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　早いもので、現役員の任期も９カ月が過ぎて残
り３カ月となりました。この1月～3月の出来事に
ついてご報告しつつ感想を述べます。

　会長として新年事始めは1月22日にホーズウェ
ルパークで行われた多民族協議会ピクニック会
議でした。ジャパンデーのポスターを持参したと
ころ、各民族団体のリーダーが進んで持ち帰り積
極的に宣伝すると言ってくれました。各民族団体
にとって、ジャパンデーはエスニック・コミュニティ
が何をなし遂げられるかのお手本になっているよ
うで、日本人コミュニティへ敬意を表すとともに、
移民コミュニティ全体の誇りだと感じているよう
でした。
　1月末には領事館主催のJETプログラム帰国
者歓迎会に出席しました。ここでもジャパンデー
の告知をしつつ、JET参加者が日本でお世話に
なった恩返しに、日本の先生を語学研修に招聘
することができないかという夢を語りました。
　２月は震災メモリアル。今年は震災の犠牲者
185人の名前を刻んだ「追憶の壁」の完成披露
を兼ねて国の式典として盛大に行われました。私
は参列できませんでしたが、嶋崎副会長と中西華
麗(カレン)さんが日本人犠牲者28人の氏名を読
み上げました。
　2月26日には、オークランドで開催されたジャ
パンデーを視察しました。私にとって初めての
オークランドジャパンデーでしたが、会場と参加
者の雰囲気や流れ、特に来賓の対応が参考にな
りました。来場者数は６万人だったそうです。
　３月はもちろんカンタベリージャパンデーです。
今回のジャパンデーは好天に恵まれ、多数の来
場者を得て大成功のうちに終了することができま
した。来場者のカウントは１万４５００人で、昨年
とほぼ同じですが、関係者の多くに「昨年より多

い」との実感がありました。実際、用意した品数が
早くなくなってしまう事例がいくつもあり、駐車場
料金も前年より多いなど、来場者が多かったこと
を裏付けるような事実もあります。また、来場者ひ
とり一人が以前よりも会場内に長く留まって、いく
つものアクティビティを体験したために、いつもよ
り大勢に感じた可能性もあります。確かに会場内
は活気に満ちて、来場者は楽しそうでした。それ
が何よりです。
　ご来賓の方 も々、髙田大使やダルズィール市長
はじめデヴォイ人権擁護委員、国民党、労働党、
グリーン党の国会議員、クライストチャーチ市議
および近隣市の市長や議員、多民族関係団体な
どから40人を超える方々にご臨席を賜りました。
一民族のイベントとしては異例の人数です。それ
だけ注目されているのです。
　そしてこの成功をもたらしたのは、ジャパンデー
担当として獅子奮迅の働きをされた武井さんはじ
め、後藤さん、スレイマンさん、渋沢さん、菅原さ
ん、山野さん、益山さん、斎藤さんを中心とした
ジャパンデー実行委員会の皆様の頑張りです。ス
ポンサーの皆様、出店者ならびに出演者の皆様、
ボランティアとしてご協力いただいた皆様に、改め
て御礼申し上げます。
　各民族団体は、このような文化行事を、特に若
年層にとって、みんなで楽しみながら「自分が何
者であるか」を感じ、コミュニティのために「自分に
何が出来るか」を知る好機として重要視していま
す。
　そして３月11日は、東日本大震災メモリアルと
カルチャーガロアに出席しました。紙面が尽きま
すので、その詳細は日本人会focebookをご参照
ください。最後に、昨年退任された理事の後任と
して甚尾浩美さんとパーカー・ヤスエさんを理事
に迎えました。どうぞよろしくお願いします。

会長所感 カンタベリー日本人会
会長

松崎　一広
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1月３１日　　　 JETプログラム帰国者歓迎会　出席　 松崎

２月４日　　　　定例理事会

２月２２日　　　クライストチャーチ震災メモリアル　嶋崎

２月２６日　　　オークランドジャパンデー　参列　　松崎

３月３日　　　　CBA International 会議　出席　　　パーカー

３月５日　　　　カンタベリージャパンデー2017

３月８日　　　　INTERNATIONAL WOMEN'S DAY　参加　パーカー

３月９日　　　　Multicultural Council 会議　出席　松崎

３月１１日　　　東日本大震災メモリアル 参列　　　松崎

３月１１日　　　カルチャーガロア　視察　　　　　 松崎

３月１６日　　　Elder Care Canterbury　参加　　　パーカー

３月１８日　　　補習校卒園式・卒業式　参列　　　 松崎

３月２４日　　　ジャパンデー反省会

３月２５日　　　定例理事会

事務局通信　カンタベリー日本人会の理事役員や会員の方がどのよう
な活動をしているかをこの欄でお伝えいたします。日本人
会の活動にご興味のある方は各理事にご連絡下さい。

月例ゴルフ大会　
上位３名　　

１位　井町 義人 ２位　山下 和音 ３位　中 ひろし

在クライストチャーチ領事事務所便り

在クライストチャーチ領事事務所
住所：12 Peterborough Street, Christchurch
電話：03－366－5680
領事班 電子メール：consular.chc@wl.mofa.go.jp
広報文化班　電子メール：cultural.chc@wl.mofa.go.jp　
フェィスブック：www.facebook.com/JapanConsChristchurch/

領事手数料の改訂
４月１日より領事手数料が改訂されましたので、主な手数料について以下お知らせ致します。
　・１０年旅券  ２１１ドル ・５年旅券 １４５ドル　（１２歳未満　７９ドル）
　・在留証明  　 １６ドル ・出生、婚姻等証明 　 １６ドル
　・署名証明  　 ２２ドル ・運転免許証抜粋証明 ２８ドル

在外選挙人名簿への登録のお願い
日本国外で投票を行うためには，事前に在外選挙人名簿への登録が必要です。ニュージーランドに
お住まいの邦人の方で，在外選挙人名簿に登録されている方は，現時点で約５％と依然低い水準に
留まっています。これまでも皆様にはご案内してきましたが，まだご登録をお済みでない方は，是非こ
の機会にお手続き頂けますようお願いします。

在外選挙人名簿への登録方法については，ホームページを御参照ください
（ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html ）。
日本に直前にお住まいであった市区町村の選挙管理委員会（選管）との連絡・調整が必要なため，在
外選挙人証が実際に送付されるまでには約２か月を要しますので、選挙が実施される前に余裕をも
ってご登録頂けますようお願いします。

なお、在外選挙には在外公館投票以外にも郵便投票という制度があり，特に遠隔地にお住まいの方
で在外公館投票期間中に在外公館までお越しいただくことが難しい場合は、在外選挙人証を発行し
た市区町村選挙管理委員会に投票用紙を請求し，これを受領後，投票用紙に候補者氏名等を記入
し，再度選管に郵送して投票することができます。選管では，国内の投票日まではあまり時間がない
ことや，投票用紙の請求・交付及び投票の送付に時間がかかること等を考慮し，衆議院議員若しくは
参議院議員の任期満了の６０日前又は衆議院議員の解散の日から投票用紙等を送付していますの
で，在外選挙人証をお持ちで郵便投票をご希望される方は，投票用紙等をお早目に請求されること
をお勧めします。
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●ゴルフクラブについて
毎月第4日曜日はゴルフコンペ予定

●カンタベリー・ジャパニーズ・クワイアに
ついて
練習日: 毎週水曜日午前10時から12時
場所： 170 Clyde Rd. 
Fendalton Community Centre
お問い合わせは、
japanese-choir@googlegroups.com 
まで

日本人会クラブ紹介
●軽音楽クラブについて
お問い合わせは、出口さん（344-1142）ま
で

●太鼓クラブ「巧」について
高校生から大人まで幅広い年代で活動し
ています。
場所： 477 Blenheim Rd　Chu-Sei 
Kan dojo
お問い合わせは、 cjdg_takumi@live.jp 
まで

在クライストチャーチ領事事務所
住所：12 Peterborough Street, Christchurch
電話：03－366－5680
領事班 電子メール：consular.chc@wl.mofa.go.jp
広報文化班　電子メール：cultural.chc@wl.mofa.go.jp　
フェィスブック：www.facebook.com/JapanConsChristchurch/

お問い合わせ：344-1142（出口）軽音楽部

 Is your 

bookkeeping 

stressing  

you out?

 Is your 

bookkeeping 

stressing  

you out?

We provide day to day bookkeeping services ◆ Bank reconciliations
Account payable and receivable ◆ Payroll/PAYE and GST �ling

Preparation of year end to be sent to the accountant

日本語でご相談ください

Business Solutions Ltd
www.dapbusiness.co.nz
P: 021 173 3186

Graphics
Digi

当社オリジナルステッカーの販売
記念日やホームページ用の写真撮影

その他

www.digigraphics.info
office@digigraphics.info

お問い合わせ

ビジネス集客への第一歩をお手伝いいたします。

ロゴや名刺のデザイン作成
看板各種（大小、フットパス等）の作成、取り付け
社用車の宣伝用デザイン、サイン作成、貼り付け
デザイン持ち込み、ロゴのステッカー作成
デザイン持ち込み、オリジナルユニフォームの作成
デザイン持ち込み、オリジナルステッカーの作成
取外し可能なマグネットシートの作成

主な業務内容

ームの際に叩かせていただくことになりました。 
4月14日のサンウルブズとの試合では、ハーフタ
イムでも演奏し両チームの応援をする予定です。 
巧の応援もどうぞよろしくお願い致します。
今年もどうぞ宜しくお願い致します。

太鼓クラブ

パフォーマンスの依頼は、 cjdg_takumi@live.jp
クルセイダーズ
の試合前に巧
が演奏すると
いう夢のよう
なお話をいた
だき、今シーズ
ン中、ホームゲ
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＜広 告＞

※カンタベリー日本人会では、掲載されている
　広告の内容に関して責任を負いかねます。
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在クライストチャーチ領事事務所
住所：12 Peterborough Street, Christchurch
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広報文化班　電子メール：cultural.chc@wl.mofa.go.jp　
フェィスブック：www.facebook.com/JapanConsChristchurch/

お問い合わせ：344-1142（出口）軽音楽部
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　２０１７年３月５日快晴の下、ジャ
パンデイが大盛況にて終了いたしま
した。
　ゲートでの調査では、昨年と同じ約
１万５千人の来場との報告がありま
したが、多分それ以上の数を実感さ
れて いる方が多いかと想像いたしま
す。この数年、日本酒の試飲を実施さ
れている領事館のブースでは、昨年よ
り６本以上の消費増があり、書道の
体験ブースでも通年の倍近くの用紙が必要だったとの報告などは、その感覚を裏付ける
ものではないでしょうか。その上で、ご参加いただいた方々をはじめ、準備・当日・片付けま
でお手伝いいただいたボランティアの方々、そして半年以上前から開催に向け準備を行っ
てきた実行委員の努力の賜物かと思います。
　本年度より大変厳しくなった安全面での法律の変更に伴い、参加者の皆様にはエキス
トラの業務や対応をして頂くことになりましたが、大きな事故もなく今回も実施できたこ
とは大きな成果でした。
　さて、今回のジャパンデイですぐに目に入った違いは、屋外ステージの替わりに畳敷き
の相撲の土俵が設置されたことでした。NZではあまり見たこともやったこともない相撲
が、何処まで受け入られるのかは心配された点ですが、観客の方々の声援やどよめきの声
で打ち消されました。そしてその周りでは、日本の花見のような雰囲気が醸し出せたらと
いう願いは、好天を味方に見事に実現できました。初めての試みとしては、大企業の参加
を得て行われた”ビヤガーデン”もありました。お酒ということもあり、その他の施設との融
合性が危惧されましたが、大木の下に設けられたピクニックテーブルは会場に溶け込み、
まったく違和感を感じさせない雰囲気で安心した次第です。
室内では、４年前に人気を得た”雛飾り”は勿論好評で、屋内ステージで行われた”飾り寿
司のデモストレーション”も、大変な人気ぶりでした。 

新たなる次元へ
カンタベリー・ジャパンデイ実行委員
  後藤由貴

   Canterbury 

Japan Day 2017
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　勿論、細かな反省点はいくつかあり
ました。ただ、ジャパンデイという祭典
の、地元への知名度が上がったことを
強く感させられた今回を受け、私達は
今後の運営に大きな変革が必要に
なったということは言わざるを得ませ
ん。その一番の証拠に、当日の片づけ
やゴミ拾いを最終的に終えたのが夜
１１時であったこと。それだけでは終
わらず、翌日にゴミ箱集めなどが行わ
れました。これらは、今までの理事を
中心とした実行委員とボランテアの
人数構成では、対応が不可能だとい
うことを実感させられた一例です。そ
して、訪れる人数のさらなる増加が無
視できない状態であることは、文頭か
らも想像ができるかと思います。この
大きな変化に対応するためにどのよ
うな変革をなすべきかは、真剣に考え

なくてはいけない”新たなる次元”へ
の挑戦と言えます。
　そしてそれは、祭典に関わる全ての
方々、そして日本の文化を誇るすべて
の会員の方々の知恵や協力がなけれ
ば継続は困難です。昨年も、新しい力
の参加を強く訴えましたが、一人一
人が真剣に心に問いかけ、一緒にで
きることを考えて頂ければと切に願う
次第です。

　堅苦しい文章になってしましまし
たが、ジャパンデイの基本は、”日本の
文化が好き”と言う単純なものです。
そして、「踊るあほうに見るあほう、同
じあほなら踊らにゃそんそん」と言う
ことなのです。次回から”踊るあほう”
がもっと集まることを信じて、私の総
括としたいと思います。　　　　　　

    Canterbury Japan Day Financial Report 
Income Statement   for the period ended 31 March 2016   31 March 2017 
Incomes 
Sponsorship     $24,986.90   $29,994.58 

Fund         $4,000.00     $4,000.00 

Donations        $3,000.00        $744.00 

Stall Fees        $7,260.00   $11,000.00 

Sales from Fundraising Stalls     $5,467.30     $5,366.60 

Parking Fees            $ 686.80        $641.50 

Sundry Income           $91.74        $317.57 

Total Incomes                 $45,492.74    $52,064.25 

Expenses 
Venue Hire      $5,755.00     $5,350.00 

Stage Equipment      $8,976.90     $6,525.03 

Hire Tables & Toilets     $1,680.00     $1,714.49 

Signs, Banners & Programmes    $5,502.34     $3,601.74 

Traffic management     $2,060.80     $2,647.30 

Health & Safety         $140.18     $1,582.25 

Insurance         $402.50        $550.00 

Display & Event Performance    $4,157.47     $7,052.30 

Purchases for Goods Sold      $2,839.02     $2,449.98 

Advertisement      $5,275.75     $8,192.46 

Postage & Stationery        $315.99        $153.00 

Gifts for Guests & Volunteers                   $4,870.00     $5,120.00 

Catering Fees for Volunteers      $2,279.53     $1,607.00 

Sundry Expense          $442.71     $1,446.10 

Total Expenses     $44,698.19   $47,991.65 

Incomes minus Expenses      $794.55             $4,072.60 

Balance Sheet   at 31 March 2016  31 March 2017 
Assets  Bank    $20,051.33   $18,450.71 

Accounts Receivable        $50.00       $145.00 

Total Assets  $20,101.33   $18,595.71 

Liabilities Accounts Payable  $12,248.39     $6,670.17 

Total Liabilities  $12,248.39     $6,670.17 

Net Assets    $7,852.94           $11,925.54 
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アンケート「日本の親の介護について」に
寄せられた回答（その2）

日本人会の中で親の介護に直面している方の声をよく聞くようになりました。海外在住者にとって、日
本の親の介護は、関わり方が難しい問題です。日本人会では、まず実体を知ることが重要と考え、介
護経験のある方や将来の介護をお考えの方を対象にアンケートを実施することにしました。お答えに
なれる範囲で結構ですので、どうかご協力をお願いします。（以下回答）

7．これから親の介護する人に助言したいこと。
①一人で抱え込まず、声を発することをすすめます。
②前もって対処しておける事を認識し、事前に行う。
③良い老人ホームを早いうちから探しておくことが大事です。
④リラックスして一人で抱え込まず、利用できる施設やサービスは利用して、ある程度「開き直った気
分」で。
⑤そうなる前に、親にどうして欲しいのか、兄弟を含め、よく話し合いをしておくことが大切と思います
。嫁に出た娘が20年ぶりに同居しても、見えない溝があるように思えます。まして、自分も子どもがあり
、異国人の相手がおり、味覚、志向、思考が違ってくるので、家族を含めどこまで協力、我慢できるの
か考える必要があると思います。先が見えない所で自分たちの生活をどうするのか？子どもの教育を
どうするのか？自分たちは最終的に何処にいたいのかなど・・始める前に考えておいた方が精神的に
楽と思います。
⑥遺書や生命保険を含め、できるだけ本人の意思をはっきり書面に残すこと。家族が（できれば）常
にお互いの状況を知り、痴呆になってしまう前に、成年後見人等、法的権利のある人物を立てておく
と解決がしやすくなる。

Level 2, 575 Wairakei Road
受付：03 377 4421
直通：903 0108
携帯：021 117 2472
Ｅメール：Hiromi.Jin’o@ktlaw.co.nz www.ktlaw.co.nz

16名の弁護士、23名の司法事務員、幅広い専門分野。

日本とニュージーランドの文化に精通した日本人司法事務員が、
日本人移民のみなさまの法律全般のニーズに全力でおこたえします。
どうぞお気軽にご相談ください。

甚尾　浩美
法学士（NZ）教育学士（日本）
2017年弁護士認可取得予定

不動産

ビジネス

移民

遺言書

財産管理

雇用法

家庭法

その他
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日本人移民のみなさまの法律全般のニーズに全力でおこたえします。
どうぞお気軽にご相談ください。

甚尾　浩美
法学士（NZ）教育学士（日本）
2017年弁護士認可取得予定

不動産

ビジネス

移民

遺言書

財産管理

雇用法

家庭法

その他
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＜広 告＞

※カンタベリー日本人会では、掲載されている
　広告の内容に関して責任を負いかねます。
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＜広 告＞

※カンタベリー日本人会では、掲載されている
　広告の内容に関して責任を負いかねます。

www.purpledragon.co.nz

毎週金曜日は、メスベンにて餃子の販売をおこなっております。
その他の出店情報は、ホームページ、Facebook、Twitter にてご確認いただけます。 
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子

Mobile Shop
Japanese Ramen Noodles & Dumplings

CL

Instagramも始めました！

03-680-6688
KOHAN RESTAURANT

テカポ便り Main St.  Lake Tekapo
今年の夏は暑い日がないまま終わってしまい早くも秋到来。秋といえばわがふるさと山形ではご
存知芋煮会。里芋牛肉主体の醬油味スープですが今回は無謀にもNZと沖縄(スタッフに出身者が
多い）に敬意を払ってひーじゃー汁と芋煮のコラボにトライしてみました。山羊肉はラムで代用し
ます。ラム(5ミリ厚さ）５００gは熱湯にくぐらせ水で洗いあく抜きしておく。鍋に水2リットル里芋５
００ｇ入れ芋が柔らかくなったらラムを入れ10分中火で煮込みぶつ切りの
ネギ１００ｇを投入、ふたをして火を止め3分。おろし生姜と塩でお試しあれ。
もちろん山形風にしょうゆベーススープもいけます。

湖畔レストラン
伊藤正人
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カンタベリー日本語補習校から 
Canterbury Japanese Supplementary School 

学校長  古川 明 

《祝 第１９回卒業証書授与式・・・ご卒業おめでとうございます！》 
 ３月１８日、カンタベリー日本語補習授業校第１９回卒業証書授与式が行われました。卒業生は、

小学部２１名、中学部１２名の合計３３名でした。卒業証書授与式には、卒業生（小６、中３）のほ

か、在校生（小４以上）や保護者、来賓皆様のご出席のもと、挙行することができました。 
卒業生は、ステージの上で緊張した面持ちのもと、補習校に通い続けて友達と学び合うことができ

た喜びと、辛い時にも励まし続けてくれた両親や先生方、友人など多くの方に感謝を述べていました。

また、自分の将来への夢や希望をしっかり述べる卒業生や、今後も日本語の勉強を続けたい気持ちを

述べる卒業生もいました。 
卒業式という儀式を通して、卒業生一人ひとりが自らを見つめ直し、社会の中で生きることの意味

をあらためて考える機会となればと思います。卒業生の前途に幸多かれと願っております。 

《４年間のご支援、ご協力に感謝申し上げます》 
年間４回発行の日本人会誌「ひろがり」原稿の作成も、今回が最後の機会となりました。 
私は、本年 3 月 19 日に本帰国となり、今回の「ひろがり」が皆様のお手元に届いた頃は、日本に
帰国しております。誠に申し訳ございませんが、日本人会皆様にお会いしてのご挨拶ができずに失礼

をいたしますこと、お許しください。 
会員の皆様には、日本語補習校のページをお読みいただき、誠にありがとうございました。 
本誌上をお借りして、４年間の補習校へのご支援、ご協力にお礼を申し上げますとともに感謝申し

上げます。 
私は、2013年 3月 17日、初めてニュージーランドの地を踏みました。当時は、成田からクライス
トチャーチ経由オークランド行きの直行便がありました。南島のウェストコースト上空からクライス

トチャーチ国際飛行場へと飛行経路をとりましたので、南島の山並みを真上から眺めることができま

した。 
あれから４年の年月が、経過しました。 
この間、文科省派遣教員として、カンタベリー日本語補習校の教育活動が児童・生徒にとってより

良いものとなるよう、微力ではありますが推進のために努力をしてまいりました。児童・生徒が、日

本語の知識や技能を積極的に身に付け、友達と共に日本語で考え、表現する力を確実に身につけて欲

しいと、いつも願ってきました。 
特に、児童・生徒の国語（日本語）力をつけていくため、教科指導時間数の増加と教員の授業力向

上が重要であると考え、啓発を進めながら取り組みました。それと共に、補習校の宿命である教室学

習と家庭学習が５：５で統合されて、初めて児童・生徒の国語（日本語）力を向上させることが可能

になります。この観点に立って、児童・生徒や保護者皆様に、機会あるたびに話をしてまいりました。 
補習校に通う児童・生徒は、平日は現地校に通い、土曜日には補習校で日本の教科書を用いて、日

本語で学習をします。また、児童・生徒の家庭における日本語を学ぶ環境は、保護者皆様の家庭にお

ける教育方針により、国語（日本語）力向上にかける力の入れ具合が違っているのも事実です。この

様に多様な家庭の教育方針が、児童・生徒の日本語力に大きな影響を与えております。 
本校は多様な家庭環境であっても、国語（日本語）力を向上させる方策は、学校教育目標「学び合

う喜び、高め合う喜びを身につけた、心豊かな児童・生徒の育成」を具現化する授業実践研究の取り

組みを推進することです。この実践研究は、教員の授業力向上に結びつくものであり、研究協議会を

通してお互いの授業を分析、検討を加え、試行錯誤しながら、教員一人ひとりの授業力向上につなげ

ることを、最優先課題としました。その結果、教員の授業に取り組む工夫や改善が行われ、授業力の

向上につながっていると思います。!
本校のめざす授業は、日本語力のある児童・生徒が意欲的に学習に取り組み、自らの知識や技能を

活用して考える力や、同じ教室で学び合う仲間に分かりやすく説明できる表現力を、追究する授業で

す。併せて、学級・学校の学習規律を高めながら、日本語力の弱い児童・生徒の学習意欲を引き出し、

学習を通して分からなかったことが分かるように努めさせ、同じ教室の仲間の説明にも疑問や意見を

述べ合うことができる授業づくりです。!
本校は、この様な授業づくりをめざして、児童・生徒一人ひとりに「学び合う喜び」「高め合う喜び」

が、体感できることを目標としてきました。!
今後も、学び合い学習を追究していくため、引き続き教科指導時間数の増加と家庭学習の重視は、

避けて通れない重要課題であります。!
! 今年度、補習校を卒業した生徒たち５～６名で、日本語の学習会を行いました。この学習会は、日

本語をさらに勉強したいと願う卒業生が、平日の放課後、高等学校の国語、数学、日本史の教科書を

使って行いました。わずか１０回の学習会でしたが、卒業生は最後の学習会の時に、講師の先生方へ

感想を寄せてくれました。その感想の一部を紹介します。!
・「１０回という決して多くない授業でしたが、講師の先生方からたくさんのことを学ぶことができ

ました。」!
・「みんなと日本語を通して学び合うことができて、とても勉強になり良かったです。」!
・「日本の歴史や日本の文化に気づくことができ、勉強のおもしろさも知ることができ、これからも知

らないことをたくさん学んでいきたいと思いました。」!
・「乾いたスポンジがたくさんの水を吸収するように、これからも日本語の勉強を通して多くの知識

を吸収し、考える力をつけ、日本語と現地校の両方の勉強を頑張っていきます。」!
この様に、日本語補習校を卒業した生徒は、自ら日本語をさらに学んでみたい、学ぶことで日本語

の世界を広げていきたいと考えています。日本語を学び続けることで、新たな知識や技術を理解し、

日本語を通して日本人としての感覚や考え方を学ぶことになります。日本人としての考え方を大事に

して、将来の夢や希望に向けて、努力を重ねていくものと思います。!
本校は、この様な生徒を応援しながら、世界の中で自己実現に向けて頑張っている先輩たちのネッ

トワークづくりも、大切にしていきたいと思います。!

!
※平成 "#（"$%&）年度は、"$%&年 '月 "#日（土）に開始予定です。!

カンタベリー日本語補習校! ! !入園・入学のお問い合わせはお気軽にどうぞ。!
教員・ボランティア登録は随時お受けしております。!

［電話］"#$#%&$'()*! ! ! ［郵便］+,-./#))%)0!1234!&%%%! ! ! ［メール］5677)''&8943:2;5.4!
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＜投 稿＞

パフォーマンスの依頼は、 cjdg_takumi@live.jp

トランピング記NZ
Mount Tuhua

トランパー　本間良徳
東京在住。2005年より主にトランピン
グを目的として、ロングステイ開始。
クライストチャーチを拠点にNZ全土
で100ヶ所以上のコースを踏破。
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＜投 稿＞

おひな様の言い伝えから、
いろんなことに思いをはせる帰国…の話

　「日本の女の子は、小さい時からこんな豪華な
人形で遊ぶんですか？」ジャパン・デーで、日本の
習慣をご存知ないお客さまをご案内した時、こん
な質問を受けました。ちょうど「女の子がいる家庭
では、このお人形を飾っておひな祭りのお祝いを
する」とお話しした後でした。ええっ、遊ぶ…って、
ひな人形で…？意外な質問だったので「いえい
え、これは飾るためだけのもので、お人形遊びには
使ったりしません。見るだけです」とあわてて説明
を加えましたが、その時、 ちょっと思い出したのは
自分の幼少期のことでした。女の子ばかりの我が
家にもやはりおひな様があり、それは3月が近くな
ると赤い毛せんの段の上に飾られました。木目込
み細工で、一般のものより小ぶりではあったけれ
どとても愛らしいおひな様で、お人形に合わせた
小さなたんすやお茶のお道具も揃えてあったもの
です。そして、まだ学校に入るか入らないかの頃、
小さかったわたしと姉は、いつもならただ飾ってあ

るだけのおひな様で、どうしても遊んでみたくなり
ました。それで、そっとおひな様やお道具を段から
降ろして、お人形遊びを始めてしまったのです。四
角い台にのったおひな様はちっとも遊びやすくあ
りません。でも、だんだんとエスカレートしてきて、
ほとんど段が空っぽになるまでにお人形もお道具
も動かした頃。母に気付かれ、それはもう叱られま
した。そんな遊びはもってのほか。子供心に、おひ
な様は遊ぶためのお人形ではない、と思い知らさ
れた出来事でした。そのことが頭に蘇って、質問を
したお客さまに笑いながら説明しました。それから
「おひな様を、お節句を過ぎてからいつまでも飾っ
ておくと、その家の女の子はお嫁に行くのが遅く
なる」という言い伝えについても話題にしました。
そういえば、うちの母も、3月3日が過ぎるとあわて
てお人形を片付けていました。しかし…母のそん
な願いがなかなか功を奏さない子がいましたっ
け。我が家の一番下の妹です。

 わたしは今、そのジャパンデーのあとで日本に一
時帰国しているのですが、今回の帰国の目的は、
なんとその妹の結婚式のためでした。わたしの歳
を知っている人は首をかしげることでしょう。わた
しは今年50でもって、結婚26周年です。その妹が
結婚とは…？実は妹は、わたしより10歳年下で、
いちおうギリギリ30代。驚くことに、初めて浮いた
話が出て、このたびめでたく結婚の運びとなった
のでした。母は、この子のためにおひな様を飾るこ
となどとっくにやめていましたし(効果も何もあった
もんではない)、そろそろ妹に対しては、結婚の話
題はもうケの字も出してはならぬ、とみんなが思い
始めていたところの大快挙でした。お相手の方も、

妹にはもったいないほどの好青年！父と母が50
年前に式を挙げたカトリックの由緒正しい教会
で、母の縫ったドレスを着て、絵に描いたような幸
せなお式を挙げました。

 と、このように書いてしまえばめでたしめでたし、
でおとぎ話のようです。しかし、この結婚式に至る
までがターイヘンでした。というのも、新婚の本人
たちはラブラブで「お若いお二人」などという言葉
がまだまだいけちゃう感じなのですが、うちの78
歳になる父は体の調子がガッタガタ。歩くのもお
ぼつかないせいで、ほとんど外出したがらないの
です。もっと言うと、妹の話が決まった頃からいよ
いよ頭にモヤがかかってきていて、家族はみんな
「父はこの子がお嫁さんになるってわかってるん
だろうか」「式に行かない、って騒いだらどうしよ
う」「そもそも着替えを拒否したらどうしよう」「お酒
を飲んでおかしくなったら」というような、ふつうの
結婚式ではあんまり悩まないことで頭を抱えてし
まいました。

 とにもかくにも、お式の日だけは絶対に台無しに
しないように…。車を借り、車椅子を借り、ホテル
の部屋まで予備で借り、いろいろ粗相をした場合
のシミュレーションをして…こんなに一致団結し
たのも、もしかしたら20年ぶりぐらいじゃないか？
というほどのメンミツな計画のもと、めでたい結婚
式の裏で家族がその日を迎えていました。結局父
は、どうにか着替えて車に乗り、妹の手をとって教
会のバージンロードを車椅子ですすみ、お祝いの
お酒を実におとなしく乾杯して、結婚式がおひらき
になる頃には借りた部屋で寝息を立てていまし
た。とうとう乗り切った…家族が脱力して「お父さ

ん、起きて」と声をかけてもちっとも起きなくてしば
らく手こずりましたが、一日があまりにもいい感じ
に進行したのでもうみんながほぼ満点を取った気
持ちになっていました。ついに時間切れになった
時「ここで蹴っ飛ばされたって全然かまわない
…」と全員で父の布団をひっぺがすと、この時もま
た父は、何かに操られるようにスックと起き上が
り、スーッと車に乗ったのでした。

 花嫁の父という大役を終えた、そんな感覚だけは
ちゃんとあったのかもしれません。父は翌日、いつ
もより長く床にいました。家族もみんな、力の抜け
ようがすごくてボーッとしたまま過ごしていました。
でも、妹の晴れ姿とうるわしい式の記憶はみんな
の心に一点の曇りもなく残りました。その後わたし
はしばらく実家にとどまりましたが、父のコンディ
ションも機嫌も態度もふだんのビョウキモードに
戻ったところを見ると、あの日どれだけがんばった
かがわかるのでした。

「おひな様は早くしまわないと、お嫁に行くのが遅
くなる」その言い伝えは、小さい時から嫌というほ
ど聞きました。

言い聞かされる方は「別にいいじゃん、ちょっとぐ
らい遅くなったってさ…」なんて、少し煩わしい気
持ちで聞いたものでした。しかし、こういうことが遅
くなると大変なのは、子どもの側の将来の身の固
め方だけではないのかもしれない…と思いまし
た。親だって歳をとります。お互いに人生の大事な
ところを見届けられるかどうか…若い時には、そ
れを不安に思ったことはありませんでした。思えば
わたしが海外に移住しようとした時も、親が止め
たりしなかったのは親も若くて不安がなかったか
らだろう…という気がします。「次に帰国するのは、
親の状態がいよいよ悪くなった時」そんな風に決
心していましたが、今回はとんでもなくおめでたい
ことで家族の顔を見ることができました。こんなこ
と…めったにないよ！と妹夫婦に手を合わせたく
なりますけれど、これからはどうなるのでしょう。ま
たまたお祝いムードに包まれて、なごやかモード
の帰国で済ませてはイカン！そう思いつつも、この
先の具体的な話はあんまりすすまないうちの家族
なのでした。
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おひな様の言い伝えから、
いろんなことに思いをはせる帰国…の話

　「日本の女の子は、小さい時からこんな豪華な
人形で遊ぶんですか？」ジャパン・デーで、日本の
習慣をご存知ないお客さまをご案内した時、こん
な質問を受けました。ちょうど「女の子がいる家庭
では、このお人形を飾っておひな祭りのお祝いを
する」とお話しした後でした。ええっ、遊ぶ…って、
ひな人形で…？意外な質問だったので「いえい
え、これは飾るためだけのもので、お人形遊びには
使ったりしません。見るだけです」とあわてて説明
を加えましたが、その時、 ちょっと思い出したのは
自分の幼少期のことでした。女の子ばかりの我が
家にもやはりおひな様があり、それは3月が近くな
ると赤い毛せんの段の上に飾られました。木目込
み細工で、一般のものより小ぶりではあったけれ
どとても愛らしいおひな様で、お人形に合わせた
小さなたんすやお茶のお道具も揃えてあったもの
です。そして、まだ学校に入るか入らないかの頃、
小さかったわたしと姉は、いつもならただ飾ってあ

るだけのおひな様で、どうしても遊んでみたくなり
ました。それで、そっとおひな様やお道具を段から
降ろして、お人形遊びを始めてしまったのです。四
角い台にのったおひな様はちっとも遊びやすくあ
りません。でも、だんだんとエスカレートしてきて、
ほとんど段が空っぽになるまでにお人形もお道具
も動かした頃。母に気付かれ、それはもう叱られま
した。そんな遊びはもってのほか。子供心に、おひ
な様は遊ぶためのお人形ではない、と思い知らさ
れた出来事でした。そのことが頭に蘇って、質問を
したお客さまに笑いながら説明しました。それから
「おひな様を、お節句を過ぎてからいつまでも飾っ
ておくと、その家の女の子はお嫁に行くのが遅く
なる」という言い伝えについても話題にしました。
そういえば、うちの母も、3月3日が過ぎるとあわて
てお人形を片付けていました。しかし…母のそん
な願いがなかなか功を奏さない子がいましたっ
け。我が家の一番下の妹です。

 わたしは今、そのジャパンデーのあとで日本に一
時帰国しているのですが、今回の帰国の目的は、
なんとその妹の結婚式のためでした。わたしの歳
を知っている人は首をかしげることでしょう。わた
しは今年50でもって、結婚26周年です。その妹が
結婚とは…？実は妹は、わたしより10歳年下で、
いちおうギリギリ30代。驚くことに、初めて浮いた
話が出て、このたびめでたく結婚の運びとなった
のでした。母は、この子のためにおひな様を飾るこ
となどとっくにやめていましたし(効果も何もあった
もんではない)、そろそろ妹に対しては、結婚の話
題はもうケの字も出してはならぬ、とみんなが思い
始めていたところの大快挙でした。お相手の方も、

妹にはもったいないほどの好青年！父と母が50
年前に式を挙げたカトリックの由緒正しい教会
で、母の縫ったドレスを着て、絵に描いたような幸
せなお式を挙げました。

 と、このように書いてしまえばめでたしめでたし、
でおとぎ話のようです。しかし、この結婚式に至る
までがターイヘンでした。というのも、新婚の本人
たちはラブラブで「お若いお二人」などという言葉
がまだまだいけちゃう感じなのですが、うちの78
歳になる父は体の調子がガッタガタ。歩くのもお
ぼつかないせいで、ほとんど外出したがらないの
です。もっと言うと、妹の話が決まった頃からいよ
いよ頭にモヤがかかってきていて、家族はみんな
「父はこの子がお嫁さんになるってわかってるん
だろうか」「式に行かない、って騒いだらどうしよ
う」「そもそも着替えを拒否したらどうしよう」「お酒
を飲んでおかしくなったら」というような、ふつうの
結婚式ではあんまり悩まないことで頭を抱えてし
まいました。

 とにもかくにも、お式の日だけは絶対に台無しに
しないように…。車を借り、車椅子を借り、ホテル
の部屋まで予備で借り、いろいろ粗相をした場合
のシミュレーションをして…こんなに一致団結し
たのも、もしかしたら20年ぶりぐらいじゃないか？
というほどのメンミツな計画のもと、めでたい結婚
式の裏で家族がその日を迎えていました。結局父
は、どうにか着替えて車に乗り、妹の手をとって教
会のバージンロードを車椅子ですすみ、お祝いの
お酒を実におとなしく乾杯して、結婚式がおひらき
になる頃には借りた部屋で寝息を立てていまし
た。とうとう乗り切った…家族が脱力して「お父さ

ん、起きて」と声をかけてもちっとも起きなくてしば
らく手こずりましたが、一日があまりにもいい感じ
に進行したのでもうみんながほぼ満点を取った気
持ちになっていました。ついに時間切れになった
時「ここで蹴っ飛ばされたって全然かまわない
…」と全員で父の布団をひっぺがすと、この時もま
た父は、何かに操られるようにスックと起き上が
り、スーッと車に乗ったのでした。

 花嫁の父という大役を終えた、そんな感覚だけは
ちゃんとあったのかもしれません。父は翌日、いつ
もより長く床にいました。家族もみんな、力の抜け
ようがすごくてボーッとしたまま過ごしていました。
でも、妹の晴れ姿とうるわしい式の記憶はみんな
の心に一点の曇りもなく残りました。その後わたし
はしばらく実家にとどまりましたが、父のコンディ
ションも機嫌も態度もふだんのビョウキモードに
戻ったところを見ると、あの日どれだけがんばった
かがわかるのでした。

「おひな様は早くしまわないと、お嫁に行くのが遅
くなる」その言い伝えは、小さい時から嫌というほ
ど聞きました。

言い聞かされる方は「別にいいじゃん、ちょっとぐ
らい遅くなったってさ…」なんて、少し煩わしい気
持ちで聞いたものでした。しかし、こういうことが遅
くなると大変なのは、子どもの側の将来の身の固
め方だけではないのかもしれない…と思いまし
た。親だって歳をとります。お互いに人生の大事な
ところを見届けられるかどうか…若い時には、そ
れを不安に思ったことはありませんでした。思えば
わたしが海外に移住しようとした時も、親が止め
たりしなかったのは親も若くて不安がなかったか
らだろう…という気がします。「次に帰国するのは、
親の状態がいよいよ悪くなった時」そんな風に決
心していましたが、今回はとんでもなくおめでたい
ことで家族の顔を見ることができました。こんなこ
と…めったにないよ！と妹夫婦に手を合わせたく
なりますけれど、これからはどうなるのでしょう。ま
たまたお祝いムードに包まれて、なごやかモード
の帰国で済ませてはイカン！そう思いつつも、この
先の具体的な話はあんまりすすまないうちの家族
なのでした。
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＜広 告＞

※カンタベリー日本人会では、掲載されている
　広告の内容に関して責任を負いかねます。
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＜広 告＞

※カンタベリー日本人会では、掲載されている
　広告の内容に関して責任を負いかねます。

クライストチャーチ唯一の、日本人のためのキリスト教会

ジ ャ パ ニ ー ズ ク リ ス チ ャ ン フ ェ ロ ー シ ッ プ

牧師：渋沢憲一・彩子（電話： ）

＊クリスチャンでない方でも、どなたでも心から歓迎いたします！

と の角、 ’ の隣 教会内 にあります。

礼拝は､毎週日曜日午後３時～４時２０分 礼拝後にはアフタヌーン・ティーがあります。

ほかにも、無料英会話クラスや、夕食付きの聖書入門コースなど、様々なプログラムがあります。

詳しくはホームページ をご覧ください！！
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＜投 稿＞

美男？美女？数珠つなぎラッセン博子さんのお話です。美女

阪神淡路大震災が私の運命を変えた。

仲間と友人ともちろん家族に支えられ今の私がいます。

美
男
？
美
女
？
数
珠
つ
な
ぎ

こんにちは。フィッシャー正子さ
んからバトンタッチされました
ラッセン博子です。

その時私は兵庫県尼崎市に住
んでいました。
下からの突き上げられる大きな
揺れにベットの上で何もするす
べもなく震え、揺れが収まり懐
中電灯を手に外に出て辺りを
見渡すと私が住んでいるアパー
トは無事でしたが目の前の2階
建てのアパートの屋根は落ちガ
ス臭い、それから歩いて１５分
の所に住んでいる母の元へ、

途中の信号と街頭は消え、辺り
は真っ暗やけに静かだった。

幸いにも母は無事で、明るくな
るのを待ち家に戻り電気が復
旧していたのでテレビをつけて
事の大きさが解りました。

同じ兵庫でも私の住んでいる所
は大阪寄りでまだ被害は少な

１９９５年１月１７日早朝、兵庫
県神戸市を中心に起こった大
地震

く、その当時、私は西宮市のス
ポーツクラブでインストラク
ターをしていて、２日後だったと
思いますが阪急西宮北口駅ま
で電車が動いていて、電車の中
から外の風景を見た、あの光景
は今でも忘れられません。
倒壊した家や、多くの家の屋根
にはブルーシートが掛けられ、
一階に駐車場があるマンション
の駐車場は圧し潰され車がペ
シャンコに、それから毎日職場
へ通いました。

建物は大丈夫でしたが危険の
赤紙が貼られ、スポーツクラブ
は閉めなければなりません。
毎日５０００人のメンバーの方
の安否確認の電話、その当時は
携帯電話を持っている人が少
なく自宅への電話でした。ほと
んど電話が通じず、でも、通じた

でも、相当酔っぱらっていた私
は、一人外国人がいてたなぁー
ぐらいしか覚えていませんでし
た…。　（汗）
主人は震災後、大工としてNZ
から来日していたのです。
それから、４か月後、友達の２
カップルと共に会う羽目に…
２度ほど６人で食事に行きまし
たが英語が全く話せない私は
友達とずっと話をしていて
その後、友達の策略で映画の試
写会のチケットを渡され、2人で
行くことに。

なんと10日後にはプロポーズ
をされました。初デート？？映画
を観た後の食事をしている時に
「もしかしたら、この人と結婚す
るかも？」と予感していたので
「もう、言ってきたのー」って感
じであれよあれよとその年の１
９９６年の12月に結婚し、それ

から一人息子を授かり、息子が
3歳の時の２００１年に主人の
地元クライストチャーチに引っ
越して、今年で１６年になりま
す。

８年前に大病を患い手術をして
助かりましたが、その一か月後
に友人が太鼓を演奏している
姿を見てあまりのカッコ良さに
感動！！
術後半年で嫌がる息子を連れ
て太鼓練習の見学に行きその
まま入部 、太鼓を初めて８年！
６年半前の９月の地震の前にも
難病を患い、一か月程入院をし
ていました、その時は何も口に
できず、沢山の人が毎日食事を
運んで来てくれたり、退院して
も、家族の助けと友人が毎日代
わる代わる食事を運んでくれま
した。毎日、ご馳走が並んでポッ
トラック気分（感謝）。

この８年、日に日に上達する息
子ですが、私はというと…。
でも、太鼓が叩けて幸せです！
太鼓クラブ　巧は今年１０周年
です。
９月２日に１０周年コンサート
があります。
たくさんの皆様にご来場いただ
きたいです。

太鼓と並行して、私にはもう一
つ、整体体操と筋トレクラスをし
ていてメンバーの方が私の復帰
を待っていてくれたこと、薬の副
作用で体中がむくみ、ムーン
フェイスになりましたが皆さん
の励ましのお陰で元気になりま
した。本当にありがとうございま
す。
２年前からウォーキングクラス
も再開し、今では、筋トレ、整体
体操、正しい姿勢と歩き方教室
を行っています。
どのクラスも、基本は正しい姿
勢、身体のゆがみを改善し、筋
力UP、体力維持、向上させるの
を目的としています。

ご興味のある方はぜひぜひ！！
Facebook Exercise with 
Hiroko まで または、
０２７－２０９－１４６６まで
TEXTください（日本語可）

のお話を頂きお仕事を始めまし
た。
そこで、今もずっと交流が出来
る友人が沢山でき、そして年の
暮れの仕事納めの後、友人宅で
忘年会をし、そこで今の主人と
出会いました。

時はお互いの無事を喜び合い
ました。
５０００人のメンバーの方の中
で、残念なことに３名の方がお
亡くなりになられました。
店の再開のメドがつかない中、
他店に仕事が無いかと申し出
た時に、大阪梅田のヒルトン店

後遺症で右手が激しくし
びれて筋肉がやせ細り
箸も使えないお皿さえ
持てないほどで、毎週の
太鼓の練習日には、息子
たちの練習を眺め絶対
に復帰する、仲間と太鼓
を叩きたいと願っていま
した。しびれる手でバチ
も握りました。
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美男？美女？数珠つなぎラッセン博子さんのお話です。美女

阪神淡路大震災が私の運命を変えた。

仲間と友人ともちろん家族に支えられ今の私がいます。

美
男
？
美
女
？
数
珠
つ
な
ぎ

こんにちは。フィッシャー正子さ
んからバトンタッチされました
ラッセン博子です。

その時私は兵庫県尼崎市に住
んでいました。
下からの突き上げられる大きな
揺れにベットの上で何もするす
べもなく震え、揺れが収まり懐
中電灯を手に外に出て辺りを
見渡すと私が住んでいるアパー
トは無事でしたが目の前の2階
建てのアパートの屋根は落ちガ
ス臭い、それから歩いて１５分
の所に住んでいる母の元へ、

途中の信号と街頭は消え、辺り
は真っ暗やけに静かだった。

幸いにも母は無事で、明るくな
るのを待ち家に戻り電気が復
旧していたのでテレビをつけて
事の大きさが解りました。

同じ兵庫でも私の住んでいる所
は大阪寄りでまだ被害は少な

１９９５年１月１７日早朝、兵庫
県神戸市を中心に起こった大
地震

く、その当時、私は西宮市のス
ポーツクラブでインストラク
ターをしていて、２日後だったと
思いますが阪急西宮北口駅ま
で電車が動いていて、電車の中
から外の風景を見た、あの光景
は今でも忘れられません。
倒壊した家や、多くの家の屋根
にはブルーシートが掛けられ、
一階に駐車場があるマンション
の駐車場は圧し潰され車がペ
シャンコに、それから毎日職場
へ通いました。

建物は大丈夫でしたが危険の
赤紙が貼られ、スポーツクラブ
は閉めなければなりません。
毎日５０００人のメンバーの方
の安否確認の電話、その当時は
携帯電話を持っている人が少
なく自宅への電話でした。ほと
んど電話が通じず、でも、通じた

でも、相当酔っぱらっていた私
は、一人外国人がいてたなぁー
ぐらいしか覚えていませんでし
た…。　（汗）
主人は震災後、大工としてNZ
から来日していたのです。
それから、４か月後、友達の２
カップルと共に会う羽目に…
２度ほど６人で食事に行きまし
たが英語が全く話せない私は
友達とずっと話をしていて
その後、友達の策略で映画の試
写会のチケットを渡され、2人で
行くことに。

なんと10日後にはプロポーズ
をされました。初デート？？映画
を観た後の食事をしている時に
「もしかしたら、この人と結婚す
るかも？」と予感していたので
「もう、言ってきたのー」って感
じであれよあれよとその年の１
９９６年の12月に結婚し、それ

から一人息子を授かり、息子が
3歳の時の２００１年に主人の
地元クライストチャーチに引っ
越して、今年で１６年になりま
す。

８年前に大病を患い手術をして
助かりましたが、その一か月後
に友人が太鼓を演奏している
姿を見てあまりのカッコ良さに
感動！！
術後半年で嫌がる息子を連れ
て太鼓練習の見学に行きその
まま入部 、太鼓を初めて８年！
６年半前の９月の地震の前にも
難病を患い、一か月程入院をし
ていました、その時は何も口に
できず、沢山の人が毎日食事を
運んで来てくれたり、退院して
も、家族の助けと友人が毎日代
わる代わる食事を運んでくれま
した。毎日、ご馳走が並んでポッ
トラック気分（感謝）。

この８年、日に日に上達する息
子ですが、私はというと…。
でも、太鼓が叩けて幸せです！
太鼓クラブ　巧は今年１０周年
です。
９月２日に１０周年コンサート
があります。
たくさんの皆様にご来場いただ
きたいです。

太鼓と並行して、私にはもう一
つ、整体体操と筋トレクラスをし
ていてメンバーの方が私の復帰
を待っていてくれたこと、薬の副
作用で体中がむくみ、ムーン
フェイスになりましたが皆さん
の励ましのお陰で元気になりま
した。本当にありがとうございま
す。
２年前からウォーキングクラス
も再開し、今では、筋トレ、整体
体操、正しい姿勢と歩き方教室
を行っています。
どのクラスも、基本は正しい姿
勢、身体のゆがみを改善し、筋
力UP、体力維持、向上させるの
を目的としています。

ご興味のある方はぜひぜひ！！
Facebook Exercise with 
Hiroko まで または、
０２７－２０９－１４６６まで
TEXTください（日本語可）

のお話を頂きお仕事を始めまし
た。
そこで、今もずっと交流が出来
る友人が沢山でき、そして年の
暮れの仕事納めの後、友人宅で
忘年会をし、そこで今の主人と
出会いました。

時はお互いの無事を喜び合い
ました。
５０００人のメンバーの方の中
で、残念なことに３名の方がお
亡くなりになられました。
店の再開のメドがつかない中、
他店に仕事が無いかと申し出
た時に、大阪梅田のヒルトン店

後遺症で右手が激しくし
びれて筋肉がやせ細り
箸も使えないお皿さえ
持てないほどで、毎週の
太鼓の練習日には、息子
たちの練習を眺め絶対
に復帰する、仲間と太鼓
を叩きたいと願っていま
した。しびれる手でバチ
も握りました。
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にうまく行くのです。きっと神様
は私たちを、様々なタイプの
人々を助けることができるよう
に、と出会わせてくださったんで
しょうね。
３番目は、４年間暮らした「バヌ
アツでの生活」です。私たちが宣
教師として遣わされた『ウリピブ
島』は、とても文明が遅れた環
境でしたが、３５０人ほどの島
民すべてが家族のような親しさ
で、私たち家族はここで「人と
は、愛し合い、助け合って暮らす
もの」ということを身をもってた

たきこまれました。「人生で最も
大切なものは『持ち物』でも『出
来事』でもなく、『人』である」、こ
れは私たち家族の「不動の価値
観」となりました。

そんな私たちがクライスト
チャーチに来ることになった
きっかけは、私たちの前に日本
人教会の牧師を務めておられた
『中沢旨宣・輝子ご夫妻』との出
会いでした。バヌアツから一時
帰国中、聖書のことばを通して
私たちがちょうど「海外にいる

同胞のために仕えるように」と
導かれていた２００５年の初夏、
久し振りに日本に帰ってきてお
られた中沢ご夫妻が、宇都宮に
ある私たちの教会を訪れたので
した。その時ご夫妻は「自分たち
の後を継いで、クライストチャー
チにある日本人教会で働いてく
れる人」を祈り求めておられた
のでした。この劇的な出会いを
通して、私たち家族は今ここにこ
うしているのです。

私たちがクライストチャーチに
来てから、まもなく１０年の歳月
が流れようとしています。実は私
たち家族がこんなに長く１つの
場所に滞在したことは今まであ
りませんでした。「神様は私たち
を通して、このクライストチャー
チでなさりたいことがたくさん
あるに違いない」と信じつつ、
日々の人 と々の出会いを大切に
しながら、１日１日を歩んで行き
たいと思っています。

渋沢憲一さんのお話です。美男

移住生活では家族の結びつきを強固なものにしてくれました。

人生で最も大切なものは人である。

美
男
？
美
女
？
数
珠
つ
な
ぎ

皆さんこんにちは。日本人キリス
ト教会（JCF）の牧師をしており
ます「渋沢憲一（通称：しぶけ
ん）」と申します。妻の彩子とは
一緒に牧師として働いており、
長男『基（もとい）』、長女『光（ひ
かり）』、次男『宝（たから）』とい
う３人の素晴らしい子供たちに
恵まれております。基は２年半
前にキウィガールの『デボラ』と
結ばれました。光は昨年末に看
護学校を卒業し「新米看護師」
として歩み出しています。宝は現
在私たちの実家がある栃木県
宇都宮市に在住し、この４月か
ら関西にあるバイブルカレッジ
へ進む予定です。

私たち家族は今まで、オセアニ
ア周辺の様々な国々で生活して
きました。フィリピン、オーストラ
リア、パプアニューギニア、それ
にバヌアツ共和国。
そしてニュージーランドにやっ
てきたのは２００８年３月のこと
です。この移動生活（パプア
ニューギニアとバヌアツでは、電
気や水道のない原始的生活）は
私たちに多くの貴重な経験をも
たらしてくれただけでなく、家族
としての結び付きをもとても強

固なものにしてくれました。
ここで、今までの私の人生に大
きな影響を与えてくれたものを
３つご紹介したいと思います。
第１番目は「イエス・キリストと
の出会い」です。それまでの私は
どちらかというと消極的で自信
がなく、人前で話したり目立つ
ことはしない方でした。（「もっと
積極的で大胆になりたい」とい
う願いはあったのですが・・・）　
ところが聖書を通して「この全
世界をお造りになられた神が、
そのひとり子を身代わりに十字
架で死なせるほどに私を愛して
くださっている」と知った時、私

の自意識・人生観が大きく変
わったのです。ちょうど２０歳
（大学生）の時でしたが、この出
会いが『牧師』としての現在の私
の原点となっています。

２番目の出来事は「現在の妻と
の結婚」です。大学時代から「ベ
タ惚れ」していた彼女と結婚で
きたのは２人とも２５歳の時で
した。ところが結婚して初めて、
彼女の性格が私とは正反対で
あることが分かってきたのです。
「イエス・キリストに対する信仰」
は共通していましたが、「歯磨き
粉の使い方」「食べ物の好み」
「時間の使い方」「思考パター
ン」どれを取ってもぶつかること
ばかりで、「これは相手の選択を
間違ったかな？」と思ったりもし
ました。ところが結婚生活をし
ばらく続ける中で、これらの違い
は「お互いを見つめ合っている
間」はうまく行かないのですが、
「自分たち以外の誰かを助けよ
うとする時」は実にうまく働くこ
とが分かってきました。私１人で
はうまく助けられない相手も、
妻と２人で助けようとすると、実

美男？美女？数珠つなぎ
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にうまく行くのです。きっと神様
は私たちを、様々なタイプの
人々を助けることができるよう
に、と出会わせてくださったんで
しょうね。
３番目は、４年間暮らした「バヌ
アツでの生活」です。私たちが宣
教師として遣わされた『ウリピブ
島』は、とても文明が遅れた環
境でしたが、３５０人ほどの島
民すべてが家族のような親しさ
で、私たち家族はここで「人と
は、愛し合い、助け合って暮らす
もの」ということを身をもってた

たきこまれました。「人生で最も
大切なものは『持ち物』でも『出
来事』でもなく、『人』である」、こ
れは私たち家族の「不動の価値
観」となりました。

そんな私たちがクライスト
チャーチに来ることになった
きっかけは、私たちの前に日本
人教会の牧師を務めておられた
『中沢旨宣・輝子ご夫妻』との出
会いでした。バヌアツから一時
帰国中、聖書のことばを通して
私たちがちょうど「海外にいる

同胞のために仕えるように」と
導かれていた２００５年の初夏、
久し振りに日本に帰ってきてお
られた中沢ご夫妻が、宇都宮に
ある私たちの教会を訪れたので
した。その時ご夫妻は「自分たち
の後を継いで、クライストチャー
チにある日本人教会で働いてく
れる人」を祈り求めておられた
のでした。この劇的な出会いを
通して、私たち家族は今ここにこ
うしているのです。

私たちがクライストチャーチに
来てから、まもなく１０年の歳月
が流れようとしています。実は私
たち家族がこんなに長く１つの
場所に滞在したことは今まであ
りませんでした。「神様は私たち
を通して、このクライストチャー
チでなさりたいことがたくさん
あるに違いない」と信じつつ、
日々の人 と々の出会いを大切に
しながら、１日１日を歩んで行き
たいと思っています。

渋沢憲一さんのお話です。美男

移住生活では家族の結びつきを強固なものにしてくれました。

人生で最も大切なものは人である。

美
男
？
美
女
？
数
珠
つ
な
ぎ

皆さんこんにちは。日本人キリス
ト教会（JCF）の牧師をしており
ます「渋沢憲一（通称：しぶけ
ん）」と申します。妻の彩子とは
一緒に牧師として働いており、
長男『基（もとい）』、長女『光（ひ
かり）』、次男『宝（たから）』とい
う３人の素晴らしい子供たちに
恵まれております。基は２年半
前にキウィガールの『デボラ』と
結ばれました。光は昨年末に看
護学校を卒業し「新米看護師」
として歩み出しています。宝は現
在私たちの実家がある栃木県
宇都宮市に在住し、この４月か
ら関西にあるバイブルカレッジ
へ進む予定です。

私たち家族は今まで、オセアニ
ア周辺の様々な国々で生活して
きました。フィリピン、オーストラ
リア、パプアニューギニア、それ
にバヌアツ共和国。
そしてニュージーランドにやっ
てきたのは２００８年３月のこと
です。この移動生活（パプア
ニューギニアとバヌアツでは、電
気や水道のない原始的生活）は
私たちに多くの貴重な経験をも
たらしてくれただけでなく、家族
としての結び付きをもとても強

固なものにしてくれました。
ここで、今までの私の人生に大
きな影響を与えてくれたものを
３つご紹介したいと思います。
第１番目は「イエス・キリストと
の出会い」です。それまでの私は
どちらかというと消極的で自信
がなく、人前で話したり目立つ
ことはしない方でした。（「もっと
積極的で大胆になりたい」とい
う願いはあったのですが・・・）　
ところが聖書を通して「この全
世界をお造りになられた神が、
そのひとり子を身代わりに十字
架で死なせるほどに私を愛して
くださっている」と知った時、私

の自意識・人生観が大きく変
わったのです。ちょうど２０歳
（大学生）の時でしたが、この出
会いが『牧師』としての現在の私
の原点となっています。

２番目の出来事は「現在の妻と
の結婚」です。大学時代から「ベ
タ惚れ」していた彼女と結婚で
きたのは２人とも２５歳の時で
した。ところが結婚して初めて、
彼女の性格が私とは正反対で
あることが分かってきたのです。
「イエス・キリストに対する信仰」
は共通していましたが、「歯磨き
粉の使い方」「食べ物の好み」
「時間の使い方」「思考パター
ン」どれを取ってもぶつかること
ばかりで、「これは相手の選択を
間違ったかな？」と思ったりもし
ました。ところが結婚生活をし
ばらく続ける中で、これらの違い
は「お互いを見つめ合っている
間」はうまく行かないのですが、
「自分たち以外の誰かを助けよ
うとする時」は実にうまく働くこ
とが分かってきました。私１人で
はうまく助けられない相手も、
妻と２人で助けようとすると、実

美男？美女？数珠つなぎ



28

Hirogari No.96 January 2017 / www.jsc.org.nz ©JSC 

本誌広告掲載料金と入稿条件のご案内
●通常会員及び友好会員の広告価格（会費＄30）
掲載一回につき
Full size・・・＄100
1/2 size・・・＄50
1/4 size・・・＄25

●非会員の広告価格
掲載一回につき
Full size・・・＄200
1/2 size・・・＄100
1/4 size・・・＄50

●協賛会員（会費＄100）
特典として無料で広告を掲載いたします。
以下の方法のからお選びいただけます。
Full sizeを年度内に1回
1/2 sizeを年度内に2回以内
1/4 sizeを年度内に4回以内

①完成したデザインであること。
②広告規定サイズの外郭線を必ず引くこと。
③PDF形式のファイルであること。
④締め切り日を厳守のこと。

）前間週4約の日定予行発（、はり切め締　
以上の条件で広告を用意できない方は日本人会
にご相談ください。
締め切りの2週間前までに連絡をお取りください。
Eメール： info@jsc.orgnz
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※カンタベリー日本人会では、掲載されている
　広告の内容に関して責任を負いかねます。
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※カンタベリー日本人会では、掲載されている
　広告の内容に関して責任を負いかねます。

    ニュージーランドで
 サービス点検が必要な理由

こんにちは。ニュージーランドクラシックの村東
みやこです。

最近とある記事を読んでいると、ある人が2008
年の車を購入したら、その一年後にエンジンの
不具合が見つかって、販売店に返品を訴えたと
言うのがありました。

購入時は走行距離が８６，９００キロ、訴えたの
は、保証期間を大幅に過ぎた１７カ月後の１０
７，９８５キロの時点。その頃にはエンジンは壊
滅的な故障で、交換費用に１０，３００ドル前後
かかってしまうと言う、悲惨な結果になってし
まったようです。

販売店側に居る私としては、販売店に同情して
しまうケースなのですが、購入者は、購入の際に
は、当然販売店側がサービス点検を完了させて
いるものと理解していたようで、今回のエンジン

の不具合は、事前のサービス点検を怠った販売
店の責任と主張しました。
これ、お店によって基準が違いますので事前に
確認が必要です。
その後、購入者は３３，０００キロ走行中に一度
もサービス点検をすることなく、故障するに至っ
てしまったようです。

ＷOF（車検）を受けておけば、サービス点検をし
なくても大丈夫と理解されている方がいらっ
しゃいますが、ニュージーランドでは、車検はタ
イヤ、シートベルト、錆、ライトなど、公道を走る
うえで不具合がないかどうかを検査するだけ
で、オイル・オイルフィルタ・エアフィルタ交換が
必要かどうかの点検や交換は、サービス点検を
別途申し込む必要があります。
当社では、目安は１０，０００キロ走行毎に３点
全て同時に交換をお勧めしています。
どれか１点を交換しても、他２点が汚れていた
ら、その汚れは新たに交換した他の１点だけで
なく、エンジンへも影響してしまうからです。

結果、エンジンの故障悪化は、購入後のサービ
ス点検を怠っていた原因も大きいとみなされ、
購入者の訴えは棄却されました。

記事やサービスに対するご質問・お問合せはこ
ちらからお送り下さい。
ニュージーランドクラシック 
info@nz-classic.com 

村東みやこ

皆様こんにちは。ルミです。5 月~7 月の 3 か月分の運勢をタロットカードで
占ってみました。 メッセージを活用して楽しい毎日を過ごしましょう!!

Rumiのシーズンタロット占い

決断する時期です。今まであった
思いや夢を行動として表わしてい
きましょう。自分の気持ちが縛ら
れてるなと思うことがあったら緩
めてあげましょう。心のバランス
調整も必要な時期です。

5月は何かが終了し、新たなス
テージに向かう時期がやってき
ました。6月、7月は新たなステー
ジであなたの望んでいたものが
大きく目に見える形となって現れ
るでしょう。楽しめそうです。

自分の内側に目を向けることが
大切です。外に理由を求めるの
ではなく何故そうなったのか、そ
う思ったのか自分に問いかけて
みましょう。そろそろ決断する時
期ですよ。

あなたの力が活かされる時で
す。相手に優しさを与えることで 
あなたの望んでいるものがグン
と近くにやってきそうです。不安
はいりません。自分を信じましょ
う。

今まで滞っていたことや気持ち
から解放されて新しい領域に進
み始めることになりそうです。不
安なことは情報を集めれば大丈
夫です。楽しみながら進みましょ
う。

求めるだけではいけません。
あなたの相手に対する思いやり
や優しさが相手を動かすんだと
いうことを忘れないでください。

今ある環境を更により良くさせる
ために工夫をしてみましょう。習い
事、イベント、模様替えなどもよさ
そ うです。7 月は状況が大きく変わ
る出来事があるかも。

新たな人生のステージが始まりそ
うです。でも甘い言葉には注意し
ましょう。駄目だとわかっているの
にだらだらと続けていくとあとで後
悔しそうです。不安ならば情報を集
めて!

今までやってきたことがハッピー
エンドにつながりそうです。そし
て次の準備を始めましょう。7月
には新しい環境がスタートしそう
です。

周りの状況を良く見て、物事を
もっと客観的に見ることが大切で
す。一人で何もかもしようとすると
うまくいきません。周りと調和をと
りましょう。それがあなたの願いを
叶えてくれるコツです。

一人でしようとするのではなく 
周りと力を合わせることであな
たの力がより発揮できるように
なります。 7 月には今までしてい
たことが終わり新しい世界にス
テップアップしそうです。

自分のやりたいことや目指してい
るものが現実のものとなってき
そうです。準備は整っています。
あきらめずに前向きに進めて下
さい。

1月生まれ

４月生まれ

７月生まれ

1０月生まれ

２月生まれ

５月生まれ

８月生まれ

1１月生まれ

３月生まれ

６月生まれ

９月生まれ

1２月生まれ

３ヶ月
運勢
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うです。でも甘い言葉には注意し
ましょう。駄目だとわかっているの
にだらだらと続けていくとあとで後
悔しそうです。不安ならば情報を集
めて!

今までやってきたことがハッピー
エンドにつながりそうです。そし
て次の準備を始めましょう。7月
には新しい環境がスタートしそう
です。

周りの状況を良く見て、物事を
もっと客観的に見ることが大切で
す。一人で何もかもしようとすると
うまくいきません。周りと調和をと
りましょう。それがあなたの願いを
叶えてくれるコツです。

一人でしようとするのではなく 
周りと力を合わせることであな
たの力がより発揮できるように
なります。 7 月には今までしてい
たことが終わり新しい世界にス
テップアップしそうです。

自分のやりたいことや目指してい
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皆様
だんだんと秋めいて、気温も下がって夜も寒く
なってきました。さて今回はＮＺなかった興味深
い生命保険商品が登場し、いままでとはちょっ
と違った使い方もできるのでそのハナシを。

●掛金が毎年上がって行く保険ばかり。
いままでのＮＺの生命保険の多くは掛金が毎年
上がって行くタイプがほとんどでした。もちろん、
ここ数年ある程度の年齢までは一定という商品
も出ましたが期間が長すぎたり、自分で期間を
選べなかったり柔軟性が余りありませんでした。

●柔軟な設計、期間が自由に設定できます。
3月13日に出たAIAの生命保険は掛金が変らな
い期間を最短10年から最長100歳になるまで
の間で自由に設定できます。出だしの掛金は1年
毎の物より高いですが、ほとんどの場合途中で
掛金の額が逆転します。

●保障が成長/増えていくのに掛金はそのまま。
また新しいオプションでINDEXという一定の割
合で保障額が増額していくプランもできました。
これは最高で5％の増額が可能です。加入時に
増額割合と掛金が変らない期間を設定します。
その期間の掛金は変わりませんが、選んだ割合
で保障額が成長していきます。
特に若い方ほど掛金は安く、また期間設定を長
めに取ることで保障額が増えます。例えば40歳

の方が、5万ドルの保障額、期間を100歳に設
定して、100歳まで長生きすると保障額は約90
万ドルになります。もう少し現実的な年齢、例え
ば80歳で考えても保障は30万ドルまで成長す
るのに加入時と掛金は変りません。　

●どういった場合に？
必要期間中、掛金が変らないので先の見通しが
立てやすくなりますし、相対的に掛金の負担が
軽くなっていくのは想像がしやすいと思います。
また設計により必要期間中の払込保険料の総
額を抑えることも出来ます。
保障が成長していくタイプは財産の継承、特に
お子さんお孫さんに財産を残したいと考えたと
きには非常に有効です。掛金はそのままなのに
長生きすればその分、保障が増えます。また1年
タイプとミックスさせて、掛金を抑えながら、より
柔軟な設計もできます。
*このタイプは疾病保障、高度障害の保険でも設
定できます。ただし加入できる期間は短く、掛金
も場合によって変更があります。条件については
アドバイザーにお尋ねください。
*ここの内容は出来るだけ正確を期すように心が
けていますが、一般的なガイドラインで、個々の
事情により異なる場合があります。これらの情報
を利用し発生した損害についてはいかなる場合
も一切の責任は負うことができませんので予め
ご了承ください。詳しくは最寄の保険アドバイ
ザーへご相談ください。

ホ ケ ン ノ ハ ナ シ
新田　直人

保険は未来を守ります。
AIA Financial Services Network Ltd
保険アドバイザー　新田直人

医療保険、生命保険、疾病保険など、
ご相談、プランニングは無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

NZ国内どこからでも
フリーダイヤル 0800-664-882

もしもに備え賢くご利用

携帯：027-230-4984 / e-mail: naotonitta@gmail.com 

＝新しい生命保険＝
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South City Centre  
555 Colombo Street,Christchurch 

943-4066 
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不動産コンサルタント
ジャネット＆カズ・シマザキ

不動産
情報

平均売却価格と
売り出し期間の動向

　　　皆さんこんにちは、こ
このところに来て不動産市場
も落ち着いてきているようで
す。さて、こういう時期によ
り良くスムーズに家の売却を
する場合は第３者の目から見
た家の調査レポート（ビル
ディングレポート）を売却時
に用意することが売却の早道
につながります。また、
EQCのレポート、その家の
保険、さらには一般的には弁
護士サイドで用意するＬIM
なども用意することが肝要で
す。ただ、これらの用意する
情報は不動産エージェントに
よって異なる場合がありま
す。また、最近では「家をス
テージングする」として売却
時に家のデコレーションをす
ることも一般的になってきて
います。家の印象を良くする
ことでより良い購入希望者を
得ることができます。家の売
却は購入者と契約をしてから
多くの問題が浮上することが
よくあります。スムーズな売
却はより良い情報を用意する
ことから始まります。

（J&K Shimazaki)
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●数年前に庭に植えた梨の木２本、昨年初めて
１個実がなりました。そして今年は２０個実がな
りました。豊水と二十世紀です。それほど手をか
けていなかったのですがとても甘くてみずみず
しい梨で、今まで食べた梨の中で一番おいしい
と感じました。庭に実のなる木があるというのは
嬉しいものですね。（笑う門）

● はじめまして。この度理事ご招待うけました。
“つぶやき”がでてこないので、自己紹介します。
淡路島出身、ベーガン、サウスニューブライトン
在住、ベットタイムリーディング：インドの経典ラ
マヤナ。どうぞよろしくお願いします。
（甚）

● 中国では３大刃物職業につけば世界で通用
すると言われています。その仕事はハサミを使う
散髪屋、包丁を使う調理師、そして、メスを扱う
医者とのこと、日本では新卒者が闊歩する
ニュースで見る機会がありました。さて、世界で
通用するという意味を改めて考えると日本で住
んでいるとＮZに住んでいる場合と見方が変
わってくるのではと思うこの頃です。
（ギターキッズ）

● 先日２０－３０年以内に車が家族の一員にな
るというニュースを読みました。IT化がどんどん進
み、前もって入力したプログラムによって自動運
転で決まった時間に子供の送り迎えをしてくれた
り、何時にOO駅などと連絡すれば迎えに来てく
れるそうです。幼い頃に漫画などで見た未来の光
景とは違い、相変わらず車はタイヤで走っていま
すが代わりにどうやら運転する必要がなくなるよ
うです。２１世紀ですね！　　　
（元気玉）

● 今号のひろがり、いかがでしたでしょうか？季
節が晩秋から初冬に移るころ、長く咲き続けてく
れた我が家のバラを労りつつ切り詰めます。また
咲くためには、よく休ませることも大事です。ジャ
パンデーの花を毎年華やかに咲かせるためにも、
丹精と休養が必要なのかもしれません。白き息、
気を引き立てて冬構え。総会も近づいてきました。
(Hope)

●学歴がなくてもお金がなくても職歴がなくても
いい。年齢や性別に関係なくやりたいことが出来
る。育ちや家族の影響もいらない。情熱とやる気
があれば、なんでも好きな事ができると皆さんは
思いませんか。時間はかかると思いますが、継続
すれば必ずいい事あるかもしれませんね。
（キィウィ）

おことわり
カンタベリー日本人会では、本ニューズレター発行に際し、掲載される記事・広告は法律違反で無い事
を条件としています。しかし、記事・広告の文章、文言、主張、意見は、筆者・広告主に属するもので、必
ずしもカンタベリー日本人会のそれらとは一致しません。又、記事・広告を信じて取られた行動の結果
に対しての責任は負いかねますのでご了承下さい。掲載記事・写真・図画などの無断転載を禁じます。

皆様からの投稿記事や情報をお待ちしております。

次号ニューズレターは
３ヶ月後に発行予定です。

理事のつぶやき


