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reflection155
「リフレクション」

小さな赤い命に待つ
多くの試練
オーストラリア本土の西に浮かぶクリス

名にしたのは、多数派の赤ガニだ。大きく

マス島。
いや、
ジャカルタから飛行機で南へ

なると体長12センチほどになるこのアカガ

１時間と言った方が、頭に地図が描ける。
も

ニは、
クリスマス島とココス島だけに棲む固

ともとはイギリス領だったが、もちろん、今

有種。中には、体重５００グラムもする大赤

はオーストラリア領の小さな島。島の大き

ガニが存在すると聞いた。

さは、東京都の大田区、世田谷区に中野区

この島が、今頃から先、赤に染まる。赤ガ

を合わせた広さだ。

ニの移動が始まるからだ。年によっては、
ほん

この島の人口２２００人に対して、カニの

とうに足の踏み場もない状況が生まれる。

総数は１億と言われる。クリスマス島を有
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なぜ、そんな状況が生まれるのか？

カニの形となって再び島に戻って来たと

島の山地を覆う熱帯雨林。
カニたちは、

きは、今度は海岸から島の内側へと向かう
子ガニの大群が見られるが、
このときの天

南半球の初夏に大移動を始める。

敵は、路上を走る車と、乾燥である。巣に向
ふだんは島の熱帯雨林の木の根元など

かう途中に雨がないと、乾燥死が待つ。巣

に穴を掘って、落ち葉や果物、他の動物の

に無事にたどり着くこと、そして赤ガニの子

死体などを食べて住んでいる。夏の始まり

が生きていくことがいかに難しいことか。

を告げる雨が止むと、あちこちの穴からは
この狭い地域で、
１億匹が世代交代をし

い出したカニたちは、大集団をなして人里

ながら生き延びてきた背景には、まずさと

の低地を通過する。

いう点で人間の食用にならなかったことが
ゴルフ場を横切り、道路を縦断し、学校

あるかもしれない。赤ガニたちよ、安心せ

の校舎の床もちゃっかり通り、人家の庭先

よ。頑張れ！

を横断し、台所も横切り…大移動となる。
まずは、オスが初めに海に出て、続いてメ
スが海岸へ。
海の近くで交尾を済ませてからオスが
山へ帰った後の満潮の夜、メスたちは崖の
岩肌に集結。卵を抱いた腹部から海に卵を
放つ。すべてのメスが、
うまく卵をとき放つ
とは限らないという。
メスが海に生んだ卵の孵化までに５〜７

北村元 的 警抜劇

週間。孵化した子の上陸までにも、試練が
待つ。
うまく高潮に乗れること。食用になる

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

プランクトンが豊富であること。海の中で
成長するための栄養源だ。上陸は早朝か
午後遅くで、昼に高潮に乗った子は、ほと
んど脱水症状で死に絶えるという。低気圧
の影響による荒波に遭わないことなど、生
きていくためには小さな生命にさまざまな
難関が待ち受ける。

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

多くの子が上陸するときに、沖の海が赤
くなるのが陸からも見えるという。
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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
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。
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。

お知
らせ
有効期間 : 2021 年01 月15 日
（金）
まで

変更いたしました。
料金改正
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
対象のスタッフ

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

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

005

January 2021

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

beauty

オープニング
キャンペーン実施中！

10％オフ！！
すべての施術に
資生堂3ステップトリートメント、
ヘッドスパ付き

Ӆ˳˟ᩖӔ˧ࣹ˳ᢰ̜Ꮻࡃ࠹

"LBMB IBJS
109 Quarry St, Ultimo
TEL：(02) 9660 0883
営業時間：火〜金11am-6pm、土・日10am- 5pm
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beauty

ウルティモのハリス・ストリートから

現在オープニングスペシャルで、す

一本入った閑静な通りに、ゆったりと

べての施術に資生堂3ステップトリート

したオープンスペースを構える美 容

メントとヘッドスパがついて10％OFFの

院がある。

キャンペーンを行っている。
２０２０年を乗
り切った自身だけのために、ゆったりと

店名の『Akala』
とはハワイの言葉で

『太陽』を意味することが示すように、 時間を使いたい方にはオススメだ。
柔らかな光がミニマルなレイアウトの
店内に注ぎ、陽気な雰囲気を作り出し
ている。少人数制なので、ひとり一人の
施術をゆっくりと丁寧にこなしていくの
が当店のスタイル。
日本から取り寄せた
フルフラットのシャンプー台で、ナノス

Price

ティームミストとともに受けるヘッドス

メンズカット

カラー
$50

レディースカット $70

パはまさに至福のひととき。
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$120

デジタルパーマ $180
縮毛矯正

$230

event

ΏΡΣȜ͈γΛΠ̈́ͼαϋΠͬ

άΛ·ͺΛίȊ

Cheers What's On

フェスティブシーズンの始まりですね！ コロナ禍ですが、
イベントが少しずつ
復活しています。Covidセーフを意識しながら楽しみましょう！

12/15〜 ଲ͂̽́͜͜ٮ̱̞ΏΥζ
Tue

Wespac Openair

まるで絵葉書のように、ハーバーブリッジとオペラハウスを一望できる、絶景ス
ポット、ミセス・マッコーリーズ ポイントを舞 台に 開 催さ れる野 外 映 画 祭
『Westpac Openair』。夕日をを眺めながらハーバーサイドのレストランやバーで
楽しんだあと、
日没とともに、350平方メートルの巨大スクリーンにて映画が上映
される。今 年は 6 9 作 品がラインナップされ 、
『 H i g h G r o u n d 』や『 P e n g u i n
B l o o m 』など、8 作 品がオーストラリアプレミアとなる。この 他にも『 L o v e
Actaully』や『Almost Famous』、
『The Devil Wears Parada』などの過去の人
気作も上映される。
᪥䠖㻝㻞᭶㻝㻡᪥㻔ⅆ䠅䡚㻞᭶㻞㻠᪥㻔Ỉ䠅
ሙ䠖㻹㼞㼟㻌㻹㼍㼏㼝㼡㼍㼞㼕㼑㼟㻌㻼㼛㼕㼚㼠㻌

䝏䜿䝑䝖䠖㻐㻟㻜䡚
㼃㻱㻮㻦㻌㻌㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼣㼑㼟㼠㼜㼍㼏㼛㼜㼑㼚㼍㼕㼞㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛㻌
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event

1/6〜
Wed

ྀාࢭ႕Ȃ͈ࠝऱങȊ

Sydney Festival

毎年1月開催される芸術の祭典、
『Sydney Festival』。今年は国境が閉鎖
されていることから、全130イベントが100%国内アーティストによって繰り広げ
られる！ またCovidセーフであるアウトドアを最大限に活かす今年のフェスで
は、バランガルーに幅32メートルのポップアップステージ「The Headland」が設
置され、
フェスのフィーチャー・アーティストを25ドル一律で観ることができる。
今年はオーストラリアを代表するサーカス集団による演目
『The Pulse』
をはじ
め、バンガラ・ダンスシアターによる
『Spirit: A Retrospective 2021』、シド
ニー・シンフォニー・オーケストラによる最新プログラム『The(Uncertain)Four
Seasons』などがラインナップされている。
᪥䠖㻝᭶㻢᪥䠄Ỉ䠅䡚㻝᭶㻞㻢᪥䠄ᅵ䠅
ሙ䠖䝅䝗䝙䞊ྛᆅ
㼃㻱㻮㻦㻌䚷㼣㼣㼣㻚㼟㼥㼐㼚㼑㼥㼒㼑㼟㼠㼕㼢㼍㼘㻚㼛㼞㼓㻚㼍㼡䚷

ࣽා͜ఱ་̤ଲდ̱̹̈́ͤ͘ͅȃ
ၻ̞૧ා̢̤̩̺̯̞ͬࠞȃ
ĳıĳĲා͜ζθΒέȜΡ̱̩̤̳̱̹̞̞ͬͧ͘͢ܐȃ
ζθΒέȜΡ͉Ȃز̮ڎ́͘ో̞̹̱̳͘Ȋ

https://shopping.mumsfood.com.au/
ȺηΣζθȜΘȜȻĥĶıȂ
ΉȜ΅̤͞ং͈ȜΘȜ͉̱̀ͅ۾ȂζθΒ͈ȜΘȜɐĴıȼڎ̳͂̈́ͤ͘ȃ
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マムズフード
https://shopping.mumsfood.com.au/

̮ಕ༹༷ȇ

̱̩͉͜ıĵĳıġĸĹĺġĹĹĴĩŔŎŔ͈͙Ī
ၳȇĥĶ
τΑΠρϋ̥͈̮ͣಕȂ̤࿚̵ࣣ͉Ȃ
ުא൚ȇఊനΠκȁıĵĳĵġĸĹĹġĹıĲȁ́͘

配達日

最短で翌日!!
www.mumsfood.com.au

event

1/6〜
Wed

ਗၛ͈܁ͼΠͼαϋΠ̦໘ڰȊ

Art After Hours

州立美術館の人気ナイトイベント
『Art After Hours』
が1月6日から復活する。毎週
水曜日は21時まで美術館を楽しめるほか、ギャラリー内のレストランやカフェも営業。
現在の展示は、
日本人アーティスト2人がファイナリストに選出された、歴史ある肖像画
のコンクール
『Archibald, Wynne and Sulman Prize 2020』(1月10日まで）やオーストラ
リアの著名風景画家であるアーサー・ストリートンの150を超える作品を展示した
『Streeton』
（2月14日まで）
が開催されている。気温が上がるこれからの季節は、美術
館で涼みながらアートの鑑賞もお勧めです。
ሙ䠖㻭㼞㼠㻌㻳㼍㼘㼘㼑㼞㼥㻌㼛㼒㻌㻺㻿㼃
㼃㻱㻮㻦㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼍㼞㼠㼓㼍㼘㼘㼑㼞㼥㻚㼚㼟㼣㻚㼓㼛㼢㻚㼍㼡㻛䚷䚷
᪥䠖㻝㻞᭶㻞㻡᪥௨እ䚸ẖ᪥䜸䞊䝥䞁㻌㻝㻜㼍㼙㻙㻡㼜㼙㻌㻔Ỉ᭙䞉㻥㼜㼙㻕㻌
㻭㼞㼠㻌㻭㼒㼠㼑㼞㻌㻴㼛㼡㼞㼟㻌㻝᭶㻢᪥䛛䜙ά

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
！
心！
安
運 ぶので

安心・納得の3大ポイント

カーペットクリーニング
ハウスクリーニング

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

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

・家も家具も無傷安心の完全包囲

市内引越し

ɦड೩ၳ߄͉ैުশˎۼশۼȼńŢŭŭġŰŶŵġŧŦŦȃ
̹͘ΉȜᾼ؊̲ܱ̀ئոخ଼͜ࢹ͈ٸෝȃ

作業員1人 + バン 作業員2人 + トラック 作業員3人 + トラック

Ļ$70İĲশ ۼĻ$130İĲশۼ
ྎĻ$85İĲশ ۼྎĻ$160İĲশۼ
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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 ！
無 料でご

・お見積り無料

ઽന

・日本人スタッフが全対応

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

＄１５０〜
＄３５０〜

www.riverexpress.com.au
ĲĳİĶķķġňŢųťŦůŦųŴġœťįĭġ
łŭŦŹŢůťųŪŢġŏŔŘġĳıĲĶ
ġŪůŧŰŁųŪŷŦųŦŹűųŦŴŴįŤŰŮįŢŶ

event

1/13〜
Wed

ςΣνȜͺσȜίϋ͈ฎ܁

Australian Museum - Holiday Programs

11月末にリオープンしたばかりのオーストラリア博物館で、
ホリデープログラムが開催
される。化石発掘ワークショップやフォトグラフィー、古代生物のアートワークショップな
ど、
あらゆる内容がラインナップされ、
オンライン版も用意されている。中には政府が発
行している
「Creative Voucher」
を使うこともできるので、要チェック
！ なお、
リニューアル
オープンを祝い、現在博物館へのジェネラルエントリーは無料。
また特別展（有料）
は
「ティラノサウルス-家族との出会い」
で、迫力溢れる恐竜の展示を楽しむことができる。
᪥䠖㻝᭶㻝㻟᪥䠄Ỉ䠅䡚
ሙ䠖㻭㼡㼟㼠㼞㼍㼘㼕㼍㼚㻌㻹㼡㼟㼑㼡㼙䚸㻝㻌㼃㼕㼘㼘㼕㼍㼙㻌㻿㼠㼞㼑㼑㼠㻘㻌㻿㼥㼐㼚㼑㼥
༤≀㤋䠖㻱㼢㼑㼞㼥㼐㼍㼥㻌㻝㻜㼍㼙㻙㻡㼜㼙䠄㻯㼘㼛㼟㼑㼐㻌㻯㼔㼞㼕㼟㼠㼙㼍㼟㻌㻰㼍㼥䠅
㼃㻱㻮㻦䚷㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼍㼡㼟㼠㼞㼍㼘㼕㼍㼚㻚㼙㼡㼟㼑㼡㼙㻛㻌

こんな時期だからこそ
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event

1/22〜
Fri

ōňŃŕŒŊȼ͈ٮ૧ૺͺȜΞͻΑΠͬอߡ

Express Yourself - Queer Discovery Showcase

LGBTQI＋界の新進アーティストをショーケースし、2月19日から開催されるマルディ
グラの舞台パフォーマーを発掘する『Express Yourself - Queer Discovery
Showcase』。
アーティストのラインナップは新年に発表される予定だが、
ショーケース
ではエレクロ界の重鎮Electric Fieldsと“フォークトロニカ界（フォーク＋エレクトロニ
カ）”のシンガーソングライター、Gordiがヘッドライナーを務めることがわかった。11月
末に開催された1回目のショーケースでは、新進アーティストJamarzOnMarzとAya
Yvesが駒を進めている。
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アイエス留 学ネットワークは今日も変わらず
ア

生 徒さんのサポートをしています！
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。

■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

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
さんの駆け込み寺でありたいから、今日もサ です。
そんなときは私たちを思い出してご連絡
ポートを続けています。LINEやメールでのカ くださいね。2021年を皆で乗り越えて、飛躍の
ウンセリングもいつものように行っています。 年にしよう！
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動画はこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=yFod-Rk5lEg

シドニーのクリスマスイルミネーション巡り

Christmas Light
＆Decoration Walk

本来であればクリスマスキャロルやフェスティバルが各地で開催されるフェス
ティブシーズン。
しかし今年は『Covidノーマルクリスマス』。他国のロックダウ
ン状況に目を向ければ、大切な人とともに過ごし、外出もできるオーストラリア
の環境に感謝しかありません。2020年のクリスマスは、
ソーシャルディスタン
スを保ちながら、
シティのイルミネーションを散策してみてはどうでしょうか？

Sydney Culture Walks

https://www.sydneyculturewalksapp.com/

シドニーシティが制作したアプリ、
『Sydney Culture Walks』には、
シドニーのクリ
スマスライトを散策するセルフガイド付きのウォーキングツアーマップがあります。
カスタムハウスのクリスマスツリーから始まり、ザ・ロックス地区を歩き、マーティン・
プレイス、ピット・ストリート・モール、
タウン・ホールと進んでいきます。全スポットを
巡るには約1-2時間、4.8キロのコースとなっています。ぜひお試しください！
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大迫力のクリスマスツリー

Martin Place
Christmas Tree
Martin Place

NSW州でもっとも背が高いクリ
スマスツリー。11万個のLEDライト
に、330個のボール、
オーストラリア
を代表する9種の花1万5000個が
飾られ、そのてっぺんには3.4メー
トルの巨大スターが輝きます。毎
晩7時から、15分毎にツリー全体
がライトアップし、
クリスマスソング
が流れます！

流星の下でショッピング

Canopy of Light
Pitt Street Mall

ピットストリート・モールの頭上に
は8万5000個のイルミネーション
が輝き、毎晩7時から、15分毎にラ
イトショーが繰り広げられます。
クリ
スマスショッピングを楽しみながら、
イルミネーションを満喫してみては
いかがでしょうか。
ウェストフィール
ド内のデコレーションも写真撮影に
お勧めです！

期間：12月31日まで
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期間：12月31日まで
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2021年に向けて希望を映し出す

Lights of
Christmas

St. Mary's Cathedral
シドニー・セント・メアリー大聖堂
に映し出される毎年恒例のプロジェ
クションマッピングは必見です。今年
は大聖堂のステンドグラスをモチー
フにした「Hope（希望）」のストーリー
が映し出され、その細やかでカラフ
ルなライトショーは見る者を惹きつ
けます。エントリーにはQRコードによ
るチェックイン有。

期間：12月25日まで

巨大クリスマスボール

The Giant Bauble

ICC Forecourt, Darling Harbour
まるで万華鏡のように輝く、高さ6
メートルのクリスマスボール。
ボールの
中で写 真をとってもよし、輝く光を
バックにセルフィーを撮ってもよし。夜
景が美しいダーリングハーバーを散策
しながら立ち寄ってみてはいかがで
しょうか 、タグ # D a r l i n g H a r b o u r 、
#Christmas、#Baubleをつけてシェア
しよう！
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期間：12月25日まで

feature

ミーガン・ヘスの絵本の世界

David Jones

Castlereagh Street Sydney
毎年恒例、大手百貨店デビッド・ジョー
ンズ・シティ店のショーウィンドウに飾られ
るクリスマスデコレーション。今年はオース
トラリアのアーティストで、世界から引っ張
りだこのファッション・イラストレーター、
ミー
ガン・ヘスが描いた絵本『クラリス』の世界
がディスプレイされます。

期間：1月3日まで

クリスマスブランコ♪

恋人にお勧めのスポット

Interactive
Swinging Bells

Mistletoe &
Kendall Lane

Darling Square

The Rocks

クリスマスベルの形をしたスイングが

歴史溢れるロックスでは、毎週末クリス

ダーリングスクエアに登場！ 揺られなが

マスマーケットが開かれ、町のいたるところ

ら音もライトも楽しめちゃいます。周りに

にデコレーションが施される。
ケンデル・レー

はアウトドアシーティングや芝生のエリ

ンには巨大なヤドリギやツリー、イルミネー

アもあるので、周りのグルメ店でご飯を

ションが飾られ、恋人にはお勧めのスポッ

調達しつつ、子どもたちを遊ばせてみる ト。ヤドリギの下でキスをすれば幸せにな
のはどうでしょうか？

れるという伝説も…。

期間：12月25日まで
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期間：12月25日まで

interview

Photo：Western United FC

フィジカルの強さを武器に海外挑戦
ウェスタン・ユナイテッドFC

ＤＦ今井智基
「30歳になる前に、海外でプレイし
たい」。長年の夢を追い、今年2月、ひと
りのＪリーガーがビクトリア州に舞い降
りた。今井智基選手、当時29歳。彼の
夢を叶えることとなったのは、サッカー
Ａリーグに昨シーズン
（2019/2020）新
規 参 入したばかりのクラブ、ウェスタ
ン・ユナイテッドFCだ。

リーグで活躍してきた今井選手は、長
年の夢を叶えるために自ら松本山雅
FCとの契約を解除し、来豪した。
「私の
わがままを聞いてくれた松本山雅FCに
は感謝の気持ちしかありません」。
2月に来豪したさいは、練習生として
参加していたというが、その直後、シー
ズン終了までの約3ヵ月間の短期契約
をオファーされる。

大宮アルディージャ、柏レイソル、そ
して松本山雅FCと、約7年間に渡りＪ
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北海道の広い土壌と、
雪解け水で実った

厳選プレミアム北海道米が
オーストラリアの食卓へ
北海道米は、
幅広い味わいを目指し、
研究を重ねることで、
多種多彩な品種のうるち米が誕生しました。
最高峰の品質、
個性豊かな美味しさをお楽しいください。

ふっくらとした炊き上がりと食感
プロ御用達のお米

ふっくりんこ

豊かな甘みとつややかな炊き上がり
北海道最上級ブランド米

ゆめぴりか

ななつぼし

毎週第二土曜日はラッキーデー

日本食材のお買い求めは

Lucky Mart

ほどよい粘りと甘み
冷めてもおいしさ長持ち

店内食品17%〜２０％
（一部商品を除く）
OPEN 7 DAYS 9:30am 〜8pm
2 Wilkes Ave, Artarmon NSW 2064
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電話：(02) 9413 2200

の第 2 波がメルボルンに押し寄せて
おり、2 度目のロックダウン、さらには
州境の閉鎖がささやかれていた。

しかし3月24日、オーストラリアサッ
カー連 盟（ 今 年 1 1 月、旧 F o o t b a l l
Federation AustraliaからFootball
Australiaにリブランド）が、新型コロナ
ウイルスの感染拡大によりＡリーグ史
上初となるリーグの中断を発表した。
こ
の期間、全選手の契約が延長され、今
井選手はリーグ再開までの間、家族が
待つ日本へと一時帰国した。

オーストラリア サッカー 連 盟 は
ニューサウスウェールズ州政府との交
渉により、州 境 閉 鎖を前に、ウェスタ
ン・ユナイテッドFCを含むビクトリア州
の3チームを、ニューサウスウェールズ
州へと移 動させる。予 定ではメルボ
ルン・ビクトリー対ウェスタン・ユナイ
テッドのダービーが再開幕戦として組
まれていたが、
ビクトリア州の3チーム
は2週間の隔離が強いられた。
隔離のため、より長い時間をともに
過ごすこととなったチームの雰囲気を
聞いてみると、
「めちゃめちゃいいで
す。オーストラリアのチームは今回初
めてで、他のチームとは比較できませ
んが、オーストラリアの国民 性という
か、
ウェルカム意識や仲間意識が強く
て。練習生でいったときもすぐ受け入
れてくれたました。英語を流暢にしゃ
べられないけど、みんないろんな場面
で助けてくれるんです」。

Photo：Western United FC

7月16日のリーグ再開を前にビクト
リア州に戻った今井選手は、ホテルで
2週間の隔離生活を送ることに。ホテ
ルの部屋にはクラブからエアロバイク
が持ち込まれ、与えられたメニューを
部 屋でこなしていたという。
しかしこ
の頃には、すでに新型コロナウイルス

リーグ中断、度重なる隔離生活、
そし
て残りの試合をすべてアウェイでプレ
イするというかなりイレギュラーなシー
ズンとなったが、
ウェスタン・ユナイテッ
ドはリーグ5位に入り、
ファイナルシリー
ズへと駒を進める。今井選手もチーム
加入後のほぼ全試合に起用され、
「手
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ごたえはすごくよかったです」
と振り返
る。
また海外での生活については「毎日
が新しい発見や経験で、
これてよかっ
たなと思っています」
と語る。

わずかなオフシーズンも、1 歳と3
歳の子供が待つ日本へと一時帰国。
そして先日戻ったさいには、オースト
ラリアで3度目となるホテルでの隔離
生 活を送る。
「日本でも、自主 隔 離し
準決勝でメルボルン・シティにやぶ
ていたので、今年は実質2ヵ月ちょっと
れ、初年度の幕はおりたものの、今井
隔離していましたね」
と笑う。3度目と
選手は1年の契約延長を獲得。
クラブ
なった隔離では、今度はウォーキング
のGM、
アンテ・コバチェビッチ氏は、
「智
マシーンがクラブによって運び 込ま
基のような選手をキープできたことは、
れ、与えられたメニューをこなしてい
クラブにとってもコーチングスタッフに
たという。
またこれまでの隔離経験か
とっても重要なことでした」、
「今年の智
ら、食事が少ないことを学び、日本か
基獲得と、チームの形の変化が重なっ
らも食材を持ち込んだ。
たのは当然のことです」、
「彼の献身的
な守備力と技術力は、守備面でもポ
隔離措置がなくなった時点で家族も
ゼッション面でもチームにとってプラス 来豪する予定と話す今井選手。
「子供
になるでしょう」
と絶賛している。
が小さいので、隔離は厳しいかなと。
そ
れまでに、
こっちで不便がないように
ウェスタン・ユナイテッドで引き続
色々準備を進めているところです」。
きプレイできることに「とても興 奮し
ています」と語る今 井選 手。オースト
今シーズ ンの 抱 負を問うと、
「個
ラリアでプレイし、
日本のサッカーとの 人としては 一 試 合でも多く出 場し、
ギャップをどう感じているのだろうか。 チームに貢献したい。そしてチームと
しては 昨シーズンよりも良い成 績を
「想像はしていましたが、やはり、
フィ
残してＡＣＬに行けるよう、頑 張りた
ジカル的な部分を重要視しているとい
いです」
と語ってくれた。
うか、そういう選 手が 多いですね。J
最後に、子どもたちの間でサッカー
リーグでは 小さくても、アジリティが
あったり、テクニカルであたり、技術で の人 気が 高まるなか、プロを目指す
しょうか 。戦 術 的にいうと、日本はス キッズたちにアドバイスをいただいた。
ペースを埋める戦いが 多いですが 、
こっちはオープンな展開が多いと感じ
ます。
でもフィジカルはこれまでも強み
としてきたので、楽しくやっています」。
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「一番は『サッカーを楽しむこと』で
すね。
プロには意外といろんなプレッ
シャーがあるんですよ。
こっちではあま
りないかもしれませんが、
Ｊリーグでは
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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
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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
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(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♥
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؊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!

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！

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！

・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

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

interview

Photo：Western United FC

負けたらブーイングは当たり前です
し、ヨーロッパはもっとすごいのでは
ないでしょうか。そんな中でも自分が
楽しめていれば気にならないし、何よ
り楽しまなけ ればうまくはなりませ
ん。あと大切なのは自分の絶対負け
ない武器を持つこと。ずっと走り続け
られるスタミナとか、
トラップミスをし
ないとか、フリーキックを絶対決める
とか。それは日本、そしてここでサッ
カーをやってきて実感しています」。

Proﬁle

今井智基・Imai Tomoki
1 9 9 0 年 1 1月2 9日生まれ 。千 葉 県 出身。ディフェン
ダー。2013年、ユースを過ごした大宮アルディージャ
に入団。2015年、柏レイソルへ移籍し、その3年後に
松本山雅FCに移籍。2020年、長年の夢であった海
外でのプレイを理由に、松本山雅FCに双方合意の
上で契約を解除し、オーストラリアのAリーグに新規
参入したウェスタン・ユナイテッドに加入。昨シーズン
は主に右サイドバックとして起用。背番号は「6」。

今後の試合日程
■Adelaide United戦
12月28日(月） GMHBA Stadium
■Western Sydney Wanderers FC戦
1月1日(金） Bankwest Stadium
■Macarthur Bulls FC戦
1月6日(水） GMHBA Stadium
■Wellington Phoenix戦
1月12日
（火） GMHBA Stadium

イレギュラーなシーズ ンも 、サッ
カーを心から楽しんでいるからこそポ
ジティブに乗り越えた今井選手。
ウェ
スタン・ユナイテッドのディフェンダー
に今季注目だ。

その他の試合は下記から：
https://www.a-league.com.au/news
/a-league-season-202021-ﬁxtures-western-united
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今年のNYE花火は

どうなってるの？

チア
ーズ
が

解説

しま
す！

毎年盛大なセレブレーションを繰り広げるシドニーシティですが、
ィですが
です
ですが
す
今
年はCovidセーフなNYEを過ごすために、あらゆる変更や規制が導
入されています。当日の混乱をさけるためにも、事前にしっかりと状
況を把握して、2021年を迎えましょう！

最新の情報はこちらから：
https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe/major-events/new-years-eve

今年の花火は
7分間の短縮バージョン！
今年はファミリーフレンドリーな9pmの花火は開
催されず、
ミッドナイトの花火も通常よりも約半分
となる7分間のセレブレーションとなります。花火の
模様はABC TVでライブ放送。
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NYEのCBDは
ゾーン分け対応
入場にはパスが必要

今年は「花火を観たい」だけが理由で
は、街に繰り出すことはできません。サー
キュラキーやオペラハウス、ミセスマッ
コーリーズポイントなど、
メジャーなビュー
ポイントは、
コロナウイルスパンデミック
やブッシュファイヤーで活躍したフロント
ラインワーカーたちのためにリザーブされ
ています。
つまり、一般客は立ち入ること
ができません。
また、CBD自体もグリーン
ゾーンとイエローゾーンに分けられ、警察
やセキュリティによるチェックポイントが
設置されます。
このゾーン分けは12月31
日木曜日、午後5時から開始されます。

イエローゾーン

グリーンゾーン

グリーンゾーンを囲むように設置され
るのがイエローゾーンで、地域の住人
やゲストには限られず、一般のアクセ
スも可能となります。ただし大きなグ
ループでの集まりやストリートでの集ま
りは、警察によって移動される可能性
があるのでご注意ください。

サーキュラキーやノースシドニーなど、
メジャーなビューポイントが含まれま
す。
グリーンゾーンへのエントリーが許
可されるのは①地域内に住む住人と
ゲスト、②地域内のレストランやバーに
予約がある人、③地域内で働く人。す
べての人が「New Year's Eve Pass」
が
必要となります。16歳未満のお子さん
は、大人のパスとの登録が必要となり
ます。

なお以下は地域の住人も含め、一般の
アクセスが禁じられています。
■North Sydney
■Bradﬁeld Park
■Blues Point Reserve
■Mary Booth Reserve
■Quibaree Park
■Kurraba Reserve

パスの申請はService NSWから：
https://www.service.nsw.gov.au/tra
nsaction/apply-new-years-eve-pass
※レストランやパブを訪れる方は、申請時に予約先
のビジネスからレジストレーションコードが必要

■Cremorne Reserve

※申請は12月30日まで
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12月31日5pm以降、
公共交通機関はどうなるの？
上記のゾーン分けにより、12月31日

CBD：

5pmから、CBDエリア内の公共交通

●サーキュラキー行きの電車、並びにフェ

路 線 が 大 幅に変 更されます。ミッド

リーは停止され、サーキュラキー発のみと

ナイト以降 電 車、並びに一 部のフェ

なります

リーは再開。

●ライトレールはタウンホールまで

ノースシドニー：

●通常サーキュラキーへ行くバスは最終が
マーティンプレイスとなります

●ミルソンズポイントとマクマーンズポイントで

●ウィンヤードやマーティンプレイスでは電

は電車並びにフェリーは停車・停船しません

車並びにバズが通常運行。
バランガルー

●ノースシドニーへの電車は通常運行

では影響なしにフェリーが運行

車でのアクセスは
どうなるの？

市のメッセージは、
レストランでの
予約などがない限り、極力街に出
かけず、自宅のテレビから花火を
楽しんでほしいとのことです。

ノースシドニー：

CBD:

● 12月31日午後7時より徐々に閉鎖さ

●12月31日午後2時より徐々に閉鎖され

れます。詳しくは下記マップを参照。
1日午前3時頃に再開。
https://www.nsw.gov.au/sites/default/
ﬁles/2020-12/new-years-eve-2020-nor

ます。詳しくは下記マップを参照。
1日午前4時頃に再開。
https://www.nsw.gov.au/sites/default/
ﬁles/2020-12/new-years-eve-2020-sy

th-sydney-road-closures-clearways.PDF

dney-cbd-road-closures-clearways.pdf
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Japanese Entertainment Paper
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food & drink
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͈ڷ໓ྙ̦ࣝͥͅুزୋ͈ാऎ
ͅχΫͬဣ̧Ȃ͕͕ͧͧ͂༲ͦ
̷̠̈́ΏλςͅȂఱ͈͐ͤΥΗ̦̹̽
078
՜̳ͤͬȃಿ̧ͅള̽̀ΏΡΣȜ͈
ংࢡ̧ͬቁ̵̧̹ͣ̀ؗථ͈
ং૽̦ȂΣνȜΠρσαͼ̤ͅഝͬ
̱̹ȃ

Ⴎͬࠇ̬̹শయȂΏΞͻ͈ݳਈؚ́უ
ͬ૦̹ͥ̽শయͬࠐ̀Ȃठ͍ੳ͈ા
ͬΦȜᾼ࿗̱̹ޮઽޑঙȃؚ͉ո
ஜ̹̞́ͭאȸޮংȹ͈ྴͬਥྴȃ
ैͬঔ̱̹ȶζΓȷ̦ၠ࣐̳ͥ̈́
̥Ȃૐ̞͈ͤ̈́ܨȂΑΠτȜΠ̈́ং́
ੳ̳ͥȃޮઽঙ͈̪́ͦ͘ܨȂΌȜμ
Ιλϋίσؗ͞ථ̷͊̈́̓ȂΏͿέুྕ
͈ؗථၳၑ͜ഴા̷̳̥̞̠ͥͣ̽ܢ
ఞ̦ࣞͥ͘ȃࠐႤĶıා͈โஜ͈ਬఱ
଼ͅȂ͉ྙޟ̵̧̥ͭ͘ȉ

January 2021

τΑΠρϋȆϋΠςȜȪ࡛ŕŦŵŴŶźŢĨŴȫ
͈โஜ̱͂̀ĵĲාஜͅြࣧոြȂ
ΣνȜΠρσαͼ͞·υȜΒΥΑΠ́

79 Military Rd, Neutral Bay
TEL：(02) 9909 2011
火〜日17：30〜21：30/ 月曜定休日

ऩऩ߂̊ڕ௷̊˥ᆈ̥˷
12月24日〜26日 通常営業
27日、28日
お休み
29日-31日
通常営業

1月1日
予約のみ
2日
通常営業
1月3日、4日 お休み
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シドニーパブ&バー探訪

㻯㼚㼞㻌㻼㼍㼏㼕㼒㼕㼏㻌㻴䡓䡕㻚㻘㻌㼍㼚㼐㻌㻳㼞㼑㼑㼚㼓㼍㼠㼑㻌㻾㼐㻚㻘
㻷㼕㼘㼘㼍㼞㼍
㼀㻱㻸䠖䠄㻜㻞䠅㻌㻥㻠㻥㻢㻌㻣㻞㻞㻞
㼃㻱㻮㻦䚷㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼓㼞㼑㼑㼚㼓㼍㼠㼑㼔㼛㼠㼑㼘㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛

̃Ͱͫ˨״Љᨒ̄൜˳̜

Greengate Hotel
ΦȜΑΏοͺȆηνΣΞͻ́ಿා
Ք̯̞ͦ̀ͥȸňųŦŦůŨŢŵŦȁŉŰŵŦŭȹ
͉ȂĲĺıාஜͅ࠺̹̀ͣͦȸŚŦġŐŭťŦġ
ň ų Ŧ Ŧ ů Ũ Ţ ŵ Ŧ ȁ Ŋ ů ů ȹ ͈౷̜ͥͅτϋ
΄௮͈ͤΩή̺ȃ؈̧࣐̦૬̩Ȃஜ
ͅΞρΑȂ̷̱̀ഝඤͬ́ͭޖၔ͉ͅ
ఱ̧̈́ͺ;ΠΡͺΘͼΣϋΈ̦ࢩ̦

άΎ͞ΨȜ΄ȜȂΑΞȜ΅̈́̓Ȃဥ
చ࢘ضา߲͈ΨρΞͻཅີ̈́Ωή
๑̦͕̥͐ȂΗΛί͉ͅΑκȜσή
σχςȜ̥ͣιΐλȜ̭̓ͧ́৾ͤ͘ఁ
̢̞̀ͥȃĲĳ̥͉ͣྎࡠ́ή
τΛ·έȜΑΠ͜ٳই̱̹͈́Ȃήρ
ϋΙ̤̺͛͜ͅۑȃྎ͉ρͼήΩ

ͥȃ૽͞ز͈͂ਬ̦ͤ͘ఉ̩̈́
̭͈ͥܬ୯͉Ȃఈ͈ΈσȜί͂ΕȜ
ΏλσΟͻΑΗϋΑ͜༗̀̀հ̺ȃ

έȜζϋΑ߫ͤ͜ࢩ̬͈ͣͦͥ́Ȃ֚
͙֩ͅȂ̹͉͘ম͙̱ͬͅڢȂ͏ͣ
ͤ͂ၛ̻̥̠̺̦̥̞͉͙ͧ̀̀̽ܙȃ
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迎

団体様歓
に
年会︑新年会

忘
ださい！
ぜひご利用く

！
！

d.
eR

ous

Per

ΟͻȜȇĶĻıı̌̉ġĮġĲıĻĴı̌̉ ĩغဟݝĪ

Coogee Bay Rd.

Avoca St.

Tel:(02) 8068-0522

Royal Hospital

38 Perouse Rd.,
Randwick˓ŅŢźŴȁ˒̌̉ȡˍˌȇˏˌ̌̉

ါထ

ɦĺıଷࡠȂͺρσΠ̮̰̞̳͘͜

St Pauls St.

実！
プレイエリアが充

౬ఘ͈̤ݖအ͒

͓༶ఴ

̦ࠜͣρȜιϋɕઘ̧̹̀ᴹঊͅίρΆ͓ͥηΣᄕĵਅ

ġġġġġġġ

ŅřηΣρȜιϋΓΛΠ

ɐĲķįĺı

ఱࢡບ

ȊȊ

ݱᄕȪౙĥĵįĶıȫ

※豚骨醤油スープに変更可

ගζπᄕȪౙĥĵįĶıȫ

̻̭ͭ͝δ;σȪౙĥĵįĶıȫ

+＄1

ᝊᭌἋὊἩỂʴൢỉḛỜỮởḜἓἵỶἜἑỸὅỊẆᰄầỤἋὊἩờଓẟὲ
ὲ

火〜日 11:30㹼15：30、17：30㹼21:30
月曜定休
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ŕũŰŮŢŴġŔ

Market

ňŦŰųŨŦġŔŵ

ŉŢźġŔŵį į
Ŕŵ
City ŵŪŮŰġ
Ŗŭ

ŵį

Tel: (02)

į

Chinatown

ŔŶŴŴŦŹġŔ

ŵį

͛ͭ͞ CHINATOWN

food & drink

༎ਬ໐ࢄဥోġ̵̻ࣣͩ́ঀ̠ńłŇņġĲıĶࡌ࿒

29 Dalley Ave., Pagewood

ᤱ̊ڍ᭧̮᪆̨̂

TEL: (02) 8034 7070

1BOJWPSF

月〜金 6am〜2:30pm

営業時間:
土 7am〜1pm
WEB: www.panivore.com.au

シティから南 方に車で3 0 分、ゴル

して経験を積んだトリー・ダルマワン

フコースと 空 港 に 囲 ま れ た ペ イジ

氏とベティーナ・クルツ氏が創り出す

ウッド。一見マイナーと思われがちな

コーヒーやフードはまさにハイクオリ

サバーブだが、肉食（C a r n i v o r e）で

ティ。豆は古巣の『Mecca』を使用。
ラ

もなく、草食（Herbivore）でもない、

テやカプ チーノなどミルクベースの

パン好きが 集まる『P a n i v o r e』がそ

コーヒーにはブレンド豆を、エスプレッ

こにある。

ソやフィルターには週替わりで選べる
厳 選シングルオリジンを、それぞ れ

『M e c c a』で長 年ヘッドバリスタと
032
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チョイスしている。フード 担 当 の ベ

コロナ禍の傷が癒えない都心部で

ティーナさんは 、
『 M e c c a 』以 外に

は名だたるカフェやレストランが消え

ポッツ ポ イント の 繁 盛 店『 R o o m

ていく中 、その 第 一 線 でホスピタリ

1 0 』でも活 躍した、カフェ業 界では

ティの 戦いをしてきたプレイヤーが

名の知 れた人 物 。種 類 豊 富で良 質

培ったスキルをサバーブへ持ち出し、

なライ麦 パンを使 用したサンドイッ

新しいスポットを 創り出していく。

チやバーガーをメインにヘルシーメ

2 0 2 1 年はスタイリッシュなカフェが

ニューを生み出している。

続々登場していくことだろう。
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今月のレストラン

ΨႰ͢͝ͱ͈͓͈̊̈́͠΅̄
̮ͮ͐൜˳̜

Maybe Frank
Randwick

㻟㻢㻥㻌㻼㼑㼞㼛㼡㼟㼑㻌㻾㼐㻚㻘㻌㻾㼍㼚㼐㼣㼕㼏㼗
㼀㻱㻸䠖䚷䠄㻜㻞䠅㻌㻥㻟㻥㻤㻌㻤㻜㻢㻝
Ⴀᴗ㛫䠖᭶䞉ⅆ㻦㻌㻯㼘㼛㼟㼑㼐
Ỉ䡚ᅵ㻦㻌㻡㻦㻜㻜㼜㼙㻌㻙㻌㻝㻝㻦㻟㻜㻌㼜㼙
᪥㻦㻌㻡㻦㻜㻜㼜㼙㻌㻙㻌㻝㻜㻦㻟㻜㻌㼜㼙
㼃㻱㻮㻦䚷㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼍㼥㼎㼑㼒㼞㼍㼚㼗㻚㼏㼛㼙㻛

·ςΑάȜ̈́αȜᾼͼΗςͺ͈·ρ

ಏ͂ۼάΎͅ·ΞσȂ̭͈Ĵฏঊ̦

ΏΛ·ΠΛάϋΈ̦ခྴ̈́άΎഝ

ఁ̢͊ාྎාই͈ΓτήτȜΏοϋ͉

ȸŎŢźţŦȁŇųŢůŬȹȃྀକဟ͉ĳıΡ

 ̠ ͧ ̺ ̞ ̈́ ̞ ֑ ۼȃ ̈́ ̤ Ȃ ȸ Ŏ Ţ ź ţ Ŧġ

σ́άΎ͈͓༶ఴͬঔ̱̞̀ͥ

ŇųŢůŬȹςȜΪσΒഝ͉Ĳĳĳıͬ

̭̥͂ͣȂ৹৪̥ͣඅ̫ͬ̀ͅ

̽̀͜ഝ̱̹͈̮̀́ಕփͬȃ

̞ͥȃ̹͘·Ξσ͈τασ͉ଲٮ
ΠΛί·ρΆȂĳıĲĸා͉ͅΨȜΞϋ
ΘȜ͈ͺϋΡτͺȆΈͺσΟͻ̯̦ͭ
ȜΑΠρςͺŏŰįĲ̞̹͕̥ܵͅȂঈ
ཽ ഝ ́ ̜ ͥ υ Λ · Α ͈ ȸ Ŏ Ţ ź ţ Ŧġ
ŔŢŮŮźȹ͉ࣽාȂଲ͈ٮΠΛίĶıΨȜ
͈ĲĲպ̯̞ͦ̀ͥͅȃ̠ࣣ͈ܨ
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↓↫

ΑΗΛέ͈
༎ਬ

TE
MY FAVORI
Vol.116

Yumi ↝↓↫ NARS Sheer Glow Foundation
10年以上に渡って使ってきたファンデーションを、節目の年齢というのも
あり、思いっきり変えてみました。年始から色々試してきたのですが、敏感
肌というのもあり、
なかなか気に入ったのが見つからず…。
しかし12月に入
り、
ようやく見つけました！ ライトなつけ心地なのに、
カバー力は抜群。重ね
てもナチュラルに仕上がるという、私がまさに求めていたファンデです♥

usk ↝↓↫ A VEGAN VERSION OF THE CONTINENTAL 80
プラスチックの廃棄物削減に加えて、製作過程で
動物由来の成分を使用していないビーガンスニーカー
を買ってみた。
この年齢になると、買うものの合格基
準のひとつに、“意味”も求めるようになってきた。
どう
せお金を使うなら知り合いのレストランで、
どうせ履き
替えるなら環境に優しい素材のスニーカーで、
といっ
た具合。価格帯もリーズナブルでお財布にも優しい。

Chiemi ↝↓↫ ΄↗⇂ↄܼٻ
お笑い芸人、カラテカの矢部太郎が描いた、老女の「大
家さん」
と主人公の「僕」の物語の漫画。
８コマストーリーだ
し、
ほとんど事前情報なしで、絵的にも、気楽〜な気持ちで
読み始めたら、涙が止まらなくなる場面が多々。私にとって、
衝撃の感動モノでした。第22回手塚治虫文化賞短編賞を
受賞したとのこと、納得。
これを読むと、心がホワ〜っと温か
くなります。
そして、
センチメンタルな気持ちにもなります。
035
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Banana Leaf Fish Head Curry + Fried Fish / $17

なにしろ不安が拭えなかった。マ
レーシアン事情に詳しい案内人の
ॊࣴ˻˳֞̄ݒ۴ऑ̊ΆΖ̻͑
運転で、
シティからパラマラロードを
西方に走り、パラマタ川沿いに広が
るキャメリアの工業地帯に入ったま
ではよかったが、一向に目的のレス
トランへ到着する気配がなかった。
今月のレストラン

$BNFMMJB
'VTJPO $BGF
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Banana Leaf Fish Head Curry + Fried Fish /＄13

まず、工業地帯内には誰一人とし
て通 行 人の姿はない。それもその
はず、周りは廃墟と化していたから
だ。そして心が折れかける頃合いを
見て、ようやく赤いサインを掲げた
テイクアウェイショップが 顔を覗か
せる。
しかも、その店先には、異様な
までの人だかりができていた。
エイミー・ラマチャンドレン。
マレー
シア人にこの名を伝えれば 、高い
確 率で認 知されていることを知る
だろう。彼女が提供するマレーシア
の伝統料理の美味しさは折り紙付
きで熱 狂 的なファンが 多く、また、
非常にリーズナブルな価格帯から、
037

遠路はるばる訪れるマレーシア人が
後を絶たないのだ。なお、土曜日の
みのサービスだが、バナナリーフに
盛り付けられ、本 場の食べ方を体
感できるランチセットがオーダーで
きる。
オススメはフィッシュヘッド、マ
レーシア人はクラブマサラを好んで
食べていた。事前予約が必要だが、
異 文 化 体 験が 楽しめるのでこちら
もオススメだ。お腹に余裕があった
らロティもぜひ。
21 Grand Ave., Camellia
TEL：(02) 7806 6506
営業時間：月〜土5am-3pm / 日曜定休
FB: https://www.facebook.com/
Camellia-Fusion-Cafe-105184767727991/
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今月のレストラン

˯̨˦̥̊࠘ኲ̋ΖͻᴋͭΖ΅̃ใ̦̚ᴁ

Ramen Bar GOKU

㻟㻜㻌㻳㼘㼑㼎㼑㻌㻼㼛㼕㼚㼠㻌㻾㼛㼍㼐㻘㻌㻳㼘㼑㼎㼑
㼀㻱㻸㻦䠄㻜㻞䠅㻥㻞㻣㻣㻙㻠㻢㻠㻥
㼃㻱㻮䠖㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼞㼍㼙㼑㼚㼓㼛㼗㼡㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡

Ⴀᴗ㛫
ⅆ䡚᪥㻌㻝㻝㻦㻟㻜㼍㼙䡚㻞㻦㻟㻜㼜㼙䚸㻡㻦㻟㻜㼜㼙䡚㻤㻦㻟㻜㼜㼙
ᐃఇ᪥㻦᭶᭙䛸䝟䝤䝸䝑䜽䝩䝸䝕䞊

Ώλτ̈́έͿ͞τΑΠρϋ̦Ⴒ

ρȜιϋ̈́̓Ȃ̷͈ਅ႒͉ཅີ́Ȃᄕ

̈́ͤȂࡣ͞ͺϋΞͻȜ·̈́̓ȂυȜ

͈͜͞τȜȂͼΡΟͻΛΏν͈ᴹ

σ͈̞ޑζȜΉΛΠ̦̜̭ͥ͂́͜

ঊ͞ΨϋΒ̈́̓͜ఉ̩৾ͤఁ̢ͣͦ

̤තஅ͙͈ΈςȜήȃؚུ̭̭͈ͅ

̞̀ͥȃ̷͈̦͈̞̱ܘͤ͜͢ة

రͬᏇᏊ̵̯͂ͥρȜιϋؚ̜̦ͥȃ

୭͂δςνȜθȃఉ̩͈ڠ̦

ĳıĲĸාͅȜίῢ̱ոြȂυȜσ

ང̭̜ͦͥ͂ͤ͜ȂιΣνȜ͈ဥ

͞ڠȂ̷̱̀ࠏ૽̥̭̩ͣ̈́͜͢

చ͉࢘ضา߲̺ȃ

Ք̯̞ͦ̀ͥȸœŢŮŦůġŃŢųġňŐŌŖȹȃ

̷̱̭̥͈̀ͦͣܬ୯͉ͅȂ΅ϋ΅

๔͈ρȜιϋ͞ྙρȜι

ϋͅ႖̢̹ͺΪ͈ΗΛίΫȜσ͂ͺ

ϋ͉̲ͬ͛ȂήρΛ·΄ȜςΛ·ρȜι

ΜͺΜ͈̜̯̽ͤρȜιϋ͈୲ྥ

ϋ͞υȜΑΠΫȜέρȜιϋȂऴ

̈́ϋΫΥȜΏοϋ̤ͬদ̱̜ͦȃ
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今月の一品

㻞㻟㻤㻌㻯㼞㼛㼣㼚㻌㻿㼠㻚㻘㻌㻰㼍㼞㼘㼕㼚㼓㼔㼡㼞㼟㼠
㼀㻱㻸㻦㻔㻜㻞㻕㻌㻥㻜㻜㻣㻌㻤㻟㻡㻞
Ⴀᴗ㛫䠖ⅆ䡚᪥䚷
㻝㻝㻦㻟㻜㼍㼙㻙㻞㻦㻟㻜㼜㼙䚸㻡㻦㻟㻜㼜㼙㻙㻤㻦㻟㻜㼜㼙
㼃㻱㻮㻦㻌㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼏㼔㼍㼏㼛㼞㼍㼙㼑㼚㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛

Tomato Truffle
Cold Ramen
#: ͛ͽ͍̥Ζ̝̯

焼 鳥とらーめんがローカルフーディ 「Tomato Truﬄe Cold Ramen」
は、
た ち の 間 で 絶 大 な 人 気 を 誇 る 自家製のドライトマトや梅干し、水菜、
『 C H A C O B A R 』が 、2 0 1 9 年にポッ 温泉たまご、そしてキノコやトリュフな
ツ ポ イ ン ト に 移 転 し て 以 来 、 どで仕上げたペースト『タプナード』を
『 C H A C O R A M E N 』という 屋 号 で アクセントにした冷製らーめん。根布だ
らーめん専 門 店として跡 地に残った しのクリアスープとトリュフ風味とのコ
当店 。セレブ・シェフのニール・ペリー ラボレーションを、
あっさりとした食感で
が 絶 賛 する「 C h i l l i C o r i a n d e r 楽しめる。
Ramen」はあまりにも有名だが、夏季
予約は受け付けていないので、多少
限 定メニューにもフーディーを唸らせ 並ぶ覚悟は必要だが、お釣りがでるほ
る押しメニューがある。
どの満足度を得ることだろう。
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今月の一品

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
Ⴀᴗ㛫䠖
ⅆ䡚᪥䚷㻝㻞㼜㼙㻙㻞㻦㻟㻜㼜㼙
䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻡㻦㻟㻜㼜㼙㻙㻝㻜㼜㼙
㼃㻱㻮䠖䚷㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼥㼍㼏㼔㼕㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛

Yachiyo Japanese Bistro

ࡧ˥̚˦˷
ਅঊോ͈̩̯̈́ܨȜȜ

்ಱͅέͻΛΏνζȜΉΛΠͅࢽܙ

ΏͿέ̦Ȃ;ϋΗȜ̱́ק՜̤ͥ͘

̱̹ζΈυݽ̥̯ͣࣛͧͦȂުء৪

̵̥ং͞૧̈́ঁͬ̀͛ݥȂ

̱̥̽̀̽ͤ͂͢ͅ࿒၌̧̯̹ͦनͦ

ུࢡ̧̈́υȜσȜΐȜ͉̲ͬ

̹͈̀΅ΧΘ͉Ȃࡿஜಎ͈̠̻ͅส

͛Ȃͅࡕ̱̞ಛह֥͞ఈਗ̥ͣང

୷య͒͂එ̫ͣͦȂ̷͈͈͉ͅ

ͦͥુႲ̥ͣ͜ݖआ̞ޑ̫ͬ

ȸ̵̤̥͘ȹ͈̱֚͂̀Ȃ;ϋΗȜ

ͥȸส୷యȹȃυ·ρͼΏΑडಎ

ͅഴા̳ͥȃ

ͅȂࢩ̩̹̈́̽૧ഝ༘͒͂֊൲̱̹൚

̩̜̯̱̹͙̦̞̱̽ͤ͂۫͢ܘ

ഝ̺̦Ȃ̷͈ႁ้̞͉́́͘େഝ

΅ΧΘζΈυ͈՜͉ͤȂോࡇॲ

ͅ༐ͤृ̞̞̀ͥȃ

͈ঁဥ̹ͤ͂͂͘͜ͅȃ
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̷͈ĳĹĳ

ȶˑ͈̥̹̭̾ͩ̽͂ȷˎఴ
さて、
１２月に入り２０２０年はどのような年 （ L i W e n L i a n g ）医 師 が 仲 間 同 士 の
であったかを振り返る時期になった。今年

SNSで「コロナ・ウイルスが確認され、
どの

は極めて忘れがたい、人類史の大きな曲

タイプか調査中」と発信した。
３１日には武

がり角に当たる年になるだろう。
１０年後、あ

漢市衛生局は「ヒトからヒトへの伝染は見

るいは２０年後でさえ、
「あの年は」
と、人々

られず、医 療スタッフは 感 染していない」

の胸に言うに言われぬ、罪深い人間の業

と報 道した。年 明け１月１日、武 漢 警 察は

を思い出させるような年になるであろう。 「ネット上で虚 偽 情 報を掲 載した」として
例えば２００１年の同 時 多 発テロと比べて

李医師ら８人を呼び出し自己批判文への

も、
２０１
１年の東日本大震災と比べても格

署 名を強 要した。同日、湖 北 省 衛 生 局は

段の差で罪悪感を喚起させる出来事が起

ゲノム解 析 研 究 所に対し、サンプル試 験

こったのだから。それは新型コロナ・ウイル

を中 止し、すべて存 在するサンプルを破

スのパンデミックであり、もうひとつはアメ

棄するよう命じた。
３日、武 漢 市 公 安 局は

リカの大統領選挙である。

李文亮医師に対し「社会秩序を混乱させ
たデマ伝播者」のひとりとして訓戒処分を

ΩϋΟηΛ·ȁ

下した。
９日、李文亮医師は高齢の患者を
「 新 型 肺 炎 」と疑ったが 公 表 できなかっ
た。その翌日李医師に咳と発熱の症状が

去 年 の１２月８日、武 漢 市 で 原 因 不 明

現れた。
１０日ごろから春節で延べ３０億人

の 最 初 の 肺 炎 患 者が 報 告された。
３０日

の移動が始まった。また６日〜１０日は武漢

には 武 漢 市 中 央 病 院 の 救 急 科 主 任・

市の、
１１日〜１７日は 湖 北 省の両 会（人 民

艾 芬（ A i F e n ）医 師と眼 科 医の李 文 亮

代表大会と政治協商会議）が 開 催、この
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期 間の感 染 者 数は 意図的に公 表されな

見える。②世界保健機関（WHO）は明白に

かった。
１２日、文医師の症状が悪化しICU

情報を誤って伝えた。感染が始まった１２月

へ移される。
１４日、世界保健機構（WHO） の時点で台湾当局から
「ヒトからヒトへの
は「ヒトからヒトへの感染に明白な証拠は

感染」の可能性があるという報告があった

ない」
と表明。
１６日、
日本で、武漢を訪問し

にもかかわらず、これを無視した。③中国

た３０歳の中国人旅行客の男性がコロナ・

共産党は、今回の新型コロナ・ウイルスの

ウイルスで症 状が 悪 化 。
２０日、国 家 衛 生

発生と蔓延で、世界中から締め出され、封

健康委員会の鍾南山（Zhong Nanshan） じ込められることを極度に恐れた。その結
会長が李克強首相に報告し、
「ヒトからヒ

果「春節」の時期に「未必の故意」で５００万

トへの感染」があることを認めた。
２３日、武

人の中国 人 旅 行 客を世 界 中に行かせた

漢市と湖北省の他の３市を都市封鎖。
２５ （未必の故意＝必ずそうなるかどうかは分
日
「春節」。北京政府は２７日からの海外旅

からないが、なる可能性はある。そうなった

行を禁止決定（しかしこのときすでに５００

らそうなったで良い、
とする考え方）。その

万人が海外旅行に出ていた）。同２５日、メ

結果、イタリア、スペイン、
フランスで、次い

ルボルンで武漢在住の男性が（広東から１

でアメリカを始め世界中で爆発的に感染

９日に到 着）新 型コロナ・ウイルスの陽 性

が拡大した。④はじめはアメリカが次いで

反応（オーストラリア初）。
２９日、イタリアで

オーストラリアが、この新型コロナ・ウイル

２人の中国人旅行客が発症（１週間前に到

スの科学的な原因究明をすべきだと中国

着）。
２月１日、オーストラリアは武漢と中国

政府に提言したところ、たちまちオーストラ

本土からの入国禁止措置をとる。
２月６日、 リアに対し報復を始めた。アメリカには報
李文亮医師、
コロナ・ウイルスにより死亡。

復ができず、その矛先をオーストラリアに
向けたのである。始めは大麦・鉄鉱石・木
材・綿花に対し関税を上げ、そして最近で

ˑ͈̥̹̭̾̽͂

はワインに対し、安すぎるという言いがかり
をつけ課徴金を取り始めたのである。⑤新

①中国共産党はこの新型コロナ・ウイル

型コロナ・ウイルスの発生から１年が経った

スの発生と蔓延を最初は隠蔽しようと躍
起になっていた。
これは明白な事実である。

が、いまだにその原因と感染経路が判明し
ていない。
いや、中国共産党は知っていて、

武漢市中央病院の医師らに自己批判の署

ただ公 表していないだけなのかもしれな

名を強要し、さらに訓戒処分をするという

い。時あたかもアメリカでは大統領選挙の

「事実」を隠蔽しようとする意志が強烈に
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混乱がいまだに続いて、来年の１月２０日の

で盗もうとしている。大量の情報をつなぎ

新大統領の宣誓式まで空白期間がある。 合わせてみると、新型コロナ・ウイルスを利
この空 隙を突いて、中国共 産 党は何らか

用し、郵便投票という、いくらでも手を加え

の動きを見せる可能性がある。対中政策

られる方法を悪用して、
トランプを負かそう

で強硬姿勢を続けているトランプ 政権か

としている。前回２０１６年選挙で思いもよら

ら、バイデン政権になればこんなに楽なこ

ぬ敗北を喫した民主党は、今度こそはと全

とはないだろう。すでに鼻 薬は 利いてい

力で、なりふり構わぬ態度で不正を堂々と

て、民主党政権になれば、口では美味しい

行っている。

ことばかり言わせ、実際にやることは中国

②アメリカのマスコミは、何がなんでも

共 産 党 の 言うがままになるであろう。多

トランプを蹴 落とそうと躍 起になってい

分、中国共産党は毎晩「バイデン、バイデ

る。選 挙 前の世 論 調 査というものも実に

ン」
と神に祈っているに違いない。

怪しげで、
３億３千万人の人口（有権者数
は１億６，
０００万人）のうち２，
０００人にアン
ケートを取り、それも大部分を民主党支持

アメリカ大統領選

層に対して聞き出している。その数ある調

１
１月３日に投開票されたアメリカの大統

査会社のアンケートをもとに平均値を出し

領選挙であるが、
１
２月５日現在いまだに決着

ても結果はあらかじめ分かっている。
しか

がついていない。民主党のバイデン候補は

しなぜこうも執 拗にトランプを貶めるの

勝利宣言をしているが、
トランプ大統領は

か。それは裏で民主党が、そしてそのまた

敗北宣言をしていない。通常、一方が敗北

裏で中国共産党が何年も前から、金とハ

宣 言を出せば 、選 挙の後 始 末はせず、ス

ニートラップでがんじがらめにしているから

ムースに政権移譲が進むのだが、
トランプ

である。

大統領は、
「いやいや真実は違う」
と言い切
③ではトランプはなぜ戦っているのか。
こ

り、いくつかの州で法廷闘争、聴聞会を開

のオヤジの見るところ、彼はバイデンや民

いて、バイデン陣営の不正を暴こうとして

主党と戦っているが、実際はそれ以上に中

いる。で、その山ほどの情報から分かってき

国共産党と戦っているのである。前回の選

たことを書き出してみる。
（以下敬称略）

挙のときにはもうすでに分かっていたのだ
①民主党陣営は明らかに不正を行って

ろう。そもそも、なぜビジネスマンであるト

いる。
「選挙」
という民主主義の根幹とも言

ランプが大統領になろうとしたのか。大変

うべき最重要な儀式を、神をも恐れぬ行為

な資産家で、商売も上手く行っているのに
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なぜ面倒な政治家になったのかを考えれ

⑤明白な事柄がもうひとつある。
それは、

ば自ずと答えが見つかる。彼は、アメリカが もう我々は中立と言う立場は取れなくなっ
随分前から
「リベラル」
と言う毒に侵され、 た、
と言うことである。
アメリカ国内は「分断」
このまま見捨てておいたらアメリカは破滅 されたと言われている。共和党と民主党と
してしまうと考えたのではないか。アメリカ いう二極対立のみならず、保守とリベラル、
の教育システムの中に、中国共産党の魔手

民主主義か共産主義か、自由か服従かと

が延びており、
かなりの量でその毒がふりま 言った対立構造である。
それはアメリカだけ
かれているのを感じたのではないか。そし ではなく、今や世界中に突き付けられた
「踏
て、すでに分かっていたからこそやったこと み絵」
になっている。わが祖国、
日本の基本
がある。それは２０１８年９月１８日に署名され

的政策は、安全保障はアメリカに委ね、経

た大統領令である。
「アメリカの選挙への外

済面では中国からも大いに稼がせてもらう

国勢力の干渉」
に関するもので、
これは「外 というものである。
だからアメリカにはもちろ
国勢力の干渉が、情報機関の捜査により明 ん、中国にも良い顔をせざるを得ない状況
白になった場合、外国企業や個人に対し捜 である。
しかしながらそれはもう通用しなく
どのような
査でき、制裁を科すことができる」
と言うも なった。
どちらの側に立つのか、
信条で国家のかじ取りをするのかを明白に

のである。
④もうひとつ明白なことがある。
トランプ
は憲法および司法制度を順守しようと最
大限の努力をしているということだ。
そのひ
とつの例が、一般調達局(General Services
Administration)への指示だ。
エミリー・マー
フィー長官へ、バイデン陣営にも予算と国
家機関からの情報開示を認めたのである。
トランプはこの長官への脅迫がすさまじい
ものであるのを見て、彼女を危機から救い
出し、そして合衆国の規範に従って、バイデ
ン候補にもその権利があることを自ら示し

示さなくてはならなくなってきている。
１６世
紀イタリアのマキャヴェッリはその持論の中
でこう述べている。
「中立と言う立場は賢明
な選択とは言えない。
なぜならば、負けた側
からは、なぜ味方をしてくれなかったのかと
恨まれ、時には敵対視される。勝った側から
は、味方をしなかったのだから、
と爪はじき
され時には敵対視されるからだ」
と。前回も
書いたが、
日本は旗幟を鮮明にし、絶対に
勝つ側に立たなければいけない。
激動の２０２０年が行き過ぎる。読者の諸

ているのである。それは規則に則り、法律を 兄諸姉、ぜひ良い年越しと、輝かしい新年
守っている姿勢を示し、相手側にも法を順 を迎え給え。
守することを求めているのである。
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்̞͈́ࣽ͜ා͜ॼͤˍύ͂̈́ͤȂࠣ൲

ྀාĲĳུ͈ρθ̷͉͈́ා͈ြ

͈ා̦ਞ̠̱̞ͩͧ͂̀ͥȃଲͬٮਥ̠૧
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̞ȃୋڎ২̥͉ͣχ·Ιϋٳอ͈ૂ༭̦
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ഥ̢̦ͣͦͥȂष͕͈̦̓ͦ̓࢘ͅض

̞̞̹̥̀ͬࡉೄ̱͙̀ͥ͂Ȃȶ̧̱

̜͈̥͉࣭ͥ́ڎఉ̩͈૽̦୪ਅ̱͙̀

გȷ̞̠͂ΗͼΠσ଼̥́ͣ႓გͅ་

̞̭͉̥̞̈́͂ͣ̈́ͅȃ̷͈࢘ܢͅضఞ

̹̭ͩ̽͂͞ȂΑΞτΗͼί͈٥ࡣ৽݅

̱̹̞͈͉̻̺̦ͧͭ͜Ȃ̷̠̥̹́̈́̽ા

͈͉̩ͥ́̈́ͅশయ͈་ͅا؊̲ͥ

ࣣ͈చੜ༹༷࣐̱̀͜ဥփ̱̤̩̭̀

̞̞̞̹̈́̓̾̀̀ͅȃĲාஜ͈ু

̦͂ຈါȃ̱̥̱࡛हུ͈ଽຸ͈༷ॐ

ͅ࡞̢͈̜ͥ́ͦ͊Ȃȶြා͉͂ͭ́͜

ͬࡉ̞̀ͥ͂Ȃ̠̓͜ΙΈΧΈ́ະհۜͬ

̧̞̭̦̈́͂ܳͥ͢ȷ͂࡞̹̞̽̀ͤ͞ȃ̯

̢̦͈̠̱̀͘ژၚೄ͈̭̜͂ͧ́ͥȃȶࠐ

ͣͅĲාஜ͈ĳıĲĹා͉Ȃ̷͈ාͅͺιέ

फ͂ྵȷ͈ഛฉֲ͈́ۼ؉ऒ؉̱̞̀ͥ

ΠȂͺζτΑȂδ·ΏϋΈ͂ͺζΙνͺΑεȜ

̥͈အȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅȂ̞̻ྦྷ͈

Μ͈ٮະટম͞ြম̦ఉ̥̹͈̽́Ȃ

̱͉͂̀ু̦ํ̳ͥڰս́ထཡచॐ

̷ͦͬഥ̢ͥ௰͈ιΟͻͺ͈উସ̞̾ͅ

ͬߔೄ࣐̠̱̥̞̈́ͅȃ

̀ߎ࡞ͬ೮̱̞̹̀ȃ̹͘ȜσΡιΟͻͺ
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ࡉ̢̞̞̀̈́ેఠ̜̹́̽ȃ̷ͭ̈́୬ͅ
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Ⴒशͬই̭͛ͥ͂͂̈́ͤȂ̫̹̾ΗͼΠσ
̦ȶίυτΑ͈ݙਥȊȷȃχȜγς́ȜΑΠ

̯̜Ȃြා̷̭̯̀̽͂ͭͅٯȂ̧̽͂

ρςͺͬང̞̹ͦ̀ίυτΑࢡ̧͈ఱڠ

ளୀ̱̞ͣා̳̠̈́ͤ͘͢ͅͅȊ

̦Ȃ̧̞̥̾̽͂ίυτΑ̦໘̳ͥޟ
ȁࣽා̤͜ັ̧ࣣ̞̜̦̠̮̰̞ͤ͂

̲ͬ̀Ȃ̜ͤ͘ේ͚̭̩͂̈́ྵྴ̱̹

̱̹͘ȃ႓გĴා̱̩̤̳̱̞ͧ͘͜͢ܐȊ

͈̺͜ȃ̭͈ΗͼΠσ̫̹̭ͬ̾͂́Ȃ̷
͈ݙਥ͈̹͉֚͛ͅఘ̦ةຈါ͈̥̈́
ͬু̈́ͤͅࣉ̢̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̷ͦ

●H.たつい

プ ロレ ス 最 強 説 を 信

ུ̦ρθ͈ೲၠͅၠ̞ͦ̀ͥ͂এ̠ȃ

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

ًͬݲ૦ͤ༐̦ͤ̈́ͣ͜Ȃஜͅૺ͚̹͛

にプ ロレスラー を目 指しているとか 。

ͅຈါ̭̈́͂ͬࣉ̢Ȃࠨ౯̱Ȃ̷̱̀

1 8 0 c m 以 上という長 身 だ け に 、ウエ

࣐̳ͥȃ̳͂ͦ͊͜Ȃ૽͈૽̷͈͈͜

イトさえつ け ばプ ロレス・デ ビュー も

̥̱̞ͦ̈́͜ȃ

夢じゃない？
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取材・文・写真：ブランドスタイリストKimiko
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「あの時はなんで自分なんだろうって思っ
たけど、人生の積み重ねがその人しか描
けない絵になる」と苦労の連続だったゆ
かさんの、
これまでとこれからのSTORY。

「努力と根性と直感」
Proﬁle

今野 有加さん
（Yuka Konno）

数々の出来事を伺いました。
北 海 道 釧 路 市 生まれシド
ニー在 住 。H A N A N I N G E N
S y d n e yを運 営するフロー
リスト。

「家族をつくることに憧れていたん
です。母はシングルマザーで、私は父

https://puppeteerflower.com/

を知らずに育ちました。お父さんがい
る生活ってこんなに幸せなんだよって

バウ・リニューアル（家 族同士の絆

子どもに言いたい( 笑 ) 。家 族 写 真を

を確かめるお祝い）で結婚14年目の

撮ることは 、自分 の 夢を叶 えること

家族写真が出来上がったばかりのゆ

だったんです」。

かさん。その撮影の背景にあった想い
を伺い思わず涙。花と仕 事をする華

小さな頃からひとりで頑張ることを

やかなイメージからは 想 像もつかな

自分に課してきたゆかさんは、
「努力と

かった、ゆかさんの生い立ちと今の暮

根性と直感だけでここまできた」
と話

らしを手に入 れるまでに乗り越えた

します。高校卒業後に渡米し、英語教
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師としてシドニーで就職。
そこで出会っ

「人の痛みもわかる経験をし、あの

た現在のご主人とカナダへ赴任し、妊

時はなんで自分なんだろうって思った

娠8ヵ月で死産を経験。
「火葬前にコイ

けど、人生の積み重ねがその人しか

ンを2枚入れてそれぞれのお守りにす

描けない絵になる。悲しい時も嬉しい

るつもりが、1枚しか出てこなくて。辛さ

時も人の心に寄り添えるお花は、人

を忘れたくて別れを切り出すつもりが

生の節目にお渡しするもの。花一輪

と語
赤ちゃんが1枚持って行ってしまって、 で人を幸せにすることができる」
一緒にいなさいと言われた気がして」。 り、母親にHANANINGENを体験して
シドニーへ戻ってからの再 度の妊 娠

もらうことが夢だそう。
「ぶっ飛んでい

で、命を守ろうと退職。

る母は、いまだに私が何をしてるか、
分かってないんです」
と笑うゆかさん
へ、ミュージシャンから不動産業の女
社長へ転身した母親の、感性とビジ
ネス脳が受け継がれているのは間違
いないようです。

オーナーシェフを目指 すご 主 人を
支え9年ほど主婦だったゆかさんは、
命の危 険が 伴う病 気の緊 急 手 術で
人 生を深く考えることに。自分 の 思
いや感情を押し殺してきた積み重ね
が 病 気をつくってきたことを知り
「自
ブランドスタイリスト

分の魂が喜ぶことをしよう」と。頭に
花 を 飾 り 写 真 撮 影 す る

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

H A N A N I N G E Nのライセンスを取 得

フィックデザイナーを経て、ブランドの「あり方」や

し、
２０１９年 に「 H A N A N I N G E N

「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

S y d n e y」をオープン。思 春 期を過ご

持を得て、
日本やアジア、
ヨーロッパでも活動中。

した札 幌が 発 祥の地だったとは、な

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

んだか運命的なお話。
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皆さん、
こんにちは！

やはりひょうきん者 のアレックス・デ・ミ

今回も全豪オープンのこと書きたくても状

ノーがトップですよね。その後には遅咲きで

況が変わっちゃって難しいなぁ。2021年の全

真 面目なジョン・ミルマンが 続いています

豪オープン開始日は2月8日になると書いて

ね。前々から言っていますが、4位のジョーダ

あったり、3月とか4月になるなんて書いてある

ン・トンプソンはシドニーボーイです。

メディアもあります。
キャンセルになる可能性

で、私の超気になっている選手が8位のマ

もなきにしもあらずということで、まだまだど

ルク・ポルマンズ。ひらひら帽子をかぶって

うなるのかわかりませんね…。そりゃそうです

大会に出ることで「イヴァン・レンドルに似て

よね、北半球のコロナが凄いことになってま

るな」なんて、注目していたのですが、実 力

すもん！ シドニー、
ブリスベン、パースなどで行

もあるんです！ 幼い頃からオーストラリア代

われる前哨戦のなしは決定みたいですね。
ほ

表で世界を回り、
「コート内で精神面を乱し

んと、何も書けないなぁ
（汗）。

てはいけない」なんて、
しっかりインタビュー

そうだ！ ほとんど試合がないままオースト

にも答えている動 画も残っています。帽 子

ラリアの2020年度のランキングが出ました

ばかりに目が 行くのですが、よく見たら美し

のでそれについて書きます!

い青 年でもあるんですよね … 。
「 結 局そこ
かぁ！」
って突っ込まれてる気がする！

そして女子のランキング！

まずは男子のランキング！

テニスオーストラリアの記事から

テニスオーストラリアの記事から
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アッシュ・バーティーがダントツで1位です

章にしたくない感じですが、ちらりと言うと、

ね。
またサマンサ・ストーサーも頑張っていま

アダルト系の仕事をしている彼女が、ある写

す。で、4位のアストラ・シャーマは私の注目

真をソ―シャルメディアに掲載したのです

選手！ 彼女は身長が178センチもあり、
ちょっ

が、その写真にトミックが一緒に入って何か

とプレースタイルも男っぽく、シングルスで

をしている。…キモいとしか言いようがない

サーブ＆ボレーすることもあります。でも、イン

…。2016年にはATP17位までに上り詰めた

タビューの彼女は可愛いのです。シンガポー

実力があるのにプライドはないのか！

ル出身ですが、インドと中国の血が混ざって

さて、最後は身近な話題！ 我々のクラブ

いて私好みの美人です。そしてアメリカのカ

では久しぶりにInternational Challengeと

レッジでテニスをしながら医学の勉強もして

いう試 合を行います。ほぼ 全 員のコーチも

います。揃いまくっていますね。

入り交ざってオーストラリア、ヨーロッパ、日

そして7 位のプリシラ・ホンもちょっと前

本、東南アジア国のチームに別れて戦いま

から注目している選手のひとりです。アジア

す 。日本チームは 今 超 上 級 者 不 足なので

系のオーストラリア人選手で、
ブリスベン出

ちょっと他の国からリクルートさせてもらって

身です。そして…可愛いのです。

います。12月20日なので2020年の最後の

わざとではないのですが、今回ピックした

大 きな 試 合になります 。あと、どこでも起

選手はみんな美形ですね。やっぱ悔しいけ

こってしまうことですが、こちらのテニス界

どルックスがいいと何かと得ですよね。
コロ

にもまるでドラマの『半沢直樹』のような世

ナの影響で、
トップの選手以外は生活が本

界があって、理不尽なことに対して戦ってい

当にヤバいと思います。早く彼らにも昔のよ

るクラブがあります。もしどのクラブかお気

うに世 界ツアーを回ってもらいたいもので

づきでしたらぜひそのクラブを応 援してあ

すし、我々も彼らの試 合をコロナ感 染を気

げてください。

にせず観戦したいですね。

この記事が今年最後となりますね。みな

と、切に願っているのに…オーストラリア

さま今 年も大 変お世 話になりました。また

問 題 児２号のトミック君がまたアホなこと

来年もよろしくお願いいたします。良い年末

やって話題になりましたね。アホらしくて文

年始をお迎えください。

ńŪŵźġńŰŮŮŶůŪŵźġŕŦůůŪŴ͈̮մඤ
ńŪŵźġńŰŮŮŶůŪŵźġŕŦůůŪŴġ͈ͼΠȇ

ŇŢŤŦţŰŰŬġőŢŨŦġĻġ

ŸŸŸįŤŪŵźŤŰŮŮŶůŪŵźŵŦůůŪŴįŤŰŮįŢŶ

ŉőġ ŕŦůůŪŴ ġ ĩ͔͌ͧ̽ȁΞΣΑĪ̱̩̺̯̞́॑̀ȃ

ȜΠထ͞ΈσȜίτΛΑϋ͈ထ̧̦̳́͘ȃ

ΞΣΑ͈߸۾ম̪ͬ́ͦ͘ܨͺΛί̱̞̳̀͘ȃ

ΞΣΑڰ൲ܱ̞̞͂֗ͬ̀ͥήυΈȇ

ũŵŵűŴĻİİŢŮŦţŭŰįūűİŵŦůůŪŴĮũŪųŰűűŦİ

ฒۘঊȪ͔͌ͧ̽ȫ

জ͈ඊͤ࡞ɕুࡨྖ௷ܱ̳́ȃȪ̮̯̞͛ͭ̈́Ȋȫ
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ΏΡΣȜ͈ΑΠςȜΠΘϋΑΑΗΐŅŢůŤŦŬŰŰŭͬಎͅȂ
͈ࣧΑΠςȜΠσΙλȜȂηνȜΐΛ·ΏȜϋͬત̳ٚͥȜȜ

ĳıĳıාडࢃ͈ρθ̳͈́́Ȃ̴ࣽ͘ාͬ૦ͤ༐̹̽ࡢ૽എ̈́ၠ࣐ࢊఱ
રͬੳͅอນ̱̹̞͂এ̞̳͘ȃ̷̱̀ࢃ͉́Ȃ֣ય̞ͥ̀̽ͅॼ̩ޑ
ĳıĳıා͈ΘϋȜ͈ٛြমͬ૦ͤ༐̹̞ͤ͂এ̞̳͘ȃ
̵̱̹ͭ́͘ȃ

３位「湯豆腐」
ঊ͈ࣼރ̹̞̩̀́͢زတ๑

ࣽා͉ύ͈ޣגȂࣽ́͘൚̹

͈ιΣνȜȃࣽා͈ൃ͈শͅܢठ࡛̱

ͤஜ̜̹͈̦̽͜ͅ൚̹ͤஜ͉̩́̈́

̹ͣ႐̦̩̞ͥͣྙ̱̩̀Ȃ֚

̈́ͤȂ۪͈ޏ་̫̞̞ͥ̀̾ͅا

́ൖ൨ແ͓̞̱̹ͬ̀͘ȃ

̯̦ͥͦͣ͛ݥশయ̱̹̈́ͤ͘ͅȃཥ
̹̻ΘϋȜ̹̻͉ٸগ͈̹͛Ȃ

２位「サブスク」

̞͙̾ͭ̈́́͜ਬ̞̹̽̀͘Ⴏਠાਫ਼

ŔűŰŵŪŧź͞ŏŦŵŧŭŪŹ͈ήΑ·ςί

̴࣐̫ͅȂ૽̠̭̳͂ٛ͂ͣগ̯ͦ

Ώοΰྀͬڣ̠̞̠̭͂͂ͬ

̹̭͂̽̀͢ͅȂ͈زςΫϋΈ́Ĳ૽Ⴏ

̱̭̥̹̀̈́̽ཥͅȂࣽාͅව̽̀

ਠ̱̹ͤȂ̞̞̈́́̈́̈́͜

ϋρͼϋυϋ͈͒४حȂْ௨͞൲ْ

Ⴏਠ̱̹ͤ͂ࡕ̱̞۪ͅޏၛ̹̯ͦ͘

༎ਬΕέΠ͈ঀဥ̳̠ͬͥ̈́ͤ͘͢ͅ

̱̹ȃ̱̥̱Ȃ̷͉ͦ́ਞ̵̞͈ͩͣ̈́

̱̹ȃ̷ฺ̞ͦͅȂྀ͈̞ȶ

̦ΘϋȜ͈ೲႁȊȁଲ̨ࠒͬٮȂ૽ͬ

ήΑ·ȷͬփে̳̠̱̹ͥ̈́ͤ͘͢ͅȃ

ࠒ̪ȂͼϋΗȜΥΛΠအͬߐঀ̱Ȃࡕ̱
̞۪ͬޏ̳̹̩̯͈̽͊ͭͼαϋ

１位「どうなんですかね〜」

Π͞ै̦ଲ࣭́ڎٮ̱̹ͦ͘͘ȃ

̥̈́ͤඤႊ̈́ၠ࣐ࢊ̳̦́Ȃ̭̦ͦ

͉ࣽٝࡢ૽എ֣ͅય̞ͥ̀̽ͅॼ̩ޑ

ࣽාĲ๔̳́ȃŃţŰź͈ࢃ̦̩͢ঀ̽

ĳıĳıා͈ြমͬત̞̹̱̳ٚ͘ȃ

̞̹̀࡞ဩ́Ȃͬة࿚̞̥̫̀͜ȶ̓

①オンラインバトル

̠̳̥͇̈́ͭ́〜ȷ͂༐̩͈̦̽̀ͥ
࿂ฒ̨̳̀Ȃ̞̱̥̾ਔ̞̹ͤͅཥ̹

ϋρͼϋΨΠσ͈ٳट̽̀͢ͅఉ

̻͜ͅഥஅ̱̱̹̀̽͘࡞ဩ̳́ȃܨ

̩͈ΘϋȜ̦̠̱̭̹́͂ͦͩ͡ݣȃ

̷̧̞̹͉̞͉̠̿͂̾͜ͅঀ̞̽̀

Ξ·Σσ̈́࿂͞শओ͈̈́̓࿚ఴ̦
ఉș̜̱̹̦ͤ͘Ȃ̷̢ͦͣͬͤק
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̀Ȝ΄ͼΒ̱̩̹̀ͦ౬ఘུ͉ͅ
൚ۜͅ৫̱̥̞̳̈́́ȃ

③オンライン講演会
ଲٮഎခྴ̈́ΘϋȜ̦শমഎ̈́
࿚ఴ͞ΘϋΑ͈Ⴄঃ̞̈́̓̾̀ͅࢊͥ
࣒ٛ͞ΟͻΑΛΏοϋ̦̥ͦ͘ٳ
̱ ̹ ȃ ֣ ય ͅ ॼ ̽ ̀ ̞ ͥ ͈ ͉ Ȃ Ń ŭ Ţ Ť Ŭġ
ōŪŷŦŴȁŎŢŵŵŦų̞͈̾̀ͅდͬခྴࣱ
૽ΘϋȜ͈༷̦ΘϋΑ͈Ⴄঃ̱ͬ
̀დ̱̩̀ͦͥΟͻΑΛΏοϋͅ४ح
̧̹̭́͂ȃ͂̀͜ၻ̞ࠐࡑ̜́ͤȂ૧
̹̈́อࡉ͞েͬဓ̢̩̱̹̀ͦ͘ȃ

ଲ͈࣭ڎٮခྴΘϋȜ͂ু̥
ͣೄ୪ΨΠσ̧́ͥఘࡑ͞Ȃࡠ̹ͣͦ
ΑβȜΑͬߐঀ̱̹ே௨಼̢ͬͥθȜ
ή̦ࡉ̧ͦͥ̓̈́ޥȂ̹̩̯͈ͭۜ൲
̞̱̹ͬͣ͘͜ȃ

②オンラインレッスン
ͼϋΑΠρ·ΗȜ͂ര̹̻ͬŔŵŢźġ
ŉŰŮŦಎͅࠒ̬Ȃ͙֚ͭ̈́ͤͅק
̢̠̞̠͂͢ܨ̞ޑ̻̭ͬ̾͂
̧̦̱̹́͘ȃśŰŰŮτΛΑῧ̞̠࡞
ဩ͜ၠ࣐̱ȂͼϋΑΠρ·ΗȜ͞ΑΗΐ
ͼΡ͉̠̓ד௨ͬඑ̫̥ͥȂ̦ة
Ĳ๔डഐ༹༷̥͓̜̬̈́ͬȂ୶
൳আ͜ފႁ̱ࣣ̞Ȃ̹̩̽̈́ޑ̦߸۾
শ̹̱́ۼȃ

④無観客イベント
υܰଷ͈۱გฺ̞ͅȂܰ࿅
͈ͼαϋΠ͜خෝ̧̹̈́̽̀ͅশ
ܢȂଲ͈ٮਫ਼ș࣐̞̹͈̦́ͩͦ̀
ྫ۷ͼݖαϋΠȃΘϋȜ͉ࣣͬ
̵ͩͣͦͥͼαϋΠ̺̞͐ͅΧϋΈ
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ςȜ̞̹̈́̽̀ͅশ͈̹̱́́ܢȂ৽
ट৪௰͉ळ͈ಕփ͂చॐ࣒̲ͬ
̀ٳट̱̞̱̹̀͘ȃ

ũŵŵűŴĻİİŸŸŸįŪůŴŵŢŨųŢŮįŤŰŮİŵŷİ
ńłũśťśŨŉťţŇİ
ũŵŵűŴĻİİŸŸŸįźŰŶŵŶţŦįŤŰŮİŸŢŵ
ŤũŀŷľŵţœŴĺŘıŗńĵŖ
ոષĳıĳıාडࢃ͈ρθ̱̹́ȃ
ĳıĳıා̯̈́ͭ̓̀̽͂ͭͅٯා̱́
̹̥ȉȁࣉ̢̭̦̹̩̯̜̹ͥ͂ͭ̽ා
̵̹̭͉͇̜̞֑̈́̽͂ͭͤ͘ͅۼȃ
Ĳııා֚ͅഽ͈;ͼσΑ͈อͬ̓

⑤アイデア動画

̠௴̢̥ͥȂ̭͈ఘࡑͬࣽࢃ͈૽

ŔŵŢźȁŉŰŮŦۼܢಎͅै̹ͣͦͺ

̵̥̥̠̥͉ͥ̓ͅȶࣽȷ͈ুͅ

ͼΟͺड͈ࣞ൲ْ͂̀͂͜ͅܨ

̥̥̞̳̽̀͘ȃြා͉ࣽාͤ͢͜ۼ

̞̱̹ͬͣ͘͜ȃཥ͈ࢡ̧̈́൲ْͬˎ

֑̞̩̩̈́ͤܵා̧̱̞̳͈̀͘ͅ

̾ત̱̳ٚ͘ȃঊ̦̻̹ރͺͼΟͺ

́Ȃ̸̠̱̩̤̳̱̹̞̞̓ͧ͘͢ܐȃ

̱ࣣͬ̽̀ै̹̽ઢ̈́ͥͅளഌ

ĳıĳıා͜ఱ་̤ଲდ̱̹̈́ͤ͘ͅȃ

̈́൲ْ͂ȂΘϋΑ·Ȝσ͈ͼϋΑΠρ

͈̯ͭٯĳıĳĲා̦ͤ͢ၻ̞ා̈́ͅ

·ΗȜ̹̻͂ര͈͙ͭ̈́́ै̹̽

̭̳̤ͥ͂ͬͤ̀̽͘ܫȃ̷͉ͦ́͘

൲ْ̳́Ȋ

̹ြා̤̞̱̱̠ٛ͘͡Ȋ

ŉŪťŦţŰŰ

ŅŢůŤŦŬŰŰŭġŔŵŶťŪŰ

ུྴȇߦਜຳ
ŉŪťŦţŰŰıĸĳĲŁũŰŵŮŢŪŭįŤŰŮ
ıĵĲķĶĲĲĺĶĲ

ũŵŵűŴĻİİťŢůŤŦŬŰŰŭįŤŰŮİ
ōŦŷŦŭġĲġİġĺĴġŃŢŵũŶųŴŵġŔŵġŔźťůŦź
ĩōŰŤŢŵŦťġłţŰŷŦġőŢŵŢŨŰůŪŢĪġ

ĳııĵා͈ြࣧոࣛȜΑΠρςͺ͈̜ͣͥ͠ΗͼΠσུ̧͈̱̹ͬ̀͜ͅ૽ΘϋȜȃ࡛
ह͜ίυΘϋȜ̱͂̀ڰ൲̱̦̈́ͣͼαϋΠٳट̈́̓ၔ༷̱͂̀ΑΠςȜΠΘϋΑ͈ຽݞ
͜ͅႁͬවͦͥȃఉ༷࿂͈ͼαϋΠ͜ͅ४̱حΏΡΣȜ́ఉఱ̈́ͬޣגဓ̢ͥ૽ȃ
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photo by イシヅカマコト

コロナ禍でオンライン結婚式を
吉本クリエイティブエージェンシー

バンビーノ・藤 田 ユウキ さんと
妻・かおりさんのインタビュー
2020年は皆さまにとってどのような年になっただろうか。さまざまな職
業がコロナ禍で多大な影響を受けたが、普段はお茶の間や会場に訪
れたお客さんに笑いを届ける芸人もまた然り。そんななか、
ここ半年
で、
「オンライン結婚式」、
「改名」、
「給料明細ネット公開」、
「コンビでコ
ロナ感染」
と、何かとネットニュースを賑わせた吉本クリエイティブエー
ジェンシー所属のお笑いコンビ『バンビーノ』の藤田ユウキさんと、奥
様のかおりさんに、2020年を締めくくるべくインタビューを行った。
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反社チェックが長引いてしまったり、
ス

んなに家におることないなっていう感

ケジュールが合わなかったりなどの諸

じだったのでラッキーといえばラッキー

事情で、藤田夫妻をインタビューする

でした。

タイミングが年末までずれ込んでしま

かおりさん：私にとっては家族の絆が

いましたが、まずは、2020年を振り

深まった1年だったなと思いました。オ

返ってみていかがでしたでしょうか。

ンラインで結婚式をするきっかけも絶

藤田：芸人の仕事がなんというか、
こ

対コロナの影響でしたし、丸2ヵ月間、

う弱い職業に感じてしまう、平和が担

ずっと家族4人で24時間過ごすって、

保されてないと成り立たない職業な

これまでもこれからも、
もう一生ないと

んだなということを感じた1年でした

思うので、私は 本当にプラスしかな

ね。皆さんが安全に暮らしているとこ

かったと思っています。子供たちにもよ

ろでしか必 要じゃないのかな？と、今

かったし、私たちも子供としっかり向き

回初めて悲観的になる瞬間がありま

合えたし。いったん立ち止まって家族

した。いい意 味でも悪い意 味でも芸

のことをゆっくりと客観視できて。

人として、いろいろと考 える機 会と

それから、人の温かさに触れることが

なった年でしたね。

できたと感じました。会えない分、もの

日本ではいまだに毎日3000人を超

や食べ物を送ってくださったり、下の子

す感染者が出ているようですね。芸

の幼稚園が、2020年4月からの入学

人という仕事への影響もあったので

予定だったのですが、ずっとコロナで

しょうか。

行けない間も、先生が子供たちに話し
かけてくれたり、保護者のためにいろい

藤田：当初、吉本が無観客での劇場

ろなアイデアを提供してくれたり。人の

や生配信をいち早く取り入れて実施

温かさと愛情を感じた1年でした。

してくれて、少し安 心したのも束 の
間、国から自粛要請が出て、5・6月は

吉本クリエイティブエージェンシーは

劇場を閉めざるを得なかったです。そ

どう対応していたのでしょうか。

のときは 丸々2ヵ月！
？と焦りましたね

藤田：いままで行っていた営業みたい

（笑）。でもいい面もあって、我が家の

なのはほぼゼロになってしまったので

子供が2歳と4歳なのですが、子育て

すが、一方でコンテンツ配信の方に力

が一番大変なタイミングにずっと家に

を入 れていました。普 段の劇 場では

おれたので、
こんなことでもないとあ
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マックスで500人しか入りきれない場

数をよく考えるとすごい金額を負担し

合でも、配信となれば場所を問わず

てくれていることに気がつきまして。
い

何千人にというお客さんにアプローチ

ままで自分がおった吉本では考えられ

できるわけです。
しかも場所の手配な

ないというか、粋な対応で、
しかも早

どもいらない、ということに気がつい

かったですし。それがいまでも続いて

て、吉本自体も持ち直したんじゃない

いるわけですから、本当にありがたいこ

かなと思います。現在、配信はスタン

とですね。

ダードなコンテンツになっていますね。

コロナの影響かどうかはわからない

かおりさん：コロナ 以 前は 、芸 人が

のですが、芸名が藤田裕樹からカタ

Y o u T u b eをやろうとしても、吉 本 社

カナのユウキへ 、相 方 の 石 山 大 輔

内の誰に聞いたらいいのかわからな

は、石山タオルへとそれぞれ改名さ

い状況でした。カジサックさんだけが

れましたね。

自身のチームを持っていて会社外で

藤田：急に石山が何

やっていたような状 態で、担当の部

気ないマネージャー

署がなかったので。
しかし、いまでは

との打ち合わせの場

配信の知識も増えて強くなってきま

で、
「ちょっと改 名し

した。キングコングの西 野 亮 廣さん

ようかな 〜 」とか 言

が、クラウドファンディングを使 用し

いだしまして。あ、そ

て、芸 人と喋りながら少 人 数で飲め

うなんやと 思って 、

るズーム飲み「スナック吉本」などの
プラットフォームを作ってくださって。
もちろんバンビーノも使わせてもらっ

そっからみんなでじっくりと話し合って
考えるんかなと思っていたら、机の上
に置いてあったタオルをバッと手に

たんですけど、そこで収 入を生みな

取って、
『タオルでええわ』
って。石山

がら乗り切ったという感じでしたね。

の出身が愛媛で「今治タオルが有名

そういえば藤田さん、吉本からの給料

やから」とか後 付けしてましたけど。

明細をネットで公開していましたね。

「ゴシゴシ頑張っていきま〜す！」
とい
うフレーズも作ってましたが、いまの

藤田：コロナでバラシになってしまった

ところ1回も聞いたことはありません。

仕事の分まで吉本が給料を振り込ん

それから「藤田（改 名）どうするん？」

でくれたのですが、抱えている芸人の

と言われて、
タオル級の変化はしんど
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いなと思っていたんですが。ふと姓名

石山さんもきっとコロナ禍で心境の変

判断のアプリで藤田裕樹の画数を見

化があったんでしょうね。

てみたら、
『孤独な人生で、誰からも
慕われない、大凶』と出ていたので、
いままでこんな運 命でやっていたん

藤田：そうですね。
コロナ禍で、みんな
は 仲いい芸 人とズーム飲みしたりし
て、それをツイッターにアップしてた時

や！ということに気がつきまして。試し

期があったんですね。一方で、相方の

に裕 樹をカタカナにして占い直した

石山は 冗 談 交じりに「一回も誰にも

ら、大大吉みたいな。神がかり的な良

ズーム飲みに誘われへん」て言ってま

さでして、それで改名に至りました。

して
（笑）。嫌われているとかはまったく

かおりさん：そこから変わったんです

なくて、誰かが悪く言っているとかも、

か？
（笑）

もちろんないんですけど、先輩からまっ
たく誘われへんし、後輩から慕われへ
んしで（笑）。たまたま誘われなかった
ことを結構気にしていたらしくて、そこ
で「タオルというふんわりしたものを挟
んでみたら変わるのかな」
という実験
的要素もあったんですかね。
かおりさんは改名には賛成だったん

藤田：…いまちょうどジワジワ変わって

でしょうか。

きています。改名について本当は全然

かおりさん：私は石山さんの良いところ

公にする予定ではなくて、みんなにこ

を知っているから、改名をきっかけに、

う、ちょっとイジってもらったら、喋るく

石山さんの良さがもっと周りの人々に

らいにしておこうというスタンスだった
のですが、そのときのマネージャーが、
「これはねえ…ニュースにしましょう！
！」
と。配属したての初マネージメントだっ

伝わったらいいなと思いましたが、ユウ
キに対しては「は？」
という感じですよ
ね。血迷ったな〜というか、芸名を変
えても姓名判断は本名ですからね。
で

たので、ちょっと熱くって、いろんな媒

も本人たちが楽しかったらそれで。

体に言っちゃったという。その後、2週
間くらいでまったく誰も言ってこなくな

コロナ禍 真っただ 中 の 6月に、ズー

りましたね（笑）。

ムを使用したオンライン結婚式をさ
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れましたが、そのいきさつを教えてく

黙って応募をしたら、
とんとん拍子に話

ださい。

が進んで、3週間後にはもう本番を迎
えていました。

かおりさん：実は夫婦で結婚式につい
てこれまで深く話し合ったことはなく、

藤田：
「受かったよ」
と初めて聞いたと

心の中でも芸人の結婚式ともなれば、

き、何を言っているのかわかりませんで

先輩後輩の大変さは計り知れないし、

した。いつかは結婚式をやってあげた

知り合い親戚は皆大阪で、東京にも知

いなと思っていた一方で、
コロナ禍に

り合いが増えていたのでこれはもう難

関係なく、知り合いが東京と大阪にい

しいかなと思っていました。
「せめて子

るということで半ば諦めていたんです。

供がもう少し大きくなったら写真だけ

でもどこにおっても参加できるこのコ

は撮ろうね」
って話していたんです。
し

ンセプトなら素敵だなと思って。海外

かしコロナ禍で、ある応募をツイッター

の友人も呼べますしね。

で拝見したんです。東京では花嫁が誰

オンラインの余興では、EXITの兼近大

しも一度は調べるであろうウェディング

樹、バイク川崎バイク、もう中学生、
コ

会社が、オンライン・ウェディングを抽

ロコロチキチキペッパーズ、
ミルクボー

選で募 集していたんです 。ユウキに
061

January 2021

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

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

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

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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イ、
ミキなど豪華メンバーが自宅から

い子もたくさんいたり、
みんなそれぞれ

ネタを披露されていたようですね。

持ち味があるんですよ。

藤田：コンビさえもバラバラの部屋でと

確かにテレビでは「面白いことを短時

いう、前代未聞の余興をやってもらった

間で」
ということが求められているわけ

訳ですが、そこはやっぱりみんなプロで

ですが、それこそネット配信となると、

したね。
びっくりするくらいめっちゃ面白く

そういった方々もやり方次第でもっと

仕上げてくれました。

光が当たるようになりますね。

式の様子はコチラ

400人を超える参加者が集まったよう

藤田：業界では最近よく言われている

ですが、
まだ日の目を浴び切っていな

んですけど、
これからは瞬発力じゃなく

い、
でも藤田さん的に押しの芸人さん

て持久力。ひと画面でできるだけ長く

はいらっしゃいますか？

絵を持たせられて、何時間も喋れる人
が魅力的になってくると言われていま

藤田：いっぱいいますけど、ジローラモ

すね。

のモノマネをしていた木尾陽平は、式
当日ハネてましたね〜。あんな爽やか

結婚式をされて奥様はいかがでした

な下ネタは初めてでした(笑）。ガオ〜

でしょうか。

ちゃんていう芸人がいるんですけど、

かおりさん：幸せしかなったです。
「結婚

ガオーっていう吠え方が 何 兆 個ある

式は女の子の憧れ」
という意味合いの

子とか もいいですし 。当日フルコス

幸せではなくて、本当にいろんな人が助

チュームで待 機してもらっていたの

けてくれているということを実感できま

に、前半気づけなくて、それに気づい

した。実は余興の部分は、
ファンの方に

た司会のエハラマサヒロさんが、面白

クラウドファンディングで配信を予定し

くいじって下さったり。心配なのが、安

ていたのですが、途中でサーバーが落

倍 元 総 理のモノマネをしていたビス

ちて配信が止まってしまうハプニング

ケッティの佐竹正史が、首相が代わっ

が起こってしまいました。
それでも批判

てしまったいま、少し大 変そうにして

する方がひとりもいなくて、
「一生に一

いましたが、すでに今は違うモノマネ

回しかないことなので、式に集中してく

のクオリティをあげていっているので、

ださい」、
「お祝いの席だからアーカイブ

さすがだなと思いました。

で対応してもらって後から観れたらい
いです」
ってメールが次々に届いて、
ファ

かおりさん：ネタよりも喋った方が面白
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ンの方の気持ちが温かくて、支えられ

あとは『どろだんごチャンネル』でどろ

ているということを実感しました。

だんごも作っているんですが。

最近は劇場やテレビのお仕事以外で、

どろだんご…ですか？

YouTubeでも活躍されていますね。

藤田：
『 砂 場とあそび の 研 究 所 』の

藤田：11月1日から、
『バンビーノ公式

Codama先生という方がいらっしゃっ

チャンネル』で毎日更新を始めました。

て、
日々、
どろだんごをピッカピカに磨き

来年11月までに視聴者が11万人を越

ながら、砂場が子どもの体や心の発達

したら、全国11ヵ所で無料ライブをす

に与える影響を研究されていてる、
日

る、
ということをゴールに設定していま

本にも2人くらいしかいてない貴重な

す。基本的には、ネタやロケの動画、

先生です。砂場で子供が土をいじって

過去のネタを振り返る動画など。個人

遊ぶのはとても体にいいことなので、

的には石山がパルクールにチャレンジ

それを広めるために一緒にやっていま

したり、全 然できてないんですけど

す。
ダンゴリングという競技を自分たち

(笑）。僕がオンライン料理教室などを

で開発して、
カーリングのように転がし

行ったり。
『 藤さんぽ』
という街ブラ的

て、芸人たちと対決したりしていますの

な企画でエリア紹介もしています。先

で、
よかったらそちらもご覧ください。

日はかっぱ橋に行って、食品サンプル

アインシュタインに続き、
コンビでのコ

を見たり、海鮮丼を食べたりして、
どこ

ロナ感染が話題となっていますが、

か芸人芸人していないというか、素の

やっぱり仲がいい故の感染だったの

部分を見せる流し見風の動画に仕上

でしょうか。

がっています。

藤田：そうですね。誰かが 陽 性 者に

バンビーノさんが開村する動画も拝

なった場合、
「一緒におった人誰？」
と

見しました。

なって、
「マスクしてた？」
とか尋問され

藤田：
『ダン村』
という村を拓いている

るので、普段は必ずマスクをして、楽

のですが、実はスタッフ一同、一番楽

屋のはじっこの方で相方とだけ喋るみ

しみにしている企画です！ もう誰もど

たいな感じでやってたのですが、バン

うなるか予測できないので
（笑）
！ これ

ビーノの場合はどちらかがかかると絶

からコツコツやっていくので、その行く

対に2人ともかかるタイプなんです。
ネ

末を見守って頂けたらなと思います。

タの特徴上、接近戦で近いので、飛沫
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プロフィール
藤田ユウキ（ボケ担当）
NSC大阪校 30期生
生年月日：1985年7月30日
出身地：大阪府 交野市
特技：出張料理(他人の家の
冷蔵庫にある余った食材で
料理を作る)/動物のお面を
被りながらキャベツの千切り
ができる/桂きん枝あるあるが
言える。
2008年4月にお笑いコンビ
『バンビーノ』をツッコミ・ネタ
作り担 当の石 山タオルと結
成。主にリズムネタを得意とし
ており、
「ダンシングフィッソン
族」などが代表作。
「キングオ
ブコント2015」準優勝。
「上
方漫才協会大賞特別賞受
賞」(2016年)。

が避けきれないんですね。最初に石山

大事ですし一番好きな場所なので。キ

に症状が現れて、味覚と嗅覚がなくな

ングオブコントなどのショーレースにも出

りました。
「おかしいぞ、梅干しを食べて

て、
しっかり結果を残したいなと思いま

も何の味もせえへんぞ！」
って、膝から崩

す。
そして今年から始めたYouTubeをど

れ落ちてました。数日間味覚がなかっ

う絡ませていくのか。もちろんYouTube

たようです。僕はまったくの無症状でし

でも活躍できたらいいなと思いますし、

たが念のために調べたら陽性でした。 そこからまたテレビに呼ばれるかもしれ
すぐに2週間入院して、家族も濃厚接

ないですし。
いつか海外でも活動をした

触者なので子供も幼稚園を2週間休ん

いなというのも長年の夢としてあったの

だり、ワンオペで奥さんに子供の世話

ですが、YouTubeだったら海外に配信で

をしてもらっていたので、体が全然元気

きますね。子供向けのキャッチーな、
みん

だっただけに申し訳なかったなと思って

なが真似したくなるような動きと言葉、

います。看護婦さんたちにも申し訳ない

そんなんも作れたらいいですね。

気持ちがありましたね。お陰様で12月
から仕事には復帰しています。

かおりさん：昔 交 換 留 学 生としてオー
ストラリアにいたことがあって、またい

2021年の藤田さんの抱負をお聞かせ

つか遊びに行きたいとずっと思ってき

ください。

たので、国境のないYouTubeをきっか
けに、また海外に出ることができたらう

藤田：やっぱりいまも変わらず新ネタを

れしいですね。

作っていて、一番はそこですね。劇場も
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欲張り強盗犯
も奪ったそうだ。そしてオスカーはゴム手

米・カリフォルニア州フラートンにあるピ
ザ屋「Big Slice Pizza」で事件は起きた。

袋を装着すると、無心にピザの生地をこ

11月9日の朝、従業員が出勤すると、店

ね始めた。作業台にしっかりと打ち粉を振

内が荒らされている形跡があることから、

り、丁寧にピザ生地を伸ばしている。しか

強盗に入られたことが発覚した。フラート

し、時間が足りなかったのか、ピザを最後

ン警察は、店内の防犯カメラの映像で、犯

まで作ることを諦め、代わりにクルトンの

人がオスカー・アレクサンダー・サンチェス

入ったタッパーを見つけると、手袋を新し

（25）という男だと判明し逮捕に至ったの

いものに変えてから、クルトンを口いっぱ

だが、世間の注目はその防犯カメラに映っ

いに頬張った。全体的に意味が分からな

たオスカーの奇行に集まった。犯行当日

い、大胆でいて繊細なオスカーの行動を、

の夜、オスカーは、おもちゃの銃を持って

警察はインスタグラムで公開。
「残念だけ

同店へ侵入し、現金500ドルやビール、タブ

ど刑務所ではピザは食べれませんよ」と、

レット端末などと、デリバリー用の車まで

コメントをつけて晒した。

おばあちゃん
ならではの可愛らしさ

こうだった。
「マキ―タ、おばあちゃんよ。
ごめんね。間違えてあなたに写真を送って
しまったの。本当は、その写真はお友達の
ブライアン・アレンに送るものだったの。お

米・テキサス州でおばあちゃんと、孫娘

願いだから写真は削除してちょうだい。お

の間で起きた事件を、
「ミラー」などが報じ

ばあちゃんのお願いです。もう本当に、大

ている。

変な間違いをしてしまいました。ブライア

同州在住のマキータ・グリーンさんは、

ンに送ったはずだったのよ」。

突然、祖母から送られてきた画像に言葉を

謝罪と恥ずかしい気持ちが入り混じった

失った。そしてその画像を送信した理由に

可愛らしいおばあちゃんの声だった。おば

ついておばあちゃんが説明する伝言メッ

あちゃんがブライアン・さんに送るはず

セージと、それをマキータ自身が確認して

だった写真とは何だったのか。動画のキャ

いる光景を、TikTokに投稿した。するとたち

プションにはこう書いてあった。
「おばあ

まち拡散され、140万回の視聴数をはじき

ちゃんが送信ミスで、自分のヌード写真を

出した。おばあちゃんの伝言メッセージは

送ってきた（爆）」。
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Ⱥਯਫ਼ȻThe Galeries Level 2, 500 George St., Sydney
ȺTelȻ 02-9262-7996
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̈́૽Ȃࢡ̧̭̈́͂ͬॽম̱̞̀ͅ

ȶ̤߄͈ͅව༷ͦȷ̥ͣȶ̞ܐ

ͥ૽Ȃ࠲ࢫ́ಿ̧̱̞̀ͥ૽Ȃ

̦̥̠̈́࡞ဩ͈ঀ̞༷ȷȂȶೄ۷

Ք̳ͥ૽͂ࢨ̵ͅ༥̱̞ͣ̀ͥ

ႁ͈౫̢༷͂धෝ͈̱༷͊ȷȂ

૽ȃಠ৪̞̩ͩȂȶ૽̞̞͈ȷ͉ͅࣉ̢༷࣐͞൲͈

ȶুட̥͈ͣιΛΓȜΐ͈̫༷৾ͤȷ́͘Ȃএ̞ͤ

ވത̷̦̜̠ͥȃུ͉́Ȃ̷͈ވത̞̾ͅ

͈ଲߓ͈̾˕͈̹̳͛ͤैͬٮఘഎ̈́ࡑͬ

̀Ȃ͈נܨෞڠش৪̜́ͥಠ৪̦ڠشഎͅଢ଼

ٳȃȶএࣉ͈ႁȷͬঀ̞̭̱̈́̀Ȃၑே͈૽ͬͅ

̱Ȃෞ͈ڠشࡉ̩̱̩ٜͬ͂ͩ͜ͅ୰̱̞̳̀͘ȃ

ව̩̺̯̞ͦ̀ȃ
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ల244ٝ

ΈΣͼΒ́ෞ͂ఘͬاڰ

2020年はコロナにより大きな影響

まれて生活したことがなかったので、

を受けた年でした。私にとってはネガ

毎日が新鮮で良い空気を吸いながら

ティブな影 響だけでなく、ポジティブ

日々楽しんでいます。

に進化できた1年でもあります。オン
ラインでマジックショーをやったり、
オーストラリアの子供と日本の英語を

ただ今回の引越しを機に母の認知
症が進んだ気がします。今まで慣れて
いた家が変わったため、新しい家のこ

学ぶ 子 供との国際 交 流の場を提 供

とがまったく覚えられなかったり、同じ

するカンバセーションクラブが生まれ

ことを何度も尋ねてくるということが

たり。また英会話教室の先生の希望

多くなりました。何とか認知症の予防

でバーチャルショッピングツアーを開

をせねば！と思っていたさいに見つけた

催したりと、オカチリを新たなステージ

のが『コグニサイズ』
！ このコグニサイ

に進ませてくれました。

ズは、Cognition(認知)とExercise（運

生 活 面ではビーチのそばからブッ

動）
を組み合わせた造語で、頭で考え

シュエリアへの引越しをしました。今

る課題(計算やしりとりなど)と身体を

までの人生の中でこんなに自然に囲

動かすエクササイズ課題を同時に行
068

January 2021

column

うことで脳と身体の機能を効果的に
向上させることが期待されています。
認知症は発症の20年も前から脳に異
変が起きていると言われています。で
すから元気なうちから認知機能が落
ちないようにすることが 大 事なので
https://www.youtube.com/
watch?v=Y9ofSFUDR2o より

す。
ということは、オカチリも今からや
らねば！ 母と一緒に私も予防しようと
早 速やってみたコグニサイズの初 級

いろいろ調べてみるとたくさんのコ

編！ ちらっとご紹介したいと思います。

グニサイズを見つけることができま
す。結構難しいものもありますよ！ 認

マーチでポン！

知症は老化による物忘れとは違うの
ですが、誰でもみんな脳の活性化と運

（1日30分毎日継続が理想。10分に分

動は健康を維持するためには大切な

けて3回やるも良し！）

ことです。姿勢を正してウォーキングを
姿勢よく立ち、その場で行進するよ

しながら通る車のナンバーの数字を足

うに足踏みをします。足踏みに合わせ

し算していくなども認知症予防に良い

て1から順に声を出して数えていきま

そうです。私もこの新しいエリアでブッ

すが、4の倍数のときに膝を高く上げて

シュウォーキングをしながら頭を使って

足の動きを止めます。膝を高く上げた

予防に努めたいと思います♪

ときは数字を数えず1回拍手をします。
（4の倍数は発声しないで拍手のみ）

profile:ၖġ

マーチと引き算

ĩŰŬŢŤũŪųŪŮŢŨŪŤŁĵźŰŶūűįŤŰŮġĪ
ུతहಎͅঊ̧̞ͣ̀̽̈́͜ͅࢡͬࢊם̻̹ͅރ
̹̞̞̠͂ே̞̥ͣΙςζΐΛ·̞̠͈͂ࢊםζ
ΐΛ·ΏοȜͬםٛდޗ͞༗֗Ȃဘ౽Ȃࢷڠ
࣐̠̈́̓́͂͂͜ͅȂͼαϋΠȜΟͻΥȜΗȜ̱͂̀
۾ࢊםႲ͈ͼαϋΠ͞ঊ͈̹͚̥͛̾ͬྪ̻̹ͅރ
ȜΙϋΈڰ൲࣐̞̹ͬ̽̀ࡓུहਯ͈࠲ࢫΗ
·ȃĳıĲĹාĵͤ͢ز́ΏΡΣȜͅ࿗ͤ૧ͬڰ
ΑΗȜΠȃĹාུ̧͈͈̜̦̈́́ͤ͘ࢊם́ڰ
̩̹̈́̽ΛȜ௳ঊֳ͂ಐ૽͈ྲͬ̾ĳ͈༦ȃ

足 踏みをしながら最 初の4 歩目で
30と言い拍手。次の4歩目では30から
3を引いた27と答えて拍手。4歩ごと
に3を引きながら行進を続けます。
間違えても答えに詰まっても気にせ
ず運動を続けることが大切です。
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メンタル

先日、
日本の生徒と話をしたときに

た2 0 2 0 年でしたがどんな状 況でも

ハヤブサのカプセルがオーストラリア

笑 顔でいれば 好 転するということを

に着 地したことが 今 話 題となってい

感じた年でした。

るとのことでした。私はあまりニュース

そこで今月の Call to Action! で

を観ないのであまりそのことを知りま

は長友佑都氏の「上昇思考」から
「メ

せんでしたが、日本で明るいニュース

ンタルを支える思 考 法 」について考

が話題にあがっていると聞くのは嬉し

えていきたいと思います 。ご 存 知 の

いことです。

方も多いと思いますが、サッカー日本
代表の長友選手はベテランの多くが
日本代表から引退していく中で、今で
も現 役で活 躍している選 手です。彼
はサッカー選 手として恵まれた体 格
をもっているわけでもなく、高 校サッ
カーで 特 に 注 目さ れ た わけ でもな
かった選手でしたが、持ち前の「メン

またオーストラリアでもコロナ感染

タル」
と「努力」でサッカー日本代表ま

者 数が 減ったことで人々の気 持ちは

で上り詰めた選手です。

クリスマスに向かっているようです。
今週末に行ったショッピングセンター

この本で長友選手は以下のように
語っています。

にあるK-martでもレジに行列ができ
ていました。私も今 年の年 末 年 始は

「 弱 気になること、
くよくよしてしま

2 週 間のまとまった休みが 取 れたの

うことは誰にでもある。僕だってもち

で、久しぶりに家 族で遠 出をする計

ろんそうだ 。つらいことが あったり、

画を立てています。色々なことが起き

大きなプレッシャーがかかってきたり
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す れば 、弱 い自分 が 出てきて、押し

今月の格言:

つ ぶされ そうになる。そ んな 時 、僕

" It does not matter how slowly you
go, so long as you do not stop. "

はどうしているかといえば 、上を向
い て いる。比 喩 で はなく、うつ む か

- Confucius

ず に 顔 を 上 げ て 、空 を 見 て いると
不 思 議 にネガ ティブ な 思 考 は でき

ၛ̻গ̢̯ͤ͘

なくなる。人 は 誰 でも、心 の 弱さを

̱̫̈́ͦ͊Ȃ̓

もって いる。そ の 弱さを自覚 するこ

ͭ̈́ͅ༜͙̦

とこそ が 、強くなるための 一 番 の 近

ಁ̩̀͜߸۾

道になると思う。＜中略＞

̞̈́ȃ

僕 は 人 生 の 選 択 肢にぶ つかった
ときにも、正 解を選 択しようとするよ

४ચࡃȇ

ષઌএࣉ

りも 自分 の 選 択した 道を正 解 にし

Ȫಿസȫ

ていくこと をいつも考える。信 念に
基 づ い て 道 を 選 択し 、そ の プロセ

ŜಠͼΠŞ

スのなか で 最 大 限 の 努 力 が できた

σΗΞͻήȆήυΈ

と言 い 切 れるなら、必 ず そこで 成 長

ĩؖၵٚ͂ġŔũŢŭŭġŸŦġťŢůŤŦŀĪ
ũŵŵűĻİİţŭŰŨŴįŪŵŮŦťŪŢįŤŰįūűİųźŰŴŢůİ

ができ、大きな成 果を手に入 れられ
るからだ。」

͈֚θΏ͜ͅࡼ͈ΗζΏͼġ
ࠝ২
ũŵŵűŴĻİİŸŸŸįţŶůŨŦŪŴũŢįŤŰįūűİţŰŰŬŪůŧŰİ
ťŦŵŢŪŭİĺĸĹĮĵĮĳĹķĮĲĹĸĶĺĮĵįūŴű

いかがですか？ 私たちは上 手くい
かないことがあるとつい下を向いてし
まい思考を止めてしまいがちです。で

ಠ৪ίυέͻȜσ

も下を向いて考えを止めても得られ

ؖġၵٚȪġςο;ΑΉȫ

るものは何もありません。状況を改善

őŦŨŢŴźŴŵŦŮŴȁΏΣͺȆΏΑΞθȆͺȜ΅Ξ·Π
ȪőųŰŧŦŴŴŪŰůŢŭġŴŦųŷŪŤŦİńŰůŴŶŭŵŢůŵȫ

することができるのは 新たな行 動を

ĲĺĺĺාͅχȜ΅ϋΈγςΟȜ́ြࣧȃŖůŪŷŦųŴŪŵźȁŰŧȁ
ŘŦŴŵŦųůġ ŔźťůŦźͬުࢃȂࠏ͂ٸࠏ͈ၰ༷́Ŋŕ

起こしたときだけです 。長 友 選 手に
習いメンタルを鍛え、新しい年を乗り

ϋΐΣͺ̱͂̀˔ාΏΡΣȜ́൱̩ȃ̷͈ࢃȂུͅܦ
ུ࣭̱ŊŃŎ͈̈́̓ٸࠏ̯́ͣ̈́ͥࠐࡑͬୟ͚ཌྷͣȂ
২࣓ٛࡃ͞ൎ͈̈́̓ίυΐͿ·Π͜ͅփဳഎ৾ͤͅ
ழ͚ȃठഽΏΡΣȜͅြ̱ࣧȂ࡛ह͉ͺίςΉȜΏοϋࢹ

越えて行きましょう。
では、また来月
！

ಃϋσΗϋΠȆٳอ̱͂̀৽ͅଽຸ͞߄ဏ͈߸۾ί
υΐͿ·Πͅࠈͩͥȃ
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ΫȜΊρͼΠȜέΊȜθ
̧̳͘ȃ̴͉͘ιͼϋΗȜΊΛΠ͂̈́ͥ

̯ͭٯȂ̭̻͉ͭͅȃŌŦŪŨŰ̳́ȃ

γχͼΞͻϋΈȪ΅Α͈ಏۼȫͬ߿͈

͈͉ࣽٝ́ͣ̈́͜ذȂ̷̱̀ȜΑ

εΛΩȜ̈́̓ͬঀ̧̞̳̽̀̽̀͘ȃ

Πρςͺ̱̞ͣσͺȜΊȜθ̮ͬતٚ

ུ̩̞́ͣͦ̀ͥ͢ΏυΆΑ͉͂

̱̳͘ȃ

֑̞ȂγχͼΞͻϋΈ͂ࡤ͊ͦͥ΅Α

୶Ȃྎͬ၌ဥ̱̀ز̷̱̀

͈ಏ̥̥͉̈́̈́ۼᜦ࿊́රࠏ̳́

૽ঊ͂͂͜ͅőŰųŵȁŔŵŦűũŦůŴ́͘

Ȫઢȫȃͬݿ࿅̱̹σͺȜ̠́͂ض

  ͤ ܦၫ ࣐ ͬ ̱ ̀ ̧ ͘ ̱ ̹ ȃ

۠ͅͺΗΛ·̱̩̞̱̀ͥ͂̀͜ڢΗȜ

őŰųŵ ŔŵŦűũŦůŴ͉ࡢ૽എͅఱࢡ̧̈́ા

ΊΛΠȃ̱̥͜ၻ̩̩֨Ȋḁ̏̈́ͤ́ؗ͘

ਫ਼́Ȃঊ̦̓͜ॲͦͥ͘ஜ͉̱̻̽͟͡

ೲ̦ࡉ̢͕ͥ̓ஃ́କৗ͜·ςͺ

̠೦࣐̱̹ͤ̽̀͘ͅȪઢȫȃ͉ࣽٝঊ

̳̦̈́ͭ́ȂεΛεΛ͂εΛΩȜͬ

̦̞̳͈̓́͘͜ŏŦŭŴŰůȁŃŢźඤ́෨

̞̞֨̀ͥ͂Ȃ̭̥̩̓ͣ͂̈́͜ਬͤ͘

͈৻̞ඤ٬ΫȜΙ̦ဋ͍ા̳́ȃඤ٬

̧̞̥̫̳̀͘ȃ̭̦ͦࡉ̢̻̠͝

͉ાਫ਼̽̀͢ͅ෨͈̦̞̈́ઁ̦ޣג

͈̦ޟ̳ͥȪઢȫȊȁକ࿂ͅΨΏλ̽͂

̹͛ͅକ̦း̜ͭ́ͤ͘ᣞႡ͉̞́̈́

͍̱̀σͺȜ̹̩̞̩ͬ͌̽̽̀

̭̜͈̳̦͂ͥ́͜Ȃ̭͂ŋŦųŷŪŴȁŃŢź͞

͙͂ͥͬۼͺΡτςϋٳȊȁ̷ͭ

őŰųŵȁŔŵŦűũŦůŴ߃༏͈ඤ٬͉̻̩͛͝

̭̈́ͭ̈́́Ȃ٬Ωῢ͉̞٬ͅ΄ΛΜς

̻͝ᣞႡ̳́Ȋȁ̷̠̞̹̽փྙ́ȜΑ

̥̾ͤȂ̤ΙΫ̻̹̻̦ͭ͝ဋ̞ͭ́ͥ

Πρςͺ̱̞ͣ೦ͤા̢̞̱̠͂ͥ́͡Ȋ

͈ͬࡉ̦̈́ͣ΅λΑΠ̱̀΅ΑͬĲ

ঊ̓͜͜հ̱̀ဋ͓̩̞͈ͥͣ

ΊΛΠ̱̱̹͘Ȋ೦ͤષ̬ͥஜͅঊ̓͜

ஃ́෨͈̞̈́गຩ̳̦́Ȃ͉ݿփٸ

̹̻ͬࡤͭ́Ȃ̪ח̦ݿউͬࡉ̵̜̀

̹̩̯̞̳͂ͭ͘ȃయນഎ͈͉̈́͜΅

̬͈̭͈ͦͥ͜ΑΗͼσ͈̞̞̭͂ͧȊȁ

Α͈ಏۼȂΙȂΞͼρȜȂ·υΘͼࠏȂ

۷ख़̦ਞ̹ͩ̽ͣΧς̱ͬ̀ٸςςȜ

ͼ̈́̓ग౷ͬࢡ͚̦̭͙́͂ͥͬݿ

ΑȊȁၑ͈شٸު̳́̈́Ȫઢȫȃ
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̷̱̀ȂΏΡΣȜັ߃͉̜́ͤ͘ࡉͣ

θ̦̞̱ڢȊȁඅ͈̫̥̤ࣕ͒ͅٸ

̞ͦ̈́ͅࢃ͈̭̦ݿͺΗΛ·̧̱̀͘

̯̞͉ͅυΛΡུ̯̞֚ͬ̽̀͜ΠΛ

̳ȃ୶͕͈̓΅Α̞͂་̴ͩͣȂઁ

ί;ȜΗȜσͺȜ́΅ͼΞͻϋΈ

̴̱̾ၛ̻պ౾ͬ་̢̦̈́ͣ΅λΑΠ

̈́ΊȜθ̶̸̠ͬ͌̓Ȋ

̱͉̀εε͂εΛΩȜͬ൲̥̱̀
̞ͥ͂ȂඏශσͺȜ͈૯ࢃͧ́Άρ̽
͂ഢ̳ͥݿఘ̦ࡉ̢̱̹͘ȊȁΧςͅ
̴͉̥̥̈́̈́ͣȂةഽ߫ͤ͜༐̱Ψ
ͼΠ̧̱̳̀͘ȃ̷̱̀ͺ·Ώοϋͬح
̢̀σͺȜ̦କಎͅΘͼῄ̱̹ۼ
ΡϋȊȁ̧̀̽ͤၻ߿͈΅Α̥͂এ̽̀
̞̹ͣ̽͂͜Ο̞Ȋȁ̞̠̥͂ಿ̞Ȋȁ̴
ͤષ̬͙̀ͥ͂Ȃ̈́ͭ͂ζΆ̱̹Ȋȁ
Ψρ·ȜΘȪΣζΑȫ̥ȉ͂এ̵ͩ
̠ͥ̈́͢໓ఘȊȁࢃșŊůŴŵŢŨųŢŮ͈έυ
ͺȜ̯̦ͭૂ̢̹̩ͦ̀ޗ༭ͥ͂͢ͅ
ͼυȜέͻϋΩͼ·͂ࡤ͊ͦͥζΑ
͈ಏ́ۼȂΨρ·ȜΘ͉̥̹͈́̈́̽
̳̦́Ȃ͉ͤ͞ΏΡΣȜͤ͢͜ཤ͈̥
̞౷֖ͅఉ̩Ȃ̷̱̀ࣽٝཥ̦೦ͤષ
̬̹ͼΒ͉̭͈ਅ႒͉́ŎŢŹͅݭ
Ό̷̞̠̳Ȫઢȫȃ̛̞͞Ȃ̭ͭ̈́ݿ
̦ࡉ̢ͥํս́۠ͅضΨͼΠ̱̩̀ͥ
͈́Ȃ̷ͤ͝ޟ̱̳͘Ȋȁ֚ࡉ̈́͜ة
̷̯̠̈́ஃ̈́ΫȜΊ͜ρͼΠΊȜ

ŌŦŪŨŰ

ȇŬŦŪŨŰŠŵũŦŠũŪųŢŮŢŴŢŬŢŪ

೦ͤႤĳĶාȃήρΛ·ΨΑ̥ͣσͺȜͅවͥȃ
·υΘͼͬσͺȜ́೦̞̹̦̽̀Ȃ̺̺ͭͭ

ġ

̽͂͜ఱ̧͈̈́ͬ͜೦̹̩ͤ̈́̽̀Ȃٸဢͅ
̥͈̀ͣࣽΑΗͼσ͒ȃ̤̥̽͋ͤȪ͈̥ͣ܅

ȇŬŦŪŨŰŠŵũŦŠũŪųŢŮŢŴŢŬŢŪ
ĻŁŬŦŪŨŰŠŴŢŵŴŶŮŢ

೦ͤȫ̭̩ͬ̈́͢Ք̳ͥ೦͈ͤ་ఠȃ΄ΙϋȆ
ΏοͺσͺȜ߳౬ȸଽᅠȹ଼ͬࠫಎȃ
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ゴールデンガール

Regan Smith
17歳で背泳ぎ2種目の世界記録保持

パラット氏が不在の予選前夜、スミス

者となると、今年はその勢いをバタフラ

選手はインスピレーションを得るため、当

イでも発揮し、好記録を連発。東京五輪

時の世界記録保持者だったミッシー・フ

では 間 違いなく、競 泳 王 国アメリカの

ランクリン選手のロンドン五輪のレース

エースとして大暴れする準備はできてい

の映像を観たといいます。
「私はただ、彼

るようです。現在18歳となった“ゴールデ

女のような素晴らしい選手になりたいと

ンガール”こと、
レーガン・スミス選手を今

思った」
と振り返ります。
レースの朝は、

回は取り上げます。

「普通の地元の大会だと思って泳げば、
練習で目指してきた通りの泳ぎができ

2019年光州世界選手権、彼女のコー

る」とパラット氏にアドバイスされた彼

チ、マイク・パラット氏は、大会前の練習

女は、予 選を最も速いタイムで泳ぎ、

で、何か特別なことが起こることを予感

トップで準決勝へ。

していたと言います。
「そのブレイクがい
つかはわからないけど、間もなく起こる」

迎えた準決勝。最速のリアクションタ

と彼はアメリカ水泳連盟のスタッフに告

イムで飛び出したスミス選手は、
レース

げていました。

を通してトップを突き進み、ダントツで
タッチして振り向いた彼女の目に映った
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のは、2分3秒35（当時の世界記録2分4
秒06を破る世界新記録樹立）の数字で
した。
「 体もどこも痛まなかった。
これは
普通じゃない。
自分がスーパーガールみた
いに感じたわ」
と当時の感覚を回顧しま
す。
「ショックでした。電光掲示板のタイ
ムを見て、何かの間違いだと思ったわ。
ゴーグルが曇っていたからまずそれを外
してからまたタイムを見たけど、機械の
故障だと思ったの。間違いでないと気づ
くのに少し時間がかかったわ」
と。次の日
の決勝でも、史上2番目に速い記録（2分
3秒69）で圧巻の優勝を果たしました。
Instagram

翌日のメドレーリレーの第一泳者として
臨んだスミス選手。
このときは、
「自分の
せいで台無しにしてしまったらどうしよう」
と心配していたと言います。
にもかかわら

とその当時を振り返ります。13歳のとき
に現コーチであるパレット氏のチームの
最年少メンバーとなり、そこからさらなる

ず彼女は、100m背泳ぎを57秒57で泳

上昇を始め、2016年リオ五輪選考会で

いでまたもや世界新記録を樹立。その

そのポテンシャルを見せつけた後、15歳

上にアメリカチームとしても世界記録を

で世界選手権出場を決めます。

更新したのでした。
この後スミス選手の
父親ポール氏は、
「彼女は、ナーバスに

オリンピック4 大 会で1 2 個のメダル

なっても、縮み上がることなく力を発揮

を獲得したジェニー・トムソン選手を指

する能力を備えている」
と語りました。

導したのがパレット氏だったが、13歳と
いう低年齢の選手を指導したとこはな

7歳のスミス選手をスイミングスクー

かったため、彼にとっても当時はすべて

ルに連れて行ったのは、
この父ポール氏

手 探り状 態だったと言います。彼の指

でした。彼女はその年齢の頃から、地元

導 法を、
「信じられないほどの厳しさ」

の小さな大会で年上のスイマーをなぎ

と表現した父のポール氏は「マイクはレ

倒していたと言います。
「ベストでいるこ
とが好きだったし、ただただ楽しかった」
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ないと言っています。
『挑 戦を与えず、

東京五輪の延期について彼女は、次

駆り立てなければ 、彼 女は退 屈してし

のように語っています。
「オリンピックのた

まう』
と明かしていました」
とパレット氏

めにハードワークを積んできたのだから、

について語っています。

その成果を発揮できないことにひどいフ
ラストレーションを感じています。でもそ

今年秋からスタンフォード大に進学し

のことが大きな炎となって来年に向けて

たスミス選手は、高校時代週6回の練習

意欲を掻き立ててくれるでしょうね。今

を続けてきたルーティーンについて次の

はとにかく、来年に向け、
さらに飛躍する

ように語っています。
「練習に打ち込んで

ための追加された1年のトレーニングに

疲労を感じ、上達していると感じたい。
そ
のために私は努力を続けることができ、
それが上達し続けることを助けている。
ハードワークは病みつきになるわ。練習で

励むだけです」
と、自身がコントロールで
きるものだけに気持ちを集中させている
といいます。
「先行きが不透明な状況は、
心のどこかで『何のためにこれをやって

良い結果が出ないと気分が悪いけど、翌

いるの？』
という気持ちになってしまうこと

日にはもっと良くやろうとする。そんな行

もあります。でも私はそれを脇に押し除

動の中毒なの」。

けるように努めているの」
と、彼女は自ら

コーチにとっては夢のようなスミス選

を鼓舞するかのように語り、
さらにこう続

手の姿勢により、彼女は順調に成長して

けます。
「準備はすべてうまく行っていた

いきました。
そんな彼女が子供の頃背泳

から、今年、予定通りに戦えないことは本

ぎで頭をプールの壁にぶつけることを恐

当に残念に思う。
でも同時に、
このことは

れていた、
という逸話は有名です。
「私は

私をより高みに駆り立ててくれるでしょ

小さい頃からバタフライが好きで、背泳

う。来年、それができることにワクワクし

ぎはずっとバタフライの次の種目だった

ているわ」。

の。でも年齢が上がるに連れてプールの

私は、
このメンタルを持っているスミス

壁にぶつかるんじゃないかという恐怖心

選 手であれば 、スーパーガールが 真の

はなくなり、今は背泳が大好きな種目に

ゴールデンガールになる日も、間近だと確

なったわ」と振り返ります。今年延期と

信しています。今年の彼女のミラクルは

なった東京五輪の選考会は中止となっ

見れませんでしたが、私も彼女の１ファン

たが、当初は背泳ぎに加えて200mバタ

として後一年さらに強くなるであろう彼

フライも泳ぎ、
この３種目で五輪に行くこ

女に私自身も心をワクワクさせています。

とを考えていたと言います。
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音楽好きな皆様！ コロナ禍で、なかな
9RO

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！

オーストラリア・人気DJ陣
オススメのヒットチューン！

初のDJとして

今回ご紹介させていただきたいの

界のレジェン

は、オランダ出身の現在51歳、EDM界の

ドなのだ。

巨匠、Tiësto（ティエスト）の、待望のシ

ティエスト定

ングル「The Business」で決まり！ これ

番 曲「 R e d

までのティエストとは一味違った新しい

L i g h t s」や、

サウンドに、独特なリズム感がクセにな

オーストラリア出身の女性シンガー、

ること間違いなし。MVでは、大人気コ

バッシーをボーカルに迎えた、DJカシミ

メディアンのケイシー・フレイがこれまた

アとのコラボ曲「Secret」、2019年にリ

斬新な踊りをみせている。ティエストと

リースされた、DJジョナス・ブルー、シン

言えば、
「世界No.1DJ」と、何度も讃え

ガーリタ・オラとのコラボ曲「Ritual」な

られ、グラミー賞ノミネートのほか、さ

ど、外せないオススメEDMがたっぷり。

まざまなアワードを受賞してきた。夏季

この夏のプレイリストにティエストのダ

アテネオリンピックでは、オープニング

ンスミュージックをプラスして、ぜひトロ

セレモニーでパフォーマンスをした史上

ピカルな気分を楽しんでみて！

名を残すな
ど、まさにDJ

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。毎週末ローカル
クラブにてDJ中。
お 仕 事 の 依 頼 は チアーズ
（info@cheers.com.au)まで

NYEはブリスベンで回しています！遊びに来てね！

NEW YEAR EVENT: fb.com/skyandlotus

お願いします。

Instagram：ginger.1003

https://www.mixcloud.com/Chiemin/
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ついに、2020年も終わりですね。
コロナもあ

ママ猫も、最近ではあと少しで触れられる距離までに近づ

り、
これまでの人生で、
１番、冷静に色々な物事

きました。2021年は、家族5人と猫3匹で写真を撮ることを

をじっくりと考えさせられた1年でした。
そして、 ひとつの目標に頑張りたいと思います。
では皆さん、素敵な
特に家族が恋しく、
その存在に改めて感謝した1年でした。 クリスマスと新年をお過ごしください。
（Yumi）
私の家族は良い意味、能天気でマイペースな集まりで、仲

コロナ禍に見舞われた2020年は、誰も

良しですが、肝心な話は、
あまりしないなと。例えば、兄が、

が多少なりとも、また良くも悪くも変化を

ある部門で今年の文部科学大臣賞を受賞させていただい
たのですが、
それを知ったのも、数ヵ月経ってからで、
たまた
ま偶然にでした。姪っ子の面白いビデオレターやムービーは
しょっちゅう送ってくるのに（笑）。私には、
いつも面白くて元
気で明るい姿しか見せないですが、きっと、たくさん苦労も
して努力もしてるのかなと。
ある大切なお友達に、昔、教え
てもらった言葉があって、
「実力の差は努力の差、人格の差
は苦労の差」の語録。改めて、胸に留めました。2020年、
あ
りがとうございました。色々とありましたが、1年前、
ここで
編集後記を書いていた頃よりも、確実に今の方が幸せだと
感じています。2021年も、
とてもとても楽しみです。
どう
ぞ、
よろしくお願いいたします。
（Chiemi）

求められた年になったことと思います。弊
誌においてもまた、
さまざまな局面で多くの判断に迫られ、
受動的ながらバタバタと変革を遂げた、
あっという間の1年
となりました。
コロナがそっと背中を押す程度のことではな
く、感覚的にはロープからドロップキックほどの衝撃でした。
また、個人的には、大切な恩人を弔う機会の多い1年となっ
てしまいました。1年間、精神的にもフィジカル的にもすり減
らしてきた感があるので、年末年始のご褒美プランがいま
から楽しみでなりません。
まずクリスマスは友人のボートに
乗せてもらい、水辺で過ごします。
そして、年末年始は毎年
恒例となっていますが、
お馴染みの仲間とキャンプに行く予
定を立てています。
この友人たちのお陰で特にメンタル面

2020年も残すところ2週間。振り返ると、
これ

が崩れることがなかった、
というのがとても大きかったよう

までの人生で一番働き、
あらゆるチャレンジに挑

に感じます。
自然に囲まれた環境下で、自身や会社、シド

んだ1年でした。
これまであまり自分のコンフォー

ニーの状況を俯瞰的に見つめて、2021年の目標設定をした

トゾーンから出たことがなく、平凡な毎日をただ

いと思います。年始早々から、
日頃お世話になっているロー

過ごしてきた私ですが、
いざ出てみると、
あらゆる可能性や

カル英媒体で、
日本文化に関するコラムを始める予定なの

出会いがあり、
コロナに思いっきり背中を押された感じで

でそれも楽しみです。読者の皆様、弊誌を支えていただい

す。猫が3匹も家族に加わり、
日々掃除と世話に追われて

ているクライアントの皆様、弊誌に携わっていただいている

いますが、家族に癒しや笑いを届けてくれる野良猫ちゃん

コラムニストやスタッフの皆様、2020年は大変お世話にな

たちには感謝です。
うちの裏庭で生まれたのも運命だった

りました。皆様の支えのうえに、弊誌の継続が成り立ってい

のかもしれません。今年最後の目標は、ママ猫に触れるこ

ること、今年最後の編集後記をこうして楽しく書き綴れるこ

と。我が家に来て6ヵ月以上も経ちますが、今も家庭内野

とに深く感謝をしております。皆様にとって素敵なクリスマ

良状態。なにかとシャーシャー威嚇し、
いつも隠れてしまう

スと希望に溢れた2021年が訪れますように。
（usk）
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