オーストラリアのエッセンスが 3 分でわかる

豪援隊かわら版 4
今月のジョーク 其の壱
[著者]

清水ヒデキ 豪援隊隊長
弁護士・移民コンサルタント
（MARN:9900985）
「オーストラリアから日本を援
けよう」と豪援隊発足。16 歳
で単身オーストラリアに留
学。その後、ボンド大学を卒
業し、QLD 州弁護士資格取
得。長年に渡り、日本人なら
びに日系企業、世界各国の
クライアントのコンサルタント
業務に従事。
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（ジョーク集より）

4 人目
そんなことより聞いてくれ。 4 人目の子を身ごも
っている妻が、新聞を手に
持ち青い顔をして震えな
がら、俺にこう言うんだ。
「あなた大変よ！生まれて
くる子の 4 人に 1 人は中国
人って書いてある！」って

月号

今月のジョーク 其の弐
（ジョーク集より）

男 1：「妻のおかげで宗教を信じるように
なったよ」
男 2：「そうなのかい？」
男 3：「ああ、妻と結婚するまでは地獄な
んかないと思ってたからな」

今月の視点
4 月と言えば、日本では桜の季節、入学式や入社式などの
年度初めでもあり、いろいろなことがスタートをするタイミング
です。オーストラリアの年度初めは年の始まりと同じ 1 月です
が、最初の 4 半期を終えて少しホッとするのがこの 4 月。そ
の頃にちょうど迎えるイースター休暇は、オーストラリアでは
4 連休となるだけに、ちょっとした中休みという感じです。
筆者の 4 月の目玉は何と言っても日本でのセミナー開催で
した（写真：東京セミナー）。そんなこんなの今月の視点です。
1．イースター
一昨年のニュースレターでイースター豆知識をご紹介したと
思いますが、それに加えてもう一つの豆知識。イースターフラ
イデーは、キリスト教宗教上の暦上、イエス・キリストが十字
架に貼り付けになった日にあたるため、その日はお肉を食べないというのがキリスト教一般的
に言われている戒律となっているようです。昨今のオーストラリア人はそんな事お構いなしに肉
を喰らうという人も多いのですが、この日だけはとお肉を食べずにいる人も多いようです。肉食
のオージーがお肉を食べられないときはどうなるか。そんな時はシーフードを食べるのがオー
ジーです。この日はどこの魚屋さんもフィッシュアンドチップスのお店も一番の稼ぎ時となるよう
です。仏教徒の筆者としたら、肉がだめなら魚で殺生をすることに対して、同じではないかと心
の中でつぶやいているのですが、筆者以外はカトリックという我が家のイースターフライデーの
恒例行事は毎年丸一日トマトを煮込んで作るナポリソースベースのスパゲッティマリナラ（シー
フードスパゲッティ）です。今年は知人家族をご招待して、イタリアンディナーを楽しみました。
2．成田第三ターミナル
4 月に東京と大阪でセミナーを行いました。平日のお忙しいときにも関わらず、たくさんの人に
お出でいただき、誠にありがとうございました。現在、ゴールドコーストに暮らす我々が日本に行
くために利用しなければならないのが天下無敵のジェットスターです。今回もしっかり、お世話
になりました。そのジェットスターが成田空港で到着するのが LLC 用に新しく新設されたという
第三ターミナルでした。そんなことは全く知らなかった筆者。飛行機を降りて、入国審査、そして
税関といつもの通りの流れを通って、いざ東京へ。しかし、そこは今まで見たことがないような
景色が広がっており、荷物を持ったまま２階へと誘われ、そこでようやく事態を理解したのでし
た。成田エクスプレスに乗りたい筆者は、電車の看板を発見し、駅に向けてレッツゴー。しかし、
歩けど歩けど駅は見当たらず、看板は頻りに第二ターミナルへと誘っていったのでした。その歩
みはまさにまだ目にしていないオアシスを向けてさまよう砂漠の旅人といった感じで、なかなか
たどり着けない目的地に思いをはせてただただひたすらと歩いて行ったのでした。「そうか、
LLC を使うとここまでの仕打ちを受ける必要があるのか」、あらためてジェットスターの素晴らし
さに気づかされた日でありました。。。

3．東京にて
東京ではセミナーの前後に、いろいろな方とお会いしたり、打
ち合わせをしたり致しました。その中でも、日本でも有数のワ
インの専門家である高橋氏には、ワインに関していろいろな
お話をお聞きしました。中でもオーストラリアワインが脱コル
クとして世界でも一番進んでいるというお話は、普段オースト
ラリア産ワインにしか接する筆者には、多少なりとも喜ばしい
お話でした。しかし、いろいろなワインとそれらにまつわるお
話もお聞きしましたが、やはりヨーロッパのワインの歴史と奥
深さは、オーストラリアではかなわないですねえ。普段、オー
ストラリアで口にできないようなワインもごちそうになりました
が、ワインに関してまた一つ違う楽しみ方を勉強させていた
だいたことに大変感謝しております。ちなみに、ここでワイン
豆知識。生産されるワインのうちコルク栓の不良によりだめ
になってしまうワインは 8％あるそうです。そういった点で、コ
ルクに代わるキャップボトル栓を開発したオーストラリアはワ
イン業界に新風を巻き起こしたとのことです。これも高橋氏
から聞いたお話ですが、今では自分の持ちネタとしてそこら
じゅうで言いふらしています。（笑）

今月のコピペ
店員：「当店のポイントカードはお餅でしょうか」
ぼく：「えっ」
店員：「当店のポイントカードはお餅でしょうか」
ぼく：「いえしりません」
店員：「えっ」
ぼく：「えっ」
店員：「まだお餅になってないということでしょうか」
ぼく：「えっ」
店員：「えっ」
ぼく：「変化するってことですか」
店員：「なにがですか」
ぼく：「カードが」
店員：「ああ使い続けていただければランクがあがってカード
が変わりますよ」
ぼく：「そうなんだすごい」
店員：「ではお作りいたしましょうか無料ですよ」
ぼく：「くさったりしませんか」
店員：「えっ」
ぼく：「えっ」
店員：「ああ期限のことなら最後に使ってから一年間使わな
いときれます」
ぼく：「なにそれこわい」
店員：「ちょくちょく来ていただければ無期限と同じですよ」
ぼく：「なにそれもこわい」
店員：「えっ」
ぼく：「えっ」

今月の名言
美しい唇である為には、美しい言葉を
使いなさい。
美しい瞳である為には、他人の美点を
探しなさい。
オードリー・ヘップバーン

今月の新着情報
[457 ビジネスビザ変更点]
英語力の証明
IELTS： 5.0 以上（各分野 4.5 以上）
OET： B 以上
TOEFL iBT： 36 以上（L：3 / R：3 / S：12 / W：12）
PTE： 36 以上（各分野 30 以上）
CAE： 154 以上（各分野 147 以上）
◆

✓ ビザ申請前、または、ノミネーション申請前の 3 年以内に
受験したものであること。但し、CAE は 2015 年 1 月 1 日
以降に受験したものに限る
✓ 提出の免除を受けられる場合、以下のいずれかを証明；
≫ 年間$96,400 以上の給料で雇用契約をする場合
≫ その職種で必要とされる資格登録が、上記の英語レ
ベル以上の英語力を必要とする場合
≫ イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、もしく
は、アイルランド国籍で、且つ、その国のパスポート
を保持している場合
≫ 最低 5 年間、英語で中等教育（フルタイム）を修了し
ている場合
≫ オーストラリアにおける台湾政府機関に関連する領
事、駐在員等としてビザ申請を行う場合
最低給料
✓ 年間$53,900 以上で、且つ、市場調査による給料と同等
以上であること
✓ 年間$180,000 以上の給料で雇用契約をする場合は、
市場調査が免除される
◆

--------------------------------------------------------------------［485 卒業ビザ、476 技術者用卒業ビザ変更点］
◆

英語力の証明

IELTS： 6.0 以上（各分野 5.0 以上）
OET： B 以上
TOEFL iBT： 64 以上（各分野 4 以上）
PTE： 50 以上（各分野 36 以上）
CAE： 169 以上（各分野 154 以上）
✓ ビザ申請前の 3 年以内に受験したものであること但し、
CAE は 2015 年 1 月 1 日以降に受験したものに限る
✓ イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、もしくは、ア
イルランドのパスポートを保持している場合は免除となる

Go Australia Visa Consultant
ゴールドコースト事務所
Suite 222, Level 2, Watermark Hotel & Spa
3032 Surfers Paradise Blvd, Surfers Paradise QLD 4217
ブリスベン事務所
Level 2, 262 Adelaide St, Brisbane QLD 4000
E: info@goaustralia-visa.com
<電話でのお問合せ>
オーストラリアから：07-5570-4542 （月～金 9：00-17：00）
日本から：03-4283-8484 （日本時間 月～金 8：00-16：00）

www.goaustralia-visa.com

