
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月の視点 – 頑張れゴールドコースト 

8月は、やはり未だに夏休みを連想してしまいます。子供頃、景品欲しさに毎朝通ったラジオ体

操が懐かしいです。  
 

1．パンパシフィック選手権 

オーストラリアの 8月は、一言で言っていつもより寒かった。しかも、今年はいつもより冬が長

かった気がします。可哀そうだったのは、ゴールドコーストで開催されたパンパシフィック大会で

真冬の夜に屋外プールで泳がされた選手たちでした。日本人選手も多く活躍した大会でした

が、寒空で競わされた選手からは不平ばかりだったという事です。次回のコモンウエールス大

会の開催地として世界にアピールするチャンスだったのですが、若干逆効果になってしまったよ

うです。 
 

2．オーストラリア観光業界 

先日、仕事も兼ねてハミルトン島に行ってまいりました。普段、ゴールドコーストを見ていると逆

に気づかなくなっておりましたが、オーストラリアの観光業界は完全に日本人を相手にはしなく

なってきました。今は、どこに行っても中国人観光客を意識したサービスで、中国人観光客の多

さには今更ながら驚きました。一昔、ふた昔前の日本人を思わせるかのようにコアラやカンガ

ルーのぬいぐるみを買い込んでいました。最近は、お土産物にもあまりお金を使わない日本人

観光客が増えているのも実情です。昔から、観光客のリピーターが少ないオーストラリアと言わ

れ続けておりますが、今まできれいなビーチに甘んじて何も営業努力をしてこなかったツケを払

っている状況です。 
 

3．路面電車 

やっと開通したゴールドコーストの路面電車。その評判は、まずまず（？）のようです。しかし、そ

の成果が問われるのはこれから。あてにならない専門家が、採算性を主張して行なう公共事業

はどこも変わりませんが、期待が大きいだけに失敗はできません。それも、今後ゴールドコース

トをどのような街にしていくかを市民一人ひとりが考え、その目標にあったリーダーを選んでいく

ことが重要です。市単位の改革では、オーストラリアでは何人もの市長さんたちがその結果を

出してクィーンズランド州を盛り立ててきました。ブリスベン然り、イプス 

イッチ市然り、ゴールドコーストが世界的な観光地として脚光を浴びて 

いる間に地道な努力を続けてきました。その結果、南東クィーンズ州の 

各都市は商業、産業都市としてとかく浮き沈みの激しい観光市場に依 

存しなくてもいい街づくりをしてきました。現在は、今まで何もしてこなか 

ったつけがまわっているゴールドコーストですが、これを機に是非頑張 

っていただきたいものです。 

 
 

今月のジョーク 其の壱－ 泥棒の話 

あるところに税務官がいました。 

終わり  (ジョーク集より) 
------------------------------------------------ 

今月のジョーク 其の弐 

ある日、夫と妻が朝食を食べて 

いると、急に夫が新聞の広告を見て叫んだ。 

「おい、タイヤの大安売りがやってるぞ！」 

すると妻が答えた。 

「うちには車がないんだから、タイヤなんて必

要ないでしょ」 

それを聞いた夫は妻を一瞥して答えた。 

「俺が一度でも、お前がブラを買うのに 

文句言ったことがあるか？」  (ジョーク集より) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[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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Goオーストラリアグルー

プは、Zoe’s Angels 

「Zoeの天使たち」を 
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今月の名言  
「勝って、勝ちに傲ることなく、負けて、負け

に屈することなく、安きにありて、油断する

ことなく、危うきにありて、恐れることもなく、

ただ、ただ、一筋の道を、踏んでゆ。」 

 

「人に勝つより、自分に勝て。」 

 

嘉納 治五郎 

o （明治から昭和にかけての柔道家、教育者。講

道館柔道の創始者であり、柔道・スポーツ・教

育分野の発展や日本のオリンピック初参加に

尽力するなど、日本に於けるスポーツの道を開

いた。「柔道の父」と呼ばれる。） 

 



 今月のジョーク  其の参  

ある醜い女が美術館を訪れた。彼女はガイ

ドに何度も質問する。 

「この絵はルノアール？」 

「いえ、マダム。それはモネです」 

「あれもそう？」 

「残念、一文字違い。あれはマネです」 

「あれはユリトロでしょ？」 「いいえ、ロートレックです」 

「ああ、あれは間違いない！ ピカソだわ！」 

「いいえ、あれは鏡です」  (ジョーク集より) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ジョーク  其の四 － 弁護士って素晴らしい 

ある日、営業中の肉屋さんに突然犬が飛び込んで来た。犬

は驚いている店主を尻目に、カウンターの一番上等な霜降り

牛肉をひとかたまり咥えると走っていってしまった。 

しかし店主は、近所の弁護士がいつもその犬を散歩させて

いるのを覚えていたので、店主はすぐに弁護士のもとへ苦情

を言いに向かった。 

「弁護士さん、ちょっとご相談したいんですけどね。お宅の犬

がうちの肉を取っていったんですよ。代金、払ってもらえます

か？」 

「いいですよ。おいくらですか」 

「4千円です」 

それを聞くと弁護士はその場で 4千円を支払った。 

数日後、肉屋の元に弁護士から郵便が届いた。 

『請求書 相談料 2万 8千円』  (ジョーク集より) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ジョーク  其の五 

「部長申し訳ありません！私としたことが遅

刻してしまいました！」 

「理由はなんだ」 

「はい。時刻になってもバスが来ないので、

駅まで妻の車で行くことにしたんです。 

妻は 10分で準備が出来たのですが、途中渋滞がひどく車を

降りました。そこから馬で走ったのですが、今度は馬が転ん

で川に投げ出されてしまいました。それでも頑張って泳いだ

のですが、途中ワニに捕まり戦いになりました。なんとか勝

利して川から上がると、近くにヘリポートがあったのでヘリコ

プターに乗り、ようやく会社に着いたのです」 

「お前、そんな嘘が通用すると思っているのか！」 

「バレましたか？」 

「当たり前だ！ 10分で準備の出来る女がいるか！」  

(ジョーク集より) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zoe’s Angels 「Zoeの天使たち」 
当社では、社会奉仕の一環として“Zoe's Angels”とい

うチャリティー団体への支援をさせて頂いております。

Zoeちゃんは、大変稀な先天性小児リューマチの一種の

病気を患っており、オーストラリアで十分な治療を受け

られず、現在フランスで一生懸命こつこつと治療を続け

ています。この病気はオーストラリアでも稀な病気で、

他にもこの病気で苦しんでいる子供達がいます。そんな

子供達や家族を支援するのがこの「Zoeの天使たち」と

いうチャリティー団体です。 

この度、当社主催のチャリティーディナーを開催するこ

ととなりました。難病で苦しむ子供やその家族にはとて

つもない助けとなりますので、何卒ご協力の程、宜しく

お願い申し上げます。 
 

◆◆◆◆◆◆［チャリティーディナー］◆◆◆◆◆◆ 

日時： 2014年 11月 7日（金） 

会場： Gambaro’s Restaurant （33 Caxton St, Brisbane） 

チケット： $150 （3コースディナー＆ドリンク飲み放題） 

ドレスコード： Black Tie （フォーマル） 

詳細： http://zoesangels.org/gala-dinner/ 

 
 
 
 

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 4, 99 Creek 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 

今月の注目記事 （2014年 8月 22日付 Herald Sun紙より） 
 

Cook and cafe manager are the top jobs for the 
controversial 457 visa  
 

コックとカフェマネージャーが 457ビザのトップ 
 

昨年度の 457ビザの発行数は約 52,000だったということで

す。一昨年度と比べると 25％減ということですが、豪労働組

合は、相変わらず海外からやってくる労働者の数が多すぎる

と文句いっぱいのようです。。。 

現在、オーストラリアの労働者総数のうち 100万人が 457ビ

ザやその他の労働可能なビザを有した外国人労働者と云わ

れているそうです。国土に対して、人口の少ないオーストラリ

アでは 足らない労働力を外国人でまかなうというシンプルな

移民政策を効果的に用いています。特に若くて、高スキル保

持者は求められます。 

その中でも、オーストラリア政府の思惑とは反対に 457ビザ

が一番多く取得されている職種はコック(調理師）、そして第

二位にカフェ・レストランマネージャーという統計結果が出た

そうです。ちなみに、3位以降はコンピュータープログラマ

ー、4位マーケティングスペシャリスト、5位大学講師、6位医

者という結果だそうです。 

スキルレベルという観点からいきますと、(その職種の方には

失礼ですが）、それほどスキルレベルが高い職種ということ

ではないので、労働組合が強く反対の声をあげているのも仕

方ないかもしれません。そして、残念ながら、移民政策はこう

いったオーストラリア国民の声が反映され、そして法律の改

正につながりますので、またコックやレストランマネージャー

等でのビザ取得が難しくなっていくのではと懸念されます。 

 
 
 
 

 

Go Australia Visa Consultant 
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