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 6
[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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今月のジョーク 其の壱

今月の名言 其の壱 「柳井正」

ロシアと日本人とイギリス人で食事に
行きました。食後、
ロシア人は割り勘にするといくらか
考えました。日本人は 3 人分払うと
いくらか考えました。イギリス人は
おごってくれた人になんと礼を言うか
考えました。
（ジョーク集より）

成功よりもむしろ失敗のほうが勉強にな
る。一方、成功というのは、ここまでの可
能性があるということを知らせてくれる元
気の源のようなものだ。
柳井正（1949 年〜）：「ユニクロ」を中心とした
ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長

今月の視点
6 月は年度末を迎えるオーストラリアは、一年で最もあわただしい時期です。特に 5 月の連邦
政府の予算案発表にて施工された各種経費に対する特別控除をあてにして、年度末まであれ
買え、これ買えとしきりといろいろな商品の営業担当者がうるさく飛び回っていました。そのせい
で、ウチはオフィスの電話システムを一式取り換えることになってしまいました。
1．ホッキ―財務大臣の失言
6 月に大きく話題になっていたのは、予算発表をして一安心であったホッキ―財務大臣の失
言。同大臣、とある記者会見場にて「貧しい人は車を持っていないし、持っていても短い距離し
か乗らない、だからガソリンにかかる税金が増えても貧しい人には影響しない」とコメントしたこ
とが話題になりました。こういった場合、その前後の会話からきちんと判断しなければならない
のですが、そこはどの国のマスコミも面白、おかしくが鉄則ですから、こうしたコメントが如何に
大臣が浮世離れしているかと記事になってしまいました。その後、謝罪をすることになったホッ
キー財務相ですが、アボット政権のイマイチ人気のためか、やることなすことイマイチ理解が得
られない状況です。来年の選挙に向けて準備をしていかなければいけない状況ですが、自ら墓
穴を掘り続けている今の政権がどこまで続くか、目が離せません。
2．「絶歌」の余波
日本では、酒鬼薔薇くんと称された青年の書いた本に関して、話題になっておりました。オース
トラリアでも、以前バリ島のコービー事件でテレビ局がインタビュー独占を狙って多額のオファー
をしたのではないかということが問題視されました。基本的に犯罪者が犯した犯罪によりお金儲
けをすることが許されていないオーストラリアではこうした行いは合法ではありません。そのた
め、日本で問題になっているのは当然です。罪を償った後ということも言えますが、やはり犯罪
行為がお金儲けにつながるということは道義上の問題はあるといえます。
3．ラマダーン
弊社グループにはいろいろな国籍、そして文化宗教のスタッフがおります。その中でもイスラム
教信者のスタッフはこの 1 ヶ月がラマダーン月にあたるということで、日の出から日の入りまで
は断食をすることとなります。この期間、そのスタッフの周りで食べ物を食べることを少し気を付
けるようになりますが、当オフィスでは月一でスタッフ全員とランチミーティングを行っておりま
す。その際、そのスタッフが何も食べられないのを横目に皆でランチを食べることになります
が、そのスタッフもいろいろな文化や宗教が交わっている職場ですので、仕方がないと思ってい
るのかと思います。少し可哀そうですがこういった違いを経験するたびに多民族国家として歩ん
でいるオーストラリアの懐深さを感じます。
4．ジュラシックワールド
子供たちを連れてジュラシックワールドを観に行きました。とにかく驚きました。いろいろと驚き
はあったのですが、特に驚いたのは、今までの恐竜映画とは全くレベルが異なる本物感のある
映像で驚いたこのシリーズオリジナル作品の「ジュラシックパーク」からすでに 20 年経ったこと
です。リアリティのある恐竜がスクリーンの中で動いているシーンに驚きと感動をしたことを今で
も昨日のことのように思い出します。しかし、「記憶の中の昨日」は 20 年前のこととは、どうりで
最近白髪が目立つわけです。

今月のジョーク 其の弐

（ジョーク集より）

アメリカのテキサス州に大地主がいた。ある時、自分のお祝
いがあり、大勢のお客さんを家に招いた。やがてそのお祝い
もたけなわになった時、庭に人々を集めてこう言った。「みな
さん、ようこそお出でくださいました。私のような者のためにこ
んなに沢山来て下さって感謝します。そこで、余興のようで何
ですが、ここで一つ、みなさんにお願いがあります。こちらの
プールをどうぞご覧ください。これはオリンピック規格の正式
なプールです。こちらから向こうまで泳ぎ渡った方に、ご褒美
を差し上げます。私は沢山の夏の家、冬の家がアメリカじゅ
うにありますから、別荘として一つ差し上げましょう。いや、そ
の他のものがほしいというならば、私には未婚の一人娘がい
ますから、これは娘次第でございますが、独身の方で挑戦し
たいと思う方は是非、申し込んでみてください。ただし、注意
してください。プールの中で見え隠れしていますのはワニで
ございます。一週間、何も食べさせていません。それにあの
アマゾンの流域からピラニアを一万匹、このプールに放って
あります。それでもやりたい方はどうぞ・・」 すると、一人の
青年が突然、バシャーンとその中に飛び込んで「イヤー！」と
泳ぎはじめた。みんなは「いや～、すごいな～、勇気あるな
～」とびっくりした。ワニがやってきて、バッ！ピシャ！血しぶ
きが上がった。そして、ピラニアがピョン、ピョン、ピョンと追い
かけて、食いついた。みごとに血だらけになって、とにかくも
のすごい勢いで泳いで、とうとう向こう側に上がった。そして、
かかえられるようにして、主人公の前に運ばれた。まさかと
思ったら、この青年はみごとに泳ぎ渡ったのだ。今度は主人
公の顔が青くなった。「と、ところで、あなたは別荘がほしいで
すか、それとも娘がほしいですか？」
「いや、私はどちらもほしくありません」
主人公と人々は驚いた。「では、あなた
は何がほしいのですか？」 「いや、ほ
しくありませんがどうしても一つのこと
が知りたいのです」 「何が知りたいの
ですか？」 青年は叫んだ。「いったい
誰が後ろから俺を押したんだ！」

今月のジョーク 其の参

（ジョーク集より）

老人が家に猿を連れて帰ってきた。聞くと、家で飼うと言う。
妻は驚いて質問した。
妻：「餌はどうするの？」
夫：「ワシらと同じものでいいそうだ」
妻：「寝るところはどうするの？」
夫：「ワシらと同じベッドで寝るんだ」
妻：「臭いはどうするの？」
夫：「ワシも慣れたんだ。こいつもじき慣れるさ」 ⋆加齢臭？

今月の名言 其の弐 「松下幸之助」
何としても二階に上がりたい、どうしても二階に上がろう。こ
の熱意がハシゴを思いつかせ、階段を作り上げる。上がって
も上がらなくてもと考えている人の頭からはハシゴは生まれ
ない。
松下幸之助（1894-1989）
「パナソニック」を一代で築き上げた実業家、発明家、著述家

今月のお店紹介
ゴールドコーストのノビ―ビ
ーチとパームビーチにある
“HACHI（はち）”日本食レス
トラン。ロケーションもあって
か、毎晩のように現地ローカ
ルのお客様で賑わっていま
す。店主曰く、あまり日本人
のお客様を見かけないそう
ですが、地元に根付いたお店である証拠ですね。日本食レ
ストランですが、韓国名物のチヂミも美味です。是非一度足
を運んでみてください。
------------------------------------〔ノビ―ビーチ店〕
1B/2249 Gold Coast Hwy
Nobby Beach QLD 4218
Tel: 07-5572-6251
〔パームビーチ〕
1/1136 Gold Coast Hwy
Palm Beach QLD 4221
Tel: 07-5598-3308

今月の新着情報 ‐ PIV 超上級投資家ビザ ‐
2015 年 7 月 1 日より超上級投資家ビザ（PIV‐Premium
Investor Visa）が実施されました。
暫定ビザ（サブクラス 188/Provisional）を取得し 12 ヶ月経っ
た後、永住権（サブクラス 888/Permanent）の申請が可能に
なります。
[主な条件]
 Austrade（オーストラリア貿易促進庁）からノミネートされ
ていること
 ビザ申請の招待を受けていること
 最低 1500 万ドルを対象機関に投資すること
 健康状態、人物評価に問題がないこと
 IELTS4.5 以上の証明（出来ない場合、2 度目の支払い
をすることで免除される）
[ビザ申請料]
 ビザ申請者：$8410 / 2 回目支払い：$9795
 扶養家族（18 歳以上）：$4205 / 2 回目支払い：$4890
 扶養家族（18 歳未満）：$2015

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 5, 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

