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Japan Day 2018 at Glance
来場者数 16500人

出店数 65

出し物　 35

ボランティア数 延べ166人

収入 $59,487

支出 $62,164













カンタベリー日本語補習校から 
Canterbury Japanese Supplementary School 

 

 衝撃的なニュースが飛び込んできました。６年前のクライストチャーチ大地震によって、カン

タベリーテレビビル（CTV ビル）が完全倒壊し、それによって富山の語学専門学校の生徒を含
む 115人の命が失われた事は、記憶に新しいところです。ニュースでは、検察は CTVビルの崩
壊を起訴しないと決定したと言うのです。当時、私はこの現場の惨状を遠く日本から、大変申し

訳ないですが、他人事の様に見ていました。その１ヶ月後に東日本大震災が起こり、卒業式間近

での対応に追われていたため、ほ

とんど脳裏には残っていませんで

した。ところが、その後、このク

ライストチャーチ地震で金沢市中

学校の K 先生のご子息が亡くな
ったと聞いてから、この地震が大

変に身近なものに感じました。私

の赴任がこのクライストチャーチ

にある学校だと決まった時には、

すぐ K 先生の顔が浮かびました。
K先生は教育委員会時代の直属の
上司でもあり、中学校校長として

も大変尊敬できる大先輩でもあります。この事故で知人が K 先生宅にお伺いし、香典をお渡し
しようとしたところ「わしの息子の遺体は出てきていない。息子は死んでないから香典なんても

らえない！」と突っ返されたという話を聞き、私もこの赴任の事を伝えようか大変迷いました。

でも、K先生に黙ってニュージーランドに発つことは出来ませんでした。お会いして赴任の事を
伝えたとき、「よく話してくれた。有り難う。頑張って来い！」と手を取って喜んでくれ、励ま

してくれました。大変嬉しかったです。その時に、倒壊したビルのこと、ニュージーランド政府

の対応のこと、日本と違う事故補償のこと等々を聞きました。一番心に残っているのは、地震で

倒壊したビルの下で、「しばらくは生きていた！」ということです。それをどうにかできなかっ

たのかということに対して、自分を責めてもどうにもならないけれど、何もしてやれなかった事

が悔やんでも悔やみきれないと・・・。今日、初めて地震直後の CTVビル倒壊の写真を見まし
た。確かに他のビルは倒れていないのに、ここだけがペチャンコです。そしてこの時点で、ひょ

っとして息子さんはまだ・・・？！ニュースでは欠陥ビルを設計した会社や建設会社の責任は明

白であるのに、彼等の責任によってこのような事態になったと証明できる法律がなかったと言

っています。どういうことでしょうか？完全に意味不明です。「問題は法律の欠陥である」と結

論づけています。ならば法律を整備していなかったニュージーランド政府の責任ではないのか

と・・・。全く釈然としません。今後どのようになっていくのか、詳しいことは分かりませんが、

K先生やご遺族の気持ちを考えると言葉もありません。あれ以来、体調が優れないと伺っている
K先生の奥様のことも・・・。 
 後日、日本の友人から K 先生の談話が新聞
に載ったと知らせがありました。 
「無念だが、二度とこのようなことが起こらな

いように建築技術の向上を望みたい。志半ばの

息子を失い、生きている以上は喪の途中だ」、

奥様は「現実を受け入れるしかない。心の整理

がついたら、息子に報告したい」 
改めて、慎んで亡くなられた方々のご冥福をお

祈り致します。 
 

カンタベリー補習校 荒井 秀典 

２０１１年２月２２日 クライストチャーチ大地震 

鎮魂の壁 
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Mobile Shop
Japanese Ramen Noodles & Dumplings

冷凍餃子販売 始めます！

詳細は、Facebook・Twitter・Instagramにて。

Coming Soon...





名古　みのり
 アカウントマネージャー

SHS TAX ACCOUNTING LTD
ATAINZ（ニュージーランド会計士税理士協会）所属

日本語でサポート致します

151 Clyde Road, Fendalton, Christchurch 
日本語直通 027 933 1140 / .Tel: 03 351 6949
.E-mail: minori@shs.org.nz  Web: www.shs.org.nz　

























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２時半～４時 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！！

 



 
 

 

腰痛、 肩凝り、めまい、 更年期障害、心身症

不眠、頭痛、月経不順、生理痛、花粉症、蓄膿

動悸、息切、甲状腺、糖尿病、高血圧、冷え性

関節炎、眼精疲労、消化器系疾患、泌尿器系 etc

＊ACC による五十肩、ぎっくり腰、坐骨神経痛

腱鞘炎、テニス肘、打撲、捻挫、むちうち

骨折、火傷等は無料で治療を承っています。

鍼灸師 Reiko Ohara 
10 Mermaid Place, Southshore 

cocoro@xtra.co.nz 
027-350-9101(text only) 

 

お気軽にお問い合わせください。 
 

 







遠く母国を離れて、ニュージーランドで暮ら
している私たちはそれぞれに色々な思いや夢
があるのではないでしょうか。同じ日本語を
話し、文化背景をもつ、お互いのことを理解
し、助け合う。お互いを思いやる気持ちを忘
れずに生活していきたいです。

(Peace)

２０１３年から理事を５年間務めさせていた
だきましたが、このたび退任することになり
ました。理事になった翌月に誕生した次男も
今年で５歳になり学校へ通います。本当に月
日の経つのは早いです。これからは皆さんと
一緒に陰ながら日本人会に力を貸していけれ
ばと考えています。少しずつでも集まれば大
きな力になります！

（元気玉）

二文化制度のNZは、現在１５０以上の民族
が暮らす多民族社会でもあります。Christ-
church では、アジア人の人口、堂々の第３
位！そんな中で日本人の顔である日本人会が
なくなってしまうのは、ちょっと寂しいです
ね。いろんなアイデアを取り入れて、日本人
会をぜひ続けていってください。応援してい
ます。

（健忘証子）

2000年から18年間いろいろ関わってきまし
た。ひろがり発行、パンフレット作成、メー
ル通信配信、運動会、補習校の校歌作曲、校
長先生の派遣依頼、ガレージセール、サンタ
パレード、お花見会、NZ勉強会、座談会、
そして、ジャパンデー、その間にオフィスの
開設、その引越し、地震の発生での掲示板立
ち上げ、ひろがり地震版発行、慰霊式典の参

加、警察や公的機関の集まりに参加したり等
々・・やり残したことはありません、すべて
いい思い出です。そして、皇太子さまとも会
うことができました。日本に住んでいたら一
切かかわることができなかったことだと思い
ます。ぜひ会員の皆さんもコミットしていた
だければご自身のプラスになってもマイナス
になることはないと信じております。

（ギターキッズ)

前年度に長女が補習校幼稚部に入園し、初め
て日本人会に入り、いきなり理事に就任して
しまいました。会計のお仕事をお手伝いする
ということで、名前だけの理事でしたが、会
長の松崎さんをはじめとする理事の方々の、
日本人会をなくしてはならないという思いを
十分に感じることが出来る一年でした。

（三人娘）

「日本人会の理事にならん？」と声をかけら
れたのは、移住して間も無く仕事も形になっ
てなかった頃。「新参者だし、肩書きない
し、できません」と尻込みすると、「そんな
ん関係ない、やる気あるかどうかや」と言わ
れて関わるようになり、その縁で補習校にも
関わり、足掛け18年。在任中のご支援に感謝
いたします。昨年のNZ選挙では、世代交代の
力を目の当たりにしました。今、日本人会は5
人しかいない新理事体制のもとで活気が出て
います。この活気に呼応して日本人会を盛り
立てください。お願いします。

（Hopeこと松崎一広)

日本人会の益々のご活躍を心よりお祈り申し
上げます。

（青雲志）

「ひろがり」100号いかがでしたでしょう

か。ようやく発行再開に漕ぎつけることが

できました。会報の発行が滞ってしまい、

ご迷惑やご心配をおかけしましたことを前

理事として改めてお詫びします。

次の会報は3ヶ月後に発行予定です。


