
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月のジョーク 其の壱           
 

面接官「まず、あなたの長所をお話し下さい」 

男「僕は 15回クビになりました」 

面接官「それがどうして長所なんですか？」 

男「僕は自分からやめるなんてことは絶対にしな

いんです！」            （ジョーク集より） 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

今月の名言 － 本田宗一郎 
 

「人生は見たり、聞いたり、試したりの 3つの知

恵でまとまっているが、多くの人は見たり聞いた

りばかりで一番重要な“試したり”をほとんどしな

い。ありふれたことだが失敗と成功は裏腹になっ

ている。みんな失敗を恐れるから成功のチャンス

も少ない。」  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
[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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ビザ新着情 －NT準州の特別措置 

Northern Territory Designated Area 
Migration Agreement (DAMA) 
 

ノーザンテリトリー（NT）準州の人手不足

を軽減し、事業主の人材確保などを目的

とした NT準州と移民局、産業省との特

別契約。現在のところ 2015年 2月 10

日まで、もしくは一定数の人材が集まっ

た時点で終了予定となります。 

［概要］ 

DAMAの規定を満たす NT準州の事業

主であれば、457ビザビジネスビザ申請

の条件となっている最低給与（$53900）

と英語力の証明についての譲歩を求め

ることができるとされています。 

今月の視点     
 

1. われらがゴジラ 

遅ればせながら新作のゴジラを観ました。前評判は結構良かったので、ぜひ映画館へ足を運

びたいと思っておりましたが、その機会に恵まれず、その結果 DVD販売開始後の鑑賞となり

ました。 

ハリウッド版は前回のたまたま同じ名前のイグアナのでっかい奴で、辛酸を呑まされたゴジラフ

ァンが多かった中、今回のゴジラは少しクビ周りが太っちょかなあと言う点を除けば、待ってまし

たという感じだったと思います。 

映画に出演していた渡辺謙さんが、ゴジラを英語風にゴッズィーラと呼ばずに、あくまでも「ゴジ

ラ」にこだわったという話がありましたが、残念ながらそのこだわりは映画製作者の目的とは矛

盾するものになってしまっていたようです。なるほどあの映画が意図するところはゴジラは、あく

までも God-Zila (神の化身）と意味合いを持たせたかったからということが分かります。そのた

めに、神の意味を持たせるためのゴッズイ－ラであったようです。 

しかし、ハリウッドで製作するとやはり映画のレベルも一段と違いますね。すでに第二段が楽し

みです。 
 

2. もう一つのお楽しみ 

最近、ようやくオーストラリアの人気のあったテレビ番組で「Bachelor」と呼ばれた番組が終了し

ました。この番組は、独身男性が数ある女性からお付き合いをする人を選ぶというものでした

が、オーストラリア人、特に女性たちは熱中していました。その番組が終わり、ようやくオースト

ラリアの夜にも平和が訪れた感があります。その番組が放映されていた頃は、家でも職場で

も、女性陣の話はその番組のことで持ちきりでした。当方が、あまり話題についていけない番組

が終了したと思いきや、4シーズン目として始まったのが「Homeland」です。ご存知の方も多い

と思いますが、アメリカの CIA女性職員を主人公とする対テロに挑む話ですが、あの「24」より

も話の展開が面白いとして数々の賞を取っている番組です。手に汗握る展開は、まさに

Bachelor以上だと思いますがあまり女性陣の話題には上らないようです。 
 

3. アボット動く 

ここ最近、あまり目立った動きもないようなアボット首相でしたが、最近になって移民政策に関

する発表を行いました。一つは、上級投資家ビザの見直し、規制緩和。そして、特筆すべきもう

一つは 457ビザに関する英語等の条件緩和です。まだ詳細に関しては発表されていません

が、政権交代から一年経ってようやく現政権が「らしさ」を出してきたようです。これからの移民

政策の変更にはますます目が離せません。 



   今月の名言 － 稲盛和夫                    
 

信頼関係は自分自身の心の反映だ。 

たとえ、自分が損をしたとしても、人を信じていく。 

その中でしか、信頼関係は生まれない。 

信頼とは、外に求めるのではなく、自らの心の内にもとめる

べきものなのだ。 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

今月のジョーク 其の弐 
 

[女の友情] 

妻がある日、一晩帰って来なかった。 

翌日、彼女は夫に「女友だちの家に泊まっていた」と言った。 

夫が妻の親友 10人に電話して聞いてみると、誰も彼女の外

泊について知っているものはいなかった。 
 

 [男の友情] 

夫がある日、一晩帰って来なかった。 

翌日、彼は妻に「男友だちの家に泊まっていた」と言った。 

妻が夫の親友 10人に電話して聞いてみると、そのうちの 8

人が「うちに泊まったよ」と言い、2人は「まだ彼はうちにい

る」と言った。                   （ジョーク集より）                  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

今月のコピペ 
  

私の母は昔から体が弱くて、それが理由かは知らないが、  

母の作る弁当はお世辞にも華やかとは言えないほど質素で

見映えの悪い物ばかりだった。友達に見られるのが恥ずか

しくて、毎日食堂へ行き、お弁当はゴミ箱へ捨てていた。ある

朝母が嬉しそうに｢今日は〇〇の大好きな海老入れといた

よ｣と私に言ってきた。私は生返事でそのまま学校へ行き、こ

っそり中身を確認した。 すると確かに海老が入っていたが殻

剥きもめちゃくちゃだし、彩りも悪いし、とても食べられなかっ

た。 家に帰ると母は私に｢今日の弁当美味しかった？｣としつ

こく尋ねてきた。私はその時イライラしていたし、いつもの母

の弁当に対する鬱憤も溜っていたので ｢うるさいな！あんな

汚い弁当捨てたよ！もう作らなくていいから｣とついきつく言

ってしまった。 母は悲しそうに｢気付かなくてごめんね…｣と言

いそれから弁当を作らなくなった。 

それから半年後、母は死んだ。私の知らない病気だった。 母

の遺品を整理していたら、日記が出てきた。中を見ると弁当

のことばかり書いていた。 ｢手の震えが止まらず上手く卵が

焼けない｣ 日記はあの日で終わっていた。 後悔で涙がこぼ

れた。  

                         （インターネットより） 
 

ビザ新着情報－2015年 7月以降の改定 

Premium Investor Visa (PIV) 最上級投資家ビザ 

現在、投資家向けのビザとして、以下があります。 
 

サブクラス 188 Business Innovation & Investment visa 

■ Investor Stream 投資家ビザ（150万豪ドル） 

■ Significant Investor Stream上級投資家ビザ （500万豪   

ドル） 

2015年 7月より最上級投資家ビザ（Premium Investor 

Visa）というのが新たに加わります。現行の 2つのビザは、

投資期間最低 4年で、オーストラリアでの居住条件を満たす

ことで 4年後に永住権申請が可能となるものですが、新しく

加わる最上級投資家ビザは最低 1500万豪ドルを投資する

ことにより、1年後に永住権が取得できるようになります。ま

た、居住条件も付かないとされています。 

これに伴い、2014年～2015年にかけて、上級投資家ビザ

の見直しも行われる予定です。  
 

457 Business Visa  ビジネスビザ 

スキルのある外国人をよりスムーズに雇用し、オーストラリア

のビジネスを活性化していくことを目的に、2015年 7月改定

を目処に 457ビジネスビザの以下の点に関する見直しが行

われます。 

■ 新規ビジネスの場合のスポンサーシップ期間を 12ヶ月

から 18ヶ月に延長 

■ 特定のポジションにおける英語レベルの見直し 

また、最低給与額については、2年後に見直しされる予定で

す。（現在の最低給与額：$53900/年） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Go Australia Visa Consultant 
 

今月の注目記事      Thomas Snowdon from The Courier-Mail 

Brisbane G20 police told to expect minimum of 1000 

arrests at summit （ブリスベン G20のサミットにて予期さ

れる逮捕者数は少なくとも 1000人以上）  07 Oct 2014           
 

11月 15~16日にブリスベンで開催される G20サミットに向

けて、ブリスベンがその準備をいよいよ始めているという記

事がありました。 
 

各国からの要人が集まって行われる G20サミットですが、や

はり様々な準備は始められているようです。開催中の交通規

制はもちろん、11月 14日（金）は特別にブリスベン市内を祝

日とし、街中には人を集めないようにするという厳戒態勢もし

かれるということです。 
 

街中のマンホール等もすべて勝手に開けたりしないように封

印がされているのも、最近街中を歩いていると目につきま

す。 
 

そんな中、このタイミングにていろいろな集会、デモ活動も盛

んとなります。そのため、警察としてはサミット期間中には

1000人以上の逮捕者がでるのではないかと警戒を強めて

いるという記事では紹介しています。 
 

いつもなら、シドニーで行われるこうした国際的な会合なので

すが、とある事情でブリスベンに回ってきました。是非とも、ブ

リスベンで開催してよかったという声が少しでも聞けるような

サミットにしていただきたいものです。 

 

 

mailto:info@goaustralia-visa.com
http://www.goaustralia-visa.com/

