ̜̾ͥΦϋτθଗྨ
͈̠̻͈ȶΑΞȜΐˎȷ́࿒̭ͤ͂ͥ͛͢ͅژȂෞ͈ૂ༭̦ାၑȆܱ
̯ͦ؛Ȃ൮̷̧̦̳̳̠̳̽ͥ́ȃࠈఝ͈ͺρȜθͬΓΛΠ̱̀Ȃ
άΛΗςĳı̧́ܳͥ͂Ȃུ൚ͅςέτΛΏνȊȁ

usk ↝↓↫ OUTLAW / BADSAIKUSH "ᑁᢋ" Feat.KENNY-G
(prod.GREEN ASSASSIN DOLLAR)
ΨΘͼ͂ΉΣȜň͈͂ΫȜέȂՒਘ္ŎŊń̦ಏٚͅව̹̽ͤ͂Ȃ
̞̞ͧͧ͂ΧρΧρ̱̱̹̦͘Ȃ̠̩͢͞ΡυΛίȃ１日でミリオン達
成という注目度の高い一曲。
タガログ語？という噂まで出た謎め
いたフックも、
リリックが出ていたのでようやく理解できました。
しかしGADのトラックがワンループなのにかっこよすぎて天才。

Chiemi ↝↓↫ HARIBO ⇖∅
ΑȜΩȜ͞ϋΫΣ࣐̫͒͊Ȃ୲చͅค̞̜̠̽̀ͥ́ͧȂ
ρέσ̈́Έη̹̻ȃ̱̥̱ȂŉłœŊŃŐήρϋΡ͈ňŰŭťţŦŢųŴ͈Έη
Ȫ අ ͅ  χ Ȝ ࠏ ȫ̦ ུ  ́ ܨȂड  ̧ ࢡ ͅ ޑȃΧ ȜΡ࿒̈́ ࣁ ̯ ͂
ΐνȜΏȜ̯̦̹̞ͣ̈́͘ȃࡉ̫̾ͥഽͅȂˏన͉ฃ̞ၡ̱͛̀
̧̤̳͘ȃΑΠ͉ͅȂΨΉΜͼΒ͜ค̜͈̽̀ͥ́Ȃͅܡ
ةഽ͜ςάฃ̞ȃυఊ̱̞ͤͬۜ̀ͥˏໜ͉ͅȂΧȜΡΈ
ήߗໜͬȂ̵̞̳ͣͩ̀͘ȃ
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ΏΡΣȜ͈ΑΠςȜΠΘϋΑΑΗΐŅŢůŤŦŬŰŰŭͬಎͅȂ
͈ࣧΑΠςȜΠσΙλȜȂηνȜΐΛ·ΏȜϋͬત̳ٚͥȜȜ

ུࢊ́ȶ͉̞Ȃ͂ĳ̾༐ম́൞̢̹ȷ̩̭̦̜̳͂͂ͤ͘ȃ̤౹̴̥̱͈̳̦́ĳ̾࿒͉̓
͈̭͂ͬঐ̱̞͈̺̠̀ͥͧȉ͂ະএ݈ͅএ̞̱̹̽̀͘ȃএ̞̹̺̫͓̱̥̽̀́̈́̽͜
̹͈̳̦́Ȃ̭͈ஜ͏̷͈͂݃࿚ͬএ̞̱̀Ȃ̷͈̽͂͞փྙͬΈΈ̭̱̱̹ͥ͂͘ͅȃ
Ȫཥոٸ̞ͣ̈́૽͉̞̞̈́͂এ̢̠͈̜́̀փྙ̵̧͉ͭ͘ȫȃ̷̺̠̞̠̭̥̈́ͭ͂Ȃ
̳̪ٜ͂ͅࠨ̱̹͈͂൳শͅȂȶ͌͂̾༐মȷ̞̠̈́̓͂࡞ဩ̦͉ంह̱̞̞̠̈́͂૧̹̈́
ম͜ͅߚȃ̹͘ĳ̾ఱ૽͈ٴͬષ̱̹ͤ͘ŉŪťŦţŰŰ̳́ȃ
̀ެ͓̹ͬͤȂႯਠ͞ΠτȜΣϋΈͅဥ

今回はストリートダンサーが
よく使う携帯アプリをご紹介！

̞̞̳̀͘ȃ
③ Spotify

ΘϋȜ̲̩̈́̀͜͝ঀ̞̽̀ͥ
๔ͺίς̥ͣΘϋȜ͉͈̈́ͣ́ͺί

֑̞̱͉͂̀ŔűŰŵŪŧź͉ͺȜΞͻΑΠ॑

ς́͘ત̞̹̱̳ٚ͘Ȋ

͞ΐλϋσ॑́ެͬౝ̵̭̦̞ͥ͂ͧޑ
̳́ȃয̹̠̈́͢ාయ͈ެȂΐλϋσ༆

■ソーシャルネットワーク系アプリ

̦॑۰ౙ́Ȃ̯͉ͣͅ૽အ̦ै̹̽ίτͼ
ςΑΠಶ̫̹̱̳ͤ͘ȃ

① Instagram

④ SoundCloud

② Facebook

୰ྶະါ͈ඵఱͺίς̳͇́ȃΘϋȜ

ŔŰŶůťńŭŰŶť͉ηνȜΐΛ··ςȜΗȜ

ྀঀ̞̳̽̀͘ȃِș͈৽̈́ঀ̞༷͉͉͞

͞Ņŋ̦ঀဥ̳ͥͺίς̳́ȃ̷̸̦ͦͦͺ

ͤু͈ίυκȜΏοϋȃু͈൲ْͬͺΛί

;ϋΠ̞ͬ̽̀̀Ȃ̷̭ͅু͈ެڢ

̱̀ুࡨͺάȜσ̱̹ͬͤȂͼαϋΠͬٳट̳

͞ηΛ·ΑΞȜίͬΏͿͺ̱Ȃͺίςͬ̽

̧͈ͥ͂ഥΜȜσͅဥව̳ͤ͘ȃ̻ͧͭ͜ၠ

̷̞̀ͦ͊ͦͬণಶ̧̳̭̦̳ͥ͂́͘ȃ

࣐͈ΙͿΛ·͞Ȃఈ̧࣭̥͈̞̦́ͥ̀ܳة

ΘϋȜ̦ࢡ̷̧̠̈́τͺ̈́ެ͞ςηΛ·

ͬ՜̳̹ͥ͛ͅঀ಼̢ͥਹါͺίς̳́ȃ

Α̭̭̥̈́̓ͬͣอߡ̧́ఱ૽̳́ܨȃ

■音楽系アプリ

■ダンサーならではのアプリ

̭̻ͣ͜๔ͺίς̹̻̱̠́͡ȃͺίς

⑤ Shazam

̽̀͢ͅఉઁঀ̞༷͉་̧̳̦ͩ̽̀͘Ȃ
͕͖ΑΠςȜΠΘϋȜ͉̻̥̓ͣͬঀ̽

ŔũŢŻŢŮ͉ࠏڢإͺίς͉̜̳́ͥͭ́
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̦Ȃ̞ͣ̈́ެͬͺίςͅಶ̵̥̀ͺȜ

͈ڰ̩̯ͭ͢͜ٯ́ڰဥ̯̞ͦ̀ͥ

ΞͻΑΠ͂ެྴͬౝ̱̱̩֚̀ͦͥྙ

ຈଌͺίς̳́ȃ

֑̹̽ͺίς̳́ȃ·ρή̈́̓́ိ̞̽̀
⑩ Measure / Level

̀ȂŅŋ̦̥̫ͥެ̦ࢡ̧Ȃ̺̫̓ެྴ̦
̥̞ͣ̈́Ȋાࣣ͉̭͈ͺίς֚́อ̳́ȃ

ŎŦŢŴŶųŦ͈ōŦŷŦŭέϋ·Ώοϋِ͉șΘ
ϋȜ͈ಎ́͜ঀဥ͉̺̞̦̳͐́ܭȂ
͈́ٸΩέȜζϋΑ͞ب୭ΑΞȜΐ൝́
⑥ mo-sim

ိͥાࣣͅ౷࿂̦࣐̜̥̠̥́ͥ̓ͬږ

⑦ Choreo Room

̧̳ͥ͂ͅঀ̞̳͘ȃ࠺୭࡛ા̩́͢࿒
ŮŰĮŴŪŮ͞ńũŰųŦŰġ œŰŰŮ͉৽ͅ૦ັ

̳ͥͅඅਂ̈́ܥෝͬΘϋȜ̹̻͉Ω

̦ΏοȜͬै̧ͥ͂ͅঀ̞̳͘ȃΏοȜͬै

έȜζϋΑ͈·ςΞͻȜ͈̹͛ͅঀဥ̱

̯̞ͥͅຈါ̈́ΘϋȜ͈ၛ̻պ౾̜́

̳͘ȃ

ͥέȜιȜΏοϋͬͺίςષ̥̳́ͩͤ͞

ոષĲıത͈ͺίςͬત̞̹̱̱̹ٚ͘ȃ

̩ΟΎͼΰ̧Ȃါਫ਼ါਫ਼́་ͩͥၛ̻պ

ࣽ͞শయ͈ၠ࣐͉͈௸̯͙ͅ൲̞̀

౾ͬঞ̞ٜ́̀୰̳̦ͥۼજ̫ͥ

̞̳͘ȃତාஜͅၠ࣐̹̽ͺίς͉̳́ͅ

ͼΑ̈́ͺίς̳́ȃΛȜ͈̈́̓ΑεȜΜ

͜ঀ̞̥̹̽̀̈́̽ͤ͂Ȃশయ͈་ͤ͢ͅا

̥͂́͜εΐΏοϋ͈୰ྶ́͜ঀ̷̢̠Ȋ

ȶ༒၌ȷ͈ਅ႒֚͜་̱̳͘ȃ̭͈་̾ͅا
̞̞̫̠̀ͥ͢ͅͺρέȜΘϋȜ͉̭ͦ

⑧ Clipbox

̥ͣ͜ͺϋΞͬಫ̫̫ͤ̈́ͦ͊̈́ͤ͘
̵ͭȃࣽࢃ̓ͭ̈́ͺίς̧̦̀̀ΘϋȜ

ńŭŪűţŰŹ͉ոஜΘϋȜ͈́ۼၠ࣐̹̽

ͅٮஉ໓̧̥͈̳̭ͬܳےಕ࿒̳́Ȋ

ͺίςȃŚŰŶŵŶţŦ͈̈́̓ΘϋΑ൲ْͬι
ρυȜσͅ༗ం̱̀ࢡ̧̧̈́͂ͅࡉͦͥ͂
̞̠͈͜ȃŘŪŧŪ͞ͼϋΗȜΥΛΠΑάȜΡ͈
อో͂ࡢ૽́ঀ̢ͥယၾ̦௩̞̱ͥ̀ح

ŅŢůŤŦŬŰŰŭġŔŵŶťŪŰ

ũŵŵűŴĻİİťŢůŤŦŬŰŰŭįŤŰŮİ
ōŦŷŦŭġĲġİġĺĴġŃŢŵũŶųŴŵġŔŵġŔźťůŦź
ĩōŰŤŢŵŦťġłţŰŷŦġőŢŵŢŨŰůŪŢĪġ

̭̭̻͈͂́ͣ๔̦̩̈́̈́ͤȂ͉ࣽ́ঀ̽
̞̀ͥા࿂ͬࡉ̭̦̩̱̹ͥ͂̈́̈́ͤ͘ȃ

ĳııĵා͈ြࣧոࣛȜΑΠρςͺ

■通常装備系のアプリ

ŉŪťŦţŰŰ

⑨ Stopwatch / Timer
ŔŵŰűŸŢŵŤũ͉ΘϋΑΠτȜΣϋΈಎ͈

ũŵŵűŴĻİİťŢůŤŦŬŰŰŭįŤŰŮİ
ōŦŷŦŭġĲġİġĺĴġŃŢŵũŶųŴŵġŔŵġŔźťůŦź
ĩōŰŤŢŵŦťġłţŰŷŦġőŢŵŢŨŰůŪŢĪġ

͈̜ͣͥ͠ΗͼΠσ̧͈̱ͬ̀͜ͅ
ུ̹૽ΘϋȜȃ࡛ह͜ίυΘ

ུྴȇߦਜຳ

ϋȜ̱͂̀ڰ൲̱̦̈́ͣͼαϋΠ

ŉŪťŦţŰŰıĸĳĲŁũŰŵŮŢŪŭįŤŰŮ
ıĵĲķĶĲĲĺĶĲ

ٳट̈́̓ၔ༷̱͂̀ΑΠςȜΠΘϋ
Α͈ຽ͜ͅݞႁͬවͦͥȃఉ༷࿂
͈ͼαϋΠ͜ͅ४̱حΏΡΣȜ́ఉ

Πτ൝ͅঀ̭̦ͩͦͥ͂ఉ̞̳͇́ȃຽ

ఱ̈́ͬޣגဓ̢ͥ૽ȃ
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人を動 か す ション
コミュニケー
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チーム力

ଲ̺ͅྚ͉࣭ڎٮυ;ͼσΑ
ͅේ̯̤ͦ̀ͤ͘Ȃ࣭͈ਉ͞ఱൡ
ႀ͈უͅಕ࿒̦ਬ̞̳̽̀͘͘ȃ
߃̈́႕͉́ȂΣνȜΐȜρϋΡ͈ਉ
̜́ͥġΐλΏϋΘȆͺȜΘȜϋ͈ଇ
௸̈́చ؊࣭ͅྦྷ̦ॷ൳̱̞͈̀ͥ͂
༭ൽ̳́ȃ̷̹̯ͦͥͦ͘͢ͅڛ
̠ͅͺιςఱൡႀ͈ΡσΡȆΠρ
ϋί͞ŖŌ͈చ؊͈՛̯ͅඳ͈

Ȫ ρͼέςͺġĮġũŵŵűĻİİŭŪŧŦįŤũŰŴŶůŰůŭŪůŦįŤŰŮİŴŪŵŦİťŢŵŢİũŵŮŭŠťŪųİĳıĳıİĲıİĲĳ

̢̭̞̳̀͘͜ȃ

İĳıĳıĲıĲĳĹııĹĶįũŵŮŭȫ

ࠫޫȂଲ͈ಎ͉ழȂٛ২Ȃ౬ఘȂ·
̹ۜ͘அ̦̞͌̓͂࡞̞ͩͦ̀ͥ

ρή͈̈́̓૽͈ਬ̧̥̤ͤͣ́̀ͤ͘Ȃ

πȜυΛΏ͜ΑͼΑ͞ΡͼΜ͈̠͢

̷͈ழ͈ၻ̱՛̱͉̳͓̀ȶΙȜθ

ͅഐ୨̈́చ؊̱̞࣭̜ͬ̀ͥͤ͘͜

ႁȷ͈֑̞̺͂ࣉ̢̞̳̀͘ȃ̞ޑςȜ

̳ȃ͉̭͈̠֑̞͉̭̥́̈́̓ͣ͢ြ

ΘȜΏΛί̞ͬ̽̀ͥழ̷͉͈

͈̱̠̥ͥ́͡ȉ

ςȜΘȜΏΛί̳̥ͬڰΙȜθͬै̭ͥ
̧̦̳̱͂́͘Ȃඏ̱̹ςȜΘȜ̦̞

̞͉̈́́زজ̦͈̠࡞́௶؛

̫̦̈́ͦ͊ুڎංփͬࡁ̱֨̀

̤̭̦̱̞͈̳̦́͘͜Ȃ̞֑͈࣭ڎ

̞̩ΙȜθͬै̧̭̦̳ͥ͂́͘ȃ

͉ȶΙȜθႁȷ͈֑̞͉̞̥́̈́͂ۜ
̲̞̳̀͘ȃ࣭͈༷ૻͬࠨ͛ͥଽহ

̷̭͈́ࣽġńŢŭŭġŵŰġłŤŵŪŰůĢġ͉́

͉̻̹زଽൂ̞̠͂ΈσȜίͅਫ਼௺

;ͼςͺθࢼࢨঙ͈ȶΎȆΙȜθ

̱̤̀ͤȂࡢ૽̺̫͈փࡉ̥́ͬة

ȁŕũŦȁŕŦŢŮȷͬ४ࣉ̵̯̞̹̺̀ͅ

ࠨ̭͉͕̞͛ͥ͂͂ͭ̓̈́͂࡞̽̀͜

̧ȂȶΙȜθႁȷ̞̾̀ͅࣉ̢̧̞̹̀

ً࡞͉̞́̈́͂ၑٜ̱̞̳̀͘ȃ

̞͂এ̞̳͘ȃ͉̯͉ͭ͂ઁ̱
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̺̫࿂ে̦̜ͤȂজུ̦ŊŃŎ́ΠȜ

今月の格言:

ΑΠζΑΗȜΒͬၛ̻ષ̧̬ͥ͂͜ͅ
̹̭̜̳͂ͤ͘͜ȃঐબ͈̈́̓

" No man will make a great leader who
wants to do it all himself, or to get all
the credit for doing it. "

ఠબճΏΑΞθ͈ٳอ଼̱́

- Andrew Carnegie

අ༆࣒̱̞̺̹̞̱͂̀̀ͬ

̹αϋΙλȜ̳́ز׳ȃ̱̀ͅ۾

ĩ̳͓̀ͬু̺

͉ࠐႤͅࢋ̦̜͈ܱͤͥ̈́̓ম̜͜

̫̠̱̹́ͧ͂ͤ͞Ȃ

̳̦ͤ͘Ȃࡢ૽എ̈́ͼϋΗΫνȜ࣒͞

଼̳͓͈̀ͬඊ

͈ٛ̈́̓έȜ͜ͅͅࠚܨ؊̲

̳ͤ͛ͥ૽̦ռ

̩̀ͦͥளୀ̱̞ͣ૽̺͂এ̞̳͘ȃ

ఱ̈́ςȜΘȜ̈́ͥͅ
̭͉̞͂̈́ȃ

ঙ͉ȶུ͉ͅΈσȜί͉̜ͥ
̦ΙȜθ̦̞̈́ȷ͂࡞̞̳̽̀͘ȃͼΦ

४ચࡃȇ

ΎȆΙȜθȁŕũŦġŕŦŢŮġ

αȜΏοϋܿ͞ڟ૧̞̠͂ത͉́ږ

Ȫ;ͼςͺθࢼࢨȫ

ུ̥͉ͅͅΙȜθ̦ະह̥̱ͦ͘͜
̵ͭȃ̹̺̱͈ࣽٝυ͞౷ૼ͈͢

ŜಠͼΠŞ

̠̈́ഛबͅߚུ̧̱̹͈࣭͂ྦྷ

σΗΞͻήȆήυΈ
ĩؖၵٚ͂ġŔũŢŭŭġŸŦġťŢůŤŦŀĪ
ũŵŵűĻİİţŭŰŨŴįŪŵŮŦťŪŢįŤŰįūűİųźŰŴŢůİ

͉ോ࣭എ̈́౬ࠫႁ̦̜ͤȂΙȜθ̱͂
̀ܥෝ̳̠ͥ͢ͅএ̢̳͘ȃȶυؼ
͈́հ࣭̈́ρϋ΅ϋΈȷ́ષպ͈࣭

͈֚θΏ͜ͅࡼ͈ΗζΏͼġ

͈͕͉̜͂ͭ̓ͥਅ͈౬ࠫႁͬ̽̀

ࠝ২
ũŵŵűŴĻİİŸŸŸįţŶůŨŦŪŴũŢįŤŰįūűİţŰŰŬŪůŧŰİ
ťŦŵŢŪŭİĺĸĹĮĵĮĳĹķĮĲĹĸĶĺĮĵįūŴű

̞࣭̜̠ͥ́ͥ͢ͅࣉ̢̳ͣͦ͘ȃ
̺̺͘͘ထ౯̳ͬ́ޙે̞̯̈́ݺ

ಠ৪ίυέͻȜσ

ؖġၵٚȪġςο;ΑΉȫ

̦Ȃ̳͓͈࣭̀ྦྷ̦ু࣭ͬȂ౷֖Ȃ

őŦŨŢŴźŴŵŦŮŴȁΏΣͺȆΏΑΞθȆͺȜ΅Ξ·Π
ȪőųŰŧŦŴŴŪŰůŢŭġŴŦųŷŪŤŦİńŰůŴŶŭŵŢůŵȫ

ٛ২Ȃ͈ࢷڠΙȜθȆιϋΨȜ̜́ͥ
̭͂ͬু̱ژȂୃ̱̞࣐൲ͬ౯̱Ȃ

ĲĺĺĺාͅχȜ΅ϋΈγςΟȜ́ြࣧȃŖůŪŷŦųŴŪŵźȁŰŧȁ
ŘŦŴŵŦųůġ ŔźťůŦźͬުࢃȂࠏ͂ٸࠏ͈ၰ༷́Ŋŕ

௸̥࣐̳̭ͥ͂́͞ͅȂ்̩υ

ϋΐΣͺ̱͂̀˔ාΏΡΣȜ́൱̩ȃ̷͈ࢃȂུͅܦ
ུ࣭̱ŊŃŎ͈̈́̓ٸࠏ̯́ͣ̈́ͥࠐࡑͬୟ͚ཌྷͣȂ
২࣓ٛࡃ͞ൎ͈̈́̓ίυΐͿ·Π͜ͅփဳഎ৾ͤͅ
ழ͚ȃठഽΏΡΣȜͅြ̱ࣧȂ࡛ह͉ͺίςΉȜΏοϋࢹ

࿚ఴ̦ਞ̳ࠫͥম̳ͬͤ͘ܫȃ
͉́Ȃ̹͘ြȊ

ಃϋσΗϋΠȆٳอ̱͂̀৽ͅଽຸ͞߄ဏ͈߸۾ί
υΐͿ·Πͅࠈͩͥȃ
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飼い主さんからのメッセージ

Ʊ
Ǟ
ǎ
ƶ

少しだけ怖そうに見えるかもしれないけ
ど心は乙女。街で見かけたらぜひ、
ぜひ、
「デビ

1

0
Vol.1

子ちゃーん」
と声かけてください
い！
！

⒢
Ǟ. Ʋ.

寝るな
ら
シ
モ
ン
ズの高
級
ベ
お姉ち
ッドか
ゃん
︑
の
お
尻ね〜

╉┲
⒏
╚┰╖╵╪ܝ

ƍ ƨ.

名前 デビ
年齢 4歳半
ス
種類 イングリッシュブルドッグのメス
好物 スイカとバスケットボール
性格 ビビリの甘えん坊

大好きな
お
姉
ち
ゃ
んと
海に
来
ま
し
たー！

アデレ
ードで
出た
ら
し
いのよ
〜

i
b
b
De

ŷ
␓
ǚ
Ǽ ƵƏ
Ǧ
Ƿ ƶƢ
Ƙ

スイカの 次
に
バスケット 好きなのは
ボールな
の。

̜̹͈̈́ՔࡂȂՔͬΙͺȜΒ́ત̵̱̥ٚͭ͘ȉġ
̜
̹͈̈́Քࡂ ՔͬΙͺ
ͺȜΒ́ત̵̱̥ٚͭ͘ȉ
ͺ
Β́
̭̻͈ͣέȜθ̥̱̱̮ͣ̓̓؊༡̩̺̯̞Ȋȁ

؊༡ςϋ·ȇġũŵŵűŴĻİİŸŸŸįŴŶųŷŦźŮŰůŬŦźįŤŰŮİųİŃĴŎŗĸŎō
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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
Ĳıĺ

·ςΑζΑ

͈ࣽΞȜζȇȁ

˴ȧ̉˽̏ȁ˯̐̋̎̅́̏
֚ා̞̻́͊ͭܗ̧̦ܳͥġ

ͼτϋΠȆΠȽ΅οȽ
˝̊̀ȁ̏̋ȁ̐̄̅̏ȁ̅̏ȁ˴̉˽̏

ಠ৪ȇಱ֔ςο;Ȇ̜̯͈̜̭̾̈́̓ġİġๅ২ȇȁ૧ಲ২ġ

ಠ৪ȇ૱࠺ঊġİġๅ২ȇعཔ૧২ġġ

ڒثȇĥĲĴįĲıġİġιϋΨȜڒثȇĥĲĲįĸĺġ

ڒثȇĥĲĹįķıġİġιϋΨȜڒثȇĥĲķįĸĵġ

̸̭ͦȂুঃષड͈ࣞĲĳ

ȶ̭͉ͦȂ̳́ȷȃˍˎˎˎ

ĳĵȃఱ૽زैܨķྴ̦უͬ̽އ

Ȃ·ςΑζΑͬ࿒ஜ̨ͩͅͅ

̀ຝ̞̹ܗ͉͂ȃ૯ൃ͈૧

̠ނȆࠃ́บ෫Ξυ̦

๔Ȃᛚ̩͛·ςΑζΑȆͺϋΕυΐȜȊ

อȃ̳̪ͅඑ̞̹ๆ࣐ྶ

ȁ̠͜྅ࡓͅϋΗ͉ြ̞̫̈́̓Ȃ

́Ȃๆ૽ུ͉࣭ਉ͈͂

̭͈ࢊ̦·ςΑζΑͬ̽͂͜අ༆

༶ΞτΫచͬါݥȂ̫

̱̩֚̈́̀ͦͥͅȃķ૽͈૽ैܨ

ယ̫ͦͣͦ̈́ͦ͊ষ͉ਸ਼́

̦زუͬ̀̽އຝ̞̹ķ͈̾ܗȃু̦̭͈ଲͅ౪

ྫओ༆บ෫Ξυ̭̳ͬܳȂ͂ထ̳࣬ͥȃచ̳ͥਉ

̱̹ͬփে̱̫ͥ˫˨Ȃͼῄܢ͈ةఞ͜༴̞̞̀̈́

͉Ξυ͉ͅߠ̱̞̈́͂ݵ๛ȃ̷̱̀ံȂड՛͈

̞ং༹Ⴢ૽Ȃ̷̱̀Ȃ̺̞͞لͅځ͈ނΗͼθΑ

মఠ̦ȤȊȁգുഎ̈́ςͺςΞͻ͂ΑΉȜσ̤̩́ͥ

ςΛί̱̱̹̀̽͘໌আȤȊȁ̯̯̥̈́͞௭ͤͅȂু͒

͈ࠢ·ρͼθΑβϋΑȊैࡔْדȃġġ

͈̮གྷͅȃൃ͈ͅᛚ̩͛·ςΑζΑȆͺϋΕυΐȜȃġġ

ΑΗȽΞͻϋΈȆȽόȽġġ

΅λυςϋΈġ

ಠ৪ȇ२ਝġġİġๅ২ȇͺΑ΅ȽȆιΟͻͺχȽΑġ

ಠ৪ȇခࢼġİġๅ২ȇࡖൃৡġ

ڒثȇĥĲĳįĸıġİġιϋΨȜڒثȇĥĲĲįĵĴġ

ڒثȇĥĲĹįĺıġİġιϋΨȜڒثȇĥĲĸįıĲġ

ĳਔ࿒͈૽͉ȂĲıप͈·ςΑ
·ςΑζᾼുॲ̦ࠨ̹̽͘ঊ

ζΑ̥ͣই̹̽͘ȃ̳͓̀ͬͤ͞

ރιȜȜ͈২֥Ȇఱგੇٚȃ

ೄ̳ܥٛͬဓ̢̹ͣͦཥ̺̹̽

൳ၯ́ࡓႪ૽͈ঊ̥̈́ͅএ

̫̓Ȃ̞̩ͣࣉ̢̀͜Ȃͤ͞ೄ̱̹

̞ͬॼ̱̞̹̀ȃ̷ͭ̈́ĳ૽ͬှ̽

̞̭͂̈́ͭ̀Ȃ̹̥̽̈́̾͂͌ةȃ

̧̹͈͉̀Ȃٛ২ͅ୭̯̹ͦ

ཥ͈བ͙͉ȂȶĲਔ࿒͈૽ͬȂ

ڠൺ̠ͅڠ͈࣎ȃၰ

̷̷̩͈̽ͤ͘͘ठ࡛̳̭ͥ͂ȷ

͈ၗँͬগ̹̞̞̠͈͛͂࣎

̺̹̺̽ͭȃ̱̥̱Ȃ̓ͭ̈́ͅୃ̹̱́ͤ̾͜ܢͬږ

̢̹͛ͥڸ̞ͬܐȂ͉ͣ༆ݳಎ͈͈࣎ͬ

͜Ȃম͉੭ș̴̞̩ͦ̀ͅȃġ̷̱̀ĲĹप͈Ȃཥ͉

ང͇̭ͥ͂ͅȃ̯̹ͥͦͣ́͜ޏݙȂ̯̯̥̈́͞ܗ

ȶయȷ̠͂ٛȃġ

͈Ⴒङͬຝ̩ۜ൲͈ࢊȃġ
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̥̞ܬ୯͉ŃųŦŢŮġİġ·υΘͼȆΙΤȪ΅Ϋτȫ̦̞̱ڢȊ
̯ͭٯȂ̭̻͉ͭͅȃŌŦŪŨŰ̳́ȃΏΡ

̦̭̩̞ͣ͂ͥ̀ےȃ΅λΑΠࢃ̞ͅے

ΣȜ̠͜͜ذ࿒ஜȊ̞̠͂শ̧̱́͘͘ܢ

̩̀ͥ͂୶͈ςΛίͅକ̫֚ͬ̀

̹͇ȃ͉̥̞ࣽٝশ̱ͥ͛ڢͅܢ

ͅܨஆͤই̳͛͘ȃஆ࣐૬ഽ͉ςΛί

ŃųŦŢŮȪ·υΘͼȆΙΤȫΊȜθȊȁஜٝ

͈ఱ̧̯͞ಿ̯̽̀͢ͅ་̧ͩ̽̀͘

ŃųŦŢŮ̮ͬત̷̧̱̹͉̤̩ٚ͂ͣȶͼ

̳ȃ̷̱̀δΠθ̞̯̀ͣ͜ͅͅஆͧ

ΠΠΛίΊȜθȷ̺͂এ̞̳͘ȃ̹͐ͭȤ

̠̳͈͂ͥ́ȂΌϋΌῧೲ̧̦ͬ̈́

Ȫઢȫȃ́͜କ࿂̩ͅΠΛί;ȜΗȜ

ͣૺ͙̳͘ȃ̭̦ͦΙΤ͈͒ͺάȜσ͂

σͺȜ́ΙΤ̞̩ͬ̽̀ΑΗͼσȃࣽٝ

̈́ͤȂΨͼΠͬညอ̵̯̳͘ȃକೲͬ

͉ΏΡΣȜ͉́ȶؐൽȷȉ͈·ρϋ·αͼΠ

ง̽̀൪̬ͥࢿڔ႒ͬ͞ౝ̳

ΊȜθ̳́ȃ̭̞̱ͦ͜ڢȊ

̵̢̱̥͈̞ͦͥ̀͘͜ࡉ̠͈͢ͅݿ
ͭȃ̭͈΅κͬडఱࡠ̹̳̥͛ͅڰຈ

ৢ૯͈̠͢

ါ͈͉̈́Ȃୃ̱̞εͼϋΠ͍Ȋġ ̛͘ୃ

ͅઁ̱ఊ͈͛

ೄȶεͼϋΠ͍ȷ͉͈̓ΑΗͼσ̺ͧ

δΟͻͅςΛ

̠̦ਹါ̧̳̦̈́̽̀͘ͅȂ·ρϋ·͈

ί͂ࡤ͊ͦͥ

೦͉ͤ́ဒࠗͅఱ୨̳́ȃιͼϋ͉ग

·ΙΨΏ͈͢

౷̱̩͉͜ഉ౷́߃̩ͅ؞͈᩶ັ̱

̠̈́໐ͬ

̹͞܊ΌυΗ̦ఉ̩̜ͤȂ̷̱̀૬̨̳

̹̽͜σͺȜ̦·ρϋ·αͼΠ́Ȃ̭̭ͅ

̞̭̈́͂ȃग౷ͬٝဋ̱̦̾̾͜

କၠ̫ͬ̀ήςής̨̦͂̓ͣ̈́ח

ཅີ̈́؞͈᩶܊ਔ༏ͅŃųŦŢŮ͉̩͢ਬ

ͭ̓ͭஆ̞̩̽̀Ηͼί̳́ȃஜ͈ٝ

̳ͤ͘͘ȃ̦Ȃ܊ા̺̫̺ͣ͂δΠθϋ

ΠΛί;ȜΗȜσͺȜ͉͈͂ݙτϋΐ

Η·Π̵̯ͥ·ρϋ·ΊȜθ͉̥̈́ͤࡕ

̠ͬσͺȜ̳͇́ȃ̭͈·ρϋ·ͬঀ

̱̞Ȥȃ̳̪ͅआ̦̥̽̀σͺȜͬυΑ

̠ષ͈́΅κ͉δΠθȪೲȫͬඏ̧̈́

Π̱̩̹̽ͤ͘ȪًݲఘࡑȫȂςΛί̦
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̧̹̓ͭ̓ͭͤ̀ͦڬȤȃུ͉ܖग౷

́͜ΑυȜςΠςȜή̦̫̱̠ͬ͘͡ȃ

̹́͘ͅ؞̦᩶܊ഢ̦̩̞̦̽̀ͥͣ

̷͈̠͢ͅΜΜ͂ೲ̧̦ͬ̈́ͣے

डഐ̳́Ȋȁ̷̱̀କ૬͂̀͜͜ఱ୨ȃ

̞̞̀ͥ͂Ȃ̽͂ঊྙܨၻ̞

૬̴̨̳ഐഽ̈́ΏλυȜςͺ̦ιͼ

൚̹̦ͤυΛΡ̱ͬ̀ഥ̧ͩ̽̀͘

ϋ̧̳̈́̽̀͘ͅȃၥ̈́·ρϋ·ͬঀ

̳ȃ̱̥̱ȊȊȁ̭͈೦்̤̞ͤ̀͜ͅͺχ

ဥ̳͈ͥ́Ḁ̑̈́ͤஆͥΗͼί̵̞́͜

Γ͉Ȥȃ̱̥͈̽ͤݿਹ̯̦υΛΡ

̶̞ஆ࣐૬ഽĳŮ̞̹̭͂̽͂ͧȃ͈̈́

ͥ́͘ͅఞ̽̀ȂΈΛ͂ਹ͙̦̲ۜͣ

́Ȃକ૬̦ĶŮ̜ͥાਫ਼́೦̱ͤͬ̀͜

̹ͦͣͺχ̵̳͘Ȋȁ̜͉̞͂ޑ̞̱ڢ

δΠθΦΛ·̧̦̞̹́̈́͛Ȃ·ρϋ·

έͼΠ̤̞̯̺̩͙̱ͬڢȪઢȫȃ·υ

͈րႁ̦ࡘ̱̳͘ȃ̷̻͈ͧͭ͂͜

Θͼ๊̳̦́Ȃ̭̻͈ͣ΅Ϋτ͜͢Ȝ

̧͈ಲպ̽̀͢ͅ൳̲ાਫ਼́͜କ૬

̧̩̳֨͘Ȋą̳̳̱̏͘ڢȪઢȫȃ͕ͭ͂

͉་̧̞̳̦ͩ̽̀͘ȂĲŮ̥ͣĳŮ́͘

̳̪ͅ߃ા͈೦ͤા́ࠚ̧́͘ͅ

͈εͼϋΠ̦ഐ൚̱̠́͡ȃ

̳ȃॽমਞ֚ͩͤͅൎ̬Ȋ̞̠͈̞͂͜
̞̳́͢Ȋ̶̯͌ͭ͜ٯȃ̷͉̹ͦ́͘ȃ

೦༷͉̞̹ͤ̽̀Ώϋίσȃൎ̬̀
̫̺̩ےȪઢȫȃཥ͈ાࣣȂൎ̬̥̀ͣ
ड̧͈͉ےೲ̧̩࣐֚́͘ͅͅܨ
̳͘Ȋȁ̷̱̀δΠθͬςΛί̦ඏ̧̺
̱̹̩ͣ̽ͤ͠ಢ̧̳̞̀͘ͅےȃδ
Πθͬ୨̞̠ͣ̈́͢ͅξΛ·ςȂΜΜ
Μ͂ࡓͅഥͩͥδΠθ͈ۜͬږ
̱̦̈́ͣआ̦̥̞̠ͣ̈́͢ͅΑυȜͅ
̧̳͘ےą்̧̩̳̑͂ͥےવٺͅ
୪̱̹̯̞Ȃସ̞̩͢ΈΛ͂ࠤͅۼ
͉̱̩̭̦̜̽̀̽̀৾ͦ̈́̈́ͥ͂͘͘
̳ͤ͘ȃ̵̜͈͂ͩͬۼဓ̢ͥփྙ

ŌŦŪŨŰ

ȇŬŦŪŨŰŠŵũŦŠũŪųŢŮŢŴŢŬŢŪ

೦ͤႤĳĶාȃήρΛ·ΨΑ̥ͣσͺȜͅවͥȃ
·υΘͼͬσͺȜ́೦̞̹̦̽̀Ȃ̺̺ͭͭ

ġ

̽͂͜ఱ̧͈̈́ͬ͜೦̹̩ͤ̈́̽̀Ȃٸဢͅ
̥͈̀ͣࣽΑΗͼσ͒ȃ̤̥̽͋ͤȪ͈̥ͣ܅

ȇŬŦŪŨŰŠŵũŦŠũŪųŢŮŢŴŢŬŢŪ
ĻŁŬŦŪŨŰŠŴŢŵŴŶŮŢ

೦ͤȫ̭̩ͬ̈́͢Ք̳ͥ೦͈ͤ་ఠȃ΄ΙϋȆ
ΏοͺσͺȜ߳౬ȸଽᅠȹ଼ͬࠫಎȃ
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去年の暮れ、
「学校の壁画をデザ
インしてほしい」
と我が子たちが通う
学 校の校 長 先 生から直々に声がか
かった。
ありがたいことに、最近では口コミで
私のデザインの評判が広がり、宣伝し
なくても定期的にローカルからのお仕
事がもらえるようになった。数年前まで
は、営業したり公告を出してもなかなか
ローカルの仕事は入らなかったのです
ごく嬉しい。
壁画デザインの企画書を作り校長
先生との打ち合わせも数回終え、必要
なペンキも用意し、
さぁいよいよかき始
めるよ〜！
という時に、
ブッシュファイヤー
と新型コロナの影響でしばらくの間、中
断せざるを得なくなってしまった。
そして

なんと、何度も一緒に打ち合わせをし
ていた校長先生がターム３から移動に
なり、壁画の話がそのまま実行されず
に流れてしまいそうになった。
春休みのスクールホリデーも中盤、
PTA会長からやっと壁画GO！サインが出
た。高さ約５メートル、長さ約８メートル
の大きな壁。作業は、私のクリエイティ
ブ仲間でもあるピーターと2人で足場の
組み立てから始まった。
絵を描いた壁は、バディーベンチと
言って
「今日お友達探してるよ〜」
「1人
だから誰か一緒に遊ぼうよ」
っていうと
きに座るベンチがある場所。
そこに座っ
てる子がいれば、気づいた周りの誰か
が声をかけてあげて一緒に遊ぶってい
うすごく素敵な空間。
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子供たちだってときには悲しい日が
あったり、元気がない日だってあるは
ず。中には誰にも言えないような事情
を抱えている子だっているかもしれな
い。
どんな時でも、彼らの心にしっかり
太陽の暖かい光が届くように、キミた
ちみんなサンシャインだよ！という思い
を込めた私のデザイン。 今まで仕事
でここまで大きな壁画をしたことがな
い上に、絵を遮る大きな窓が３つ。古
い建物のレンガの壁なので凸凹のみ

ならず、
ところどころ穴が空いている。
さらに、まともな道 具も揃っていな
かったので、学校の教室にあるチョー
クと定規で地道に線を引いたり下描
きをし、美術倉庫のブラシを借りてペ
イント作業開始。
スクールホリデー中の3日間で仕上
げた絵は、
ターム４から登校してきた生
徒みんなのサプライズになり、先生も
生徒もとても喜んでくれた。

ここにタイムラプスを貼り付けたいです。

ؗථࡇĴĺपȃˏ͈༦́ΈρέͻΛ·ΟΎͼȜȃĳıĲĸා
͈ˑ̥ͣΏΡΣȜͤ͢৬́༌ൽķশ͈ۼΰϋΞͻȜ̞̠͂
Ĳĳıı૽͕͈̓ਯ૽̦̞̯ͥ̈́നৡͅਯ͙͉̲͛ͥȃΟΎͼ
ϋ͈ॽম̫ͬͥཌྷͣΔυ̥͈ͣനৡ͈έȜθ༥̱ͣͬࠨփ
̱Ȃزˑ૽́૧ͬڰΑΗȜΠȃĴķıഽࡉള̨̳̥͈ͤఱুடȂ
ఱࡔ͈̓૯ͭಎͅεΜῧ̜̞͈ͥزέȜθρͼέȊȁ
έȜΩȜġ̴̞͙

ŊśŖŎŊġŉŐŐőņœ

ńŰůŵŢŤŵȇġŤŰůŵŢŤŵŁŻŶţŦįŤŰŮįŢŶ
ŇŢŤŦţŰŰŬġĻġŔŵŶťŪŰśŶţŦġİġŊůŴŵŢŨųŢŮġĻġŔŵŶťŪŰŻŶţŦ

081

December 2020

column

ίυέͻȜσȇ
۾ୌ͈ȨକחΗ·ȩœŚŐȃĳııı
ාͅြࣧȃΏΡΣȜςϋάΛ·۷Ȃ
δρϋΞͻͺͬࠐࡑ̱̀ুͅȨକח
ऌȩͬಕවࢃȂΏΡΣȜ͈ྴΑͼηϋ
ΈΑ·Ȝσ́ঐ൵ͬΑΗȜΠȃ࡛ह͉ু
͈·ρήΙȜθĩŏŢųųŢţŦŦůġ ŔŸŪŮŮŪůŨġ
ńŭŶţĪͬอ௷̱Ȃșྚြ͈ςϋάΛ
·ෳͬྪͅ൰ಎȃ

ু͈ŃŭŰṸ͜
ຽ͈ģକחऌģͬࢵ૧ಎȇ
ũŵŵűĻİİţŭŰŨįŨŰŰįůŦįūűİųźŰŠŰŻŴŸŪŮ

次世代リーダー

Andrei Minakov

アンドレイ・ミナコフ

以前はアメリカの最大のライバルで

レッセル選手と、200mバタフライの世

あったソビエト連邦。90年台のソビエト

界 記 録 保 持 者のクリステル・ミラク選

の崩壊、
ロシア成立以後、以前ほどのア

手（ハンガリー）を崩せる選手として今

メリカとのライバル競争からはほど遠い

注目されています。

低迷の時期が続いておりました。
しかし、
中学のときからアメリカのカリフォル

近年、
ロシアからも多くのスターが育って

ニアでトレーニングを積んできたミナコ

きており、世界をリードしているアメリカ

フ選手は、2017年のユース五輪で6個

を驚かす存在となってきました。その中

の金メダルを獲得。昨年の光州世界選

でも来年の東京五輪に向けて大きく開

手権では100mバタフライで銀メダルを

花しようとしているロシア代表のAndrei

獲得し、シニアの大舞台での初表彰台

Minakov（アンドレイ・ミナコフ）選手に今

も経験しました。その後、アメリカのスタ

回は注目しようと思います。

ンフォード大に奨学生として入学を決め
若干18歳のミナコフ選手は、強豪が

ていましたが、今年開催される予定で

集う男子100mバタフライで、今真っ向

あった東京五輪に向けての準備に集中

から挑 戦しようとしているひとりです。 するため、留学を1年延期にしていたと
アメリカの世界記録保持者ケレーブ・ド

言います。
しかし、
コロナウイルス感染拡
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大の影響で、五輪の延期が決まったと
き、彼は隠さずに大きな失望を次のよう
に吐露しました。
「オリンピックが延期さ
れた。
それが正しい決断だという意見に
は同意できない。アスリートたちが最高
の成績を出せなかったとしても、それが
スポーツだ。選手は常に最高レベルを保
てるわけではない。もしある国がオリン
ピック参加を拒否するなら、それは彼ら
自身の問題だ。延期は大きな失望だ。そ
れに来年に状況が改善している保証は
ない。
１年間夢を取り上げてくれてありが

(Instagram)

とう！」
と皮肉ながらに訴えた（しかし、翌
日彼は謝罪の言葉をSNSに投稿してい

たと打ち明けました。
「 最初は親の薦め

ます）。

で、テニスやスキーをやっていたんだ。
でもスキーはお金がかかるし、やる場所

1 6 歳で臨んだユース五 輪での快 挙

も遠い。また夏には自由な時 間がある

の後、ミナコフ選 手は、
「東 京 五 輪で、
僕たちはロシア水泳を次なるレベルへ

ので、友人に水泳はどうかと薦められ、
母がじゃあ試してみたらと、僕を水泳教

と押し上げることができるのではないか

室に連れて行ったんだ。
６歳のときだっ

と思う」
と宣言していました。
「ロシア代

たけど、以 来 、僕は 二 度と振り返らな

表は、切磋琢磨し合う大家族のような

かったよ。今でもスキーはだいぶ上手い

もの。お互いのために、皆の成功を嬉し

けどね」。

く思う」と話していた彼は、それをシニ
アのオリンピックで再現しようと燃えて

彼は、1 2 歳のときから毎 年、夏には

います。
ここ数年、いい選手を数多く出

アメリカで約１ヵ月の合宿を行ってきま

しながら、なかなか 金メダルを掴めな

した。場所はカリフォルニア州のテラピ

かったロシア水泳の新リーダーとして。

ンスイムチーム。それは今や彼の毎年
の習 慣になっています。
「なぜカリフォ

順 風 満 帆に育ってきているミナコフ

ルニアなのかって？ 実は、姉がここに

選手ですが、彼の家族は初め、彼が水

住んでいるんだ。それと僕は、アメリカ

泳の道に進むことを予定していなかっ

の大学に行くことになりそうだからね。
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とにかく上達するため、まだまだ多くの

イと自由形である彼は、早咲きのバタフ

努 力が 必 要だ。もうアメリカには 何 度

ライ泳 者 、という点から、時 々あの 怪

も来ているので、僕はロシアとアメリカ

物、マイケル・フェルプス選手と比べら

の双方で、
とてもアットホームな気分に

れることもあるとか。それに対して彼は

なれるんだよ」。こうして、ゆくゆくはア

次のように答えます。
「比べ物にならな

メリカの大学へ、
という思いは、時間を

いよ。僕にとってフェルプスの域に至る

かけて着実に培われていきました。

というのは、月に飛ぶようなことだ。彼
は 2 3の五 輪 金メダルを獲 得した世 界

彼はスタンフォード大で、生物工学を

記録保持者だけど、僕はユース五輪で

先行することを決め、アメリカでの新生

6個のメダルをとったに過ぎない。だか

活を興奮とともに心待ちしています。
し

らまだ道のりは長いよ本当に」。

かし前述の通り、オリンピック前の詰め
の段階で練習と生活リズムを崩さない

現 時 点での、ミナコフ選 手は、
ドレッ

ようにするため2019年秋に渡米するこ

セル選手、ミラク選手らと比べても、ま

とが 可 能だったにもかかわらず、大 学

だまだ未 知 の 宝 石 の 原 石といえるで

入学をオリンピック後の9月と決めてい

しょう。
しかし、誰よりも輝く可能性を秘

ました。すべて最 高の準 備を行なって

めたそれでもあるのです。
「僕は、何か

東京五輪に至り、そこでベストの力を出

を期待したり、予想したりすることは嫌

せるようにするためでした。
「オリンピッ

いだ。ただ表彰台に上がれるように、自

ク後に短い休暇を取り、そこからアメリ

分の意欲を掻き立てる方がいいね」と

カに引っ越して、新 生 活のスタートだ」

彼は 言います 。
「 僕は 常に、肝 心なの

と希 望に胸を膨らませていたことを鑑

は、すべての距離を通し、いかにハード

みれば、
ミナコフ選手が、五輪延期でフ

ワークを積むか、ということだけだと信

ラストレーションを隠せなかったのも納

じているのさ」。

得できます。
今年18歳になったばかりの彼は、来
身長187cmでスレンダーな体格のミ

年の東 京 五 輪に望むときには 1 9 歳に

ナコフ選手の、ダイエットは、
「たくさん

なっています。追 加となった1 年は、彼

食べる」
ことだとか。
「プール内で多くの

にとって決してマイナス要因にはならな

カロリーを使うから、朝 食２回 、昼 食２

いはずだと、僕は 彼 の 嫌う“ 大 きな期

回、夕食２回は食べている」のだと言い

待 ”を託して彼 の 活 躍 、そしてロシア

ます。得意種目が50m、100mバタフラ

チームの活躍に注目しています。
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医 療 用 大 麻がも た ら す
未 来 とは︵ 後 編 ︶

前編は
こちらを
クリック

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。
11月10日には、オーストラリアの大手プライベート・ヘルスファンドが、国内で
初めて、医療用大麻にかかる費用のリベートを開始するというニュースが出て
世間を賑わせた。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。弊誌では先月号に引き続き、セント
ラルコーストで医療用大麻ファームを営む磯貝久氏に接触し、医療用大麻の
実態に迫った。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。
オーストラリアではCBDオイルを販売

リーに入りました。その た め 現 在 は、

していますか？

医師や薬剤師の処方箋のもとでの処
方対象となりました。ただ、CBDに関し

4年前に医療用大麻がオーストラリ

ては、以前はドラッグカテゴリー４に

アで合法化を迎えたさい、すべてのカ

入ってい た ので す が、それ が 今 年 の

ンナビノイドの 物 質 は 医 療 のカテゴ

11月からドラッグカテゴリー３にラン
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クダウンする予定ですので、今後は薬

を行ってきましたが、いよいよ加工工

局などの店頭で見られるようになり、

場を作るところまで目処が経った状態

やがてムーブメントが訪れると期待で

です。2021年にはその物質を使った

きます。また今後は輸出にも注力して

新しいプ ロダクトを 販 売 する予 定で

いくようです。

す。ビジネスの規模的にいよいよひと
りのファーマーでは抱えきれなくなっ

メルボルン空 港 付 近に大きな医 療 用

てきてたので、現在はビジネスパート

大麻の施設があると聞きました。

ナーとともに事業を進めています。

メル ボ ルン 空 港 の 敷 地 内 に C a n n

日本にもビジネスパートナーがいらっ

G r o u pという会 社 が 販 売 施 設と加 工

しゃいますか？

施設を作り、国内で栽培された医療用
大麻が空港敷地内に集まり、加工され

日本で大麻関連の専門書をもっとも

て、飛行機で海外に輸出される仕組み

多く執筆されている、長吉秀夫さんと日

を確 立しました。オーストラリア国 内

本で一緒に大麻ビジネスについての

で医療用大麻の産業が合法化される

講演会を定期的に行っていたのです

まで は、輸 入 に頼っていました が、税

が、コロナの影響でできなくなりまし

金や送料などが上乗せされるため、必

た。その代わりに現在はオンラインで

要としている方の手に届くまでに高額

大 麻 ビジネスに 特 化したオンライン

になっていたというのが現実でした。 ウェビナーを始めました。Cannameets
これからはドメスティックで生成され、 という組織を作り、毎週日曜に渋谷と
国 内で の 取り扱 い が 可 能 に なること

オーストラリアのセントラルコーストを

で、市場での価格競争が生まれます。

繋げ、初級と中級の２公演を、日本をは

また、医療用大麻も対象とする保険会

じめ、オーストラリアやアメリカに住む

社が登場し、処方できる医師や薬剤師

日本人に向けて配信しています。大麻

も増えますので、医療用大麻がより身

ビジネスの始め方から、CBDの基礎に

近なものになっていくと期待をしてい

ついて、世界の大麻事情など、僕と長吉

ます。

さんが今まで体験してきた経験や知識
に基づいて配信をしています。

今後の展開をお聞かせください。

12月6日には、日本で初めてとなる

CBDの効能が世間的にある程度認

CBDビジネスに特化したカンファレン

知されてきたなかで、弊社ではカンナ

ス『J-Cannabiz

ビノイドのなかでまだ誰も着目をして

Conference』をオン

ラインで開催します。誰にでも抵抗な

いない成分を使用したプロダクトの制

く、明日にでもCBDビジネスを始めら

作を試みています。4年ほどその開発
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れる内容構成になっていて、日本やア

うデータを取っているようなのですが、

メリカ 、ヨ ー ロッパ で 活 躍して い る

あくまでそれは合成カンナビノイドの

CBDエキスパートにゲストとして参加

ネガティブエフェクトと言えます。一方

してもらうので期待していてください。

で私たちが研究しているのは、自然製
法のプラントの持つ、THCやCBDなど、

医療用大麻は産業として、
これから投資
価値が上がる可能性を秘めていますね。

さまざまな 成 分 の 相 乗 効 果（アント
ラージュ効果）です。そのうえではネガ

アメリカの禁酒法のように、今まで

ティブなサイドエフェクトは確認されて

禁じられていた、
ブラックだったものが

いないという話をしています。※諸説

ホワイトになった瞬間の経済のインパ

あります。もちろん煙草と同じように、

クトは計り知れないはずです。医療用

吸いすぎれば喉や肺に悪影響を及ぼ

大麻ビジネスは、世界的に注目されて

しますが、精油にして処方量を守り摂

いるビジネスで、投資家が集まってい

取 すれ ばそういった 問 題 はありませ

るのがその証拠です。てんかん薬「エピ

ん。日本では特に、大麻=ヘロインと同

ディオレックス」を販売するGWファー

じようなドラッグと思っている人が多

マはあまりにも有名ですが、オーロラ・

いと思いますし、いままでは政府がそ

カンナビスやシャーロットウェブ・ホー

ういった方針で大麻を扱っていたので

ルディングスなど、成長率の極めて高

それで当然だと理解しています。

い上場企業も多いですね。

実はオーストラリアも医療用大麻の

医療用大麻のメリットはよく理解しまし

合法化を迎える前までは、そういった

たが、デメリットになるようなことはある

風潮がありました。
しかし合法化と同時

のでしょうか？ 日本人は特にネガティブ

に、政府やメディアが今までドラッグと

にとらえている方が大半だと思います。

していたものを、医療用大麻は一定の

身体に対する害といえば、まず脳に

病状に対しては効果的、という意思を

悪いと警鐘を鳴らす研究者はいます。

示しました。子供の持つ病気に対して

それには日本の法律の関係から、大麻

医療用大麻を使用したら奇跡が起こ

を国 内で 育て研 究 することができな

り、お母さんが歓喜の涙に咽ぶ。そん

い、
という背景があります。合成的に作

なドキュメンタリーやSNSのポストを

られたTHC、つまり合成カンナビノイド

最近よく観るようになったと思いませ

をアメリカから輸入して、それを日本国

んか？ 国民の脳内がパキンと切り替

内でマウスなどに投与して、サイドエ

わるというか、いまではポジティブな

フェクト（副作用）の研究をしているよ

ブームが訪れています。また、体にいい

うです。その結果、脳に影響が出たとい

ヘンプシードオイルやナッツなど、大
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弊誌コラムニスト北村元氏が運営する
『愛のベトナム支援隊』に密着取材をしたさいに出会ったミン君。先天性魚鱗癬を患っており、
頭皮は硬く瞼が上へと引っ張られてしまい、瞼をうまく閉じることができないため常に涙を流していた。

多くいるようなのですが、魚鱗癬にも効

手スーパーでも見るようになりました。

果があるのでしょうか。

中国の南部でベトナムとの国境に近

魚鱗癬に効果のある医療用大麻を

い巴馬（バーマ）
という村があります。そ
こは昔からヘンプシードをすり潰して、

見つけ出すことができると思います。ま

団子状にしたりスープにしたりして、主

ず、大麻がどのように人体に作用する

食にしている長寿の村で、100歳を超え

のかを説明しますと、まず人間には身

た方々が、元気に畑仕事をされている

体調節機能（エンドカンナビノイドシス

ようです。ヘンプシードに含まれるカン

テム・以下ECS）という受容体が備わっ

ナビシンA は、血 管を柔らかくするた

ています。体内で作り出されるカンナビ

め、高血圧の予防にもなるそうで、90歳

ノイドがECSと結合することで、食欲や

のおばあちゃんも肌がツルツルとして

痛み、免疫調整、感情制御、運動機能、

いるそうです。

発達

老化、神経保護、認知と記憶な

ど、細胞同士のコミュニケーション活動

ベトナムといえば、枯葉剤被害を受けた

を支えています。
しかし、加齢やストレ

軍人や、
その子供で奇形や病気を持って

スなどの影響から、カンナビノイドが欠

生まれてきた第二世代、第三世代の被

乏することで、さまざまな疾患を引き起

害者たちがいます。肌が鱗のように剥が

こすことが明らかになってきました。医

れてしまう魚鱗癬という病気を持つ子も

療用大麻は、そのカンナビノイドを補う
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ことができます。カンナビノイドを肌に

と密にコンタクトを取りながら慎重に

直接塗ることによって、人間の免疫力を

進めてほしいと思います。

内側からも外側からも上げることがで

文 頭 で も 述 べ たことだ が 、同 インタ

きるのです。

ビューは大麻使用を奨励することが目

ベトナム戦争はアメリカはもちろん、

的ではなく、あくまで在豪の日本人に対

日本も深く関わっている戦争なので、ア

して基礎知識を提供することのみを目的

メリカで研究したCBDなどをベトナム

としている。産業として医療用大麻はま

へ輸入して、枯葉剤の被害者たちを助

だ日が浅く、現在の認識と未来の認識と

けられるとしたら、素晴らしいと思いま

では違いが出てくる可能性があることを

す。
また、枯れ葉剤で汚染された土壌に

理解しておいてほしい。ただし、イノベー

関しても提案があります。大麻草には、 ションという意味では、常に大半の方が
土壌から有毒物質を除去する大麻の能

否定する、いままでは価値を見出せな

力（ファイトレメディエーション）が期待

かったものなかから生まれるケースが

できます。チェルノブイリ原子力発電所

多いということもまた事実である。

の周辺地域から放射性汚染物質を除去
するために大麻草が使用されたことで

Cannabird Pty Ltd

も立証されています。ベトナムのような
暖かいところで栽培すると育ちも早く、

https://cannabird.com

すぐに土壌も浄化することができると

ヘンプビジネスウェビナー

思います。そして、ストレスのある土壌

CannaMeets

（汚染された土壌）で育つ大麻草は、濃

https://gomeets.net

度の高いカンナビノイドを生成すると

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。

言われているのでなおさらです。産業
が生まれれば雇用にもつながり、いま
だ傷か癒えない戦争被害者を身体面で
も経済面でも助けられるのなら、そん
な素晴らしいことはないですよね。
ベトナムでは、現在CBDに関する法
律はありません。ただ、大麻草自体の
法律はあって、最高刑では死刑も執行
されるケースがある国ですので、何か
アクションを起こすのであれば、実績
のあるデータをもとに、政府機関など
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全体運

私たちの人格はほぼ全体が、子供の頃に形成されます。両親の信念や考え方に最
も大きな影響を受け、学校の先生や習い事の先生からも影響を受けます。その影響
は大人になってからの言動にも密接に関係があります。皆さんはどんな教育を受けら
れましたか？ 教育を英語でエデュケーション
（Education）
と言います。
これはラテン語
のEducareが原語で「引き出す」
という意味から来ています。
人間はいくつなっても幼子のように、楽観的で、向上心に満ちあふれ、情熱のまま
に「今」
を楽しむといったポジティブな状態が本来あるべき姿です。だからこそ、育った
環境や過去の出来事などが原因で、負のスパイラルにいると気づいたら、意識して抜
け出すととても心が楽になります。
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心で思うネガティブな考えをポジティブに変える言葉や言動は毎日の積み重ねであなた
をどんどん多大な可能性を持った人間に変えて行くのです。言葉にすることが最も大事。
朝一番に鏡に向かって言いましょう！！
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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

Masaru Yanai
Web Developer

載を禁じます。また掲載されている

Ayumi Mizoshiri

後するする場合がございます。

ました。初めの数ヵ月は、あまりのワイルドさに途方にく

常生活に戻っています。
しかし、ヘアサロン

れていましたが、
あともう少しで触れられる距離までに

まずシドニーと違い、
日系のヘアサロンへ行くには、車で

テルに預けてホリデーにでかける、
なんてことはできず、

１時間半くらいかかります。そして少ない。
さらにコロナ

今年は猫中心の夏になりそうです。
（Yumi）
今月はやりたい企画が多く、100ページ

とで、なかなか予約が取れずに、流石に困っています。

を超える勢いでした。
その一方で、新規

ロングストレートヘアなイメージを周りには持たれてい
ますが、実は天然パーマ。縮毛矯正を常にかけて、維持
してきたストレートヘアも、もはや限界が。現在、
クルク
ルの髪質が主張してきいるので、
ブロウとかヘアセット
をしなければ、キャラ変並にキャラ変です。
コロナの歪
みがこんなところにまでも。
このままカーリーヘアで行く
か、ストレートヘアで行くか…本気でどっちでもいいわ！
なアンケートをとりたい今日この頃です。
（Chiemi）

レストランのラッシュの恩恵で撮影の仕
事が多く、最近では『デジタルペーパー発行者が写真の
仕事も受けている』
から
『写真家がデジタルペーパーも発
行している』
と、バランスに変化が生じています。収入面
や、印刷費用削減などの理由から、
デジタルペーパーが自
走できそうな環境になりつつあるため、ついつい広告営
業が萎えています。
いっそのことクラウドファンディングを
使用し、
いまの経済に左右される広告収益型モデルから

コロナロックダウン中に突如我が家にやっ

脱する、B to Cモデルに移行して、バイアスのかからな

てきた野良猫3匹を引き取って6ヵ月。2匹の子

い、何でも書ける媒体にするのが、
アメリカの選挙などを

猫たちはもはや子猫とは言えない大きさにな

眺めていると現代的とも思えます。
アイデアはいろいろと

り、野良猫の野の字も感じない、警戒心ゼロの

あるけど、思ってるだけでできていない。今回本気でチャ

甘ったれに育ちました。
リーシュを付けて外に出そうとす

レンジをしている人々の特集を企画して、
そして個々の思

れば、
ガタガタ震えならが地面に這いつくばりその場を

いを知り、
この環境で攻めきれていない自分が恥ずかしく

離れようとぜず、家に戻れば“セーフゾーン”であるソ

なりました。
チャンスと仲間に囲まれているのに、行動力

ファーの奥に隠れてしまうほどです。名前を呼べばすぐ

が乏しく、時間が作れない。人に頼れない。
お金に執着で

にやってくるし、お腹がすけば私が反応するまでひたす

きない。
ずっと向き合ってきた自分の欠点。
ギアを上げる

ら見つめたりと、
まさにペット。一方で「この子は野良猫

どころかエンジンが掛かっていなかった。今回出ていただ

歴が長すぎて更正無理！」
とキャットレスキューから戻さ

いた仲間のように、
自分も変わりたいです。
まずはガソリ

れたママ猫ちゃんは、最近になってようやく書斎から出

ンをいれるという意味で、営業スタッフを募集しようと思

るようになり、警戒しつつも家を探検するまでに成長し

います。2021年はベタ踏みでいきます。
（usk）
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の影響で、人数制限に始まり、美容師さん不足というこ
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の予約をとるのが今も本当に大変でして…。 近づきました。せっかくここまで上達したため、ペットホ
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私が住んでいる地域は、
ほとんどもとの日
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