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11:30-14:30

1月の予定
月の予定

2月の予定
月の予定

JCV文化サロン

JCV文化サロン

JCV文化サロン懇親会 @GGCC
婦人部

2
(日)

『一品持ち寄り新年会』
場所：泉宅

12:00-

燃 ZEN パフォーマンス
なし
JCVイベント
なし

7
(月)

13:00-15:00
20:30-22:30

読書会 (久保田満里子) @GGCC
マージャン同好会 Web開催

14
(月)

18:00-21:00

マージャン教室(伊藤修) @GGCC

16
(水)

12:30-14:00

書道教室 (パルマ－はるか)
@Ross House開催予定

21
(月)

16:00-18:00
20:30-22:30

短歌会 (伊藤さと) Web開催
マージャン同好会 Web開催

28
(月)

20:30-22:30

マージャン同好会 Web開催
婦人部

役員会
12
(水)

20:30-22:00

13
(日)

定例役員会(Web会議)

未定

内容は伊藤までお問合せ下さい。
燃 ZEN パフォーマンス

12
(土)

トワイライトコンサート @Braeside Park
JCVイベント

12
(土)

16:00-18:30

トワイライトコンサート
@Braeside Park
役員会

9
20:30-22:00 定例役員会(Web会議)
※講師の敬称略
(水)
※3月号の原稿締め切りは2月10日
※各文化サロンに興味のある方はカオリ(0415-954-591)、Keiko Davies(0413-001-925)まで。
※住所 GGCC : 40 Gra3an Street, Prahran / Ross House : 247 Flinders Ln, Melbourne
※婦人部例会(毎月第二日曜日)については伊藤(03-9790-0986 , reimel28@gmail.com)までお問合せ下さい。

Moomba Parade 2022 お神輿の担ぎ手募集!
ムンバパレードでお神輿を担ぎませんか？
日時：2022年3月14日(月曜日) 8:00-13:00
Melbourne Grammar School集合
JCVよりボランティア感謝状が発行されます。
(18歳以下は保護者の許可が必要になります)
お申し込みはコチラから
h3ps://www.jcv-au.org/moomba-parade
JCV事務局

JCV文化サロン懇親会
文化サロン懇親会
日時：2022年1月29日(土曜日) 11:00受付開始 11:30-14:30
場所：Gra3an Gardens Community Centre
40 Gra3an Street, Prahran 3181
参加費：$10 (お寿司のお弁当、飲み物、果物を用意します)
アルコールBYO
参加資格：文化サロンのメンバーである本人のみ
音楽の余興があります。
会場に入る際にはCOVIDワクチン接種証明が必要になります。
JCV事務局
2
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定例役員会報告

2021年度第
年度第3回定例役員会議事録
年度第 回定例役員会議事録

2021年度第
年度第4回定例役員会議事録
年度第 回定例役員会議事録

日時：2021年11月10日(水) 20:30 - 22:00
場所：Zoom Web会議
出席者：デービス啓子、坂本敏範、齋藤直子、友成由
実、大久保かおり、小泉京子、井上勝裕

日時：2021年12月15日(水) 20:30 - 22:00
場所：Zoom Web会議
出席者：デービス啓子、坂本敏範、齋藤直子、大久保か
おり、小泉京子、井上勝裕

議題：
1．10月定例会議事録確認‥承認
2．会員の動向(11月9日時点)
・先月の会員数‥50家族
・入会‥0
・継続会員‥0
・会員総数‥50家族
・文化サロン会員‥4+0
3．分科会報告
・婦人部‥NL11月号に寄稿済み
・同好会‥よさこい‥NL11月号に活動内容を報告済み
4．行事関係
・新年会について検討
5．役員・委員報告
・会長‥
・GGCC使用について報告
・麻雀大会について
・井上さんにグランツ申請に必要なアップデートに
ついてお願い
・事務局長‥
・今後の役員会について時間の提案
・キャンベラの日本人会からのメールについて
・事務局次長‥大久保
・今月の書道文化サロンの報告
・来月の麻雀大会の準備経過報告
・会計‥会計報告
・渉外(グラント)‥
・井上 グランツ申請について
VMCを含むほとんど全てのグランツ申請の締め切
り日を越している。
VMCからのアドミンのグランツについて
10．文化サロン
・JCV第4回麻雀大会について
現在の申込み 11名
3名(申込予定)
日時 12月4日(土曜日) 13:00-18:00
場所 GGCC
参加費 JCV会員 文化サロン会員 無料
非会員 5ドル
参加資格 ワクチン接種2回済みの方(申し込みの際
証明書を提出してもらう)
賞品について
ゲーム終了後、結果発表を兼ねたお茶会
予算について
11．その他
次回定例役員会 12月8日(水) 20:30 - 21:30 Web会議
予定

議題：
1．11月定例会議事録確認‥承認
2．会員の動向(12月14日時点)
・先月の会員数‥50家族
・入会‥0
・継続会員‥0
・会員総数‥50家族
・文化サロン会員‥4+0
3．分科会報告
・婦人部‥NL1月号に寄稿予定
・同好会‥よさこい‥NL1月号に活動内容を報告予定
4．行事関係
・新年会の代わりにピクニック(トワイライト)コンサー
トを決定するか話し合う
日時 2月12日に決定
時間は4時受付開始、4時半ごろにコンサートを開始
することに決定。時間は長くても2時間とする。
場所 Braeside Park
出演者について
・文化サロン懇親会
1月29日(土曜日)に開催
5．役員・委員報告
・会長‥
・今後の文化サロンの場所について
・副会長‥
・12月12日にジャパニージー(日本語学学校)でイベ
ント報告
・イベント中に陽性者が出た場合の対処について
・事務局長‥
・麻雀大会の報告の原稿、会長の新年の挨拶の原稿
をお願いする。
・事務局次長‥大久保
・麻雀大会の報告
参加者16人＋2人であった。
会計報告は既に提出済み。
・会計‥会計報告
6．ウエブサイト
・管理者：田中
・1月になったらムンバパレードの出演募集のWebを作
成お願いする予定。例年と異なる状況のキルモアの
生徒についての説明が事務局長からあった。
7．ニュースレター
・1月号は、12月10日締め切り
・12月20日までに編集・発行予定
・12月は年末なのですべての原稿の締め切り厳守
8．ジャパンフェスティバル
・12月22日にJF実行委員会の会議を開催予定
11．その他
次回定例役員会 1月12日(水) 20:30 - 21:00 Web会議
予定
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新年のご挨拶
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令和4年 新年のご挨拶
を日本へ輸送するため、世界初の液化水素運搬船「すい
そ ふろんてぃあ」がヘイスティング港を出港する予定
JCVの皆様、新年明けましてお
です。姉妹都市関係では静岡県裾野市とフランクストン
めでとうございます。
が40周年、大阪府泉大津市とグレータージローン、そし
東京2020オリパラが無事終了 て神奈川県三浦市とウォーナンブールが共に提携30周年
した昨年は、各国が新型コロ を迎えます。
ナウイルス感染再拡大への対
今年は日豪間の人の往来が再開して、これら姉妹都市間
応に追われた一年となりまし においても人的交流がこれまで以上に盛んになることを
た。当地でもデルタ株の出現
強く願うところです。当館としても引き続き日豪関係の
後、ロックダウン頼みのコロ
強化はもとより、安全情報や生活とビジネスに役立つ情
ナ封じ込めは不可能と判断さ 報等の発信に努める所存です。
れ、ワクチン接種強化による
コロナとの共存への道を歩み 最後に2022年の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り
始めました。長期化するコロ し、年頭のご挨拶とさせて頂きます。

在メルボルン日本国総領事

島田順二

ナ禍においても幸い日豪関係は良好で、岸田首相が昨年
10月就任後、最初に米豪首脳らと電話会談を行ったこと
は、日豪両国連携重視の証と言えます。その翌月もグラ
スゴーにてモリソン首相と首脳会談を行い、両国間の連
携強化および国際社会の課題についての協力について再
確認をしました。
VIC州では本年初め、日豪による世界初の褐炭水素サプラ
イチェーンパイロットプロジェクトにて液化された水素

JCV会長
会長

デービス啓子
皆様、明けましておめでとうご
ざいます。
長いロックダウンも開けて、
やっと通常の生活に戻ろうとし
ておりますが、いかがお過ごし
ですか？

2020年も2021年もすっかりコロ
ナウィルスに振り回されまし
た。そして今度はオミクロン変
異種が流行り、毎日のニュース
を聞きながらその収束の流れに
一喜一憂しております。ヨー
ロッパでは100,000人を超す感染者が増えた国もあるよう
です。クリスマス休暇中で一番のビジネス繁忙期なの
に、国境封鎖等で生活に影響が出てくる方もたくさんお
られる事でしょう。

我が家には2歳にもならない孫が居りますが、孫もデイケ
アに行き始めて、いつコロナに感染するかわかりませ
ん。もし感染したら、その時は覚悟を決めてそれなりに
対応していこうと考えております。
政府もこれ以上ロックダウンをしないと言っております
し、大きなイベントも開催されていくかと思います。し
かし、マスクだけは着用した方が安全なようですので、
外出の際はマスク着用を守りたいと思います。今年こそ
はできるだけ皆様方にお会いできるよう、小規模でも良
いので色々なイベント開催に取り組んでいく予定です。
屋内で大人数は集まりにくく、また参加する方々も不安
でしょうから、なるべく野外でのイベントを企画してお
ります。

しかしながら、皆様の注目を浴びているジャパンフェス
ティバルは、12月22日 夜8:30 第2回目のジャパンフェス
ティバルズーム会議にて、残念ながら今年もやらないと
言う事に決まりました。期待していた方々には大変申し
訳ありません。ジャパンフェスティバルのような大きな
イベントになりますと、参加する方・見に来る方の期待
Victoria州では2回目のワクチン接種率が90％に達成し、
やっとこれでロックダウンも収まったかと思ったのも束 も大きいと思いますが、苦渋の決断をいたしました。
の間、3回目のワクチン接種案内を貰いました。ヨーロッ 2023年には無事開催出来る事を信じております。
パでは4回目の接種が始まっている国もあるようです。ワ
皆様も人の集まるイベントは不安かと存じますが、JCVの
クチン接種に色々こだわりを持つ方もおられるようで
文化サロンは毎月1回、読書会、短歌会そして麻雀クラス
す。私も注射が好きなわけではありませんが、友達・家
と書道会が活動しております。機会をみて是非ご参加く
族等と食事や旅行に行ったりと、普通の生活をエンジョ
ださいませ。
イする為にワクチン接種を受けております。くれぐれも
ではご家族の健康と安全を心よりお祈りいたします。
早く収束する事を祈っております。
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JCV第
第4回麻雀大会報告
回麻雀大会報告
2019年5月に開催した第3回麻雀大会から約2年半コロナ禍のために延期されてきた第4回麻雀大会を12月4日に開催し
ました。参加者は16人4卓でのゲームとなりました。くじ引きで決めたそれぞれのテーブルに着席し東風戦のみで行
い、それを4回戦行いました。点数計算があまり得意ではないテーブルでは伊藤先生がご指導してくれました。ゲー
ムごとの計算は参加者である上さんの奥様輝子さんがやってくださいました。手際の良い正確な計算で素晴らしい
お仕事をしていただきました。
ゲーム終了後の結果発表を待っている間、伊藤先生から面白い麻雀クイズが出されお茶とお菓子をいただきながら
楽しい時間を過ごしました。さて結果ですが、優勝者はピンターソン勝子さん、準優勝は杉原険心さんでした。お
二人は賞状とギフトバウチャーをお受け取りになりました。その他色々な賞があり、惜しくも優勝準優勝に届かな
かった他の参加者も何かゲットできたのではないかと思います。
コロナ禍で対面での麻雀があまりできてなかったせいもあり、麻雀牌に触れてでの対面麻雀は本当に楽しいものと
なりました。機会があればまた麻雀大会を開催したいと思っています。
麻雀大会 世話役 大久保薫

JCV第
第4回麻雀大会
回麻雀大会 優勝者コメント
JCV 主催の麻雀大会、想いもかけず優勝等と言う栄誉に与
かり信じられ無い思いでした。
一緒に卓を囲んで頂いたMembers 諸君の敬老精神に感謝し
ます。
Mahjong is Good for demena に効果があるんですって？
一挙両得？
麻雀大会優勝 ピーターソン勝子

ヴィクトリア日本クラブ
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「午前3時のルースター、ヒートアイランド、ボーダー
「午前 時のルースター、ヒートアイランド、ボーダー
巻」 垣根涼介
全3巻」
去年はGGCCで読書会をする機会が限られていました
アクション物。
が、今年は皆で会って読書会ができるよう、願うばかり 「すかたん」 朝井まかて
です。
大坂の青物問屋に女中奉公に出た未亡人の知里が、天下
今回は、会員の皆さんに今まで読んだ本で感銘を受け の台所の旨いもんに目覚めていく。
た本を上げてもらいましたので、その報告をしたいと思 「塩狩峠」 三浦綾子
います。
北海道旭川の塩狩峠で、自らの命を犠牲にして大勢の乗
「ポーツマスの旗」 吉村昭
客の命を救った青年の話。
日露戦争後のポーツマス講和条約に臨んだ小村寿太郎を 「永遠の零」 百田尚樹
描いた経済小説。
零戦パイロットの話が感動的に書かれている。
「マリコ」 柳田邦男
「安寿と厨子王」 「山椒大夫」の子供向けの改正版
外交官だった寺崎英成とその妻グエン・ハロルド、一人 山賊の山椒大夫にさらわれた姉弟の物語。
娘マリコを主人公とした実話。
「小鹿物語」 マージョリー・キナン・ローリングス
「手紙」 東野圭吾
可愛がっていた小鹿を射殺するように迫られた少年の苦
強盗殺人で 受刑中の兄をもつ主人公が直面した「犯罪者 悩を描いた話。
の弟」と言うレッテル。
「オズの魔法使い」 ライマン・フランク・ボーム
「竜馬がゆく」 司馬遼太郎
悪い魔女を倒さないと自分の家に帰れないとオズの魔法
坂本龍馬が、激動の時代に維新の立役者にまで上りつめ 使いに言われ、魔女を倒しに行く少女の冒険物語。
るまでの話。
「こころ」 夏目漱石
「さぶ」 山本周五郎
親友を裏切り自殺に追い込んだ罪の意識に苦しむ先生。
一筋の真実と友情を通じて人間のあるべき姿を描く時代 先生も結局は自殺をする。
長編。
「古都」 川端康成
「女帝 小池百合子」 石井妙子
生き別れになった双子の姉妹の数奇な運命を描いた川端
東京都知事、小池百合子を批判的に書いた本。
の代表作の一つ。
「風と共に去りぬ」 マーガレット・ミッチェル
以上です。
米国の南北戦争の中で南部の大地主の娘だったスカー
読書会講師 久保田満里子
レットがたくましく生きていく話。
「ハリーポッター全7巻」
ローリング
「ハリーポッター全 巻」 JKローリング
魔法使いの少年、ハリーポッターの冒険物語。
「ミレニアム3巻」
「ミレニアム 巻」 スティーブ・ラーソン
スエーデンのジャーナリストが書いたスリル満点の推
理小説。

文化サロン読書会

文化サロン書道教室
新年明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い致します。
昨年もZOOMでのクラスが続きましたが、頑張って毎回
参加して下さった方も多くいらっしゃいました。続けて
下さる方が増えると私を含めクラス全体のモチベーショ
ンが上がります。そして、払いが苦手、まっすぐに縦の
線が書けない・・・等、ご自分の苦手なところに皆さん
気が付くようになってきました。
年明けでもありますので、今回は書初めについてお話し
したいと思います。
書初めは平安時代の宮中行事が起源で、元日の朝に初め
て汲んだ水(若水)を神前に供えた後に墨をすり、新年の
縁起のよい方角(恵方)に向かって詩歌を書いていたこと
に由来するようです。
書初めをすることにどんな意味があるのかというと、
1. 書の上達を願う
神聖な若水を使って書くことで、神意にあやかり、字
が上手になることを祈願します。

6
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2. 心を新たに
おめでたい言葉や詩歌、または今年一年の目標や抱負
を書くことで、行動を新たにするという意味がありま
す。
そしてなぜ1月2日かというと、元旦の水は神前に供えた
後に食事などに使いあまった水を2日の書初めに使ってい
たようです。
少しずつこういった風習も衰退していく現代、2022年は
新年の幕開けに何か一筆書いてみてはいかがでしょう
か？
書道クラスに参加されていない皆様も普段は接しない筆
と墨で新たな思いを綴るのも新鮮で良いかもしれませ
ん。
書道教室講師

パルマ－はるか

文化サロン報告
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文化サロン麻雀教室
麻雀雑感 (その7 「役満」 続中編)
皆様、「新年快楽」(前々号をご参照)
本年も又一老人の好き勝手なつぶやきを綴らせて頂き
ます。
麻雀はやらない、そんなゲームに興味もないと言われ
る方々にも、落書のような一人語りにお目汚しをしてい
ただけたらと思っております。
さて、本年最初の話も雀士憧れの「役満」の5番手「
チューレンポウトウ

九蓮宝燈 」です。
この役名の意味は「神前や仏前に灯す九つ並んだ燈
火、燈明、みあかし」という縁起の良い役であります。
「燈」が「灯」でも良いし、「蓮」が「連」でも間違い
ではありませんが、お釈迦様がご生誕の時、蓮の葉の上
にて「天上天下唯我独尊」と唱えられたという故事より
「蓮」の方をより用いております。ところが巷では、こ
の役で和了した人は死ぬと言う迷信があります。要は究
極の手であるこの「九蓮宝燈」を成立させることで全て
の運を使い果たしてしまったと考えられていたのです。
しかし長い歴史と広い大地の中国でも同様な事を云う地
方もありますが、殆どの所では縁起の良い役とされてい
ます。これまでに出版された多くの麻雀の読み物や漫画
でもよくこの役の和了が扱われており、殆どのケースで
は和了者が何らかの不幸に見舞われ、命を落している話
が面白おかしくまことしやかに描写されておりますが、
これはストーリーを盛り上げるための創作でありましょ
う。
さあ、ここでどんな役なのか実質的に説明しますと、
萬子、筒子、索子のいずれか一種類だけで端牌の一と九
チュンチャンパイ

を各3牌ずつと、二から八までの 中張牌 を各1牌ずつ所
有して、結果一から九までどれでも和了れるという究極
の手であります。その姿の美しさ、両翼が大きく膨らむ
ので全体をより壮大に見せ得るこの手は戦国武将が好ん
で用いた鶴翼の陣と相通じるものであります。この美し
さ故に別名を「天衣無縫」とも言われています。天女の
衣にはどこにも縫い目が無いということから、超自然の
ままでわざとらしさや飾り気のない様という意味なので

文化サロン短歌会
短歌会では、豪州の自然、日々の生活、様々な想いを
31文字の短歌に託して詠みあい楽しんでいます。特に、
2022年には「短歌を世界遺産へ」という運動が始まると
のことで、三月には「青空短歌集
青空短歌集 四号」発行のため、
四号
各会員が詠んだ短歌を約100首選び、年末年始を返上して
短歌会員一同張り切っています。この喜びを共に味わい
たいので、短歌に興味のある方、初めての方も是非一度
参加してください。
5、7、5、7

&

す。又文豪太宰治の「津軽」の中ではフランス国王ルイ
16世が革命暴徒の帽子をヒョイと被って「フランス万
歳」と叫んだ。血に飢えた暴徒たちもこの「天衣無縫」
の不思議な気品に打たれて・・・・。とあります。超然
の美しさ、格式の高さの表現でありましょう。
この役が、あたかも天国へのいざないであり、そこへ
の開かれた扉といったところの所以でありましょう。そ
れ故か英語では、Nine Gatesとか、Heaven’s Doorと呼ば
れています。
実際のゲームではこの9面待ちの完全な形の聴牌は大変
難しいのです、これを完全九蓮宝燈といいます。一般的
には他家の放銃なり、自模で偶然前記の条件を満たして
の和了となることが殆どです、これは出来上がり九蓮宝
燈といいます。前者はまず不可能に近いものですので、
後者と比してW役満(8倍満)にするのが通例です。
自己の話で恐縮ですが、私自身も後者を三度聴牌しま
した。一度は終局間近で流れてしまい、別の時は、九の
牌がすでに2つ捨てられていて、条件を満たす事が出来ま
せんでした。
もう一度は、七八九のどれでも和了と言う聴牌になり
ました。勿論九が来れば役満完成でしたが、七を自模っ
てしまいました。それでもドラ(懸賞牌)1入りで3倍満で
した。興味のある方はその時の聴牌形を考えてみて下さ
い。正解なら何か報償を差し上げましょう。
余談ですが、麻雀のゲームアプリで対戦していた時
に、一度自模和了したが形を直して九面待ちで再和了し
たことがありますが、これはあくまで遊びだから出来た
ものでしかありません。
皆様も、機会があれば是非挑戦してみて下さい。
それで「恭喜發財」(前々号をご参照)
Good Luck!
麻雀教室講師 伊藤 修

ダンデノン山の麓から初日の出を拝みながら、2022年
が健やかで幸多き年でありますよう祈りながらご入会を
お待ちしております。
短歌会講師 伊藤さと
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からのお知らせ
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♪トワイライトコンサート♪
毎年開催しております新年会の代わりに野外コンサート
を開催いたします。
各自食べ物を用意してピクニックをしながら、コンサー
トを楽しみましょう！
ラッフルも用意しています(1枚2ドル、3枚5ドル)
日時：2月12日(土曜日) 16:00受付開始 16:30-18:30
場所：Braeside Park
参加費：無料
パフォーマー：
和太鼓りんどう
よさこいZen
ローレンス(バイオリン演奏)
ユーカリエコー
and more

2022年ジャパンフェスティバル中止のお知らせ
年ジャパンフェスティバル中止のお知らせ
2020年よりコロナ禍で2年に渡り中止となっていまし
た。
2022年のジャパンフェスティバルは何とか開催できる
ように話し合いを続けてきましたが、最近のオミクロン
異変種の流行もあり、5月に開催するには今決断するしか
なく、現在の状況を鑑み、今まで通りのジャパンフェス
ティバルはまだ開催できないという結論に至りました。

8
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楽しみにしてくださっている来場者のことを考えると
開催しなければという思いと、この状況下では出店や出
演してくださる方々に満足いただける集客が望めないこ
となどを考え、役員一同苦渋の決断になりました。みな
さまどうかご理解くださいますようお願い申し上げま
す。
ジャパンフェスティバル実行委員会

婦人部通信

JCV News Jan 2022

婦人部通信
明けましておめでとうございます。
2022年も婦人部を宜しくお願い申し上げます。
[11月例会報告]
月例会報告] ロックダウンのため、暫く中止となって
いた月例会を11月14日(日)正午より、伊藤宅にて『ハイ
ナムチキンライスの昼食会』を行った。
7月以来4ヵ月ぶりの集まりには、残念ながらいつも参
加の2名が他の予定で参加出来なかったが、6名が雨にも
めげずに来てくれた。最近いつも遅刻のY子さんは30分も
早く来て料理を作っている夫の手伝いをしてくれた。
料理は前菜として、白和え、牡蠣の味噌焼き、煮魚
卵、アスパラガスの出汁巻き玉子、味噌漬け焼きサーモ
ン。そしてメインは、ハイナムチキンライスとターメ
リックご飯。飲兵衛にはそら豆と黒豆も出ていた。
デザートの薯蕷饅頭と差し入れのお饅頭を食べなが
ら、今迄溜まっていた井戸端会議。
ラインが送れなかったN子さん、皆に教えて貰らって
いたが、覚えたかな？これ迄、私がラインを送ると電話
をかけて来ていたが、これからはラインでね。
3時過ぎた頃、「もう4時過ぎてるから帰らなければ」
と言い出したK子さん。「まだそんなに経っていないので
は？」との皆の意見で携帯で確認すると、15時を過ぎた
ところ。「14時何分を4時と間違えた」との事だが、それ
を聞いたIさん「時計、夏時間に直してないのでは？」と
言った。その途端、あちらこちらから「携帯で見ている
からそれはあり得ない」と言われ落ち込んでるのに、私
の一言、「夏時間に変えてなければ1時間遅くなるんだ
よ」。
あゝやっぱり婦人部、楽しいなあ。

[1月例会予定]
月例会予定] 1月2日(日)、正午より泉さん宅にて『一
品持ち寄り新年会』を行う予定ですが、場所は変更の可
能性もあります。。
1月は、出来れば『ブルーベリー狩り』も計画していま
す。
[2月例会予定]
月例会予定] 2月13日(日)の予定、内容は未定です。
※但し、コロナによる制限次第で、変更の可能性もあり
ます。月例会参加希望者、又、お問合せは、伊藤迄ご連
絡下さい。
reimel28@gmail.com又はTel：0433-611-288

あゝ勘違い

12月例会報告の中で『レギンス』と書いたが、何故そ
の言葉が出て来たかについて。(もしかしたら以前書いて
いたかもしれないが、調べたらどうやら書いていないよ
うなので)。
この冬の防寒用として、ユニクロでヒートテックのズ
ボン下(レギンス？)を2枚購入。早速穿いたところ、穿き
始めて3日目に脛に痒みが出て、赤く腫れてしまった。尤
も、赤く腫れたのは、掻いたせいかも。
ヒートテックの素材にかぶれたのかとネットで調べた
ところ、ヒートテックは水分を吸収して発熱する仕組
み。普通の人には温かい便利な下着ではあるが、乾燥肌
や肌が乾燥しやすい高齢者は気をつけた方が良いとの
事。私、両方じゃない(涙)・・・という事で、2枚とも着
[12月例会報告]
月例会報告] 12月12日(日)、正午より伊藤宅にて、
用してしまったが、使用するのは止める事に。
『一品持ち寄り忘年会』を6名参加(会員2名)で行った。
アンダーシャツは以前から着ていて何ともなかった
今回は、カツが2人、鶏料理2名(オーロラソース和えと
が、それ以来、怖くて着用出来ないのが悲しい。
唐揚げの甘辛和えと内容は異なる)、大根の炊いたものが
伊藤玲子 記
2人と重なった料理が多々あったが、同じ料理、同じ味と
言う訳ではないので、それも又楽しである。
他には、春雨サラダ、マカロニサラダ、大根の和え
物、大根の煮物にはそれぞれイイダコ煮と煮魚が一緒に
炊かれていた。今回は、いつもご飯物を用意するIさんが
背中を痛めて不参加の為、主食がなかった。それと、野
菜も少なかった。デザートは、パウンドケーキ、それと
甘いケーキの差し入れがあったので、アイスクリームを
添えて提供。
デザートはお持ち帰りすると言ったN子さん、アイス
クリームという事で皆に突っ込まれていた。
そして食後は、いつもの通りのおしゃべりタイム。参
加者の年齢がかなり高めと言うのもあり、絶対死語だろ
ハイナムチキンライス
うと言う単語がどんどん出て来る。例えば、現代では
『レギンス』と言うらしいが、『ズボン下』はまだ良い
として、『パッチ』と言う輩も。『アッパッパー』とか
『ムームー』なども、普通に出てくるのが婦人部。死語
という事も気づかず話しているのも沢山あるのでは。
ちょっと怖いなぁ。
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ラリアを一周できるバスの券を買ってね、バスでオース
トラリア中を旅行したわよ。でもシドニーに来た頃には
久保田満里子 手持ち金が乏しくなってね、お土産物屋さんで3か月店員
として働いたわ。その頃日本人の観光客が多くってね。
写真の整理をしていたら、娘のミッシェルから、
郷ひろみって知っている？」
「ママ、何しているの？」と聞かれた。
「知らない」
「コロナ感染のせいで外出できなくなったでしょ。時間 オーストラリア生まれでオーストラリア育ちの18歳の娘
ができたから、写真の整理をしているところよ」
が郷ひろみを知らないのは無理はない。
「わあ、凄い量の写真ね。どこで撮ったの？」と、ミッ 「有名な歌手でね。彼が新婚旅行でオーストラリアに来
シェルは一枚の写真を手に取って聞いた。その写真には たことから、オーストラリアが人気がでてきてね、オペ
海を背景にビーチでサーフボードを抱えてにこやかに
ラハウスの辺りは、日本人の観光客だらけだったわよ」
笑っている水着姿の若かりし日の私が写っている。
「ふーん。今の中国人の観光客と似ているわけね」
「それ、ボンダイビーチで、友達が撮ってくれた写真
「そうね。あの頃日本人は金持ちだったのよ。だって、
よ」
オーストラリアドルなんて、1ドル70円くらいだったから
「へえ、ママ、サーフィンしていたの？」
ね」
「そうよ。なかなかうまいもんだったわよ」
「へえ」
小太りした私の体をじろりと見て、娘が疑わしそうな 「今さっきのボンダイビーチの写真は、その時撮った物
顔をした。
よ」
「ママだって、若いころは、スポーツウーマンだったの 「ほかの都市にも行ったの？」
よ」
「そうよ。シドニーが寒くなって来たころ、暖かい所に
それから娘が興味を持って次から次に色んな写真のこ 行こうと思って、クイーンズランドに行って、そこでダ
とを聞いてくるので、昔のことが、思い出された。
イビングスクールに入って、ダイビングを習ったのよ。
その時、男女一緒に合宿をしたんだけれど、オーストラ
私がオーストラリアに初めて来たのは1990年。日本の リア人の女の子って、男の人のいる前で平気で着替える
バブル経済の時のことだ。サーフィンが好きだった私は んで、びっくりしちゃったわ」
ワーキングホリデービザを取って、一年間外国に行って 「オーストラリアにはヌーディストクラブもあるわよ」
サーフィンをすることを思いついた。その頃、日本の若 とミッシェルから、それがどうしたと言う言い方をされ
者にワーキングビザを提供している国は、カナダとオー たが、これは世代の違いからくる言葉か、国柄の違いか
ストラリアとニュージーランドの3か国だけだった。その らくる言葉か計りかねた。
中でサーフィンに適している国と言えばオーストラリア 「それから、アリス・スプリングスに行って、ダーウィ
だけ。早速オーストラリアのワーキングホリデービザの ンに行ったのよ。一人旅だったんだけれど、いつもバッ
条件を調べてみると、25歳以下で現金80万円を持ってい クパッカー専門の宿に泊まっていたから、段々顔見知り
ることだった。その頃私は24歳。時間的ゆとりがない。 ができてね。そのうち、イギリス人の女の子と友達に
それに80万円の現金なんて持っていなかった。短期間で なって、『私、今度ニュージーランドに行くんだけれ
お金を稼ぐために私は派遣会社に登録した。今では派遣 ど、一緒に行かない？』って誘われたの。それで、私は
会社の社員と言うと正社員になれない人達と言うネガ
オーストラリアでまだ見たいところがあるから、翌月の
ティブなイメージがあるが、その頃は特殊技術を持つ人 20日くらいなら行けると言うと、『じゃあ、ニュージー
たちを紹介する会社だった。その頃の私の特技はコン
ランドのクライストチャーチで、翌月の20日に待ってい
ピュータ。その頃コンピュータが使える人って少なかっ るから』と言われて、彼女と一緒に旅行をすることを約
たから、コンピュータを使った事務職を探したら、すぐ 束しちゃったのよ。今から考えると、その頃携帯がない
に証券会社2社を紹介された。
時代だったから、会えなかったらどうしようと思うけれ
欲張って2つの証券会社に勤めて、3か月で150万円貯金 ど、その時は、そんなこと考えもしなかったわ」
をすることができた。そのお金を持って、早速ワークホ 「それで、会えたの？」
リデービザを取り、最初に降り立ったのはパースだっ
「そう、ちゃんとその子、空港に迎えに来てくれたわ。
た。その時の写真を見せると、
おまけにもう一人イギリス人の男の子とドイツ人の男の
「へえ、ママ、スーツケースを持って旅行したの？」と 子も一緒にね。だから4人でレンタカー借りて、旅行をし
娘が訊く。
たのよ。クイーンズタウンでは、思い切りスキーをして
「そうなのよ。最初はね。パースでゴロゴロスーツケー 楽しかったわ。これがその時一緒に旅行した4人の写真
スを引っ張っているとキャスターが壊れちゃってね、ど よ」と、私は4人がレンタカーの前でにこやかに笑ってい
うしようかと道端で佇んで悩んでいたら、筋肉もりもり る写真をみせた。
の通りかかったオーストラリア人が、キャスターを直し 「へえ、随分いろんなところに行ったんだね」
てくれたの。その時、感激しちゃったわ。オーストラリ 「そうよ」
ア人ってなんて親切なんだろうと思ってね。そして、
「オーストラリアで一番印象に残っているところって、
バックパックの方がいいと思って、その後はバックパッ どこ？」
クで旅行したの。パースは清潔な感じの街で、何よりも 「クーバーペディかな」
毎日天気が良くて、気に入っちゃったわ」
「それって、どこにあるの？」
「ずっとパースにいたの？」
「へえ、ミッシェルでも知らないところがあるんだ。南
「とんでもない。色んな所をみたいと思って、オースト オーストラリアの砂漠にある街よ。オパールが採れるの

ワーキングホリデーの思い出
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でできた町なんだけれど、何しろ砂漠って寒暖の差が激
しいでしょ？だから病院や住居など皆地下にあるのよ。
まるで火星に行った感じだったわよ」
「面白そうね。私も行ってみよ。ほかに旅行して面白い
ことなかったの？」
「そうそう。そろそろビザが切れそうになって、日本に
帰る準備を始めた時に、サーフボードを買って帰ること
にしたの。シドニーの有名なお店では、自分のデザイン
したボードを作ってくれるので、アボリジニの描いた蛇
のようなデザインをしたボードを作ってもらったのよ。
その支払いをしようと思ったら、店主が『このビザカー
ド、もう来週で有効期限が切れるよ』って言うのでびっ
くりしたの。日本に帰る途中、バリ島によってサーフィ
ンを楽しんで帰ろうと思っていたからね。『バリ島に行
けなくなっちゃったわ』とこぼすと、店主が、『じゃ
あ、このクレジットカードで払った分のお金を現金で貸
して上げるよ』と言い出したの。『そんなことされては
困る』って私は遠慮したんだけれど、『僕もアフリカを
旅行した時資金が切れて困った時、他人に助けてもらっ
たことがあるんだ。だから今度は僕が他人を助ける番だ
よ』と言ってくれたけれど、それでも気が引けてお金を
受け取れないと言うと、『じゃあ、僕が君に仕事を頼む
から、その代金としてお金を受け取ってくれ』って言う
の。その仕事と言うのは、インドネシアの有名なサー
ファーにボードを届けると言うものなの。『それじゃ
あ、そうさせてもらいます。日本に帰ったら借りたお金
は必ず返しますから』と言って、お金を貸してもらっ
て、バリ島にも行けたのよ」
「へえ、親切な人もいるもんだね。でも私だったら断る
な」

YUMIの

「どうして？」
「だって、ボードに麻薬を隠して密輸したと言うので、
インドネシアの刑務所に13年も入れられたオーストラリ
ア人女性がいたわよ。知らない人から荷物を運ぶことを
頼まれたら、断ったほうがいいわよ」
「そう言えば、そんなことあったわね。でも有名なサー
フボードの店だったし、届け先の人も有名なサーファー
だったからね」
「ママは、人がいいんだから。気をつけなきゃだめよ」
「はいはい」
その日は、ミッシェルとのおしゃべりで、写真の整理は
全くできなかった。その晩、私は久しぶりに亡くなった
祖母の夢を見た。あの膨大な量の写真は、皆東京にいた
祖母に見せるために撮ったものだったから。
注：これは知人から聞いた話に基づくフィクションで
す。

鶏ネギうま塩うどん

お料理

冷凍うどんを使って簡単にうどんを作ります。

レシピ

作り方)
作り方

材料)
材料

二人分

冷凍うどん
鶏もも肉
長ネギ
水
鶏ガラスープの素
醤油
塩
粗挽き胡椒
ごま油

2玉
200～250g
1本
600cc
小さじ4
小さじ1
少々
適量
適量

1)
2)
3)
4)
5)
6)

鶏もも肉は一口サイズに切り、長ネギは斜め薄切りにしておく。
鍋に水600ccと鶏ガラスープの素を入れて強めの中火にかける。
沸騰したら、鶏もも肉と長ネギを入れて中火で、2～3分煮る。
アクを取って、醤油と塩で調味し、冷凍うどんを入れる。
麺がほぐれてきたら、出来上がり。
器に盛って、胡麻油と粗挽き胡椒を適量加えてお召し上がりください。

ヴィクトリア日本クラブ
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役職
役員：

委員・担当：

分科会：

同好会：

名前
デービス啓子
坂本敏範
齋藤直子
友成由実

会長
副会長
事務局長
事務局次長
事務局次長(文化サロン) 大久保薫
事務局次長(グラント)
井上勝裕
会計
小泉京子
JF実行委員長
デービス啓子
ウエブサイト
田中友子
グラウンドゴルフ
トニー・プレストン
ニュースレター
田中浩次
婦人部
伊藤玲子
永嶋喜久江
斎藤幸子
・ZEN-燃
斎藤祐佳

TEL
0413-001-925
9893-5882
0407-543-774
9874-4965

E-メールアドレス

0415-954-591
9502-0755
0413-001-925
0421-936-121
9502-0755
0431-390-151
9790-0986

kaori44567@hotmail.com
physiokatsu@gmail.com
kyokopreston@optusnet.com.au
info@jmgtours.com.au
info@tallzeebaa.com.au
tpassoc@optusnet.com.au
info@tallzeebaa.com.au
reimel28@gmail.com

0412-664-007

zen.yosakoi@gmail.com

JCV新会員大募集
新会員大募集

info@jmgtours.com.au
toshi@wadaikorindo.com
naosbeauty@live.jp
tomoyumi60@hotmail.com

JCVニュースレター
広告募集のお知らせ
（会員特別料金設定）

年会費は家族で$20です。楽しいイベントに無
料、または格安で参加できます。お友達も誘っ
て、一緒にJCVのイベントを楽しみませんか？
皆様からのご連絡、お待ちしております。
Facebookで情報発信中！
「いいね！」をよろしく☆
新会員のお申込みはこちら
website: h3p//www.jcv-au.org
E-mail: info@jcv-au.org

JCVの殆どのイベント、文化サロン、土曜サロン
そして定例会議は、GGCCにて開催されていま
す。NPO団体であるJCVは政府からの支援金によ
りGGCCを無料で使用させて頂いています。
＜アクセス＞
住所: 40 Gra3an Street, Prahran, VIC 3181
電車:
サンドリングハム・ライン
プラーン駅から徒歩約5分
トラム: トラムナンバー72
ストップナンバー30から徒歩すぐ
バス:
ルート216 / 219 / 220
ストップナンバー14から徒歩すぐ

非会員

WEB

$20

$40

A4 6分の1

$40

$80

A4 3分の1

$60

$120

A4 1ページ

$150

$300
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Grattan Gardens Community Centre

会員

JCVはNPO団体である為、宗教や政治的な広告を掲載
することが出来ません。尚、会員、非会員に拘わら
ず、JCV会員に対して割引etcの得点をくださった方
のみ広告料は無料とさせていただきます。 (事務局)

City of Stonington

GGCC

広告サイズ






h3ps://www.jcv-au.org/jcv-member に行きます。
以下Username, Passwordでログインします。
Username: jcv
Password: victoria
バックナンバーのタイトルをクリックすると見れます。
見たいバックナンバーがない場合、下部1 2 3 4 … をク
リックして探します。

<編集後記> パンデミック前までは、年末年始はほぼ毎
年日本に帰っていた。ただどのくらい前からかはわから
ないが、街に行っても年末年始独特の楽しさ・気忙しさ
みたいなものがあまり感じられなくなっていた。何故だ
ろう？もし来年末に日本に帰れたら、パンデミック後の
年末年始の雰囲気が体験できそうだ。
タナカ記

