6

issue no.197-278-318
June 2021
Tel:(02) 9659 6970
E-mail:info@cheers.com.au
PO Box 1381 MANLY NSW 1655

Japanese Entertainment Paper

CHEERS.COM.AU

八
尋
恆
存
特集1：

オーストラリア在住の
日本人が作るハンドメイドアイテム

MADE
WITH LOVE

特集2：

最後まで、人のために生きた
『シドニーの母』

今月のレストラン：

行きつけのお店にしたい憩いの場

Spanish Sakaba
今月のレストラン：

CHACO BAR GROUPが仕掛ける天ぷらおまかせ

HACO

編集部御用達 打ち合わせで使うカフェ：

ブレッキーの王様が新店舗をオープン

Bills Double Bay

編集部御用達 キツい締切から現実逃避できるBAR

アペリティーボ・アワーを楽しんで

BarLume
今月の一品：

姉川暁子さんの軌跡

Yachiyo Japanese Bistro

『TOROBOX』

1日5箱限定
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photo / text : Hajime Kitamura
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「リフレクション」

小樽の廃線鉄路を歩けば
日本の黎明期が見える…
の営業を廃止、1985年には全荷主が契

寿司屋通りから小樽市総合博物館ま
で続く
「旧国鉄手宮線」の廃線ルートは、

約解除して存続理由を失い、105年の長

JR小樽駅から徒歩10分、小樽の人気観

い鉄道歴史の幕を閉じた。廃線の最大の

光スポットだ。
その歴史は、官営幌内鉄道

原因は、利便性でトラック輸送が勝り、鉄

が1880年11月28日に北海道初・日本で3

道利用の荷主が手を引いたことだった。

番目の鉄道として小樽手宮から札幌(後

今ここは、夏には「小 樽・鉄 路・写 真

に炭山のある三笠まで延長)まで開通さ

展」やガラス工 芸の街の最 大イベント

せたのが始まり。

「小樽がらす市」、2月初旬の「小樽雪あ
かりの路」も開か れ、廃 線で残された

石炭輸送を中心にして日本の発展に貢

鉄路に賑やかさが溢れる。

献を続けた時代は変わり、1962年旅客線
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この小樽には、
「銀河鉄道の夜」の宮

͈૽̷͉̠̞́̈́ȂႹષ͈၂̱ͬਚ̠ͤ͢
澤賢治が修学旅行で二度もきている。 ͉ȂκΛΠఱ̧̞ͬਚ̤̠̳͂ͥȃȪಎၞȫ̯
最初は生徒として、二度目は引率の教員 ౖ͈ͦ͊૽͈༜̩͈͉༜̩͈̞́̈́Ȃඏ
として。そしてもう一人ゆかりのある人 ۹̳͈̜ͥ́ͥȃȪಎၞȫಱ̥ͣ๓́͘ඏ
が、石川啄木である。岩手県宮古地方新 ۹ౖ̳ͥ૽̧͕̞͉͈͓̓̈́ͥ͜ޔȃ
聞の祖、小国露堂に記者道を説かれた

（「日本文学全集 12 国木田独歩 石 川

啄木は、明治40年に創立したばかりの小
樽日報社に入社し、野口雨情とともに三

啄 木 集 」集 英 社

青 空 文 庫

（http://www.aozora.gr.jp/）より引用）

面記事を担当した。
だが、小樽日報の主筆と意見が対立

当時、啄木の姉夫婦が小樽におり、啄

し、先に小樽を去った野口雨情の後を追

木は函館にいた家族を呼び寄せ、新しい

うように、5ヵ月の滞在後、明治40年12月

土地での仕事に情熱を燃やした。小樽に

に退社し明治41年1月19日小樽を去っ

ゆかりを持った石川啄木には小樽に三つ

た。啄木は、北海道人に突貫されたのか？

の歌碑が建つ。そのうちの一つに、啄木
は次のような歌を残している。

Ȩౖ̧̥̱͉͈̈́͢ȁ͈૽૽̧̭̈́͂͏ظ
͈࣏̯͢ȩȪ֚՜͈ग̥ͣȫ
マイナスの意味にとられがちのこの歌
に込めた啄木の思いは違った。歌を詠む
ことをしない小樽の人々だが、小樽は不
思議と活気に溢れている、
と詠った。啄
木は、小樽で今までに経験のないような

北村元 的 警抜劇

人々の温かさに接し感動したのだ。
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、今年、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。

「初めて見たる小樽」
には、
こうも書い
ている。

ౖͅြ̀͛̀૯ͅ૧ٳ౷എ̈́Ȃ૯
ͅྦྷഎୈ૰͈̱̞֜ͥͥͣڰ൲ͬࡉ
̹ȃ̱̞ͣڰ൲̦໓̳ͬܳȂ̷͈໓̦̳
̻̈́ͩুဇ͈ߗ̜ͥ́ܨȃȪಎၞȫढ़ི͈
૽͉̜̹͈ͤఱၘഎ̈́໓͈̫̯ͅգ
̵ͣͦ̀Ȃ͉̥̹ͤ̽ͤ͂͞͠ͅ༜̩ȃౖ

今年の小学校訪問では、日越に共通するスポーツ
「 綱 引 き 」を 校 庭 で す る 予 定 。筆 者 の ブ ロ グ
http://ainovietnam.jugem.jp/
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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

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06 月21 日
（月）
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
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＄70→＄60（男性＄45）
＄150→＄130
＄170→＄130
＄250→＄185
＄260→＄199

community news

Photo: Armin Surjadi

U-12野球全国大会に3人の日本人選手が出場

Australian Little League
Championship

2021年6月9日から14日にかけて、
シ
ドニー北東部・リズモアで開催される、
『Australian Little League
Championship』。州大会の予選を勝
上った、U-12代表チームが、
オーストラリ
アナンバー１の座を目指す全国大会だ。
オーストラリアの野球界では、全国
大会は12歳からの開催となり、それ
以下の年齢は州大会止まり。すなわ
ち、U-12にとっては初の全国の舞台と
なる。

Ryde Hawksを代表して、3人の日本人
選手が、NSW州を代表することがわ
かった。
スング貴己(宮本)君、嶋本健大
君、
そして植木カイ君だ。

ローカルクラブから選抜された選手
からなるRyde Hawksは、
いわゆる“レッ
プ・チーム”。将来野球選手を目指す
キッズにとっては「正規のルート」
と言わ
れ、実際、各地区のレップチームからは
多くのプロ選手が誕生している。
数週間後に全国大会を控えた3人の
選手に話を伺った。

今年はこの夢の舞台に、シドニーの
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嶋本健大
2009年1月11日 / 12歳
センター、
ピッチャー、
ショート

野球好きのお父さんの影響を受け、小学校3
年生から野球を始めた健大君は、南オーストラリ
ア州ポートリンカン生まれ。
レップチームに選抜さ
れてから今年で3年目を迎える。現在週3のチー
ムトレーニングに加え、毎日の自主練を欠かさず
行っている健 大 君は、全国大 会に向けて、バッ
ティング、
ピッチング、キャッチング、走塁、守備の
全般に取り組んでいる。ポジションは、センター、
ピッチャー、ショート。
ピッチッグは「調子が悪いと
き、
どう抑えるか」
が難しく、鍵を握ると語る。憧れ
の選手は現在ロサンゼルス・エンジェルスでピッ
チャーとバッターの二刀流で活躍している大谷翔
平選手。
トップレベルで活躍し、今年は一番ホー
ムランを打っているという大谷選手のように、
「た
くさんホームランを打って全国大会で活躍したい
です」。夢は、
ピッチャーとバッターの二刀流で、ア

Photo: Callan Robinson

メリカ、
または日本を舞台にプロ選手になること。

Tボールが楽しく、その延長で10歳から野球

植木カイ

を始めたカイ君は、
レップチームに選抜されて

2009年7月16日 / 11歳
二塁手、左翼手、
キャッチャー

今回で2シーズン目。ポジションは二塁手、左
翼手、キャッチャー。チームでの強みは「足の速
さ」
というカイ君。得点を狙える
「リードランナー
は、相 手に恐 れられるから好き」とする一方
で、
「全国のレベルでは皆腕がいいので、走る
か、走らないかを見極めるのが難しい」
と語る。
現在は週3回のトレーニングに加え、サッカーも
プレイしている。憧れの選手はイチロー。その
理由は、小柄であるにもかかわらず、打率、パ
ワー、守備、足の速さなど全般的に活躍し、メ
ジャー史上30人目の3000安打を達成してい
るから。初の全国大会に向けて、興奮している
というカイ君。チームは練習に集中している一
方で、
とても良い雰囲気で楽しくやっていると
語る。将来の夢は米メジャーリーガー。

Photo: Callan Robinson
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スング(宮本)貴己
2009年1月28日 / 12歳
ショートストップ

Photo: Callan Robinson

5 歳 の 頃 野 球 を はじ め たと い う
貴己君は、現在ショートストップとして
活 躍 。R y d e H a w k sには、7 歳でルー
キーカップに招 待されたことがきっか
けとなり、以降5年間連続で選抜され
ている。貴 己 君は野 球 以 外にも、サッ
カーも本 格 的にプレイしてきたが 、2
つのスポーツをトップレベルで維持す
ることが 厳しくなり、現 在は 野 球に専
念。初めてとなる全国大会については
「とても興 奮している。全 国から強 豪
が 集まるので、勝 利を得るのは、とて
もチャレンジング だと 思 います 」と
語っている。ショートストップの他にも
時折ピッチャーとしても選出する貴己
君。
「ピッチャーは一番好きなポジショ
ンですが、メンタルに左右されるポジ
ションだと思います」。好 きな選 手は
イチロー。小柄でありながらも、素晴ら
しいプレイができるのが一番の理由だ
という。夢 は まず 6 月の 全 国 での 優
勝、将 来 的には甲子 園、そしてプロ野
球選手を目指したいと語る。

2021 Australian Little Leagues Championship
6月9日(水）〜6月14日
（月）
Albert Park Baseball Complex - Lismore, NSW
リトルリーグは、2008年に発足して以来、
オーストラリアで大きく成長し、現在では世
界で3番目に参加者が多い大会となっている。優勝チームはアメリカのワールドシリーズ
へと駒を進める
（今年はコロナパンデミックのため、
アメリカのチームでのみ行われる）
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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

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
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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
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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rest in peace

特集2：

最後まで、人のために生きた
『シドニーの母』

姉川暁子さんの軌跡

日系コミュニティの礎を築き、
「シドニーの母」
として長きに渡り
多くの人々に親しまれ、愛され続けてきた『姉川商店』の店主・
姉川暁子さん。4月15日早朝にご自宅で急逝されてから約1ヵ
月。今月は姉川さんがシドニーの日系社会に尽くしてきた功績
を歴史に刻むべく、息子さんのベン・ヘイワードさんに、姉川さ
んが歩んできた歴史、そして功績について話を伺いました。
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rest in peace

第 二 次 世 界 大 戦 の 真っ只 中 の 世間の目は冷たく、ベンさん自身も
1943年1月1日、大阪で生まれた姉 80年代、差別を経験してきたと語り
しかし母親の姉川さんは、差別
川暁子さん。ひとり娘として大事に ます。
育てられてきた姉川さんは、頭脳明 に屈することはありませんでした。
晰で、学校でもトップの成績を収め 「母は多くの困難に直面したと思い
ます。
しかし、兄とともに大学に進学 ます。
しかし彼女は気に留めること
できるほど家庭は裕福でなく、
また当 なく、頭をしっかり上げ、堂々として
時は男性の教育の方が女性よりも いました。彼女は本当に強い女性
重視されたため、姉 川さん自身が、 でした」
兄へと進学を快く譲ったと言います。
姉川さんはその後、米国大使館で
働くようになり、語学力を身につける
ためペンパル（文通）
プログラムに参
加 。将 来の 夫となるロナルド・ヘイ
ワードさんとは、
この文通で知り合い
ました。ベトナム駐留の兵士であった
ロナルドさんとの文通は続き、
いつし
かそれは恋へと発展。ロナルドさん
はその後、
日本へ足を運び、姉 川さ
んの父親から結婚の承諾を得ます。
姉川さんが来豪したのは1964年。
オーストラリアは「人が少ない」
と聞い
て来豪したものの、空港に到着したそ
の日は、偶然にも、
当時絶頂の人気を
誇っていたビートルズがオーストラリア
ツアーから帰国する日と重なり、驚くほ
どの人が空港に詰め寄せていたと言
います。
戦争の記憶がまだ新しかった当時
は、
アジア人、特に日本人に対しての

姉 川さんは 来 豪 間もないころか
ら、
日本の食材が手に入らいないこと
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に悩んでいました。当時は日本から
個人的に食材を郵送してもらうしか
手段はなく、
また中華系グローサリー
でも代用品を探したそうですが、満
足いくものはなく、
日本食材の輸入
と販売を考えるように。姉川さんの
義 父もこのアイディアを心から勧
め、資金面でも支えたと、ベンさんは
語ります。

年。
しかし、その以前から、姉川さん
は車に日本の食材を詰め、“モバイル
ジャパニーズグローサリー”として、
日
系企業や家庭を回りました。デリバ
リーは、外交官が多く滞在していた
キャンベラにまで及びました。ベンさ
んいわく、そのうちお客は事前に必
要な食材をオーダーするようになっ
たと言います。現在では当たり前で
ある、ホームデリバリーを、姉川さん
は当時すでに行っていたのです。当
時オーストラリアにあった唯一の日本
食材店として、
『 姉川商店』
は多くの
日本人の食卓を支えました。

「オーストラリア人である祖父が、日
本 人 である母 を 当 時これ ほどサ
ポートしたのは、非常に珍しいこと
でした」
シドニーのエリザべス・ストリートに
『姉 川商店』が登場したのが1966

オーストラリアにおける日系コミュ
ニティの変遷を身近で目にしてきた
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姉川さん。70年代に入ると、シドニー
のノースショアに、多くの日本人駐在
員が生活するようになり、1972年、
キャッスル・コーブへと移転。
日本人
の食卓のみならず、人々の心のより
どろことして、当時から、
さまざまな人
の相談を受けてきました。
「私が5歳くらいのときでしょうか、夜
店を閉め、帰宅しようと車に乗った矢
先、お客さんが来たんです。すると母
は迷わず車を降り、店を開けました。
そしてそこから2時間もおしゃべりを
したんです。幼かった私と兄は当時は
それを理解できす、帰りたいと、切に
思ったのを覚えています。でも、
こん
なことは、日常茶飯事だったんです。
それは彼女の優しさを象徴するもの 「現在、オーストラリアで海苔が手に
はいるのは、そして寿司の文化がこれ
でした」
まで広がったのは、母、そして内田さ
キャッスル・コーブでお店を営む
ん、船山さん、3人の努力があったか
中、日系社会に衝撃が走ります。連
らです」
邦政府がある日、海藻類にはヒ素が
姉川さんは日系コミュニティだけに
含まれているという理由から、輸入
を禁じたのです。姉 川さんは、内田 留まらず、ローカルのシェフたちも日
喜作さん（さくら商会創業者）、船山 本食材の使い方を自ら伝授してきま
精二郎さん（東京マート・ジュンパシ した。数々のラジオやテレビ出演、記
まさに日本
フィック創業者）
とともに、政府を相 事に取り上げられるなど、
手取って立ち上がったとベンさんは 人コミュニティのアンバサダーとして
言います。幼きベンさんも、裁 判を もご活躍されました。
90年代の後半に入ると、オースト
傍聴しており、事態を理解していな
ワーホリ
かった彼は「母が牢屋に入れられる ラリアには多くの日本人が、
や留学生として来豪するようになり、
と、心配した」
と振り返ります。
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姉川さんは時代の変化とともに、今
度は『姉川商店』をニュートラルベイ
へと移転。それまでとはまったく違う
若者層とかかわるようになりました。
インターネットがまだ普及していない
時代、
「シドニーの母」として多くの
若者の心の支えとなりました。
2004年には現在のアーターモン
店へと移 転 。当時は 人 通りも少な
い、廃れたストリートでしたが、
「ラー
メン元気」
とともに少しずつ“ジャパ
ニーズ・タウン”を築き上げ、地域の
治安改善にまで貢献。

「オーストラリアのバーバーでいてく
れてありがとう」
亡くなった直 後から多くの 追 悼
メッセ―ジがあらゆる世 代から、国
境を超え、さまざまな国籍の方から
届きました。
「母が 亡くなってから2 時 間くらい
でしょうか。お店のことがあったの
で、まずラーメン元気のスタッフに
悲報を伝えました。それから20分
もたたないうちに、次々とお花が届
いたんです」
店の前は献花で埋め尽くされ、翌
日にはデスクが置かれ、姉川さんの
写真とともに、追悼メッセージブック
が置かれていました。

長年、姉川さんのビジネスを自ら
支えてきたベンさん。

「母が昔から、
さまざま人の相談にのっ
てきたのは知っていましたが、その規 「私たち家族は何もしていません。母
模、その意味を本当に理解できたの と親しかった人々が自発的にやって
は、彼女が亡くなってからでした」
くれたのです」
「姉川さんは私のカウンセラーでした」
花の販 売を始めたと勘 違いする
「姉川さんがいたから、オーストラリ
アで生活を続けられました」

客が出るほど、姉川商店前は献花で
埋め尽くされました。
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ん。多くの人が参列することは想定
していたものの、実際に集まった人
数は予想をはるかに超えるものでし
た。
しかし参列者は誰に言われるこ
ともなく、
しっかりとソーシャルディス
タンスをあけ、外できれいな行列を
作り、葬儀屋は、その光景に言葉を
失っていたと語ります。

「母の偉大さ、彼女がこれまで成し
遂げてきたことのスケールの大きさ
を改めて実感しました」
「母は大変喜んでいるに違いありま
せん。
この場を借りて、家族一同、心
から感謝を述べたいです」
葬儀には500人以上が参列したこ
とが 、後からわかったというベンさ
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「これが日本人で、日本の文化な お願いされたと明かすベンさん。
のです」
とベンさんは葬儀屋に伝え 「姉川商店は日本人コミュニティの
ました。
ため、今後も続けていきます。それ
「母は日本食に限らず、日本の文化に は母へのリスペクトであり、彼女が
誇りを持ち、それを世界に発信してき 望むことだと思うからです」
ました」
「今後もみなさんが気軽に立ち寄れ
「亡くなってからも、参列する人々を
通じて、日本の礼儀のよさ、
リスペク
トを伝えたんだと感じます」

る、心の拠り所となれるように、少な
くとも創業60周年まで続けます。家
族を代表して、兄のロンと私から、
「偉大な母でした。私は彼女の子供 母を支えてくれたひとり一人の皆様
であったこと、彼女と素晴らしい関 に心から感謝を述べます。たくさん
係を持てたことを、誇りに思ってい の献花、メッセージ、励ましのお言
葉を、ありがとうございました。母を
ます」
長年支えていただき、ありがとうご
姉 川さんが亡くなった直後から、
ざいました」
多くの人から
「お店を閉めないで」
と
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特別インタビュー

姉川暁子さんを想う
武雄高校同学年

千綿 有子さん
営む、地区議員をなさっていたマクド
ナルド家にしばらく置いていただくこ
とになり、渡豪の計画を進めていま
した。

高校が、佐賀県の武雄高校で同学年
とうかがいました。
姉 川暁子（きょうこ）さんとは、佐
賀県立武雄高校の同期生です。
初めて暁子さんとお会いしたのはい
つですか？
それが、実をいいますと、同級に
なる機 会がなくて、高 校 時 代には
まったくの面識はありませんでした。
高 校 卒 業 後、姉 川さんは 就 職をな
さって上京されたことが、あとで分
かりました。東京周辺の米軍基地に
勤 務されたようです。私は 長 崎の
県立短大英文科へ進学し、短大卒
業後は佐賀県内の中学校の教職の
道にすすみましたので、住んでいた
場 所は、それぞ れ 東 京 、九 州の佐
賀と、2人の進路はまだ、交差してい
ませんでした。

ちょうどその時でした。朝日新 聞
教職をしばらく続けていましたが、 の佐賀版に「豪州のさがんもん」と
縁あって、豪州のビクトリア州、メル いう連 載 記 事が 掲 載されていまし
ボルンから東部地域のギプスランド た。ある日そのひとつに姉 川さんの
地区のヤラムという場所で酪農業を お話を見つけました。その記事で姉
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川さんが同じ高 校の同期 生だとい
うことが分かりました。記事にあった
姉川さんの母上を探しあてて、会い
に出かけてお話を伺い、姉川さんの
シドニーの 連 絡 先をいただきまし
た。
こうして、ようやく、2人の間に文
通が始まり、2人の道が交差を始め
るに至りました。

やがて間もなく、彼らのご自宅、
レイ
ンコーブにある明るく、広々とした３ベッ
ドルームのアパートに到着しました。
私はそのヘイワード家に、
ビクトリ
ア州へ向かうまでの10日間置いてい
ただくことになるのです。

実際に、私が暁子さんにはじめて
お会いしたのは、1972年5月神戸港
から船でシドニー行きの客船に乗船
し、6月の初めの秋、
ウルムルー埠頭
に到着した私をご主人のロン、長男
のロニー3歳と暁子さんの3人で出
迎えてくださったときです。
ちょうど、
49年も前のことですね。それは、さ
わやかな秋の快晴の朝でした。

子どもさんがまだ幼いころのご家庭
はどんなだったでしょうか？
ヘイワード家は、抜群に意思疎通
の通い合う、
オープンで、愛情と信頼
に満ち満ちた、とてつもなく居心地
の良い家庭でした。私はその環境に
すぐに溶け込みました。

今、あの家庭に思いをはせてみて
も、暁子さんのテキパキの会話、ご
主人のブラックユーモアの入った笑
簡単な自己紹介のあと、まずは、 い声、はしゃぎまわるロニーの明るい
ロンが運転する白いワゴン車で、市 声がよみがえってきます。
内一周の案内を。
目にするイギリス風
今、考えると、その時期は暁子さ
の街並み。
ミニ・ロンドンを連想させ んにとって、人生最高の時代のひと
る場所名、通り名（ハイドパーク、オッ つだったのだと確信できます。
クスフォードストリート、
リバプールス
結婚されて10年、オーストラリアで
トリートなど）
には西洋の外国旅行は
第1号となる本格的な日本食料品店を
初めてだった私は興奮しました。
さら
シドニーに本店と支店の２軒を開店、
そ
に、車がカーイル・ハイウェイに乗る
れが軌道に乗り始めていました。
と、目の前に一望のもとに飛び込ん
「幼い我が子の手を引いて道を歩
できたハーバーブリッジとオペラハウ
というご主人の夢も
ス、そのときまでには、私のウキウキ くのが夢だった」
かない、活発に動きまわる、顔立ちは
度は最高潮に達していました。
西洋人なのに、笑うと、丸い目が黒
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曜石のように輝くかわいい男の子
ロニーにも恵まれていました。

なってしまって、今ではその腕枕なし
では寝入れないのよ」
と。

「ロニーは、
ノーティー（naughty）と
言われるのが大嫌いで、そういわれ
ると、ウワ〜ンと言って顔を伏せる
のよ」
「主人は、今観ているあのテレビ番組
が大好きなの」
「 主 人 のお母さんは 最 近 、視 力が
弱ってきているので、主 人 がドア
マットに立っていたら、素 敵な靴を
履いているのね、
と言ったらしい」
などなど。
つまるところ、暁子さんとご主人の
意思の疎通とコミュニケーションは
ツーカーで、いつも2人で笑い転げて
いました。

2人の思い出
ある週末、家族でブルーマウンテ
ンズの手前のカラジョンハイツまで
ピクニックに出かけることになりまし
た。車が丘また丘を走るにつれ、
いい
気分になってきて、暁子さんと私は
日本の歌を歌うことにしました。次々
に浮かんでくる歌名を提案しては、2
人で合唱を続けました。

テレビが面白いと「ケイ
（ご主人は
暁子さんをそう呼んでいました）みて
ごらん。すごく面白いのだから」
と呼
びに来たりしていました。
暁子さんは、私的なお話はほとんど
されませんでした。
ご主人とのおのろ
け話など聞いたことはありますか？

そんな仲睦まじい中で暁子さんが
ご主人はそれを聴くのが大好きで
聞かせてくれたこんなおのろけも憶 「もっと、
どんどん歌っていいよ」
と、促
えています。
「主人は肩腕を延ばし してくれました。あの戸外への遠出
てくれて、私はそれを枕に寝入るの はとても楽しかった。
だけれど、すっかり、それが 習 慣に
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仕事師を支えたもの
私もお店にも出かけて、お手伝い
らしきものをしました。暁子さんが担
当の本店は、三菱関連の駐在員の
方が多く集まって住んでいらっしゃる
「三菱村」
と呼ばれる地区にありまし
た。買い物客のほとんどは日本人で
した。そのひとり一人に、愛想よくテ
キパキと対応なさる暁子さんを見て
いて、私は「水を得た魚」
という言葉
がぴったりだと思いました。
お店の切
り盛りが楽しくてしょうがないという
感じが伝わってきていました。
ご主人
は中央駅（セントラル・ステーション）
の裏口、エリザベス・ストリートの一
角の小型店の担当でした。暁子さん
は、本店から、
しげしげとご主人に電
話を入れて、
お店の様子や何か問題
がないかなどを尋ねていました。
そうこうするうちに、10日間はあっ
というまに過ぎてしまいました。私
は、後ろ髪を引かれるような名残り
惜しさを胸に、ヘイワード家を後にし
て、国内線の飛行機で次の目的地ビ
クトリア州のマクドナルド家へと向か
いました。私は、それから、1年ほどし
て日本へ帰りました。

友は少し足が遠のきました。今、考
えると、それが非常に残念です。
再び、交友が始まったのは、20年
くらい前にアーターモンにお店を開
店されてからです。
日本の友人から
高校の同窓会の写真が届くたびに
見せに伺っていました。
２０１５年、初
めて出席した日本での同窓会では、
皆 の 前 で海 外 生 活 の 話を依 頼さ
れました。
「高校の同窓会に出席するのはこ
れが初めてですが、実は、シドニーで
もミニの武雄高校同窓会をことある
ごとに開いているのですよ」
と、姉川
さんの経営なさるお店が電車で3つ
目の駅の近くにあって、2人がしげし
げと会っていることを伝えました。
「この会 場にも、姉 川さんをご存
知の方がおありだと思います。寄せ
書きでもしてくだされば、姉 川さん
にお届けしますよ」
と申し出ました。
あとで、
ウワッと7、8名の方から寄
せ書きが集まりました。それを大事
に携えて暁子さんに届けました。暁
子さんはなつかしそうに、嬉しそうに
見ていらしたのですが、お返事を書
いてくださったかどうかは確かめま
せんでした。

再び、メルボルンとシドニーへ戻っ
てきましたが、シドニーでは、仕事が
多忙だったことで、暁子さんとの交

2人の道が交差して、最初に会って
以来、50年近くになろうとしていまし
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た。
お互いに1年、1年が過ぎていく毎
に、同期生として、年齢の重さと意味
を感じるようになりましたので、
５、
６年
くらい前から、お互いの誕生日を祝い
合うこともきめました。暁子さんが、
毎年、私に送ってくださるカードには
「毎日を大事にすごすこと。
これ以上
大事なことが他にありましょうか」
と
いう意味のメッセージでした。

あまりにも突然にわれわれの前から
姿を消してしまわれました。
暁子さんがあの世へ旅立たれたお
姿は、ただ飛び立たれたのではなく、
完全燃焼で生き抜かれた人に訪れる
「飛翔」
であったに違いありません。

それも、陽光の中で、あの葬儀の
場内に入りきれないほどの、別れを
惜しんで駆け付けられた参列者に等
いま、暁子さんに語りかけたいこと
しい数の深い感謝の輝きの星に包
『毎日を大事にすごすこと。
これ以 まれた「飛翔」であったはずです。暁
上に大事なことが他にありましょう 子さん、無償の思いやりとあたたか
か』本当にそうでしたね、暁子さん。 いお言葉の数々、
ほんとうにありがと
暁子さんはご自分の人生の毎日の うございました。
一刻、一刻を完全燃焼させて生き抜
残されたわれわれは、われわれ
かれていました。
が、心の奥深く求めている
「語りかけ
特にその姿勢を感じたのは、わり たい」
と思う人物の役割を、
いとも自
あい最近でした。夕方、ちょっとご用 然に、ふんだんに果たしてくださって
がおありで、お店をお手伝いの方に いた、真（まこと）
に希有な存在を永
任せて、アーターモンの駅までご一 遠に失ってしまったようです。
緒しましたよね。それぞれ別方向へ
長年お付き合いした身として、暁
いくのでプラットフォームで立ち話を
子さんが、悲しみに陥る、あるいは弱
しました。その時、暁子さんからは、
気になられる瞬間を見たことが数回
狭い店内では分からなかった、圧倒
ありました。そんな時 、暁 子さんは
されるようなエネルギーが発散され
ちょっと、下を向いてじっと熟考。
そし
ていることに気がつきました。暁子さ
て、驚くような速さで立ち直ってい
んの生きる全姿勢は外側へ、人に手
らっしゃいました。その熟考の中で暁
を差し伸べる方向へのみ向かってい
子さんが 何を思っていらしたのか、
たのですね。その時、そのことがよく
尋ねる機会を逸してしまったことが、
分りました。それから時を経ずして、
実に悔やまれます。
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オーストラリア在住の日本人が作る
ハンドメイドアイテム

MADE

WITH LOVE

手作りされたアクセサリーや小物などを、マーケッ
トやオンラインで販売する日本人をピックアップ！
ひとつ一つ丁寧に作られた品々は、とっておきの
プレゼントとしても一役買ってくれるはずです。
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プロデュースバッグ / $15.40

みつろうエコラップ/ $38.50

地球にやさしいエコアイテム

,P,F#FF
『“わたしがつくる” 小さな循 環で、明日の地 球をH A P P Yに！』をキャッチ
フレーズに、日々の生 活の一部をほんの少し変え、土・植 物・動 物・人、す
べ て が お 互 い に 尊 重し あ い 、命 が めぐりつ な が る 世 界 を目 指 す 、
『K o K e B e e』。2 0 1 6 年にシドニー在 住の3 人のママが 立ち上がり、みつろ
うエコラップから始まった会社は、現在ではエコラップの販売のみにとど
まらず、プラスチックフリー商品の販 売、プラスチックフリーの啓 蒙 活 動、
ワークショップファシリテーターの養 成、企 業や団 体 様 向けのセミナーや
ワークショップなど、活動の幅を広げています。

DIY ビーズワックスキット / $11

販売先：https://kokebee.com
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feature

小粒納豆300g。1日1食40gで約1週間分の量。/ $12

シドニーの手作り納豆

納豆好きが高じて、シドニーで手
作り納 豆 屋さんをはじめた大 輔さ
ん。きっかけは、
「こちらで手に入る
冷凍納豆では何か物足りない」
と、
手 作り納 豆に 取り組 み 始 めたこ
と。原料はクイーンズランド州の小
粒 大 豆と、日本から輸 入した納 豆
菌の２つのみ。
『 Dai's Natto』では、
環 境に配 慮したパッケージを心が
けており、紙 容 器に、乾 燥 防 止 用
のラップは 生 分 解 性 で、タレもな
し。体にも地球に優しいオーストラ
リアの納豆です。

%BJT/BUUP

販売先 / ご連絡:
https://www.facebook.com/daisnattoまで
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feature

マッシュルーム・チェスセット / $215.60

トリッピー・トウドゥストゥール / $25.20

モチーフは森の再生を担うキノコ

8PPESPDL5VSOJOH
ブリスベンを拠点に、
日本人の奥さんとオーストラリア人の旦さんが二人三
脚で営む『Woodrock Turning』は、
ウッドターナーとして作品作りやワーク
ショップなど、さまざまな活動を行っています。木を切って削るところから、デ
ザイン、色つけ梱包発送まで、すべて夫婦で作業を行っており、使用する木
材はできる限りリサイクルや、何らかの理由で切り倒されてしまった自然の木
を使っているそう。
「キノコは森の再生を担う大事な存在。キノコをメインモ
チーフとすることで、
自然環境へのサポートを私たちなりに表明しています」。

ダーニング・マッシュルーム / $20

スタッド・イアリング / $19

購入先：https://www.etsy.com/shop/WoodrockTurning
※オーストラリア国内では、
ブリスベンの近代美術館やギャラリーやセレクトショップ、
日本ではCreemaにて販売中
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feature

ピアス$35/ネックレス$45

日常にスパイスを加えるジュエリー

5",&446:+&8&--&3:
シドニーのマーケットで15年に渡り、ハンドメイドジュエリーを販売してきた
『TAKESSUY JEWELLERY』。世界中から厳選された天然石と、金属アレル
ギーの方にも安心の14kt Gold ﬁlledで作られたジュエリーは、
「どんな場面
でも印象に残るアナタでいてほしい」
という思いでデザインされており、身に
つけるだけで、
いつもの日常にスパイスが加わるかも。作品はオンライン販売
や委託販売もされておらず、マーケットでデザイナーのTakeshiさんから直接
購入するのみ。現在は月2回開催されるキリビリマーケットに出店しており、
い
つも多くの人に囲まれています。
インスタもチェック
！

販売先：キリビリマーケット
https://kirribillimarkets.com/
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feature

バスクチーズケーキ$38〜

バスクチーズで特別な時間を

$FOUJNFUFST
シドニーの日本人シェフが手掛けるジャパニーズスタイル・バスクチーズケー
キ。
「何気ない日常の一時を少しだけ特別で幸せなものに、
また、
お客様の大切
な人とその時間を共有していただけたらという思いから始まりました」。
オリジナ
ル、
ライム、抹茶、
ミックスベリーチーズケーキの４種類のフレーバーを主に展開し
ているほか、
５月からはティーチーズケーキコレクションとして、
ほうじ茶、
アールグ
レイが新しく加わりました。
一番人気は、
たっぷりと使用したクリームチーズからく
る濃厚さと、滑らかでトロッとした口当たりが特徴のオリジナルフレーバー。

販売先：https://15centimeters.com.au/
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エミューオイル、
スターターセット / $35
エミューオイル50ml ＆ エミューオイル無香料無添加、手作り石鹸 80g

天然100％のマジックオイル

)BOBNJ/BUVSBMT
ビタミンA、D、F、K2、オメガ3.6.7.9を豊富に
含み、“マジックオイル”と呼ばれるエミューオイ
ルは、主な特徴として、抗炎症作用、高保湿、高
浸透性などが挙げられ、筋肉疲労を始め、乾燥
肌、軽度アトピー性皮膚炎、
アンチエイジングな
ど、幅広い効果が期待できます。
エミューオイル
原液100%を取り扱う
『Hanami Naturals』
では、
実際に農場まで出向き、目で見て選んだ高グ
レードのエミューオイルをセレクト。最近では、エ
ミューオイルとオーガニック原料を使った、高保
湿の無添加手作りエミューオイル石鹸がライン
ナップに仲間入りし、人気を集めています。
すべ
てが天然100％なので、赤ちゃんからお年寄り、
ペットまで安心して使えます。
販売先：https://www.facebook.com/emuheart.aus
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エミューオイル 無添加無香料
手作り石鹸 $16

feature

ピアス / $15〜

アルファベット・キーホルダー / $15〜

ウサギネックレス/ヘアゴム/ピアス / $15〜

オリジナル感溢れるレジンアート

)"/"64"(*
幼い頃から、手作りの洋服やバッグなどで
育ち、アートがいつも側にある中で生活して
いたという、
レジンアーティストのあきこさん
は、気づいたころには自分もアート探しをは
じめていたと言います。
レジンやお花を使
い、アクセサリーや小物など、ハンドメイドの
オリジ ナ ル 感 を 大 切 に 作 品 を 製 作 する
『HANAUSAGI』。
「作品を通じてたくさんの
笑顔が生まれるように」と、愛情たっぷりに
作られたアイテムはちょっとしたプレゼント
にお勧めです。
「お気に入りのひとつと出会
えますようにと、
日々ワクワクしながら作品を
作っています」。

ヘアクリップ / $15〜

販売サイト：
Etsy：https://www.etsy.com/au/shop/HANAUSAGIAustralia?ref=proﬁle̲header
Instagram：@hanausagi13
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feature

フォギブネス・バイブレーション・ミスト 25ml /35ドル、50ml / 50ドル

本来自らが持つ力を、香りで呼び起こす

"SPNB$BUBMZTU
オーストラリア政府認定のアロマセラピストである真世さんは、豪オーガニッ
クスキンケア会社「PerfectPotion」
で、
ソール・トレーダーのアロマセラピストとし
て従事する傍ら、
「Aroma Catalyst」
で手作り商品の販売を行っています。
自身
の経験と、
クライアントとのセッションを通して、
日々の生活の中で自然に触れ、
体と心のバランスを保つためのアイテムを、心を込めて作成。
「私たちは自然の
一部。本来自らが持つ力を、香りを使って呼び起こしていこう！」
という思いを込
めているそうです。
またトウーリーディングを行うトウーリーダーとしても活動中。

フラゴニア・バーム / $15

ハニーリップバーム / $15

販売サイト：https://www.aromacatalyst.com/
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カレンジュラ・バーム 60g / $30

feature

コーヒーカップ / $34

丸ティーポット / $75

割山椒・トリンケット / $38

パスタサラ / $95

日々の暮らしに小さな喜びを

5,Y$FSBNJDT
シドニーの現地校で教師として務める小川貴士氏が陶芸を始めたのは大
学生の頃。福岡の無双窯元に教えを乞い、オーストラリアに永住後も、帰国
のさいには窯元で再修業したり、窯焚きを行ったりしてきました。シドニーで
は、酒器や珈琲碗、茶碗や土瓶など日常に使える器を主に製作。販売はEtsy
とInstagramで行っており、
日本食レストランにも皿や小鉢などを制作。一部
の商品は人気のため、注文制作、
または納品待ちとなっています。
「皆さんの
お手元に、
日々の暮らしに、小さな喜びをもたらすようなものが作れれば良い
と思っております」。
販売先：https://www.etsy.com/au/shop/TKxCeramics
https://www.instagram.com/tkxceramics/
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feature

トートバッグ / $26

化粧ポーチ / $16

ノット・バッグ / $21

他の誰も持っていない、自分だけのオンリーワン

5XP"GGFDUJPOBUF
)FBSUT
着物を縫っていた祖母の影響を受け、
子供の頃から裁縫が好きだったという
あやさん。祖母から裁縫の基本を習った
後は、独学で裁縫を勉強し、思いつくま
まに色んなものを作てきたと言います。
そして昨年2月、子育てが少し落ち着い
たあやさんは、長年の夢であったハンド
メイド店『Two Aﬀectionate Hearts』
を
Etsyに設立。ハンドメイドのトートバッグ
やポーチを販売しています。ひとつ一つ
丁寧に手作りされているため、
「同じも
のを大量制作できない」
という、あやさ
ん。でもだからこそ、
「 他の誰も持ってい
ない、自分だけのアイテム/一品を心が
けて制作しています」
と語ります。
032

ラッフル・トート・バッグ/ $32

June 2021

販売先：https://etsy.me/2PA0GwH

feature

布ナプキン3枚セット / ＄29

ずっと使い続けられる愛着グッズ

%VUJFGPS$VUJF
エコフレンドリーグッズを中心に展開しているオンラインショップ『Dutie
for Cutie』。手洗いで何度でも使える綿/バンブーの自然派布ナプキンや
布パンティライナーは幅広い年齢の女性に愛 用されて早8年。一番人気
のライナーは生理前後や閉経期の心配もカバーしてくれる優れもの。
日
本やアメリカの生地なので、可愛い柄に気持ちもアップします！ 他にもナ
プキンを入れる防水ポーチ、エコカップケースなどを販売中。使い捨てから
ずっと使い続けられる愛着グッズへ、
「小さいことからひとつずつ変えてい
ければ」
と考える、そんなお店です。
販売先：www.etsy.com/shop/dutyforcutie

布ナプキン3枚セット / ＄29

防水ポーチ / ＄19
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エコカップケース / $22

June 2021

entertainment news
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Yumi ↝↓↫ LIME MOJITO

日頃からお世話になっているドイツ系スーパー、ALDIのスペ
シャルとして、先日店 舗に 並んでいたライムモヒート。2 L で
Ready to Serveと、ゆっくりとお酒を作る時間もない私にとって
はなんとも嬉しい商品。庭に生えているミントとライムを氷とと
もに入 れ れば 完 璧！ お値 段も2 0ドル以 下とお手 頃です。
ピ
ニャ・コラーダもありますよ♪

usk ↝↓↫

⇈⇊∓∙⇾⇩⇯

吉本興業東京本部に所属するお笑いコンビ
で、大阪NSC30期生。楽器を多才に操り、歌が
ものすごく巧い辻井亮平と、ネタを考えるナポ
リが出会い、2007年にコンビ結成。
「ジャング
ル高 収 入」
「取り調べ」など、歌ネタのクオリ
ティがとても高く、一度聴いたら耳に残り、子供
たちが口ずさむレベル。非常に中毒性が高い。

Chiemi ↝↓↫ ↭↰ⅼ←↭↰ↂ≋ဒ⇼∓⇒∞≌
ライブドアブ ログ をはじめ 、インスタ
グ ラムなどで 、
「 まめ きちまめこニート

い 楽しみ の ひとつとなっているのは 間
違いない。

の日常 」を 掲 載 中 。猫３匹 、犬１匹 で 暮
らす 、何 気 ない日常を漫 画にしている。
クスッと 笑 えたり、お 腹 が よじ れるくら
い 爆 笑したり、キュンとしたり、共 感 も
多々ありで、大 ハマり中です 。毎日更 新
されるこの 漫 画が 、今 の 私 の 欠か せな
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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！

※2021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
弁当は14：00より販売
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

ニュートラルベイの
日本人シェフによるバーガーショップ

Buddhalicious
Burger
●ビジネスビザサポート
トト即検討します
●永住権︑経験者高待遇
遇遇
●ワーホリ︑学生︑未経験
験験者大歓迎！

ブタリシャス
ブタリシ
ブタ
リシャス
リシ
シャス
バ
バー
ガー
ガ
ー
バーガー

ルと
冷えたビー
決まり！
で
ー
ガ
ー
バ

ライスバーガー

大好評！
！

Buddhalicious Burger
B
w
www.buddhaliciousburger.com.au
Shop 3,197 Military Rd., Neutral Bay
S
T
Tel:(02)8041 0938
営
営業時間：火 11am - 8pm、水〜木 11am - 9pm、
金 11am - 9:30pm、土 8am - 9:30pm、日 8am - 8pm
月
月曜日定休

こんな時期だからこそ

リバーエクスプレスは皆様の新生活を応援いたします！
クリーニングサービス

ーで
専 用カ バ
を付 けず
傷
、
ず
さ
汚
！
心！
安
で
の
運ぶ

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 ！
ご
無 料で

・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

インタビュー

オーストラリアに根付く空手文化の最高傑作が
東 京オリンピックへかける想い

八尋恆存

interview

June 2021
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interview

ĶĴȂέͼΎȜ২͈֚ഽ࿒͈χ

いまひとりポルトガルの試合に出て

·Ιϋ୪ਅͬྫমͅਞ̢̹ȜΑΠρ

いる仲間がいるのですが、ポルトガル

ςͺయນ͈ߗزȆสଂᏱంȃ̳

はまだ厳重なロックダウン状態で街も

́ͅΓͺΣͺఱၘი́ނςϋ

ゴーストタウンのようです。濃厚接触者

άΛ·͈͒ાࡀ̦ඤ̱ȂςϋάΛ

になった時点で東京オリンピックには

·ͬ࿒ஜͅࢱ̢̹ᏱంͅȂ૧߿

出られなくなってしまうので、戦いはも

υ;ͼσΑٳ͈́ؼटͅచ̱͈̀এ

う始まっています。濃厚接触者になって

̞ͬॿ̹̽ȃ

しまい、東京オリンピックに出られない

6月にパリで開催されるオリンピック
最終選考試合に形式上参加するため、
これから人との接触が増えますので、
すでにワクチン接種を終えているとい
うのは気が楽ですね（すでに大陸枠で
東京オリンピック出場権が内定してい
るため、最終選考試合には参加のみす

状況に陥った選手のために、オースト
ラリアのチームはサイコロジストも用
意しているようですね。それほどまで
に、東京オリンピックにかけている選手
の 思 い は 高 いです。1 年 間 モチベ ー
ションを伸ばしてやってきていますか
らなおさらです。

れば大陸枠が正式決定する状態）。東

ނςϋάΛ·ͬ࿒ঐ̱̞̹̀Α

京オリンピックが終わるまではできる

ΉȜΠδȜΡ̦ȂςϋάΛ·ထ

だけ人との接触を避け、マスクをしてう

̦࣐ͩͦͥༀͺͼχਗΟκͼΰȂ

がい手洗いを心がけます。移動手段に

૧߿υ;ͼσΑ͈ု؊ͬা̱

関しても公共交通機関の利用はせず、 ̹̹͛ȂȜΑΠρςͺ͈ΙȜθ֥̦Ȃ
宿泊先と練習会場以外はできるだけ

ෛ࢚୪৪͙̯͂̈́ͦထ̽̈́͂ڒ

避ける予定です。

̞̀ͥȃ̳́ͅςϋάΛ·̧࣐̦ࠨ

ఆ͉ͅদࣣ͈Ķஜ̥̱̥ͣව
̴ͦȂ̹͘ȂĲύஜ̥ͣ૧߿υ;ͼ

̱̞̹̞̹̦̀͜Ȃઁ̩̈́͂͜ĳ૽
͈̦ςϋάΛ·͈ྪͬ୲̹̹ͦȃ

σΑ͈ۜஅཡগͅຈါ̈́σȜσۜ͞

̦̞̹͉̳̾ࣼ́ͅͅΏΡΣȜ

அచॐ̹ͬ͂͛͘ίτȜήΛ·̽ͅ״

̞̹ͅᏱం̦Ȃ̷̷͈̠̓͜͜͢

̀Ȃ̳͓͈࣐̀൲ͬυΈ̱̞̩̭̦̀͂

̱̀ͅߗ̹͈̺̠̥͂ٛ̽ͧȃ

݅ྩັ̫̞ͣͦ̀ͥᏱంȃ߸۾৪
͞ఈ͈͉̈́̓૧߿υ;ͼσΑ
̦̞̱ͥ̀װུ࣐̩̭͈͂ͬ̓ͅ
̠͢ͅ௴̢̞͈̺̠̥̀ͥͧȃ

叔父が先に来豪し、シドニーで日本
語教師養成学校の事業を始めるとい
うことで、私の父親へ仕事の誘いの声
がかかり、家族全員で来豪しました。
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現在、
アーターモンで空手道場を運

初めて世界を知りました。国内では敵

営する兄は自分の3つ上で、妹はオー

なしという状況になっていたのですが、

ストラリアで生まれました。叔父が先

世界の舞台に出たらみんな本当に強

に空手を始めたのですが、私が9歳を

かったんですね。彼らを目の当たりにし

迎える直前のある日、帰宅すると突然

て、その域に達していない自分を悔し

父が『車に乗れ』
といって、空手道場に

く感じました。それまでは空手を、
どこ

連れていかれたことが空手を始めた

かやらされていたという部分もあった

きっかけです。その時は体空道という

のだと思います。その悔しさが、心から

小さな道場に通いました。その後、向

打ちこみ始めた転機とりました。

上心が芽生えた13歳頃に現在のIKO

これまでのタイトルを振り返ってみ

剛柔流空手道に移籍しています。
この

る。まず、国内大会はケガで出場でき

道場は強い子が多かったので、上を目

ないときもあったが、基本的に2001年

指すための移動でした。

から14回、いままで出場したすべての

剛柔流は日本伝統空手の四大流派

大会で優勝を果たしている。オセアニ

のひとつ。型の演武は至近距離での戦

ア大会では7回優勝。世界では、ジュ

闘をベースにした空手で、立ち方が狭

ニア世界大会3位。
ワールドゲームス、

かったり、蹴りも近い距離で仕掛けるこ

ワールドコンバットゲームスでそれぞれ

とが特徴となる。移籍当初は全国大会

3位、世界選手権7位が2回と、非常に

で3位。
その当時思い描いていた“国内で

輝かしい功績を残している。

1位になりたい”という夢は、翌年には実

2016年8月に東京オリンピックに

現した。16歳でジュニアのナショナル

空手が追加種目として発表されてい

チームに入ると、国内1位の目標が、世界

なかったら、引退をしていたと思いま

1位に変わることは自然の流れだった。

す。同年10月にオーストリアのリンツ

空 手 家として一線を越えるきっか

で開催された世界大会が終わったそ

けとなったこと。それは 1 6 歳で代 表

の地で、当時スランプに陥っていた自

チームの一員として臨んだジュニア世

分は、
このまま現役を引退して指導者

界大会だった。
フランス・マルセイユで

の道へ進むべきか、
もしくは東京オリ

行われた同大会での結果は3位。十

ンピック出場を目指すべきかを考えて

分な功 績と誰もが 頷くなか、恆 存 選

いました。親しい友人から、
『祖国であ

手には違う感情が芽生えていた。

る日本開催で、恆存の実力的にも出
場が狙える位置にいるから行くべき』

率直に悔しかったです。
この大会で

という後押しを受け、この運命的とも
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言えるオリンピックとの巡りあわせに、 ングのポイントが一番高い選手が選ば
れる。恆存選手はすでにこの大陸枠の

最後の勝負をかける判断をしました。

権利を得ているため、オリンピック出場

東京オリンピックに出場できる選手

が内定されている。

の選定はオリンピックポイントシステム
を用いたランキングシステムを採用し

恆存選手が照準を合わせた組手の

ている。W K F（ 世 界 空 手 連 盟 W o r l d

階級は、67kg級、75kg級、75kg超級の

Karate Federation）指定の24の大会に

３つのなかで75kg級。2016年までは

出場し、個々の大会での戦績によりオリ

67kgで試合をしていた恆存選手がこ

ンピックポイントが与えられる。その累

の階級を選んだ理由とは。

計ポイントによって世界ランキングが

オリンピック行こうと決意したとき

決まり、
ランキングの上位4人は自動的

に、自分の中で“頑張るだけではしょう

に出場権を得ることができる。
また、6月

がない”というのがありました。
まず選

にパリで開催される五輪予選大会で

考が第一の段階なので、確実に選ば

各種目
（形･組手各階級の男女全8種

れるように、そして行くのであれば確

目）の上位3人までに入賞した場合にも

実にメダルに絡むように、
という思い

出場権を得ることができる。
さらに、各

から75kgを選びました。

大陸にも代表枠があり、オセアニアの

世界選手権だと、60kg級、67kg級、

場合は男女全階級通して、世界ランキ
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75kg級、84kg級、84kg超級と5階級ある

ラリア国籍の恆存選手にとって、年齢的

のだが、オリンピックでは67kg級、75kg

にも最後の大舞台となる。

級、75kg超級の3階級に絞られるため、
60kg級と67kg級の選手が67kg級へ、
84kg級と84kg超級が75kg超級で競い

基本的に空手は個人のスポーツな
ので国単位では捉えていないのです
が、私はオーストラリア人ですし、ま

合うことになる。
つまりこの2階級は競争

た、日本人の血が流れています。日本

率が倍となる。
ナチュラルウェイトで72kg

には何回も練習に行きお世話になっ

前後の恆存さんにとって、体を絞って倍

ています。オーストラリア育ちの日本

率の高い67kg級で勝負するよりも、75kg

人が、祖国で開催されるオリンピック

級で勝ちに行くという判断のようだ。

に参加できる、そういう境遇の選手は

2016年に空手が東京オリンピックの

なかなかいないですので、運命的なタ

追加競技に決定し、
日本開催のオリン

イミングと感じています。
また、空手は

ピック大会での日本発祥競技の初披露

日本発祥の武道ですので、日本人が

となる空手。2024年開催予定のパリオ

大切にしてきたことをこれからも忘れ

リンピックでは、空手が正式競技、追加

ないように、試合の後の対応や相手

種目にならないことがすでに決定してい

選手への礼儀など、そういう部分を自

るため、
日本人の血を受け継ぐオースト

分の姿を通じて、若い選手に学んでも
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リンピックに対しての練習のみに集中

らえる機会となれば嬉しいです。

できたというのが大きいですね。また

67kg級、75kg級、75kg超級の各階

ケガもしていたので、それをゆっくり治

級でそれぞれ10人のみの出場。
そのな

すことができたのもありがたかったで

かで3人がメダルに手が届くとなると確

す。延期のお陰で準備は万端です。

率的には高い。恆存選手が同階級で特
に意識している選手はいるのだろうか。

これから出場国を選択をする次世代ア
スリートに対してのアドバイスを伺った。

世界トップランキングの上位5人です
ね。特に現在3位のアゼルバイジャン出

自分の場合は空手を通じてオースト

身のラファエル・アガイエフ選手は、空

ラリアにお世話になっていて、純粋に

手界のレジェンドで、パワー空手を確立

オーストラリアが好きなので、たとえ出

したパイオニアのような存在で非常に

場国の選択肢があったとしても迷うこ

強いです。練習も一緒にしたことがある

とはなく、
この国への恩返しというか、

のですが、人一倍の努力家です。それ

メダルを持って帰って献上するのなら

から、
ランキング5位の大阪近畿大学出

オーストラリアと自然に思えています。

身の西村拳選手は見どころですね。

自分のアイデンティティに問いかけるの
が一番なのですが、競技によっては選

新型コロナウィルスの影響により、東

考されやすい、
されにくいという事情も

京オリンピックの開催が1年間延期と

あるので、勝ちたいのであれば状況判

なったことが結果的にプラスに影響し

断もときには大切なのだと思います。

たという恆存選手。試合でのディフェン
ス面と試合運び、
そして試合終盤で技

最後にシドニーに住む日本人へコメ

を決めることができるように、
しっかり時

ントをお願いいたします。

間をかけて技術を研ぎ澄ませてきた。

シドニーはすごくいい街なので、
ここで

オリンピックの出場権を得るために

の生活をぜひエンジョイしてください。

オセアニア大陸枠に照準を合わせて

私は空手の大会でさまざまな国を回り

いたのはお話をした通りですが、1年

ますが、
オーストラリアへ戻ってくるたび

前まではオリンピックポイントが他の

に、空気も綺麗で空が青くて高い、安全

選手と競っていた状態でした。
しかし、 で素晴らしい国だなと感じるので、その
昨年6月の時点でオセアニア大陸内

幸せを当たり前に思わずに日々噛みしめ

の2位の選手とのオリンピックポイント

てほしいです。
これからラストスパートを

の差が大きく開いたので、それからは

かけて頑張ります。
メダルを持って帰っ

オリンピックポイントを気にせずにオ

てくるので応援よろしくお願いします。
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シドニー福岡県人会
五輪豪州代表壮行会開催！
！
4月22日に、
ノースウィロビーにある老

定行亮さん
（ANAシドニー）
が、
それぞれ

舗レバニーズレストラン『 F a t t o o s h

激励の言葉を送った。
そして、渡辺秀夫

Lebanese Restaurant』
にて、
シドニー福

師範（剛柔流 GKMI）
の空手にかける熱

岡県人会から八尋恆存選手へ、五輪豪

い想いが参加者全員に伝われば、
その

州代表としての健闘と活躍を祈って、 気持ちに呼応するかのように、恆存選手
五輪豪州代表壮行会が開催された。

からのオリンピックにかける覚悟が語ら
れた。

当日会場には60名を越す方々が集ま
り、生方光雍さんによる乾杯の音頭を合

寄せ書きと花束が贈呈され、宴の

図に、会場は大いに盛り上がりを見せ

盛り上がりは 最 高 潮に達したところ

た。福岡県国際局長の古川弘信さんか

で、福 岡 県 人 会 会 長であり、恆 存 選

らのメッセージが届けられると、続いて

手の父親である八尋俊朗さんによる

（東京海上日動火災保険）、 〆の挨拶で壮行会は幕を閉じた。
上野繁一さん
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華麗な上段蹴りを披露した上野繁一さん（東京海上日動火災保険）

日本人永住者としてシドニーでは2人目の生方光雍さん
（右）

社をあげて恆存選手のサポートを誓った定行亮さん
（ANAシドニー）
（右）

空手道を熱く語っていただいた渡辺秀夫師範（剛柔流 GKMI）
実は日本人永住者のシドニー第1号だったことがこの日に発覚

手作りの聖火スイーツでサプライズ！
！

終始会場を盛り上げていた吉田謙一師範（極真会館）

オリンピアンを育て上げた八尋俊朗さん
（福岡県人会会長）
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ΏΡΣȜ͈γΛΠ̈́ͼαϋΠͬ

άΛ·ͺΛίȊ

Cheers What's On

シドニー各地でアイススケートが登場する時期になりました。今年の
『Vivid Sydney』は例年よりも遅い8月開催となります。

Photo: Keizo Ushio, ‘Oushi Zokei 2016’, ‘Sculpture Rocks’, 2021. Impression of work in situ.

5/20〜
Thu

ུ૽ͺȜΞͻΑΠ͈ैͬΏοȜΉȜΑ

Sculpture Rocks

シドニーハーバーを舞台に開催される
『Sculpture Rocks』
は毎年ボンダイで開催
される
『Sculpture by the Sea』のスピンオフ企画。
ロックスの各地に展示される17
の作品は、すべて国内外の日本人アーティストによるもの。
またアウトドア・エキシビ
ションに加え、小さな彫刻作品の屋内販売店、
『Sculpture Inside Rocks』も同時に
開催。
ロックスのレストランやバーに立ち寄りながら、
この期間限定の展示会を楽し
んでみてはいかがだろうか。
᪥䠖㻡᭶㻞㻜᪥㻔ᮌ䠅䡚㻢᭶㻟᪥㻔ᮌ䠅
ሙ䠖㼀㼔㼑㻌㻾㼛㼏㼗㼟
㼃㻱㻮㻦㻌㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼏㼡㼘㼜㼠㼡㼞㼑㼎㼥㼠㼔㼑㼟㼑㼍㻚㼏㼛㼙㻛㼑㼤㼔㼕㼎㼕㼠㼕㼛㼚㼟㻛㼟㼏㼡㼘㼜㼠㼡㼞㼑㼞㼛㼏㼗㼟㻛
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5/30
Sun

͈ບٛ

The Sydney
Koi Show
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Photo:Destination NSW
Instagram

6/8~
Tue

ΏΡΣȜ͈ͼΠρͼέ͚̱ͬڢ

Sydney Solstice
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Photo: Daniel Boud, courtesy Art Gallery of New South Wales and Sydney Opera House
Instagram

6/8〜
Tue

έȜΑΠΥȜΏοϋΒࢊͬൎג

Badu Gili Winter Nights

ニューサウス・ウェールズ州立美術館の150周年を記念して、現在オペラハウスには
毎晩、
ファースト・ネーションズの物語が投影されている。Badu Gili（バドゥ・ギリ）
とは、
ベネロング・ポイントの伝統的な所有者であるガディガル族の言葉で
「水の光」
を意味
し、
オペラハウスの東側のベネロング・セイルには、6人の先住民アーティストの作品が
6分間にわたり投影されている。
また6月8日から20日の期間中は、
『Sydney Solstice』
の一環として、
オペラハウスのステップスでは、
ライブやトーク、詩の朗読など、無料イ
ベントが開催され、
ポップアップバーなども設置される。

᪥䠖㻌 䝥䝻䝆䜵䜽䝅䝵䞁䝬䝑䝢䞁䜾㻌㻞㻜㻞㻞ᖺ㻠᭶㻞㻞᪥䜎䛷
㻌
㼃㼕㼚㼠㼑㼞㻌㻺㼕㼓㼔㼠䚷㻢᭶㻤᪥䠄ⅆ䠅䡚㻢᭶㻞㻜᪥䠄᪥䠅
ሙ䠖䚷㻌㻿㼥㼐㼚㼑㼥㻌㻻㼜㼑㼞㼍㻌㻴㼛㼡㼟㼑
㼃㻱㻮㻦㻌㻌 㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼟㼥㼐㼚㼑㼥㼛㼜㼑㼞㼍㼔㼛㼡㼟㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼢㼕㼟㼕㼠㻙㼡㼟㻛㻮㼍㼐㼡㻳㼕㼘㼕㻚㼔㼠㼙㼘
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6/8 〜
Tue

Photo:Destination NSW

ٸͺͼΑΑΉȜΠςϋ·

Darling Harbour Ice-Skate Link

ȸŔźťůŦźġ ŔŰŭŴŵŪŤŦȹ͈۪̱֚͂̀ȂΘȜςϋΈΧȜΨȜ͈Λ·σαͼͅȂķ
Ĺ̥ͣĳı́͘ͺͼΑΑΉȜΠςϋ·̦୭౾̯ͦͥȃΘȜςϋΈΧȜΨȜ
͉́ۼܢಎȂρͼήŅŋΓΛΠ͞έȜΡζȜΉΛΠȂྎ͉͜ͅغـ̻ષ̬ͣ
̹ͦͥ͛Ȃ̭͈ͺͼΑΑΉȜΠ͉ۖคຈଌȃ்͈̮͛ထ̤̳ͬͥ͛ۑȃ̹͘
̭͈ͺͼΑΑΉȜΠςϋ·͉́ˠ̅̊́ɕˠ̅̏˿̋̒́̎Ψ;ΙλȜ͜ঀ̢̞̠̥ͥ͂
ͣȂ̺͘၌ဥ̱̞̞̞̠༷͉̀̈́͂Ȃ̭͈ܥ̤ٛͬࡉ൪̱̩̈́ȃ
᪥䠖㻢᭶㻤᪥䠄ⅆ䠅䡚㻢᭶㻞㻜᪥䠄᪥䠅
ሙ䠖㻯㼛㼏㼗㼘㼑㻌㻮㼍㼥㻘㻰㼍㼞㼘㼕㼚㼓㻌㻴㼍㼞㼎㼛㼡㼞
㼃㻱㻮㻦㻌㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼐㼍㼞㼘㼕㼚㼓㼔㼍㼞㼎㼛㼡㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼣㼔㼍㼠㼟㻙㼛㼚㻛㼏㼍㼙㼜㼍㼕㼓㼚㼟㻛㼣㼕㼚㼠㼑㼞㻙㼒㼑㼟㼠㼕㼢㼍㼘

ζθΒέȜΡ͉Ȃ
ز̮ڎ́͘ో̞̹̱̳͘Ȋ
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

6/25〜
Fri

ΫȜΙͬໍరͅٳट̯ͦͥ;ͻϋΗȜέͿΑ

Bondi Festival

野外スケートリンクや、ポップアップガーデン、サーカスやコメディなど、
アートプログラムと老 若 男 女が 楽しめるアクティビティが 満 載の『B o n d i
Festival』が6月25日から約2週間に渡り開催される。具体的なプログラム
はこれから発表されるので、オフィシャルフェイスブックやウェブサイトを要
チェック！ 観覧車もあるので、デートスポットにもお勧めです！
᪥䠖㻢᭶㻞㻡᪥㻔㔠䠅䡚㻣᭶㻝㻝᪥㻔᪥䠅
ሙ䠖㻮㼛㼚㼐㼕
㼃㻱㻮㻦㻌㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼎㼛㼚㼐㼕㼒㼑㼟㼠㼕㼢㼍㼘㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛䚷

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、
ナウイ
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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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

ުאশ ۼĩȡ߄Ī

ĲıĻııŢŮĮĶĻĴıűŮ
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ࡧᐴϮΕ၁̊ܖ᩹އથ

၁ࡧ

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

ैͬঔ̱̹ȶζΓȷ̦ၠ
࣐̳̥ͥ̈́Ȃૐ̞͈ͤ̈́ܨȂΑΠ
τȜΠ̈́ং́ੳ̳ͥȃޮઽঙ
͈̪́ͦ͘ܨȂΌȜμΙλϋίσ
ؗ͞ථ̷͊̈́̓Ȃুྕ͈ؗථၳၑ
͜ഴા̷̳̥̞̠ͥͣ̽ܢఞ̦ࣞ
ͥ͘ȃࠐႤĶıා͈โஜ͈ਬఱ଼
͉֚ࡉ͈ث̜ͤȊ

͈ڷ໓ྙ̦ࣝͥͅুزୋ͈
ാऎͅχΫͬဣ̧Ȃ͕͕ͧ
ͧ͂༲̷̠ͦ̈́ΏλςͅȂఱ͐ͤ
͈ΥΗ̦̹̽՜̳ͤͬȃಿ̧
ͅള̽̀ΏΡΣȜ͈ংࢡ̧ͬቁ
̵̧̹ͣ̀ؗථ͈ং૽
ޮઽঙ̦ȂΣνȜΠρσαͼͅ
Ⴎͬࠇ̬̹ȃ
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Image / Petrina Tinslay

༎ਬ໐ࢄဥోġ̵̻ࣣͩ́ঀ̠ńłŇņġĲĲıࡌ࿒

ͰΆ͆͝Ζ̊၂ൺ˧़ᓈ̮̓Ζͱ

#JMMT%PVCMF#BZ
ンケーキや、“雲のようにフワフワ”と
称されたスクランブルエッグ 、そし
てビルズのシグネチャーとも言える
ビル
グレンジャー氏が、シドニーでは4店 スイートコーン・フリッターなど、
舗目となるダブ ル ベ イ店 を 5 月に ズの定 番ブレッキーはもちろん、ダ
ブ ル ベ イ店 では 、フレッシュプ ロ
オープンした。
デュースだからこそ提 供できるフェ
タンレザーにラタンチェア、飴 色
ンネルのサラダなども朝食メニュー
のフローリングで、どこか懐かしく、
にラインナップされている。
温かみのある店内には、大きな窓か
料理の道に入る以前、
日本に1年
らめいいっぱいの光が注ぎ込み、寒
間滞在した経験があり、
日本の食文
い朝でも集いたくなる場所だ。
化に深く影 響された、と1 1 年 前の
かつて俳 優のレオナルド・ディカ
弊 誌インタビューで話してくれたビ
プリオを虜にさせたというリコッタパ
オーストラリア のブ ランチカル
チャーに火を付けたシェフとして名
高く、
日本にも8店舗を構えるビル・
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セレブタウンとしても知られるダ
ブルベイは、現 在、新 規レストラン
が 次々とオープンしており、アツい
エリアとなっている。噂では引退が
ささやか れ ていた、あの 大 物シェ
またダブ ル ベ イ店 限 定 の ス ペ
フ、ニール・ペリー氏も新 店 舗を開
シャルメニューとして話 題になって
店するというから、今 後もこのエリ
いるのが、スペシャルソフトサーブ。
アからは目が離せない。
ロンドンのデザート店『ハッピーエン
ディング 』を営むオーストラリア 人
シェフ、テリー・メルシーカ氏が、
ビル
16 Cross Street Double Bay Open
ズ のために開 発したというハニー
Everyday ȁ7 am -10pm
https://www.bills.com.au/double-bay
コームをベースとしたデザートだ。

ル・グレンジャー氏 。ランチとディ
ナーメニューに目を通してみると、そ
ばや柚子胡椒、豆腐、枝豆といった
日本の食材も目立つ。
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Lobster Paella 24cm / $78

今月のレストラン

̧࣐̫͈̤̾ഝ̱̹̞ͅࠆ̞͈ા

Spanish Sakaba
ಓ͉ۼρȜιϋ͞ΨȜ΄Ȝ႒ͬȂ

̷͈૽͈ܨၑဇ͉ȂιΣνȜ͈

͉ΑΩΣΛΏνུ͈͞ΟͻΛ

໙ࢩ̯̤͂ࣼ̈́୭ȃ̲̽

Ών̱ͬͥ͛ڢͅࠚܨȸΑΩΣΛ

̩ͤΠυΠυͅ১ࣺ̺ͭෛ࢚გݱ

ΏνਈાȹȃĳıĲĸාͅ;ͻυΫȜͅ

Λ·ΑΞȜσΑȜί͂ཅີ̈́ς

Ȝίῢ̱ոြȂུ૽͈͙̈́

ͺϋΘȜ͈ΧȜκΣȜ̦·Γ̈́ͥͅ

̴ͣȂυȜσ̥ͣ͜आͬܨ૽̞ޑ

ρȜιϋ͞ȂΫȂγΗΞȂζΛΑσ

ࡶ̞̽̀ͥȂΑΩΣΛΏν͂ΐλΩ

̈́̓Ȃݿٚ႒ͬ͏̺ͭͭͅঀဥ̱

ΣȜΒ͈ένȜΐοϋഝ̺ȃ

̹ςΐσΩςͺȂ̤ਈ͈̜̀
̠̱̞ͦͅڎਅΗΩΑιΣνȜ̈́
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Wagyu Oxtail Ramen / $23.80

Garlic Prawns / $27

̓Ȃ̓ͦͬ͂̽̀͜Έσι̠̦ز

Kingfish Sashimi / $24

͂ષ̹ͤ͛ݑȃ

̈́ͥ;ζ̯Ȋ

ةഽང̧̜̭̞ͦ̀ͥ͂̈́͜൚

൚ഝ͚ͬא५ୌ܆ΏͿέ͉Ȃκ

ഝ͉Ȃ͌͂ͤ́͏ͣͤ͂ၛ̻̀̽ܙ

ΘϋȆȜΑΠρςͺϋ͈ய

̱͜͢ȂΛίσ́ང̱ͦ̀͜͢Ȃ

ȸłŮűŦŴŢůťȹ͞ȸĸȹ̈́̓ΏΡΣȜ

ఱସ́χͼχͼ̱̱͂́ͭ͢͜ڢȂ

͈ྴഝ́უͬཹ̧ȂζȜΞͻϋίτ

̯̰̈́͘͘ΏȜΰ၌ဥ̧́ͥȃ̷

ͼΑ͈ȸňőŐȹ͉́ΰΛΡΏͿέͬ

ͭ̈́ু̧͈࣐̫͈̤̾ഝ̱̹ͅ

ྩ̹͛ࠐႤͬ̾ȃΦȜΑΏΡΣȜ

̞τΑΠρϋ̺ȃ

้͈େഝ̜̹́̽ু͈̤ഝȸŃŪŨ
ȁŔŵŰůŦȹ͉ȂΏΡΣȜιΠυȆίυ

㻡㻟㻣㻌㼃㼕㼘㼘㼛㼡㼓㼔㼎㼥㻌㻾㼐㻘㻌㼃㼕㼘㼘㼛㼡㼓㼔㼎㼥
㻜㻞㻌㻥㻥㻢㻣㻌㻜㻡㻣㻡㻛㻜㻠㻡㻞㻌㻢㻟㻟㻌㻡㻣㻡
䝷䞁䝏㻌㻦㻌㔠䇵ᅵ㻌㻝㻝㻦㻟㻜㼍㼙㻌䇵㻌㻞㻦㻟㻜㼜㼙
䝕䜱䝘䞊㻦㻌ⅆ䇵ᅵ㻌㻡㻦㻟㻜㼜㼙㻌䇵㻌㻝㻜㻦㻜㻜㼜㼙
᪥䚸᭶䚸⚃᪥䚷ఇ䜏
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼟㼜㼍㼚㼕㼟㼔㼟㼍㼗㼍㼎㼍㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡㻛

ΐͿ·Π͈ٳอ͈̹͛ၛ̻ప̧ͬ
ဒܻ̩̯̹̦̈́ͦȂ̷͈ࢃȜίϋ
̱̹ȸΑΩΣΛΏνਈાȹ͉Ȃ̩ۼ
ͅέȜΟͻȜ̦ଔஒ̳ͥდఴഝ͒
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༎ਬ໐ࢄဥోġ΅Μ̞୨̥࡛ͣ൪̧́ͥŃłœ
㻤㻛㻝㻌㻰㼑㼚㼕㼟㼛㼚㻌㻿㼠㻘㻺㼛㼞㼠㼔㻌㻿㼥㼐㼚㼑㼥
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼎㼍㼞㼘㼡㼙㼑㻚㼏㼛㼙㻚㼍㼡
᭶䡚Ỉ㻌㻣㻦㻟㻜㼍㼙㻙㻠㼜㼙㻌
ᮌ䞉㔠㻌㻣㻦㻟㻜㼍㼙㻙㼘㼍㼠㼑

̻ʹ΄̼͠ΖͶΕ̻ΉΖ̮൜˳̯̃

BarLume

დఴͬਬ̞͛̀ͥȃॽ͉૽̫ڥȂ
έȜΡΠρΛ·ȸŉŢűűźȁłŴȁōŢųųźȹ
͞ΙλΛΜ;ΛΡ͈ȸŇŭŰŸŦųȁńũŪŭťġ
ńŢŧŦȹȂ̷̱̀ήσΛ·αȜσͅ
Ȝίϋ̱̹ĳഝ଼͈ܱ͜؛
ͅ૧̱̞ȂͺΘθȆΙοȜȜঙ͂
͈ ρ θ ΐ Ȝ Ȇ Ι ο Ȝ  Ȝ ঙ ȃ ȸ ŕ ũ Ŧġ
ňųŰŶůťŴġŰŧġłŭŦŹŢůťųŪŢȹ́൱̞̀
̞̹ࠐࡑ̥̱ͬȂݳ౷͈ၻ̞
ߗͬۼΏΡΣȜڎ౷͒ΡυΛί̱̀
̞ͥȃ

ȸńũŢůůůŦŭġ ĺȹ͂ȸŎŪŤųŰŴŰŧŵȹ͈
૧ݶത̱͂̀ȂΦȜΑΏΡΣȜ́დ
ఴ͈έͻΑΗχȜȸĲȁŅŦůŪŴŰůȹ
͈υΫȜͅഴા̱̹ȸŃŢųōŶŮŦȹȃ
ષৗ̈́ͼϋΞςͺْٰ͂ͅսͦ͘
̹ߗ́ۼȂಱ͉૧̈́ऺͬঀဥ
̱̹ΰσΏȜέȜΡͬȂಓུ͉ڒഎ
̈́έͿιΣνȜͬȂ̷̱͉̀ڰ
̜ͥܨΨȜ͈ս͈ܨಎ͈̭́
̹̽͜ၳၑ͂Ρςϋ·̭̱ͬͥ͛ڢ
͂́ȂέͻΑχȜȜ̹̻͈́ۼ
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ഝ ඤ ͈ Ο Ύ ͼ ϋ ͉ Ȃ ȸ ŕ ũ Ŧġ
ňųŰŶůťŴȁňųŰŶűȹ͞ȸŎŪŮŪĨŴȹȂ
ȸłųŤũŪŦġ œŰŴŦȹ̈́̓Ȃඊ͈̞ࣞ
ΟΎͼϋͬංփ̳͂ͥȸłŤŮŦȹ̦
൚ȃ̞ࣞഛ̥̯̹֔ͣͥͦρͼΠȂ
۱̥̈́͞Ȝήͬຝ̩ΨȜ;ϋ
ΗȜȂχͼϋτΛΡ͈܃ΞȜήσ̈́̓Ȃ
ެͬષࣺ̺৾ͤͭͅΟΎͼϋ
̦֣યഎ̺ȃ࿐ဟ͂߄ဟ͈ࡿ
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ࢃĵশ̥ͣࡿࢃķশ͉́͘Ȃͺβς
ΞͻȜδȆͺχȜȪஜ̤͙̾͂͘ͅ
̤ਈً̮̳ͬ֩ͭ́ͼΗςͺ͈ਠ
ȫ̱͂̀ȂķΡσ͈χͼῧΫȜσȂ
ĲıΡσ͈·ΞσȪζσ΄ςȜΗȂ
ΑίτΛΕȆζΞͻȜΣȂͺβυȜσȆ
ΑάςΛΜȂΥΈυȜΣ̈́̓ȫȂ̷̱̀
ྫၳ͈̤͙̦̾͘ဥփ̯̞ͦ̀ͥ
̥ͣࡉ൪̵̞̈́ȃ
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今月の一品
今月の一品

:BDIJZP+BQBOFTF#JTUSP

1日5箱限定『TORO

BOX』
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種 子 島 出 身 の 気 さくなオーナー
天然物ミナミマグロの水揚げシー
シェフが、カウンター越しで握るおま ズンに入り、早速当店にも初物が入荷
かせ寿 司や、新 鮮な刺 身を求めて、 した。今年のミナミマグロの大トロは
日本食好きなローカルオージーをはじ
脂ののりが極めて良い。大人気のテイ
め、食に厳しい駐在員や他州から訪 クアウェイ
『Toro Box』
（＄８８）は1日5
れる常連客からも根強い支持を受け
箱限定販売とかなり希少。期間も限ら
る
『八千代』。
れているので、興味のある方は早めの
オーダーをオススメする。
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ヱビスの新メニュー
いよいよ開始！
！
ωΫΑ
ŃŢųġħġňųŪŭŭ
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1/55 Dixon St., Haymarket
Tel:（02）9211 3038
営業時間：
月〜水 5:15pm - 10pm、
木 5:15pm - 10:30pm
金 12pm - 3pm・5:15pm - 11pm
土 12pm - 11pm、
日 12pm - 10pm
Open 7 Days
www.yebisubargrill.com.au

food & drink

今月のレストラン
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̷͈ĳĹĸ

̥ͣ܉ႌȪ̠̭ͧȫ
この項では去 年のアメリカ大 統 領

着がついた。
しかし死んだはずの全体

選挙以来、時事問題が続いている。時

主義がSNSを駆使して蘇り、
「集団リン

事問題は生鮮食料品のようなものだ

チ」を繰り返し、国家転覆を実現する

から、時宜を得るということが大事で

直前まで巨大化している。それはすで

タイミングを外したら面白くも何とも

に「新しい階級闘争」
とまで呼べるほど

ない。そこで以前から漠然とした印象

で、むしろ共産主義＝全体主義の方が

だけでなかなか実 像を結ばなかった

優勢になっているのではないか、
という

事柄を、
はっきりとした輪郭で教えてく

警鐘を鳴らすためにこの本は書かれ

れた動 画にぶつかったので紹 介して

た。
【オヤジ注：階級闘争＝1848年マ

おきたい。それは「WiLL増刊号、イン

ルクスとエンゲルスによって書かれた

ターネットテレビ」でYouTubeに投稿さ 「共産党宣言」の中で、それまでのあら
れ ている。前 後 2 回にわたり作 家 で

ゆる社会の歴史は階級闘争の歴史で

ジャーナリストの門田隆 将 氏の新 著

あって、それが社会発展の原動力であ

「新・階級闘争論」の内容を巡ってホ

ると規定し、
ブルジョワジーとプロレタリ

ストの中根真と語られたものである。

アートの闘争によって革命が起きる、
と
されている】
しかし現在世界中で起き

ȺനၦȻଲͬٮ̳ͥےऒ့Ȩ་

ている新・階級闘争は、大きな階層間

։ڼȩ͈ୃఘȺŘŪōō௩ۏɔĵĺķȻ

の闘争ではなく、取るに足らぬ差異＝

ȺനၦȻȶષࠬͬྦྷ࣭ݭऱͤͅȷ́

性別、性的嗜好、人種、学歴、価値観、

̞̞̥ȉȺŘŪōō௩ۏɔĵĺĸȻ

収入、職業などにおける差を、
ことさら
に言い立てることから始まる。そしてこ

表題を見ただけでその内容が推察で

の千差万別の違いの中で差別が起き

きるほどであるが、要点をかいつまんで

ていますと言い張り、
あるかどうかも分

述べてみる。

からない不利益を無理にでも強調し、

1989年にベルリンの壁が崩壊し、 そこから生じる不満を増幅させながら
共産主義＝全体主義は終焉を迎え決
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階級・格差が生じていると主張し、だ

た。
そしてこの
「森降ろし」
は中国に有利

から現在の政権は倒すべきであるとい

に働いている。来年に予定されている

う反政府運動にまで転嫁してゆこうと 「北京冬季五輪」は今、香港やウイグ
する戦略である。そしてその動きは世

ル・ジェノサイド問題等などで開催の危

界中で広がりつつあり、特に日本はそ

機に立たされている。
ウインター・スポー

の真っただ中に置かれている。

ツが盛んな国々はほとんどが北半球の
自由主義圏である。
アメリカ、イギリス、

例えば今年2月にあった東京五輪パ
ラリンピック組織委員会の森喜朗前会

カナダを始めEU27ヵ国が参加をボイ

長が辞任に追い込まれた例は、典型的

コットすればほとんど開催は不可能に

なものであった。
「女性は話が長いので

なる。そこで東京が開催を取りやめれ

会議に時間がかかる」
というひとつのフ

ば北京はダメージが少なくて済む。
そし

レーズが、彼の全発言の中から恣意的・ て森降ろしに躍起となった勢力はまった
選択的に取り上げられ、
その日のうちに くウイグル問題に口を閉ざしている。
朝日新聞がSexist（ 性差別主義者）
と

SNSは歴史上存在しなかった伝達手

いうレッテルを貼って世界中に発信し

段で、特にツィッターの威力は凄まじく、

た。森氏の発言の趣旨は、
「女性は優秀

あっという間に世界中に情報が行き渡

だから議論はきちんと行われるので会

る。死んだはずの共産主義＝全体主義

議は長くなる。
しかし男性はハイハイと

の勢力がこれを使い、あなたは被害を

納得して言いなりになるから会議はす

受けてますよ、不利益を被っています

ぐに終わってしまう。だから、女性理事

よと唆（そそのか）
し、強調し、拡散させ

に欠員が出た場合には必ず女性を充

これは敗れたはずの左翼陣営
ている。

てるようにしなければならない」
と言っ

が工夫に工夫を重ね、
「共産主義」で

ているだけで何も女性を差別する発言

はどうしても勝てないことが分かったの

ではなかった。
それを無理やりに特定の

で、
自由主義社会をどのようにしたら分

一言を問題化し、女性は性別によって

断し、政府や国家に対して不満を掻き

不利益を被っている、性差別は許され

立てることができるかを研究しつくして

ないという不満を掻き立て、
（森氏が） 作戦を考えたに違いない。そしてこれ
が日本を含め世界中で起きている。

謝罪をしたにもかかわらずそれを許さ
ず、世界中のありとあらゆる片言隻句を

総務省接待問題では山田真貴子内

かき集めて、森氏を辞任に追い詰めた

閣広報官などが次々と血祭りにあげら

のである。
これが典型的なやり方であっ

れていった。
その理由は「この人たちは
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こんなに美味しいものを食べて、接待

検 察 庁 法 改 正 問題のとき、ツイッ

を受けていますよ、我々一般人は何な

ターで2 0 万 以 上のハッシュタグが 付

のか？」
と書き立て“ツイデモ”（ツイッ

けられた。ツイッター社が 分 析したと

ターを使って行うデモ）の嵐を作り上げ

ころ、少数の人間が多数のアカウント

ていった。本来問うべきことは、権限の

を作り、機械的に増幅し投稿している

ある公務員がきちんと行政をやってい

ことが 分かった。現 在の「左 翼リベラ

るかを指摘し、担当者に恣意的な利益

ル」の基 本 的 戦 略は、いかに“ツイデ

供与があったかどうかを検証すること

モ”の状況を作りだせるかであり、その

なのである。菅首相の長男（正剛）や

うえメディアがこれを再拡大し、さら

山田真貴子広報官などは上級国民だ

に“ツイデモ”を大 きくして行くのが

からこのような接待を行い、私たちは

新・階級闘争の方法なのである。
この

税金を納めるだけではないかと言い募

ような潮流は1989年以降、敗れ去っ

り、
この人はどういう学歴・経歴で、家

た共産主義の形を変えた、自由主義

族構成はどうでという個人情報までツ

陣営に対する「攻撃」であることに早

イッターで広げて行き、辞任にまで追

く気が付かなければならない。
この手

い込んでいった。
またハーバード大学の

法にまんまと乗せられていることに気

ラムザイヤー教授は、2020年12月に

づき、決して乗せられてはいけない。

「慰安婦の強制連行」
と
「性奴隷」説を

健全な社会と言うのは「異論」を差し

完全に否定する論文を発表した。
とこ

挟めない状態にしてはいけない。国益

ろがその直後から批判が相次ぎ、加え

を損じる報道事例を本の中に山ほど

て論文の撤回とハーバード大学から追

あげてあるのでご一読を…云々。

放するように求める動きが、韓国人を

と、
ここまでが語られた内容を文字

中心に世界中（主にアメリカ）で起こっ

化して分かりやすくまとめたものだが、

た。それはS N Sやインターネットを使

実物の本を読んでいないので、
これ以

い、あるいは電話による凄まじい攻撃

上のことは分からない。
ここからはこの

であった。それに対し教授は動画を投

オヤジの独断と偏見を織り交ぜて述べ

稿し、支援・応援してくれた人々に対し

てゆく。何の輪郭がはっきりしたかと言

感謝の意を述べ、
「歴史の真実を伝え

うとこういうことである。

るのは到底ひとりでは戦えなかった。
し
かしその真実に対して多くの人が支え
てくれたおかげで、
この凄まじい圧力を

【言霊】
日本は万葉の時代から
「言霊
（ことだま）」の国である。声に出した言
葉が、現実の事象に対して何らかの影

乗り越えつつある」
と報告している。
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日本の2600年以上の歴史
響を与える、
と信じられている国である。 【外圧】
そのたびに社
だから良い言葉を発すればよいことが 上、何度も外圧がかかり、
起き、不吉な言葉を発すれば凶事が起 会が変わった。古くは律令制度の導入
こるとされてきた。
まさしく森氏の場合 がある。663年に白村江の戦いに大敗し
「女性は話が長い…」
と発言し、
これが た大和朝廷が急ぎ国内の制度を唐の
凶事となった。
自分の意思をはっきりと 制度を参考に、それまで部分的に導入
声に出して言うことを「言揚げ（ことあ してきたものを改変・改良し制度化して
げ）」
という。倭健命（やまとたける）
が死 いった 。下 って 幕 末 、ア ヘ ン 戦 争
と黒船来航（1853）で危
んだのも言揚げをしたからで、不吉なこ （1840―42）
とを口に出したら命取りになるのである。 機感が高まり国内で尊王攘夷・勤王佐
日本は開国し
また山本七平氏は自身の経験で「日本 幕と15年間の混乱の末、
は負けるのではないか」
と言っただけで た。戦後のアメリカとの経済摩擦など、
「敗戦主義者」のレッテルを貼られ、
スパ 日本だけに限らないが、島国である日本
イ容疑で拘束された例を述べている。 は外国からの圧力の影響が国境を持つ
何やら“ツイデモ”とまったく同じなので 国よりも顕著になる。今、尖閣諸島、竹
はないか。左翼リベラルはこの「言霊」
を 島などへ具体的な外圧がかかっている。
今こそ日本の法制度・組織を改編する

上手く利用している。

【空気】もう一つは「空気」である。山 絶好のチャンスである。今やらないでい
本七平氏の著作に「空気の研究」
と言 つやるのかという段階である。
うのがあり、その中で、
日本が太平洋戦

このオヤジはSNSが世界を席巻して

争へ突入するさい、開戦するかどうかの いる状 況を少々疎ましく思っている。
御前会議で、戦争のプロであるはずの 非常に便利で有用な手段が人類の歴
軍人ですら
「あの場の空気では異論は 史上初めて現れ、我々の生活が豊か
言えなかった」
と述べていると紹介して に便 利で快 適に過ごせるようになっ
しかしある邪 悪な勢 力が、劣 勢を
いる。
日本とアメリカの軍事力の比較を た。
中立・冷静・理論的に分析したうえで開 挽回しようと知恵を絞り、この便利な
戦は不可能であると言えば、
たとえそれ 道具を駆使し、おまけに病毒までも世
が理論的で正論であっても
「臆病者・敗 界中に振りまき、人類の「幸福」を打ち
戦主義者」
とレッテルを貼られるのが分 砕き、暗黒の奈落に突き落とそうとし
この動画＝SNS
かっていたからである。
これもSNSを使っ ていることが分かった。
のおかげで目から鱗がひとつ落ちた。

た新階級闘争と酷似している。
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֚૽֚૽͈̦̫̦ࣽ́͘ոષͅຈ

ུίυτΑȪĲįĺĶྔ૽ȂĹĳĴུȫȂίυτ

ါ̜́ͥȃ

ΑςϋΈȆΦͺȪĶįķĲྔ૽ȂĲĭĳĲĺུȫȃ

̈́ͤͅȂ͏͂শͬۼ̀ဒ̱̹শ

̯ͣͅŅŅŕίυτΑȪĹįĲĶྔ૽ȂĲĭĵĴĸ

͉ͅȂਈͬ༌ͅŚŰŶŕŶţŦ̯̰́͘͘

ུȫȂΡρΌϋΊȜΠȪĳྔ૽ȂĲĶıུȫ͂
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૽എ͉ͅȂ̭̭ड߃͉ȶΑΗȜΘθȷ
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͓͙̀ͥ͂τ͉ထே͈ͤࠫض
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̷̱̤ͦ̀͜ͅઢ̞ࠝ૽Ȃࢺ൮
ĳĻĶı͈ȶ΄̻͇ͭͥ͝ȷ̦ȶഴ৪

ȁŘŘņȪĸĭķĶıྔ૽ȂĶĵĭĶĶĳུȫȂ

ତĳĴĴྔ૽ȷ́ȂȶłņŘȷͤ͢͜ఉ̞͂

łņŘȪĳĲĴྔ૽ȂĳĭĲĲĳུȫȂ̷̱̀ί

̧͉ޥȤȃࣽഽ͉ͼϋΑΗ͈̈́̓

υτΆ͉̞̦̈́ଲ́ٮड͜ခྴ̈́

ŔŏŔ͈ૂ͓͙̠̥ͬ̀͢ȃ

ڒ൰ܿ౬ఘȂŖŇńȪĲĭĲķıྔ૽Ȃ
ĺĭĹĳĲུȫȃଲٮडఱ͈ίυτΑ౬ఘ

● H .たつい

プ ロレス 最 強 説 を 信じ、

ȶŘŘņȷ͈գുഎ̈́ତলȃΙλϋΥ

どちらかというとU 系 。知られてい な い

σഴ৪ତ̺̫̩́̈́Ȃ̷͈൲ْུ

が、実はプロテインを飲んで 密 かにプロ

ତ̩͜ͅޥȃު͉ٮ։̦̈́ͥȂΐλΑ

レスラー を 目 指して いるとか 。1 8 0 c m
以 上という長 身 だ けに 、ウエイトさえつ

ΞͻϋȆΫȜΨȜ͈ΙλϋΥσഴ৪

けばプロレス・デビューも夢じゃない？

ତȶķĭĴııྔ૽ȷ͞ȂΡȆΏȜρϋ
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五輪王者
グレゴリオ・パルトリニエリ選手の
新たな挑戦"二刀流"
リオ五 輪 1 5 0 0ｍ金メダリストの
グレゴリオ・パルトリニエリ選手（イ
タリア ）は 、去 年 8 月ローマで行 わ
れた大 会 の同 種目で、1 4 分 3 3 秒
1 0のヨーロッパ 新 記 録を樹 立 。新
型コロナウィルス感 染 拡 大の真っ
只 中 再 開した 初 の 国 際 大 会とい
う、この予 想 外の舞 台で実 現した
記録に、パルトリニエリ選手自身も
歓 喜しました。そ れには 然るべき
多くの理由があったのです。彼をリ
オ五輪で金メダルに導いた長年の
恩 師 、ステファノ・モリーニ氏に別
れ を 告 げ 、新コーチとスタートを
切って以 来 初の大 会 。そして何よ
り、そのタイムは 実に4 年ぶりの自
己ベストでもあったのです。

この 4 年 間に、パルトリニエリ選
手はリオ五 輪での金メダ ルや、世
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界選手権でのタイトル防衛など、結
果は出ていたものの、記録は低迷。
彼が心理的に最高潮でないことは
周りからも見て取れるようになって
いました。2019年のヨーロッパ選手
権では、1500ｍで3位に。
「何かが
違う」。その感覚が彼を、オリンピッ
ク延期が決まった直後に「コーチを
変える」
という大胆な行動に走らせ
たのです。

東京五輪が予定通り行われてい
たら、環 境を変えるようなことはな
かっというパルトリニエリ選手。
自分
のことを几帳面で完全主義者とする
彼は、練習に100％献心できない状
態に1年も留まることはできないと確
信。新コーチに、アントネッリ氏を選
んだ理由のひとつに、OWSへの愛が
次第に強くなっていったことを挙げて
います。
「僕は 幼 少 期の頃から海が 好き
だったんだ。実際、僕はそこで泳ぎ始
めた。
オスティアにやってくる前、僕は
3㎞でイタリア新記録を樹立したん
だ。13歳か14歳の頃だったかな。そ
れが僕の踏切台となったのんだ」。父
が彼の水泳コーチであったことも影
響しているのかもしれません。12歳
までは平泳ぎを専門としていました
が、彼の道は自由形長距離に定まっ
ていきます。ジュニア時代の最初の
大きな成 功は、1 6 歳で臨んだヨー
ロッパジュニア選手権での1500ｍで
の優勝。続く世界ジュニア選手権で
も同種目で銀メダルを獲得。その時
期は彼がちょうどオスティアの国立
センターに移籍した年で、
ライバルで
もあるガブリエル・ドティ選手（リオ五
輪 1 5 0 0ｍ銅メダリスト）と部 屋を
シェアしながらトップを目指して練習
に打ち込んでいます。

9年間苦楽をともにした、モリーニ
氏から、オープンウォータースイム
（以 下 O W S）を専門とする、ファブ
リーゾ・アントネッリ氏にコーチを変
え、練習拠点もオスティア（ローマ郊
外）の国立水泳センターがら去るこ
とを決断。
当時のパルトリニエリ選手は次の
ように話していました。
「変化が必要
だという結 論に達するのに時 間は
かからなかった。東京までオスティア
でやっていくことは不可能だと思っ
たんだ。不穏な気持ちを抱くように
なって、かなりの時間になり、何ヵ月
も考えていたよ。僕はあらゆる刺激
を失ってしまっていた。意欲のない
状態で練習に向かう日々。
自分自身
に『グレッグ、お前はまだ泳ぎたいの
か？』と自問を繰り返したよ。楽しめ
なくなっていたんだ」。
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その後、彼は順調に成長を続け、
2015年世界選手権1500ｍでは初の
世界タイトル、2016年リオ五輪では金
メダル、2017年では世界選手権での
2連覇。
こうして突っ走ってきた彼があ
る時点でふと立ち止まり、
自分を見直
したくなったとしても不思議ではありま
せん。2018年にオーストラリアに短期
留学したのは、新しい練習方法などを
学び、刺激を得たいという気持ちが
あったからでしょう。
現在、
ローマを拠点とするアントネッ
リ氏のもとで練習に励むパルトリニエ
リ選手は、消えかかっていたモチベー
ションを取り戻しました。彼は、39歳と
若いアントネッリ・コーチについて、
「何
でも話せるコーチ。競泳に関する経験
は少ないかもしれないが、OWSでは名
のあるコーチで、
これは僕が成長し続
けるための刺激になる」
と述べていま
す。一方、
プールで泳いできた選手が
OWSに進出するのはリスクが高いこと
である、
と当初思っていたというアント
ネッリ氏は、
パルトリニエリ選手と過ご
すなか、彼は「決意に満ちた、賢い青
年。
リスクではなく、
モリーニの教えから
得た重要なものに、
さらに加えること
になる」
と確信したと言います。

ように語りました。
「このクレイジーなタ
イムが僕の中にあることはずっと前か
らわかったいたよ。何かが足りなかった
だけなんだ。
僕のトレーニング方はがら
りと変わり、以前とはまったく違ったこ
とをやっている。
もちろんこの結果は人
生を通して行ってきたすべての努力
の成果だ。
でもこんなふうに楽しめた
のは久しぶりだった。
メンタル的に非
常に疲れ、すごく苦しいときもあった。
水泳を楽しめず、
すべてが重く無理や
り自分を強いて行わなければならな
かった。
でも今、僕は自分がやることを
楽しんでいる。再び刺激を見つけ、
こ
んなふうに進んでいきたいと思ってい
る」。
こうして、新たに『魂』
を取り戻した
パルトリニエリ選手は、次のように述
べています。
「プールでの800ｍと1500ｍのレー
スは変わらず必須だ。
でも、海でのレー
スも同じように重要だ。僕の野望は減
少するどころか増加しているよ。今年
行われる東京オリンピックでは、3つの
金メダルを目指したい！」
"26歳で革命を起こす" 新たな魂に
火をともしたパルトリニエリ選手は、
2ヵ月後に迫った東京で、複数の金メ
ダルを狙います。
プールと海での二刀
流。彼の泳ぎにはぜひ注目です！

（冒頭での）1500ｍでの自己ベスト
更新のあと、彼は興奮した様子で次の
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文：ブランドスタイリストKimiko
写真：Akira Takahashi

目立たない学 生 時 代から尖った
秘書時代を経て、
「心のゆとりを大
切に」
と講演するゆかりさんの、こ
れまでとこれからのSTORY。

STORY

Vol.42

「降りてきたことを機嫌よくこなす」
Proﬁle

奈良県生まれの関西育ち。夫、娘、柴
犬の4人家族。人材育成・講演講師、
著者。2021年5月に2冊目となる
「自
分も幸せ まわりも幸せ 上機嫌に働く
67のコツ」
を出版。

今蔵 ゆかりさん
（Yukari Imakura）

https://ysroom.biz/
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ゆかりさんの 存 在を知ったのは
2012年。家庭を持ちながら軽やかに
働く女性像に憧れこっそりフォローを
始めました。関西人的ユーモアをお
しゃれに発信し続けるゆかりさんに、
大切にしていることを伺いました。

を送ったのも途中で3〜4ヵ月ほど休
憩しながらだったと言います。
とても
わかりやすく聞き取りやすい話し方
は 、さすが の 講 演 講 師 。これまで
5700社以上の企業にて、セルフマ
ネジメントやコミュニケーションスキ
ル、時短力、整理力などを伝えていま
す。けれど、会社員時代を知る人た
ちからは「あんなに尖ってたのが、人
前でしゃべるようになるなんて！」
と言
われる変貌ぶりだそう。

「目標を立てないのが目標です。ふ
わーっていくのが得意で、降りてきた
ことを機嫌よくこなすこと。やりたい
と思ったらやるけど、気分が乗らへん
ときもあります。執着するのと諦めが
「秘書時代はギスギスしていて、
自
肝心。あとでもいいと先延ばしせず
片付けましょう。きょうはどっちかな。 分が正しいというのが強くて勝気で
した。時間がないのも会社のせい。
いつもふたつありますね」。
社長へのリスペクトはありながらも感
とゆったりと語ります。書籍の出版
謝の気持ちももたず、狭い世界で慌
を実現させるため、150通の企画書
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ただしく仕事をし、辞めてやる！ で退
職しました。今、誰に向けて話したい
か、
と問われれば当時のオマエサン
ですね(笑)」
それが、中学時代まではおとなしく
て印象の薄い生徒だったというから
驚きです。中学3年生の受験を目前
に母親が急逝し、2年後には父親が
親戚と再婚。悲しくやりきれない感情
と、取り乱して父を困らせないように
という思考のふたつが葛藤し、勝気
になったのは自分を鼓舞していたの
かも、
と振り返ります。
感情と思考のバランスのことを独
特な言葉で説明します。
「腹立つわー！
と感じている自分と、腹立つよなぁと
同意する大人な自分。大人な存在は、
これでいいのだ、
っていう上機嫌の玉
でこれを大きくしていくんです」
と。
「か
と言って、わたしめっちゃいい人じゃな
いですからね！ 腹立つときもある、文
句も言う、いけずな人には返します
よー。前はキーッとなってたけど、もう
気にしなくなったのは酸いも甘いも学
んだからかな。もしかしたら究極の自
己チューかも(笑)」

ブランドスタイリスト

Kimiko

シドニーを拠 点 にするブランドスタイリス
ト・フォトグラファー（Joidea代表）。世界的
大企業でのグラフィックデザイナーを経て、

身を飾っても心を飾らず、良い人
ぶることもせず、面白いことを見つけ
るのが好きと話すユニークなゆかりさ
んの周りには、上機嫌な風が流れて
いるようです。
074

ブランドの「あり方」や「望む未来」を表現す
る独自のビジュアルブランディングを確立。
グ
ロー バ ルに活 躍する起 業 家 から支 持を得
て、日本やアジア、
ヨーロッパでも活動中。

https://www.joidea.com.au/
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̜̹͈͉̈́ࣸఱસຳ̳̥́ȉ
先日一緒に住む母が腰の痛みを
訴えたため、
レントゲンを撮ったとこ
ろ、骨粗しょう症性破裂骨折（burst
fracture）
と診断されました。認知症
も患っているため覚えていないよう
ですが、転倒したのだろうとのことで
した。6ヵ月に１度Proliaという骨粗
しょう症の注射を打っていましたが、
残念なことに今は歩行が困難となり
ました。老人の転倒には気をつけな
さいという世間一般のアドバイスを
もろに感じている今日この頃。骨粗
しょう症は直接的に命をおびやかす
病気ではないのですが、骨折から要

介護になるパターンも多く、骨折が一
度起きると次の骨折が起きるリスク
が高まり、最後はくしゃみでも折れて
しまうこともあるという恐ろしさがあ
ります。
さらなる事実として母から娘
への骨密度の遺伝は6割に及ぶとい
う研究結果が出ていると知り、
じゃあ
私も？娘にも？と調べれば調べるほど
もっと早くから意識していればと後
悔が。
ということで今回はこの骨粗
しょう症についてお伝えしたいと思い
ます。
骨粗しょう症とは？

骨が構造的にもろくなって骨折し
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ことも大事です。時間がない方は自
宅で片足立ちを1日1分するだけでも
予防の効果があるといいます。

やすくなる病気です。最も多いのが背
骨の骨折で、短い筒状の背骨がつぶ
れることによって起こり自覚のないま
まひとつ、2つと連鎖的に骨折してい
きます。
この結果姿勢が悪くなり、内
臓への悪影響が出ることもあります。
骨粗しょう症はどんな人に多いの？

骨粗しょう症は、閉経後の女性に
多くみられます。骨粗しょう症による
骨折を起こしやすい人としては、
「や
せている」、
「ステロイド薬を使用して
いる」、
「家族に骨粗しょう症の人が
いる」、
「喫煙や飲酒の習慣がある」、
「運動が苦手」、
「日光に当たらない生
活をしている」、
「乳製品や青魚、豆
腐などをあまり食べない」などがあげ
られます。過去に過度なダイエットを
したことがある人も要注意です。
予防するには？

カルシウムの摂 取が 特に重 要と
言われていますが、カルシウムの吸
収を助けるビタミンＤ、骨が作られる
のを助けるビタミンK、さらにタンパ
ク質、ミネラルなどさまざまな栄 養
素を摂取することも大切です。

ũŵŵűŴĻİİűŢŵŪŦůŵŴįŦŪŴŢŪįūűİŰŴŵŦŰűŰųŰŴŪŴİŰŴŵŦŰűŰų
ŰŴŪŴĳįũŵŮŭͤ͢

骨は毎日少しずつ生まれ変わって
います。放っておけば加齢とともにそ
の新陳代謝が衰えて老化しますが、
生活習慣次第で食い止めることは可
能です。人間の骨密度は40歳を過ぎ
た頃から減少し始めるそうなので、過
ぎてる！と思った方はぜひ食事に気を
つけて毎日散歩！ 定期的に骨密度の
検査をしてみてください。
いつか来る
老後を楽しく迎えられるために。
profile:ၖġ
ĩŰŬŢŤũŪųŪŮŢŨŪŤŁĵźŰŶūűįŤŰŮġĪ
ུతहಎͅঊ̧̀̽̈́͜ͅࢡͬࢊם̻̹ͅރ
̞̹̞̞̠ͣ͂ே̞̥ͣΙςζΐΛ·̞̠͂
͈ࢊםζΐΛ·ΏοȜͬםٛდޗ͞༗֗Ȃဘ
౽Ȃ̠࣐͂͂́̓̈́͜ͅࢷڠȂͼαϋΠȜ
ΟͻΥȜΗȜ̱͂̀۾ࢊםႲ͈ͼαϋΠ͞ঊ̹ރ
̻ͅྪ̥͚̹͈ͬ̾͛ȜΙϋΈڰ൲࣐̞ͬ̽̀
̹ࡓུहਯ͈࠲ࢫΗ·ȃĳıĲĹාĵͤ͢ز
́ΏΡΣȜͅ࿗ͤ૧ͬڰΑΗȜΠȃĹා͈
ུ̧͈̹̩̜̦̽̈́̈́́ͤ͘ࢊם́ڰΛȜ
௳ঊֳ͂ಐ૽͈ྲͬ̾ĳ͈༦ȃ

我が家はビタミンDをサプリで補っ
ていますが1日20〜30分太陽の光を
浴びるだけでビタミンDは体内で生
成されます 。ですから日光 の 下 で
ウォーキングなどの運動を毎日続ける
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̹̀͘၂̳͂ȃ̭͈ͦ߫ͤ༐̱Ȋȁ̹̺̱
Ά̦ͬਚ̧̱̠̽̀̀͘ાࣣ͉Ȃ
̱̥̽ͤ;ϋΠΘ;ῢ̱Ȃೲஜ
̹͘ͅΏλ·ς̳ͼιȜΐȃڰ͈ذ
̦̞ࣞশ͉ܢΏλ·̞̽̀ͥडಎͅ
̩̭̜̳̦̽̀ͥ͂ͤ͘͜Ȃ͕͂ͭ̓
̦έȜσಎͅΨͼΠȃ͈̈́́Ώλ·̽
̥̀ͣέȜσ̵̧̯̦ͥ͂ਹါ̈́Η
ͼηϋΈȃࣽٝ೦̹ͦͼ̹̻͉̳͓
̀έȜσಎ̱̹́Ȋȁಎ́͜ͺςͼ
͉ఘࣞ͂ਹၾ̦̜͈ͥ́Ḁ̥̹̑̽
ͥͅۼΡρΈ͈͂إΈͼȡϋȂΈͼ
ȡῧඅခ̧͈༷̦֨डࣞȊȁ೦̽̀
̞̱ڢȂ̷̱̀ͤ͢ة͓̠̞̀͘ȊȊȁ೦
ͤ૽̺̫͈අࡀȂঢޭ૧̈́ͼঁ̱
͉ক̨̳ͥȊȊȁ͜ذਞͩͤȂͅͅၵ
̧̱̩̹͈̈́̽̀́Ȃତ೦̵̧͉ͤ́͘

̦ͭȂͼ͈ͼΒ͉ષ̧̦̞̽̀̀͘
̳Ȋȁ̭ͦ́͘ઁ̱δ̞̹̽̀ͬ৾
ͤ࿗̳͓̩ȂΆϋΈ̭̥ͦͣಫͤ͘
̳Ȋ̹͘ͼঁ̱͓̹̞Ȥȃ͉̹́͘Ȋ

ŌŦŪŨŰ
೦ͤႤĳĶාȃήρΛ·ΨΑ̥
ͣσͺȜͅවͥȃ·υΘͼͬσ
ͺȜ́೦̞̹̦̽̀Ȃ̺̺ͭͭ
̽͂͜ఱ̧͈̈́ͬ͜೦̹̩ͤ
̈́̽̀Ȃٸဢ̥͈̀ͣࣽͅ
ΑΗͼσ͒ȃ̤̥̽͋ͤȪ̥܅
͈ͣ೦ͤȫ̭̩ͬ̈́͢Ք̳ͥ೦
͈ͤ་ఠȃ΄ΙϋȆΏοͺσ
ͺȜ߳౬ȸଽᅠȹ଼ͬࠫಎȃ

ȇŬŦŪŨŰŠŵũŦŠũŪųŢŮŢŴŢŬŢŪ
ġ

ȇŬŦŪŨŰŠŵũŦŠũŪųŢŮŢŴŢŬŢŪ
ĻŁŬŦŪŨŰŠŴŢŵŴŶŮŢ
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͈ࣽΞȜζȇȁ

ؚུ̦̯ͭ͐
őŢŨŦ
ĲĲĶ

̤߄͈̭͂Ȋ

୯ȆಡಇȆൎ͈ஜͅġ
 ಡಇ ൎ ஜ
̯̫̞ࣽͣ̈́
̤߄಼ུ͈ܖ

ˍˌྔ̥ͣই͛̀ॲͬˎˌˌ̳ͥͅ
߿଼ಿڼൎġ
ಠ৪ȇಿനংġİġๅ২ȇέτΑΠๅġġ

ಠ৪ȇஂ౺ঊİाུիঊġİġ

ڒثȇĥĴĸįĺıġİġιϋΨȜڒثȇĥĴĵįĲĲġ

ๅ২ȇȁಱ૧ๅġġ
ڒثȇłĥĴĲįĵıġİġιϋΨȜڒثȇĥĳĹįĳķġ

サラリーマン投資家という利点を逆手に

「 稼ぐ 」
「 使う」
「 貯める」
「 納め

取って、
プロとは別の土俵で投資をしてい

る」
「増やす」e t c … 。お金を機 能

く
「小型成長株投資」。成長株投資といって

別に章 分けし、一からおさらいで

も、もちろんリスクがないわけではないが、

きる実 用書。スタイリッシュなイラ

その企業が成長し続けるかぎり、当たり前

ストやインフォグラフィックを使 用

ですが、株価は上昇する。
その見極め方は

して 、誰 に でも わ かるように 解

何なのか、そして、投資し続けることによっ

説。お金って何だろう？から年金、

てどのように資産をつくるのか。本書では、

納 税 、仮 想 通 貨まで。寿 命 1 0 0

10倍株の見つけ方から資産2000万円を

年 時 代に対 応する、お金の教 科

つくる具体的な方法まで、サラリーマン投

書最新版。

資家だからこそできる手法を解説していく。
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ུ൚͈ুဇͬͅවͦͥ
̤߄͈ఱڠġ

ଲ߄̤͈ٮ̻̦க̳ͥ
̤߄͈௩̱༷͞ġ

ಠ৪ȇၰɗςαఱڠಿġİġๅ২ȇಱ૧ๅġġ

ಠ৪ȇࣞޘΘϋİ࢜५ġİġๅ২ȩ̥̑ͭๅġ

ڒثȇĥĴĶįĸıġİġιϋΨȜڒثȇłĥĴĳįĲĴġ

ڒثȇĥĴĶįĸıġİġιϋΨȜڒثȇĥĴĳįĲĴġġ

生活・仕事・老後のお金の不安を

毎日2ページ読むだけでお金の教養

減らし、自由に生きるためのノウハウ

が身につく
！日本と海外の投資・経済

が ぎっしり! 累 計 再 生 数 2 億 回 !

を知り尽くした人気ナンバー１の投資

YouTubeチャンネル登録者数116

系ＹｏｕＴｕｂｅ
ｒ、待望の初著書！ グロー

万人! 日本一わかりやすいお金の教

バルと日本の投資・経済を知り尽くし

養チャンネル「リベ大」の誰も言わな

た著者が8つのテーマで
「世界のお金

いけど、やれば人生が変わる『お金

持ちの資産形成術」
を丸裸に!

の勉強』超実践型バイブル!
Ⱥਯਫ਼ȻThe Galeries Level 2, 500 George St., Sydney
ȺTelȻ 02-9262-7996
࣭ඤķĵഝ༘Ȃ٬ٸĳĵഝ༘ͬജ̳ͥٳུडఱ͈ഝΙͿȜϋȃȜΑΠρςͺ
͉́ĳııĴා̥ͣΗ;ϋγȜσפཌྷͅධݩडఱ͈ഝ༘ͬࢹ̢ȂဢȆಎȆ
გ͚ͬ܄Ĵıྔॗ͈ୠहࡩ͂Ȃఈ͉́ͅව̩̞ͤͅཔߓͬ৾ͤఁ̢̞̀
ͥȃ୭͈ͺȜΠΆλρςȜ͈́υȜσͺȜΞͻΑΠ͈ैജা͞Ȃಠ৪ͥ͢ͅ
ͼϋٛȂηΛ·έϋ͈̹͈͛ͼαϋΠ̈́̓͜ٳट̱Ȃ૽ਅȆාႢͬ࿚̴ͩȨŌŪůŰȩ
͈Քઠ̱̞́ͦ̀ͥ͘ȃ
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୶ȂΟΎͼϋ͈ॽম͜࠳͇̀
ːฑĶ́ΏΡΣȜ͒ȃ૽͈ಿ
ݻၗഢƥஜ̥̥͈ࣣͣ̈́ͤܨ
̞͂ͼιȜΐΠτȜΣϋΈ଼̱̹ͬ
̜̀̽͜ضȂ༌ൽķশۼͬଷ
෦ȃഢ̦ߎ͂࡞̧̹̽̀জ͜
ߎ࣪ͅ߃̞̲̹͂ۜ؉
໘ĲĲıı΅υ͈ၫȃ͉ࣽٝྲ͂
ĳ૽ၫȂ༦̦̥̞̱̈́ͤྨݳ
̈́ྲ͉Ȃজ̦ڠ͈ࣼͅࢡ̧
́ಶ̞̹̀ςϋΡΨȜΈ͈ެͬบ
̹́ͅै̩̫̥ͥ́͘إȃ
͉͂ڢإະএ݈͈̈́́͜Ȃ̯͘

ͅಶ̞̞̹̀൚শ͈ࠊ̦൮ͬ
ߐ̫ͥȃ̤̥̬̭̳́ͥͤྨݳ
̩͂̈́͜ȂྫমͅΏΡΣȜ͒ൢȃ
ࣞ௸̤̹ͬͤͣȂ̠̳̪͜࿒എ౷
ͅൢȊȁএ̞̹̽̀ͤ͢۰ౙͅ
̞̹ͤ♩̹̞͂́ͭܔ୶ȂΧ
ͼ;Ϳͼ̹ͬࣛͤ͂এ̶̹̽ͣ̈́
̥̩̱̈́̀ضಿ̞ΠϋΥσ͒ව̽
̱̹̀̽͘Ȫઢȫȃ̺̞͐ਔͤͬ
̱̀Ĵı͕̓ဒͤͅྸ̞̈́
̦ͣ૽͈ಿݻၗഢͬྫম
ͅਞၭ̱̹ȃ

①

②

③

④

⑤

⑥
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⑦

⑧

ȁːฑĶ͈ΏΡΣȜతहȃངͦ
̹͍ͥͅ૧̱̞࠺̦̓ͭ̓ͭ
࠺̞̱̀ͣͦ̀ͥȂΠρθͤ͜ই
̞̹͛̀ȃനৡ͉̥̥͓́̈́̈́
̭͈̞ͥ͂̈́ྙ̱̞๑ྀ͜
̹ͣ͏̩͓Ȃॽম͈̞͉̈́
૽͂΅λΛΙͺΛί̱̹ͤྲ͂ͺȜ
ΠΆλρςȜ࣐̹̽͜ͅȃુഎ

⑨

̈́ˑͬۼਞ̢Ȃఱྖ௷́έȜ
θ͒ܦȃൢ̱̳̪̀ͅȂྲ͉
෯͈ଲდ̱ͬȂ̷͈ࢃ͉૩́࿐̭
ͤैުȃസٛ͂നৡȂ̹̩̽͘༆
ଲ͈̾ˎ̠͈̈́͢ٮાਫ਼ͬၰ༷
ࠐࡑِ̧̦͈́ͥزঊ͉̻̹ރȂ
̓ͭ̈́ఱ૽̞̩͈̺̈́̽̀ͧͅ
̠ȉ̺͙̱͂ڢȃ

͈ܱࣽٝম͉˕ཿ͈ৢ૯͂͂͜ͅέȜθ͈ુͬત̱̞̭̠ٚ̀͂এ̠ȃ
ӱྲ͈෯ȂιΛΠ͈౯ฯȃȁӲྀා̭͈শ͉ܢঊ̻̹֚͜ރͅຼ́ै
ͤȃȁӳ̮߃ਫ਼̯͈ͭࡂȂ୨͈ͤڼಎ̥ͅة̧ͬอࡉ̱̹̱̞ͣȃȁӴတ༷
̤८༜͈໓ࠊȃȁӵزऴ͈͂χι̻ͭ͝ȃȁӶ̭͈শ̦૽͉ܢਬͦ͘
̤͊ࠨ͈ͤ͘δϋέͼμȜȃȁӷ̦ܲͅκȜΗȜΨͼ·͈༷ͤͬഥȃ
ȁӸ̤ႋ̯͈ͭົ౷ඤ̜ͥͅΘθ́ဋ̺ͭȃȁӹِ̦ˌˎ̞ͥͅز൮͕͈̓
ဧ͈̠̻͈̦֚ၛ̩̀̈́̈́ͤȂঊ̦ోރ̱̀ͤܙഞ̽̀ͥအঊȃ
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人を動 か す ション
コミュニケー
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ステップアップ

今月でオーストラリアに戻ってきて
から３年が経ちました。最初の１~２年は
自分の仕事や家族の生活環境を整え
ることであっという間にときが経ってし
まいましたが、最近は少し時間に余裕
があるように感じます。
リモート・ワーク
が増えたということもその要因のひと
つだとは思いますが、それ以上に自分
の将来について考える時間が増えた
ことが大きいと感じています。私はプ
ロフェッショナル・サービス部門に所属
しているので、基本的にはお客様のオ
フィスで仕 事をします。それはリモー
ト・ワークでも同じで、顧客のプロジェ
クトで同じように一緒に働きます。そ
のため、最後に自社のオフィスに行っ
たのは１年以上も前だと思います。オ
フィスに行かなくてもオンラインで全
部の手続きができてしまうため、必然
的にオフィスに行く回数が減ります。

あるように聞こえるから、
日本人だとは
思わなかった」
と言っていました。
自分
では日本人の英語発音だと思ってい
るので、
どこからフランス訛りが入って
きたのかまったく分かりません。もしか
するとスペイン語を勉強していること
と関係あるかもしれません。
マルチカルチャルなオーストラリア
ではバックグランドを持っている人が
多く、
自分が日本人であることを強く感
じます 。そして日本 気 質を持ちつつ
オーストラリアの少し緩い雰囲気を取
り込めればちょうどよいオージー・ジャ
パニーズになるのかな？なんて考えて
います。

また最近のプロジェクトで、“リョウは
ローカルの人？それとも他の国から来
たの？”とよく聞かれます。例えば、
この
前にアメリカ人のデータ・サイエンティ
ストが「リョウの英語にフランス訛りが
084

そこで今月の Call to Action! では
サッカー日本代表・長友佑都氏の「日
本男児」から“サムライ”と呼ばれ畏怖
られた日本人の絶対にあきらめない心
を学びたいと思います。
長友選手は華やかな他の日本代表
選手とは違い、地道に自分を磨いてき
た感じがあります。その証拠に明治大
学時代も初めはケガと闘い、
あまり表
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舞台に出ることはなかったのですが、 を変えるのだと考えています。
サイドバックに転向してからわずか５年
では、
また来月
！
でインテルに入るという驚 異 的な飛
躍を見せました。著書でもこのように
今月の格言:
言っています。
"Live as if you were to die
tomorrow. Learn as if you
were to live forever."
す べては
(明日、
死ぬかのように生きよ。
そして永

一 歩 一 歩 、階
段 を 昇 るよう
に 、ス テ ッ プ
アップしてきた
結 果 だと考 え
ています。チャ
ンス に 向 か っ
てジャンプし、食らいつき、絶対に離さ
ないための準備を毎日やっている。た
とえすぐにはうまくいかなくても、努力
した時 間は無 駄にならないし、その
努力が活きるときは必ず来る。努力は
裏切らない。大きな目標を設定し、そ
こへ 向かうための道程を逆算し、今
日やるべきことに100%で取り組む。今
日頑張れなければ、明日はない。

遠に生きるかのように学べ。
)
Mahatma Gandhi (マハトマ・ガンジー)
४ચࡃȆͼΠȇ

ུ
ಿസ
ũŵŵűŴĻİİŸŸŸįŬŪůŰŬŶůŪźŢįŤŰįūű
İŧİťŴŨĮıĲĮĺĸĹĵĶĺĲĲĴĶĳĶĺ
ŜಠͼΠŞ

σΗΞͻήȆήυΈ
ĩؖၵٚ͂ġŔũŢŭŭġŸŦġťŢůŤŦŀĪ
ũŵŵűĻİİţŭŰŨŴįŪŵŮŦťŪŢįŤŰįūűİųźŰŴŢůİ

͈֚θΏ͜ͅࡼ͈ΗζΏͼġ
ࠝ২
ũŵŵűŴĻİİŸŸŸįţŶůŨŦŪŴũŢįŤŰįūűİţŰŰŬŪůŧŰİ
ťŦŵŢŪŭİĺĸĹĮĵĮĳĹķĮĲĹĸĶĺĮĵįūŴű

ಠ৪ίυέͻȜσ

ؖġၵٚȪġςο;ΑΉȫ

私もこの考え方には大賛成で、今日
準備できないなら明日を100%で迎え
ることができないと考えています。そ
のため子供たちの「明日にやる」や「後
でやるから」
というのが大嫌いで、
「今
できるなら今やれ！」
とつい言ってしま
います（最近は心のなかで叫ぶように
していますが）。今日という限られた時
間内で明日、今週、そして今月のため
にどこまで努力するかが人の成長率

őŦŨŢŴźŴŵŦŮŴȁΏΣͺȆΏΑΞθȆͺȜ΅Ξ·Π
ȪőųŰŧŦŴŴŪŰůŢŭġŴŦųŷŪŤŦİńŰůŴŶŭŵŢůŵȫ

ĲĺĺĺාͅχȜ΅ϋΈγςΟȜ́ြࣧȃ
ŖůŪŷŦųŴŪŵźȁŰŧȁŘŦŴŵŦųůġ ŔźťůŦźͬުࢃȂࠏ
͂ٸࠏ͈ၰ༷́ŊŕϋΐΣͺ̱͂̀˔ාΏ
ΡΣȜ́൱̩ȃ̷͈ࢃȂུ̱࣭ͅܦུŊŃŎ
͈̈́̓ٸࠏ̯́ͣ̈́ͥࠐࡑͬୟ͚ཌྷͣȂ২
࣓ٛࡃ͞ൎ͈̈́̓ίυΐͿ·Π͜ͅփဳഎ
৾ͤͅழ͚ȃठഽΏΡΣȜͅြ̱ࣧȂ࡛ह͉ͺ
ίςΉȜΏοϋࢹಃϋσΗϋΠȆٳอ̱͂̀
৽ͅଽຸ͞߄ဏ͈߸۾ίυΐͿ·Πͅࠈͩͥȃ
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ΑΠςȜΠΘϋΑࠏYoutubeΙλϋΥ
σඅਬȊȊ
世界の流れを完全に狂わせた新型コ
ロナウイルス。
ステイホームや自粛生活
によってさらに増えたのがやはりこれ、
ユーチューバー！ 誰もが自身のチャンネ
ルを持っている群雄割拠な時代で、
スト
リートダンス系のチャンネルも頑張って
います！ 今回は僕がお勧めする面白くて
ダンサーのことがよく分かるチャンネル
を紹介します。ぜひみんなにもダンスの
楽しさを感じてほしいと思います！

だなと感じさせられる愛に溢れた動画
をぜひご覧ください！
https://www.youtube.com/user/TheFncTV

ȶFISHBOY DANCE CHANNELȷ

ストリートダンス全般をコンテンツに
した元世界チャンピオン、
「フィッシュ
ボーイ」のチャンネルです。有名人との
面白いコラボ企画や熱いダンストーク
を繰り広げる対談などストリートダン

ȶFLAVA JAPANȷ

サーの性格や悩みなどが垣間見れる
これもお勧めのチャネルです。オリエ
ンタルラジオのあっちゃんを兄にもつ
彼のトーク力が光ります。

日本を代 表するブレイキンクルー、
「Found Nation」のチャンネルです。

https://www.youtube.com/channel/UCque
hM-PPlJy2bB3Fw_A3Qw

ユーチューバーらしい王道の企画とダン
サーにしか理解できないようなニッチ

ȶRAB ςͺσͺ΅ΨδȜͼΒȷġ

な企画を両方併せ持つ、
ダンサー以外
の方にも大変お勧めなチャンネル。仲
間とブレイクダンスが本当に好きなん
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ブレイクダンスxオタクを掛け合わせ 「N o r i」のチャンネルです。ダンスの
て爆発的な人気を集めたリアルアキ

話は 少なめですが、
トップアスリート

バボーイズのチャンネルです。ダンス

が実際に行っているトレーニングを紹

のレベルは世界レベルなのに本当にア

介してくれる動画なので、ダンサーだ

イドルやフィギュアに命を注ぎ込んで

けではなく多くの方に見ていただける

いる異種目の融合が彼らのチャンネル

内容になっています（たまにダンスの

から見ることができます。

話もあります）。YouTubeの売り上げ
をすべて寄 付するという公 約をあげ

https://www.youtube.com/channel/UCMm
O8fiv0J34qc0qIO6t31A

ている熱 い 男 の 熱 いチャンネ ルを
チャンネル登録して応援してあげてく

ȶτΛΜΌȜBREAK̯ͭȷ

ださい！
https://www.youtube.com/channel/UCSm
L0WsphOnxLcXV6UQtpYg

サムネイルにある通り、
ブレイクダン

今回はこちらの５つのチャンネルを

スを2人のトークで深堀していく、だい
ぶマニアックなトークチャンネルです。
ブレイクダンサーがたどり着いた疑問

紹介させていただきましたが、
もちろん
他にもたくさんあります。
ストリートダン
スに関わらないとあまり見ることのな

や、ダンサーあるあるの悩みを個性あ

いニッチなダンス系チャンネルです

ふれる2人がぶった斬ります。個人的

が、
こういった場所から少しでも多くの

にはとても大好きですが、
ブレイクダ

人の目に止まってダンサーやダンスの

ンスを知らない人には専門 用語が多

ことを理解してくれたら嬉しいです！

すぎて「？？」が飛び交うチャンネルか
もしれません。

ŉŪťŦţŰŰ

https://www.youtube.com/channel/UCfXopOfx2rVGDdmEm8_NPg

ŅŢůŤŦŬŰŰŭġŔŵŶťŪŰ

ུྴȇߦਜຳ
ŉŪťŦţŰŰıĸĳĲŁũŰŵŮŢŪŭįŤŰŮ

ıĵĲķĶĲĲĺĶĲ

ȶATHBO TIMEġͺΑδΗͼθȷ

ũŵŵűŴĻİİťŢůŤŦŬŰŰŭįŤŰŮİ
ōŦŷŦŭġĲġİġĺĴġŃŢŵũŶųŴŵġŔŵġ
ŔźťůŦź
ĩōŰŤŢŵŦťġłţŰŷŦġőŢŵŢŨŰůŪŢĪġ

ĳııĵා͈ြࣧոࣛȜΑΠρςͺ͈̜ͣͥ͠
ΗͼΠσུ̧͈̱̹ͬ̀͜ͅ૽ΘϋȜȃ
࡛ह͜ίυΘϋȜ̱͂̀ڰ൲̱̦̈́ͣͼα
ϋΠٳट̈́̓ၔ༷̱͂̀ΑΠςȜΠΘϋΑ͈ຽ
͜ͅݞႁͬවͦͥȃఉ༷࿂͈ͼαϋΠ͜ͅ४
̱حΏΡΣȜ́ఉఱ̈́ͬޣגဓ̢ͥ૽ȃ

世 界トップレ ベ ル のビ ーボ ーイ
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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、
クラブパーティーにも行
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！
今回ご紹介させて頂きたいのは、
カ
リフォルニア・ベイエリア出身の女性
ラッパー・Saweetie（スウィーティー）
が、
同じく女性ラッパーのDoja Cat（ドー
ジャ・キャット）
をフィーチャリングで迎え
た「Best Friend」で決まり
！ 2018年に
デビューし、2019年の楽曲「My Type」
で、
トップアーティストへと大ブレイクし
たスウィーティーと、2021年グラミー賞
で、最優秀新人賞、最優秀レコード賞、 回以上を突破！ 毎週クラブでも定番
最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞 必須！て言えるくらいの人気曲となって
と、3部門ノミネートされた、
ドージャ。
いる。
さらに、4月2日にリリースされた、
同曲の「EP・Remix」バージョンでは、
日
親友同士の２人が、女性の美しさ、
本のトリリンガルラッパー・ちゃんみな
成功や独立心などを称えた、最高に
と、韓 国のシンガーソングライター・
気分を上げてくれるパワフルソングな
Jamie（ジェイミー）の２人も参加。英
のだ。カナダ のコメディアン・K i n g
語 、日本 語 、韓 国 語を交えた「 B e s t
Bach(キング・バッハ）も出演している
Friend」
は、
これまたテンション爆上が
MVは、
ファッション性も高く、1月のリ
りでリピート再生中。
こちらもぜひ！
リースから４ヵ月で、再生回数は、
１.2億

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
でお願いします。

Instagram：ginger.1003

https://www.mixcloud.com/Chiemin/
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によって前後するする場合がござ

Ayumi Mizoshiri

います。

Designer
Web Developer

先日の母の日、
お花屋さんの親友か

方がよっぽど効果的。五輪開催まで2ヵ月となった日

らは、恒例の綺麗なお花を届けてもら

本。開催については賛否両論ありますが、やると決

リーダーシップを見せ、誰もが納得で
い、親子共々、心が温かくなりました。 めたからには、
きるような大会を実現してほしいです。(Yumi)

ありがたや〜。
そして、
「コロナだから、
プレゼント選
びがなかなか難しい…」
という感覚の2年目を迎え

新型コロナウイルスの影響を受

ました。お洒落好きな母は、
「綺麗にしてもマスク

けたことで昨年の4月から印刷での

だし、お洒落しても来ていくところがない」
とのこと
です。確かに。片や私は、情勢変わりなく、ゆるゆる
ジャージLOVE！な日常です。早くまた、キラキラと着
飾った母がお出かけしている姿を見たいなぁ〜と
心から思います。
（Chiemi）

発行からデジタル発行に切り替え
て、気がつけば1年が経過しました。
いまだに課題
はありますが、
『紙から抜け出す』
という大筋の判
断はこれでよかったと、1年経ったいまでも心変わ
りはありません。一方で、セカンドキャリアである撮

オーストラリアにおけるコロナ感染がほ

影の仕事の幅がすこし広がり、
フード以外の依頼

ぼなくなり、通常通りの生活を送られるこ

なども舞い込むようになると、ありがたいことに昨

とに感謝する今日この頃。先日は長男の

年末くらいから、適量を超えはじめ、忙しさのあまり

サッカーチームファミリーとともに、サッカー

会社にとって大切なことに目を伏せていました。簡

のシドニーダービーを久々に観戦しに行きました。2

単に言えば、経営15年目にして恥ずかしいことな

万人を超える観客数であったにもかかわらず、
マス

のですが、製作物に夢中でチアーズでのマネタイ

ク着用者はほぼゼロ。体温を測る人も、ハンドサニ

ズをすっかりないがしろにしていました。必要以上

タイザーを提供する人の姿もなく、パンデミック真っ

のお金が追えないのは、経営者として致命的で

只中というのが信じられないような光景でした。人

す。結果的にマンパワーが足りていないので、編集

口も密度も違うので、他国と比較することはできな

後記に書くことでもないのですが、まずは営業ス

いかもしれませんが、ＷＨＯよりも先にパンデミック

タッフ、そしてデザイナーもしくはライターを各1名

宣言をし、
どこよりも早く2週間の隔離システムやコ

づつ募集します。
オフィスはこの時世には贅沢な固

ンタクトトレーシング、
ロックダウンを導入したオース

定経費として位置付けて排除しましたので、基本

トラリアに脱帽です。
「時短営業」や「自粛」
をお願

的には無限ワークフロムホームでの仕事になりま

いするよりも、
スコモのように、
「私だってパブでビー

す。
ちなみに20代半ばの経営に興味のある方でも

ルが飲みたい、
だから規制を守ってください！」
という

応募可です。
（usk）
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