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会長所感

カンタベリー日本人会
会長

松崎

一広

昨年7月2日に開催された2016年度第１回理

きるものだったと思います。
その一方で、運動会や

事会で会長に推挙されてから、丸1年が経過しま

ガレージセールの開催が見送られたことは、楽し

した。就任挨拶の会報原稿を呻吟しながら書い

みにされていた方々にとって申し訳ないことにな

ていた寒い盛りを思い出します。ほどなく春とな

りました。担当理事の間での連携のまずさから

り、悪天候と開花の遅れで２度延期となったお花

メールの返信に時間がかかることもありました。

見会、
そして運動会の開催見送りと、危うさが漂

新たな試みとしてQOL懇談会で「親の介護」
と

う船出となりましたが、年末恒例のサンタパレー

「ワイン」
についての会を持ちましたが、会員相互

ドは、太鼓グループ「巧」の力強い協力のおかげ

の親睦をはかるという部分では力不足がありまし

で華やかに参加することができました。

た。
それについては今年度の課題として取り組み
たいと思います。

そして年が明け、年頭所感を書き、震災の日に思
いを新たにして、最大のイベントであるジャパン

今年の会員更新は再入力手続きを省いて自動更

デーに突入しました。今年のジャパンデーは、髙

新としました。
「再入力手続きが面倒」
との声が少

田稔久大使やリアン・ダルズィール市長をはじめ

なくなかったことと、会則は「一度した会員登録

国会議員や市議、各団体から40人を超える来賓

は、退会届けが提出されるか、会費未納で退会と

をお迎し、来場者1万4500人を数える大成功を

見なされるまで有効」
と読めることが理由です。従

おさめました。会員数300、在住日本人を全て含

来は皆さんの入力情報に基づいて、
自動的に新

めてもクライストチャーチ市人口の１％に満たな

年度の会員名簿ができましたが、今年は調整が

い極小コミュニティが主催するイベントとしては、

必要で事務局の手間はむしろ増えます。
「事務局

ありえないくらいの規模と内容は高く評価されて

の手抜き」
のための変更ではありませんので、
そこ

います。

はご理解をお願いします。

その他に、
いくつものミーティングに参加して日本

新年度最初の理事会では、
またお花見会の検討

人会として意見を述べてきました。CBN(クライス

がなされます。
「 年々歳々花相似たり歳々年々人

トチャーチビジネスネットワーク)と共催で、
日本

同じからず」
と言いますが、花だって毎年同じには

人コミュニティ団体との横断的な懇談会も開催

咲いてくれません。
いわんや人や社会は同じでは

しました。
さらに、
日本人会のウェブサイトを完全

ありません。何を守り、何を変えるのか、ニュー

リニューアルし、facebookでは90のエントリを上

ジーランド映画 ”Whale Rider“ の問いかけは、

げて、
フォロアーは750人を超えました。twitterで

私たちにも当てはまるのだと思います。

も発信を開始しています。
最後になりましたが、昨年1年、
日本人会にご
日本人会の機能は、会員相互の友好と親睦を図

協力くださった皆様、支えてくださった協賛会員

るという内部的な活動と、
日本人コミュニティを代

の皆様、
ご支援いただきました全ての皆様に感謝

表するという対外的な役割に大別されますが、対

を申し上げます。今年度もよろしくお願い申し上

外的な活動ついては、上記のようにかなり満足で

げます。

Hirogari / www.jsc.org.nz ©JSC
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事務局通信
４月９日
４月１５日
４月２０日
４月２２日
４月２３日
４月２９日
５月１３日
５月２４日
５月３１日
６月１０日
６月１５日
６月１５日
６月１７日
６月１７日
６月１９日

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。

荒井校長着任歓迎会に出席 松崎
定例理事会
Christchurch Multicultural Council 松崎
QLC座談会 あなたの好きなワイン 松崎、
ウォード、
パーカー、嶋崎
Migrant Center 主催 “Learn from what we eat?”セミナー開催
カンタベリー補習校入学式および付属幼稚園入園式に参列 松崎
Christchurch Multicultural Strategy Official Launch 出席 松崎
荒井補習校校長と面談 松崎、益山
Christchurch Community House 総会出席 松崎
定例理事会
International Network For Refugees and Migrantsに出席
倉敷委員会とJETAA代表との教師招聘プログラム打ち合わせ 松崎
日本人会ネットワーク
（JSC）
をCBNと共催 松崎
ジャパンデー倉庫の引っ越し
立命館アジア太平洋大学(APU)入学説明会

月例ゴルフ大会
上位３名

6月のゴルフコンペ結果は(雨天のため順延となり、先週末の
7月2日に開催されました）
１位 高橋 ２位 野田 ３位 山崎
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在クライストチャーチ領事事務所便り
「たびレジ」
とは
日本や現在の在留国以外に海外旅行や海外出張される皆様が，
旅行日程・滞在先・連絡先などを
登録されると，
滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール，
また，
いざという時
の緊急連絡などを受け取れるシステムが
「たびレジ」
です。
御自身のアドレス以外にも御家族や職場
のアドレスでも登録が可能です。
旅行先，
出張先でのテロ，
事故，
地震等緊急時に最新の安全情報を
旅先の現地在外公館から入手することができるため，
ＮＺから日本以外の外国に旅行，
出張される
場合には，
「たびレジ」
への登録をお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
また，
海外渡航の予定がない場合でも，
メールアドレス
（複数アドレス登録可能）
と情報が欲しい国
・地域（複数指定可能）
を登録するだけの簡易登録もご利用いただけます。
当事務所は，
これからも迅速かつわかりやすい海外安全情報の発信のため鋭意努力して参ります
ので，
「たびレジ」
への登録を含め，
引き続き海外安全情報をご活用いただければ幸甚です。
日本映画の夕べ
８月度の
「日本映画の夕べ」
は，
高畑勲監督による，
スタジオジブリ制作のアニメーション映画『か
ぐや姫の物語』
を上映致します。
日時：８月２９日
（火）
１８：００〜
場所： Rangi Ruru Girlsʼ School, Merivale Lane Theatre
（メリベールレーン・シアターの
入口はMerivale LaneとRossall Stの角付近になります）
映画名：
「かぐや姫の物語」
監督：高畑勲
数々の傑作を生み出してきたスタジオジブリの巨匠、
高畑勲監督が手掛けた劇場アニメ。
日本で
最も古い物語といわれる
「竹取物語」
を題材に、
かぐや姫はどうして地球に生まれやがて月へ帰って
いったのか、
知られざるかぐや姫の心情と謎めいた運命の物語を水彩画のようなタッチで描く。
・入場無料、英語字幕、
自由席
（１２０席）
となっております。
・スケジュール １８：００会場 １８：１０日本文化紹介ドキュメンタリー上映 １８：３０本編上映

在クライストチャーチ領事事務所 Consular Oﬃce of Japan
住所：12 Peterborough Street, Christchurch
電話：03−366−5680
領事業務関係 電子メール：enquiry.chc@wl.mofa.go.jp
広報•文化業務関係 電子メール：cultural.chc@wl.mofa.go.jp
Hirogari / www.jsc.org.nz ©JSC
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日本人会クラブ紹介
●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
japanese-choir@googlegroups.com

●軽音楽クラブについて
お問い合わせ、
出口さん
（344-1142）
●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 cjdg̲takumi@live.jp

軽音楽部

お問い合わせ：344-1142（出口）

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/

Digi
Graphics

ビジネス集客への第一歩をお手伝いいたします。

主な業務内容

その他

ロゴや名刺のデザイン作成

当社オリジナルステッカーの販売

看板各種（大小、フットパス等）の作成、取り付け

記念日やホームページ用の写真撮影

社用車の宣伝用デザイン、サイン作成、貼り付け

お問い合わせ

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

oﬃce@digigraphics.info

www.digigraphics.info

取外し可能なマグネットシートの作成
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Takumi
10th Anniversary Concert
2017
Saturday 2 September 7pm
Aurora centre

151 Greers Rd, Burnside
Tickets available
at Ticketek
Reserved seats
$20.00 + Service fee

Find us on Facebook!
Takumi Japanese
Drumming Group
E-mail: cjdg_takumi@live.jp

●太鼓クラブ
「巧」10周年記念コンサートのご案内
日時：9月2日(土) 19時より 場所：オーロラセンターにて
チケット販売: Ticketek にて販売中 (全席指定席)
チケット料金 : $20+Service fee

太 鼓 クラブ

常日頃の巧へのご支援をありがとうございます。
お陰様で今年で巧は10周年を迎え、
メンバー一
同、
コンサートに 向けて一生懸命に練習をしております。
皆様お誘い合わせの上、
是非是非コン

サートを見にいらしていただけると幸いです。
お問い合わせは、cjdg̲takumi@live.jp ( メール）
もしくは、
https://www.facebook.com/ takumichch （フェイスブック）
まで
Hirogari / www.jsc.org.nz ©JSC
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カンタベリー日本人会
2016年度総会が開催されました

総会報告
７月９日に開催された2016年度カンタベリー日本人会総会は、通常会員32人、家族会員10人の方々
のご出席をいただき、無事終了しました。委任状をご提出くださった方々も含め皆様のご協力に感謝い
たします。
出欠届の提出
180人 （委任状提出150人）
通常会員の出席
32人 家族会員の出席 10人
（定足数は会費支払済通常会員の10％で18人）
委任状の内訳
議決権者の選択によって得られた結果に従う 127人
議決権を放棄する 22人
議決権のある次の者を指名する
1人
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開会宣言
平尾ヤスエ
（日本人会理事・司会）
会長挨拶
松崎一広（日本人会会長）
名誉顧問挨拶 村瀬 充（在クライストチャーチ領事事務所 所長）
来賓挨拶
荒井 秀典（カンタベリー日本語補習校 校長）
来賓挨拶
デイビッド・ボーラム・スミス
（姉妹都市委員会）
議事
＊議長は会則により会長とする。( )内は担当理事。
第一号議案 活動報告（松崎）
＊賛成多数により承認
（質疑応答 質問なし）
第二号議案 会計報告・予算案（益山） ＊賛成多数により承認
（質疑応答①収入減少の理由・・通常会員と協賛会員の
減少）（質疑応答②補習校寄付額・・予算は目安であ
って確定ではない）
第三号議案 会則改正（解散規定)（甚尾）
＊賛成多数により承認
（質疑応答①ファンド申請・・会則の英文原本を修正後
に検討）
新年度理事 松崎一広、嶋崎和文、武井弘明、益山和之、甚尾浩美、
ウォードゆかり、
キャンベル和美、
スミス佳世、平尾ヤスエ、
以上9人が理事に留任、新理事として藤吉美佐子の以上
10人を理事に推薦。 ＊賛成多数で承認 以上で議事終了
退任理事
なし ただし、上記理事のうちキャンベル理事とウォード理事は年度途中で退任の予定
各クラブの報告
閉会宣言
懇親会
参加者特典の
「パン詰め合わせ」
にご協力くださったJapanPanさん、
お刺身の特売にご協力くださった
Kinjiさん、
ありがとうございました。
Hirogari / www.jsc.org.nz ©JSC

1、前年度から約2500ドル減少
2、
メール通信等での広告収入は前年度より
増加
3、
スポンサーとテナント収入アップにより約
６５００ドルの増加
4、利率の減少が予想よりも大きく少し予算
を下回る
5、今年度の寄付金はありませんでした
6、麻雀クラブから500ドルの寄付をいただき
ました
7、
ジャパンデーで日本人会が出店した餅つ
きの利益
8、
ジャパンデーも合わせた収入は4000ドル
以上増加

9、
ジャパンデーを除いた収入は会費の減少
と同程度の約2300ドルの減少、予算も約
1300ドル下回る結果になりました
1、
ジャパンデーの経費は約3000ドルの上昇
2、2016年度は趣向を変えて日本人会から
は参加を呼び掛けただけでした
3、
中止
4、
実行委員が編成できず中止
5、予算に見合う会場と人員が用意できず中
止
6、2016年度は軽食のみの用意としてコスト
ダウン
7、理事の減少と理事会の欠席により予算を
下回る結果となりました

Hirogari / www.jsc.org.nz ©JSC
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1、
ひろがりを年度途中からPDF版
に移行したが紙面の編集代が上昇
したために予算オーバー
2、
ひろがりをPDF版に移行、編集
担当も変更になったため減少する
予定
3、切手を値上がり前に大量購入し
たのでその分予算オーバー
4、
今年度は無し
5、
ウェブサイトをリニューアルした
ために予算オーバー
1、
切手代に使用
2、
イベント開催の予定が低かった
ので予算に含まれていた損害保険
の費用は日本人会としてではなく
ジャパンデーから経費として支出
3、
ジャパンデーを含めた支出は前
年度とほぼ変わらず
4、
ジャパンデー以外の支出は前年
度から約2250ドルの減少、予算も
約1150ドル下回る
5、
ジャパンデーを含めた収支は約
2800ドルの黒字
6、
ジャパンデー以外の収支は会費
収入の減少が大きく予算と比べて
も約140ドルの赤字
１、
年度内に7000ドル解約

10
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Japanese Ramen Noodles & Dumplings
Mobile Shop

醤油ラーメン各種、特製味噌ラーメン各種、塩ラーメン各種、特製餃子
7〜9 月限定 毎週金曜日、土曜日 5PM〜8PM
26 Forest Drive, Methven

www.purpledragon.co.nz

天候等の諸事情により出店できないことがあります。

KOHAN RESTAURANT

湖畔冬便り

Main St. Lake Tekapo

03-680-6688

テカポ開発計画第一弾 ４スクエアが6月末にオープン、

その後湖側に順次新しい建物が出来ていき湖畔レストランも近い将来

12

あの絶景を失うことになります。
ごめんなさい。

それでもサーモン丼とお弁当は皆様のためお腹をすかせた旅行者のために

つくり続けてまいります。

変わらぬお引き立てのほど、
おんねがいたてつかまつりまするー。テカポ
Hirogari / www.jsc.org.nz ©JSC

湖畔レストラン
伊藤正人

カンタベリー日本語補習校から
Canterbury Japanese Supplementary School
着任しました日本語補習校の荒井秀典です。よろしくお願いします。
今年度、文部科学省より派遣されました石川県金沢市出身の荒井秀典です。縁がありましてカ
ンタベリー補習校に赴任することになりました。よろしくお願いしたいと思います。
教職についてから、過去文部科学省の在外教育施設に二度派遣されたことがあります。平成３
年から３年間のオランダ・アムステルダム日本人学校と平成１６年から４年間のアメリカ・セン
トラルケンタッキー日本人補習校です。いずれの在外教育施設でも、日本を離れて一生懸命勉強
している児童生徒の教育に携わることができ、私自身も一教員として随分成長できたと感じて
おります。今回は三度目ですが、在外教育施設への恩返しの意味も込めて、かつてのようなエネ
ルギーやパワーは若干陰を潜めたかと思いますが、今まで培った経験を活かして、カンタベリー
日本語補習校の運営に微力ながら力を注げられたらと思っております。日本人会の皆様には、こ
の広報誌「ひろがり」を通じての初めてのご挨拶となりますが、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
カンタベリー日本人補習校の平成２９年度は４月２９日に始まりました。小学部新入生 19 名、
中学部新入生 16 名が入学し小学部 147 名、中学部 39 名、全校児童生徒 186 名でスタートしま
した。
「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」という学校教育目
標を掲げ、１４名の教職員で補習校教育を進めていきます。どうぞご支援、ご協力をお願い致
します。詳しくは本校のＨＰ（www.cjssnz.org）を見て頂けたら幸いです。
クライストチャーチは空気が大変澄んでいて、空の雲の形が面白く、特に「朝やけ」
「夕やけ」
の綺麗さは感動的で、遠くの方に見えるサザンアルプスの山並みと相まって、こんな素敵なとこ
ろで仕事をできる幸せをひしひしと感じております。これから仕事の合間を見ながらニュージ
ーランドの良さをトレッキングなどをしながら、味わえていけたらと思っております。どうぞよ
ろしくお願い致します。
荒 井 秀 典
《今後の予定》

カンタベリー日本語補習校

7 月 29 日

2 学期始業式

8月

5日

全校写真撮影

入園・入学のお問い合わせはお気軽にどうぞ。

9月

9日

公開授業研究会

教員・ボランティア登録は、随時お受けしております。

9 月 16 日

前期テスト

9 月 30 日

2 学期終業式・通知表

［所在地］Ilam School (66 Ilam Road)

10 月 21 日

3 学期始業式・保護者面談

［電話］03-348-9512

10 月 28 日

保護者面談

11 月

4日

保護者面談

11 月 18 日

補習校祭り

12 月

音読発表会

9日

12 月 16 日

［郵便］POBox31141, Ilam 8444
［メール］cjss1998@gmail.com
［HP］www.cjssnz.org

3 学期終業式
Hirogari / www.jsc.org.nz ©JSC
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新しい街、
できたての道、
みんなの幸せとやらを考える...話
今日も今日とて、
クライストチャーチの街はどこ
かが工事中ですね。
しかも工事のポイン トは刻一
刻と変わって行くので、昨日は普通に通れた道が
今日は通せんぼ状態、
なんてこともしょっちゅう。
六年前の地震以来ずっとこうですからもう驚きも
しないのですが、一体いつになったらこの街って
「完成形」
になるんだろう...それを考えるとなんだ
か気が遠くな ります。
それでも、
工事がすんだところはサラッと通行止
めが解除になり、
ある朝突然目も覚めるような新
しい道が目の前に!という光景に出くわすこともあ
るわけです。そういう道は表面もツルツル、広く
なって走りやすい...となればめでたしめでたし...
のはずが、
うちの近所の事情はちょっとちがうよう
です。
この新しい道、車で通ると妙に狭苦しい!な
ぜかというと、道幅は工事前と同じはずなのに、新
しいレイアウトだとサイクリングロードと駐車ス
ペースがガッツリとってあって、一見きれいだけど

16

実際に車が走れる部分が狭いのです。
もちろん、
車同士がすれ違えないほど狭いというわけではな
いし、
シティの中をサイクリングロードで結ぶ計画
は前からあって
「完成したらこうなります」
という予
想図まで配られていたので、本当は文句なんか言
えっこありません。
でも...車で通るたびに
「えっ、
自
転車のとこばっか広くないか!」
と、
モヤモヤする気
持ちと闘っています。
でも、
こんなこと思ってるのわたしだけだろう
な。地震で街が崩壊したあと、せっかく都市計画
を立て直して、工夫に工夫を重ねた結果がこれな
のですもんね!?たしかに、
ただ舗装を直すだけで
なく、独立したサイクリングロードも車道の横につ
けたなら、今まで車との並走を余儀なくされてい
た自転車の人のストレスは格段に減るはずなので
す。
車を運転してい る側も、
横をすり抜ける自転車
にヒヤヒヤしないですみます。
そんないいものがで
きたっていうのにわたしは...だいいち、
サイクリン
グロードができて一番喜んでる人は、今わたしの
一番近くにいるんじゃないんでしょうか!?ほぼ毎
日自転車を使い、サイクリストとして生きるうちの
ダンナ...彼なんかは、
あの美しい自転車専用道の
完成を喜んでいるに違いありません。
それこそま
だ工事中だけれど、
じきに我が家の真ん前からシ
ティセンターまでが自転車道でつながるのです。
それで思わず「よかったわよねぇ、
アナタ専用ロー
ドができて? 」
と口走ってしまったところ、
ちょっと
意外な答えが返ってきました。
「いや...正直あれはどうかと思っている...」
え
えっ、
あの道は、
あなたのような自転車ラブの方々
のために作られたものとちがうのですか?あなた
だって出来上がったところからさっそく利用してる
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じゃありませんか!しかし、
そんな人からしても、
あ
のサイクリングロードは自転車のことだけを考えす
ぎているというか、
ややえこひいきな方向で頑張り
すぎちゃっているデザインに見えるらしいです。彼
いわく、
そもそもあんなふうに道の両側を陣取る必
要はない。
自転車が通れるのは道の片側だけにし
て今より少し幅を広げ、対面通行に決めればい
い。
それだけで、ずいぶんすっきりして、
自転車の
利用者だけでなく誰にとっても通行しやすい道に
なるだろう...とのことです。
そんなこと言っても、
も
う計画はバンバン進んでしまって、
今さら変更なん
て無理なのに。
でも、
このままだと
「自転車のせい
で車は不便になった」
と言われて、
自転車に乗ら
ない人の不満が募りそうなのを彼なりに懸念して
いるらしいのでした。市民の中にも、実際のものが
出来上がってきてから
「完成図を見てはいたけ
ど、
こんな風になるとは思わなかった」
と感じてい
る人もいるようです。サイクリストのダンナとして
は、
もちろん自転車乗りもハッピー、車の人もハッ
ピー、歩いている人も走っている人も、
みんな道路
を上手にシェアしてハッピーじゃないと、
あれだけ
大規模に道を掘り返した意味がないと言います。
本来、
あそこまでしっかり自転車道を整備する
という発想は何なのでしょう。
もともと自転車の利
用がごく当たり前なサイクリストにとってはまたと
ない朗報だったとして、
それ以外の人にとってはど
うなのか。
この国では自転車は車道を走るものと
決まっていて、私自身もそうしてきた一人です。慣
れないと
「車と一緒に走るのは怖い」
と感じる人は
当然いて、それが原因で自転車から遠のいている
としたら、今回のようなサイクリングロード計画は
そういう人たちが自転車を見直すきっかけになる
といえます。
けれども
「おお、
こんな立派な道が出

来た!」
といって
「今日から車は極力やめてまた自
転車にしよう!」
と即座に思えるかというと、私なん
かはそこまで気合いが入っていないので
「今って
冬で寒いし~」
とか「今日はこのあと雨が降りそう
だし~」
とか言って、
そんなに急に心を入れ替えら
れるものでもないのでした。
きれいに整備された
区域を走ってみると、
たしかに以前よりは格段に
安全ですごく気分はいいのです。
スペースの広さ
も悪くないし...でもこれはオフピーク時(他に自転
車がほとんどいない!)にゆるゆるサイクリングや買
い物をしてみたときの感想です。
たとえばもっと混
むような通勤通学時、大人も小さい子も先を急ぎ
ながらビシビシこいでるような時間の便利さはか
わったのかどうか? それもちょっと早起きして見に
行ってみたいですが、
なかなか実行できずじまい
です。
今の時点では、たとえばごみ収集の日に一番
「混乱」
が見える気がします。
というのも、従来なら
ごみの容器を歩道に出しておけば、収集車から機
械のアームが伸びて容器を空にするという回収
作業が完了していました。
ところがサイクリング
ロードが完成した道路ではそんな簡単にはいか
ない。新しいレイアウトは、道の外側からみて歩道
→自転車道→駐車スペース→車道という配置で
す。
そうすると、今までどおり容器を歩道に置いて
しまったら収集車のアームが遠くて届かない。
じゃあ自転車道に置いていいかというと自転車が
通れなくなるからアウト。駐車スペースに置くのも
ダメです。結局ゴミ容器の定位置は仕切りのため
に盛り上がった細っそい部分か、駐禁の黄色い
破線の部分に寄せる感じ?収集車が通ったあと
はもっとカオスで、
そんな細いところにまたうまくの
らなかった容器は倒れたままだったり、
バラバラに
散らばっていたり...係りの人もきっとまだ慣れて
いないのでしょうね。
そんなのを横目で見ながら
車を運転していると
「みんなが幸せになれるシス
テム...なんて、
あやしげな新興宗教の勧誘の文句
じゃあるまいし、難しいもんだなあ...」
と思ってしま
います。
とりあえず、せっかくできた道です。やはり
わたしみたいに自転車の使い方が中途半端な者
がもっと利用するところから始めるのが大事か
と...もうちょっと、暖かくなってから...(だから、
そん
なこと言ってるうちはダメなんですよね!? )
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湖畔冬便り
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美男？美女？ 数 珠 つ な ぎ

美女

ウォード充保子さんのお話です。

前号のラッセン博子さんよりご
紹介頂きました、
ウォード充保
子(みちこ)と申します。

テーマの美女の括りから外れて
しまって申し訳ないのですが…
(汗)初めましての方、
お久しぶり

子供の頃から英語や海外に興味がありました。
の方、ついさっきまで一緒だっ
た方(笑)、拙い文章ではありま
すがどうぞお付き合い下さいま
せ。

仕事をするようになってからお
金を貯め、短期留学で二度イギ
リスを訪れました。語学学校に
通い一人であちこち旅行して、
ホームステイ先は同じファミ
私が最初にニュージーランドに リーに二度ともお世話になり、
来たのは2004年11月。
当時の 前世はきっとここに住んでいた
同僚の
「あ〜、
ニュージーランド …と感じるほど居心地が良く、
に行きたい〜！」
の一言で、今ま とても貴重で思い出深い時間
で頭になかった国が急に気に を過ごしました。
なり出したのがきっかけです。
しかし、英語の上達にはもっと
私は子供の頃から英語や海外 長期で英語圏に滞在する必要
での生活に興味がありました。 があると感じ、物価の高いイギ
きっと小学生の頃に通った英語 リスでは困難だった為、
「イギリ
教室の先生の影響でしょう。
と ス以 外で最もイギリスらしい
ても熱心に教えて下さるイギリ 街」
と謳われていたクライスト
スが大好きな先生だったので、 チャーチを、初めてのワーキン
私もいつか海外（イギリス）
へ行 グホリデー先に決めたのです。
きたいと思っていました。

20
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美男？美女？数珠つなぎ
来てみてビックリ！イギリスと全 くさん考えさせられました。試
練は多々ありましたが、人として
然違う(笑)
国が違うのですから当たり前で 少しは成長出来たのではない
すが、期待外れな感じで戸惑っ かと思います。
ていたのを覚えています。
ワーキングホリデー中の一年 そんなイギリスが大好きだった
間も本当に色々な事があり、人 私が、期待外れだったこの国に
付き合いや自分自身の事などた 永住するきっかけとなった人物

素晴らしい友人や素敵な方々に囲まれ、
クライストチャーチが大好きです。
…夫と出会ったのは、
ワーキン
グホリデーを早目に切り上げて
帰ろうかと思っていた矢先の事
でした。
縁とは本当に不思議なもので、
数々の試練があったからこそ私
は夫に出会い、二人の子供にも
恵まれ、今この国でたくさんの
素晴らしい友人や素敵な方々
に囲まれて暮らしています。
今ではイギリスに負けないくら
い、クライストチャーチが大好
きです。
海外での生活は決して楽しい
事ばかりではありません。言葉
や文化の違う国で外国人として
生活する大変さ、
日本の家族や
友人と離れて暮らす寂しさ、子
育ての苦 労 、将 来に対する不
安、様々な悩みを抱えています。
しかし同じ気持ちを共有し、励
まし合える仲間がいる事は、物

事を前向きに捉えて前進する大
きな力になります。私にはいつ
も周囲にそんな仲間がいてくれ
ます。
そしてそれに気づけるのも
試練があればこそ。私を支えて
くれる人達に、感謝の気持ちで
いっぱいです。

ばと思っております。
ぜひFacebookのページをご覧になって
みて下さい！
facebook.com/FlowerStall
Nico/
お問い合わせはメールでも♪
ﬂowerstallnico@gmail.com

だからこそ私も、そんな感謝の
気持ちを何かの形で
“Pay It Forward”していかなけ
ればいけないと感じています。
そして私が選んだ形は“花”でし
た。
人を笑顔にしたい。贈る人の気
持ちを花にのせ、贈られる人に
届ける“架け橋”になりたい。そ
んな想いで始めたのが小さな
オーダーメイドの花屋
「Flower Stall 'Nico'」
です。
ご依頼を頂く時はご用途の他
に、受け取りになられる方につ
いて少しお伺いします。
そこから
イメージを膨らませ、そ
れに合う花を仕入れ、花
束やアレンジメントに仕
立て上げます。もちろん
一つ一つ丁寧に、贈られ
る方の想いが伝わるよう
にと心を込めて。
店としてはまだまだこれ
からですが、少しでもたく
さんの方のお役に立てれ

そしてもう一つ宣伝を(笑)
私の最大のストレス発散法であ
り、本気の趣味(⁉)である太鼓
♪
ラッセン博子さんとの出会いの
場でもある太鼓クラブ「巧」が
10周年を迎えました。
その記念コンサートを、今年も
Aurora Centreで行います。
９月２日(土)午後７時開演。チ
ケットはTicketekにて販売中
です。
メンバー一同、皆様に楽しんで
頂けるよう練習に励んでおりま
すので、会場に足を運んで頂き、
節目を迎えた巧を見て聞いて感
じて頂けたら嬉しいです♪
最後まで読んで下さってありが
とうございました！
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愛する家族へ
大切な友へ
力をくれた全ての方へ
ありがとう
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美男？美女？数珠つなぎ

美男

河野英幸さんのお話です。

日本色を強く出して臨んだ結果、
日本式スタイルを評価してもらいました。
2 0 0 0 年 1 0月7日。初めて
ニュージーランドの地を踏んだ
僕は、
「 絶対に有意義なワーホ
リ生活を送ってやる」
と鼻息荒
く、そのためには欠かせない英
語の勉強に全てのエネルギーを
注ぐ覚悟でいました。
ただ、
こういった志をもって
ニュージーランドに来られる学
生は今も昔も大勢いるのです
が、中には日本人としての自分
のアイデンティティまで否定し
てニュージーランドでの生活に
馴染もうとするケースも見られ
ますよね。何を隠そう、僕自身が
そうでした。
「語学学校の外でも絶対日本
語は話さない」
とか
「そもそも日
本人の友達は作るつもりもな
い」、皆さんも耳にしたことある
フレーズだと思います。
こういっ
たストイックな姿勢で留学に取
り組むのは決してマイナスでは
ないのでしょうし、僕自身もその
結果「有意義な1年間のワーホ
リ生活」を送ることはできまし
た。
ただ、2年、3年とこの国で暮
らすようになると苦しくなってき
ました。
「アイデンティティ・クラ
イシス」
です。
つまり、
自分ではどう思ってい

ようと、
周りの人間にとっては僕
はどこからどうみてもニュー
ジーランド人ではないですか
ら、
英語が話せるようになってき
て言葉の壁が無くなれば無くな
るほど彼らは日本の事や日本人
としての考えを興味津々で僕に
聞いてくるのです。そこで「俺は
日本人じゃない」的な態度を取
り続けていると、本当に自分が
何者か分からなくなってくるん
ですね。
ちなみに、僕の語学学校のク
ラスメートだった日本人女性
は、超和風の顔つきをしていた
にも関わらず自分はフランス人
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で名前はミッシェルということ
で通しており
（海外生活初めて
の僕は「世の中は広いなー」
と
思いながら最初は完全に信じ
込んでいました）、
もちろん生活
は全て英語を使っていました
が、次第にストレスが蓄積して
いき最後はうつ状態になって病
院に行って薬をもらって飲んで
いたという笑えない話もありま
す。
そんな彼女とさほど変わらな
いほど心の中が混乱していた僕
の転機となったのが、カフェで
働き始めた当時、実力試しにと
思って挑戦したバリスタ・コンペ
ティションでした。他の人と同じ
ような競技の仕方じゃどう考え
ても経験のない僕に勝ち目はな
いと思い、
テーブルセッティング
などのプレゼンテーションに日
本色を強く出して臨んだ結果、
南島3位という順位はもとより、
何よりもジャッジに日本式スタ
イルを高く評価してもらい
「是非
このスタイルで来年以降も挑戦
して欲しい」
とフィードバックを
もらった事には大変驚かされま
した。

英語圏の生活を理解しこの国に恩返しができる
践して、その国の文化や言語に
深く傾倒することは素晴らしい
事で人生を豊かにしてくれるも
のであるのは間違いありませ
ん。
ただ、決して変えることの出
来ない
「日本人である自分」
を否
定するのではなく、英語圏の生
活を理解した自分が今度はどの
ような形でこの国にお返しがで
きるだろうかといった、
「 懸け
橋」
としてのはたらきに目を向け
るとき、
これまでは考えたことも
なかった自分の生き方の可能

性に気付くことができるのでは
ないでしょうか。
私たちが日本人として生を受
けたのには必ず意味があると思
います。その私たちが日本を離
れて異文化の国で生活をする
機会を得たわけですから、
自分
のルーツを見てみぬふりをする
のではなく、良い面もそうでな
い面も全部受け止めてニュー
ジーランドでより自分らしく生
きるためのツールとして上手に
向き合っていきたいですね。

美男？美女？ 数 珠 つ な ぎ

僕があれほど同化したかった 世界の舞台で存分に体現する
ニュージーランドの人々に、
「あ ことができたのは僕の人生にお
なたはこの国で日本人であるこ いて大きな財産です。
とを前面に押し出したときに輝
今でもカフェで仕事をしてい
くし、私たちもそれを見て嬉し ますが、僕が日本の話をしたり
い」
と教えられたのです。
目の前 日本独特の文化を紹介すると
が一気にパーッと明るくなった 若いスタッフは本当に興 味を
のをおぼえています。
持って耳 を 傾 けてくれます。
その後7年間に渡り、ニュー 「あぁ、英語で会話ができるよう
ジーランド国内だけでなく国際 になると僕が彼らから学ぶだけ
大会でもニュージーランド代表 ではない、彼らが知りたがって
として様々なバリスタ・コンペ いる僕の国の事も分かりやすく
ティションに出場することがで 伝えてあげることができるんだ」
き、ニュージーランドが大好き と実感させられる瞬間です。
で永住している日本人の喜びを
「郷に入れば郷に従え」を実
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23 Riegler Place Belfast
Tel: (03) 343-0904（予約制）
E-mail: nzseitai@gmail.com
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寒い日のお出かけには、温かいパイや、

おいしいパンに合わせて、
テイクアウェイ

コーヒーも是非どうぞ。

お誕生日ケーキ、手土産に最適なクッキー

ギフトボックスもぜひご利用くださいませ。

South City Centre
555 Colombo Street,Christchurch
943-4066
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村東みやこ

２０１５年７月１日より、新車については全車こ
の機能がついていなければならない
２０１６年３月１日より、中古車についてはＭＣ
クラス
（四駆、
ＳＵＶ車やオフロード向け車両）
２０１８年３月１日より、
中古車ＭＡクラス
（乗用
車）
で排気量が２０００ｃｃより大きいもの
２０２０年３月１日より、
中古車全車
例外：クラシックカーやモータースポーツ車両
など特別車両
とそれぞれ定められています。

横滑り防止機能(ESC)
強化について

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。
今日は、ニュージーランドにおける中古車輸入
の規制について、少しお話ししたいと思います。
ニュージーランドの輸入規制には大きく分けて
① 安全基準
② 排気ガス規制
③ 横滑り防止機能強化
があります。

現在までに、
「新車」
「MCクラス」車両への施行
が開始されています。
２０１８年３月１日より上に述べた
「MAクラスの
車両」
にも条件の範囲が及ぶと既に決定されて
います。
該当車両の輸入をお考えの方は、購入前に同機
能を確認するか、来年3月1日までに輸入を済ま
せておくことをお勧め致します。
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。

特に③「横滑り防止機能強化」
については、
この
数年間に施行されたもので、
まだ馴染みがあま
りないかもしれません。

ニュージーランドクラシック
info@nz-classic.com
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Rumiのシーズンタロット占い

３ヶ月
運勢

みなさん こんにちは。Rumiです。まだまだ寒いですが 春までもうすぐ。
楽しい春になるためには?と願いをこめてひきました。是非役立ててくださいね。

1月生まれ

２月生まれ

３月生まれ

「よしっ!」
とあなたの考えに踏ん
切りをつけましょう。
あなたに起こ
ることは嫌なことほどメッセージ
が多く含まれています。その経験
はあなたに大きな力を与えてく
れます。

大きな変化が急な展開で目の前
に現れるかもしれません。考え方
にゆとりをもたせましょう。体を
しっかりと休ませて無理は禁物
です。

今やっていることをこつこつと育
てていってください。
どうせなら
楽しみながら。のちに大きな喜
びとなって返ってきます。まずは
周りを良く見て。素晴らしいこと
は身近に周りにあります。

４月生まれ

５月生まれ

６月生まれ

あなたの力を発揮したい、又は
相手を動かしたいと思うのなら
ば自分の意見を主張したり相手
に指示をするのではなくあなた
の優しさを周りに与えてみましょ
う。

8月は休息の月です。
しっかりと心
も体も休めましょう。10月からは
あなたの望みを叶えられる時期
が近づ いてきそう。積極的に行
動しましょう。

8月はゆっくりとした空間で体を
ゆっくりと休ませてあげましょう。
もし何かをしたいのであれば一
人で何もかもしようとするのでは
なく 素直に相手に助けを求めま
しょう。

７月生まれ

８月生まれ

９月生まれ

思うようにしたいのなら指示をす
るのではなく優しさを与えましょ
う。体調が崩れやすくなりそうです。
駄目だとわかっていながらズルズ
ル続けてしまったり、無理をしない
ようにしましょう。

大きなチャンスがやってきそうで
す。自分が楽しくなるようなことを
どんどんやってみましょう。あなた
らしさがでるとそれが周りに大き
な影響をあたえて更にチャンスが
舞い込んでくるでしょう。

新たなあなたに向かって準備が
進んでいるようです。不安はいり
ません。楽しく進みましょう。あな
たに協力してくれる人が現れそ
うですよ。

1０月生まれ

1１月生まれ

1２月生まれ

あなたの繋がりを大切にしましょ
う。そこからあなたの望む道へと
導いてくれるものと出会えます。体
調管理はしっかりと、心の声に従
いましょう。理解してくれる人が助
けてくれます。

自分の気持ちの中で新たなもの
が芽生えてきそうです。その気持
ちやあなたの直感に従って 思う
ように行動してください。それが
大きな力となって後々返ってき
ます。

次の新しい世界の扉が開きそう
です。不安があるのかも知れませ
んがあなたの実力はあなたが
思っている以上のものがありま
す。自信を持って進んでくださ
い。大丈夫です。
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ホ ケ ン ノ ハ ナ シ
＝医療保険の支払い(クレーム)とプリアプローバル＝
皆様
毎日冷え込む日が続いていますが、
いかがお過
ごしでしょうか。
さて今回はもしもの為にご加入中の医療保険、
いざ使うようなことが起きると分かっているつも
りでも意外と戸惑ってしまいます。今回はそんな
医療保険の使い方のハナシです。
医療保険は加入されている方の保障内容はそ
れぞれ違っている場合が多いため、
プランによっ
て費用が出る場合と出ない場合があります。
この
ためまず手術など私立病院で治療を受ける前に
プリアプルーバルをとることを強くお勧めしま
す。特に手術など費用が高額になる場合、私立
病院側も事前にアプルーバルのレターの提出を
求め、無い場合はデポジットを要求してくるケー
スが多いようです。
基本的にプリアプルーバルは
GP/専門医からの紹介状
手術に伴う見積もり(概算)
が最低限必要で内容によっては追加の情報を
求められる場合もあります。
またこれらの情報が
そろえば大体5日程度で判断が出る場合が多い
ようです。
もしＧＰで専門医に行くよう指示されたら、保険
に使うからと伝えあらかじめ紹介状のコピーを
貰うと良いかもしれません。併せて大体の金額
を医師に聞いていくと良いと思います。

*この見積もりはそれほど厳密に捉えなくても、
例えば紹介状の片隅に手書きで大体の費用目
安といった形で書いてもらうといった形でも大
抵の場合、問題ありません。
一般的な治療であれば保険が効かないというこ
とは余りありませんが、
それでも加入されたとき
に選んだ前述の保障範囲、既往歴などいった理
由で保険が適用されないこともあるので、
プリア
プルーバルを取っておけば安心して手術/治療
を受けることができます。
実際に治療を受けたあと万が一保険が効かな
いということを避けるためにもプリアプルーバル
の取得は強くお勧めします。(過去の病歴などで
ご自身の保険に除外の規定がある場合は特に
注意が必要です。)
加入後のアフターサービスの一環でこの事前承
認の取得のお手伝いをしている保険アドバイ
ザーもいます。保険に加入するときはそういった
こともチェックしたほうがよいかもしれません。
＊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、あくまで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。
また詳しくは最寄
りの保険アドバイザーへご相談ください。

もしもに備え賢くご利用

保険は未来を守ります。
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。

AIA Financial Services Network Ltd
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保険アドバイザー
NZ国内どこからでも

フリーダイヤル

新田 直人

新田直人

0800-664-882

携帯：027-230-4984 / e-mail: naotonitta@gmail.com
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を前提としたこの不公平なルールはこの度削除

ウォレンの

ビジネス
会計講座

第28話 「税務局の金利と罰金の削減」
2017年2月21日に、新しい税法が制定され

されました。そのかわり新たな税法が導入され

ました。
これにより、UOMIは暫定税の最終払い
（5月7日）
からのみ適用されます。
この５月７日の
分割払いは、年度末（3月31日）後になりますの

で、それまでには大体の利益が計算できますか
ら、税金の見積もりが比較的簡単になります。
そ
れでUOMIを最小限に抑えることができます。標
準的な隆起法計算（standard “uplift”
method ）
を使うクライアントは８月２８日また

は１月１５日に支払不足になってもUOMIは課

ました。
これは、特に会社を経営する方たちに せられません。
恩恵をもたらします。
この恩恵は、暫定納税 もちろん、過去１年前か２年前の税金のいずれ
(Provisional tax) の支払い、
つまり税務局 かに基づく標準的な隆起法計算（standard

“uplift” method）
よりも少ない税金を支払うこ
が課す金利
（Use of Money Interest UOMI）に関連しています。会計士の重要な とを選択した納税者は、依然としてUOMIだけで
仕事の一つは、正確な暫定納税を計算するこ なく、遅延支払罰金のリスクを負うことになりま

しかし、遅延支払罰金に関するさらに良いニ
とです。罰金が課せられないように、そして す。
UOMIが発生しないように、
またはできる限 ュースがあります。 2017年から18年までの課
り最小限に抑えられるようにすることです。 税年度から、税務局は未払い税に対して毎月1

2016-17年に税務局は、未払税に対し8.27 ％増額の後払いペナルティを科さなくなります。
％を課していました。過納税の場合、税務局 最初の延滞罰金は引き続き適用され、延期日の
翌日には1％、6日後にはさらに4％が適用され
は1.62％の金利しか支払いませんでした。
しかし、その後は毎月1％という非常に厄
今まで企業や信託（および50,000ドル以上 ます。
の所得税を支払う個人）は、UOMIが課せら 介なものが取り除かれています。 UOMIのみが
これは、所得税、GST、家族向け
れないようにするために、暫定納税を3回の 適用されます。
これらはあく
均等分割払い、
すなわち、1年のうちに1/3、 税額控除の過払いに適用されます。
1/3、1/3で税金を支払わなければなりませ までも、一般的なガイドラインですので詳しくは
んでした。
しかし、最終的な年間利益がどのく 最寄の公認会計士にご相談下さい。
らいになるか、
したがってどのくらいの税金を (2017年6月)©
支払うべきかを見積もることは必ずしも容易
ではありません。一年間の収入の直線的収入

ウォレン・ハーディー
Chartered Accountant Warren Hardie
公認会計士

● 会社設立、経営、不動産やビジネスの売買に関
するコンサルティング
● 税務申告書（法人税、所得税、消費税、雇用者の税等）
● ACC、
キウイセーバー、
ファミリーアシスタンス、
ファミリートラスト等のアドバイス

WH Accounting & Advisory Ltd

お問い合わせ

Warren Hardie
Chartered Accountant

Unit 6B Midway Business Park
303 Blenheim Road, Upper Riccarton, CHCH
Tel: 03 343-1113
Email: office@whaa.co.nz
Web: www.whaajapan.nz

日本語を話す公認会計士があなたのビジネスをお手伝いします。
Hirogari / www.jsc.org.nz ©JSC
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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

みなさんこんにちは、

さて、この原稿を書いている

6月下旬の不動産市場は停滞
傾向にあります。

不動産
情報


平均売却価格と
売り出し期間の動向
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ても訪問人数が少なく、不動
産市場が冷え込んでいるのを
実感として感じています。
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また、売り出しから売買成立
までの日数も昨年から比べる
と多くかかっています。
売買契約の価格帯もRVを下
回る物件が多い状況です。
オークションも不成立が多
く、家の購入に関しては確か
なエージェントと共に参加さ
れるのが懸命かと思います。
ご自身の家探しや家の売却
や、購入に関する確かな情報
や新しい情報に関しては、信
用できる不動産エージェント
にご相談下さい。
（J&K Shimazaki)
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協賛会員一覧
※会員特典を受けられる場合は必要に応じ有効会員の証明として本誌最新号をご呈示ください。
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次号ニューズレターは
３ヶ月後に発行予定です。
皆様からの投稿記事や情報をお待ちしております。

理事のつぶやき
● ６月の末に私が参加しているジャズクラスは
今年２５周年記念とのことで大きなイベントを
行いました。1920年代のコスチュームで参加し
てくれとのこと、私は思わずヒゲを蓄えようと２
週間頑張ったのですがボーカルの女性に
「あな
たはメキシコ人に見えるワ！」
と一言、
２０年代だ
からクラークゲーブルのようにと思ったのですが
翌日剃りました！一人＄100参加費用も夫婦と
共になので痛いです！翌月は007のカジノロワイ
ヤの格好でオフィスパーティーです。衣装の用意
が…（ため息）
（ギターキッズ）
● 日本の旅行会社HISがクライストチャーチ中
心部に土地を購入したそうです。旅行代理店の
イメージが強いですが日本ではロボットが働く
ホテルを運営していることでも知られており、今
年３月には５年後に国内外合わせて１００軒の
営業を目指すという発表がありました。今回購
入した土地に何ができるかは数か月後に発表さ
れるそうです。楽しみですね！
（元気玉）
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● これ、声に出して読めますか？
「3月1日は日曜
日で祝日です。晴れの日でした」
この文章、なんと
「日」
という漢字が5つもあり全部読み方が違うそ
うです。私たち日本人にはすらすらと読めても日本
語学習者にはとても難しい文章だそうです。語学
の勉強は奥が深いなー、
とつくづく思いました。
（笑う門）
● これまで通訳を仕事にしてきたといえ、
これ程
集中的に英語、
日本語を日々使うことはありませ
んでした。
つい最近、仕事中、不思議な現象が起き
ました。
いつも、
しゃべっている言葉と自己を同一
化する傾向がありましたが、
ふと
「言葉」
から分離
し
「概念」
の部分に腰を下ろして、言葉へのコード
化を外部的な作業として観察している自分に気づ
きました。
日本人でもなく西欧人でもない空白な
存在。
なんともエピファニーな瞬間。
（青雲志）
● 今号も最後までお読みいただき、
ありがとうご
ざいます。総会を以って理事の任期が終了します。
この1年、
ひろがりにご寄稿くださった方、
ジャパ
ンデーをはじめ様々な行事にご協力下さった方、
ご参加にくださった方、そして理事のみなさんに
感謝を申し上げます。再任のあかつきには引き続
きよろしくお願いいたします。
（Hope)

おことわり
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