ご無沙汰しております、弁護士 清水ヒデキの

豪援隊かわら版 ８月
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はじめまして、マスコット
のフィニックスです。
毎日、笑顔としっぽを振り
まき、皆さんのお役に立て
るように頑張りますので応
援よろしくお願いします！

[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。

犬種：チワワ
好物：肉、毛深い人
苦手なもの：寒い日、豆類
座右の銘：山椒は小粒でも
ぴりりと辛い。
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今月のジョーク 其の壱 「鏡」
奥さまは、絵の展覧会へ行った。
「この絵、素敵！ ミレーでしょう？」
「いいえ、奥さま、ベラスケスでござ
います」
係員が言った。
「これはルノアールに間違いないわ」
「いいえ、奥さま、セザンヌでござい
ます」
「これこそ、ピカソだわ！」
「申し訳ございません、奥さま、ただ
の鏡でございます」
（ジョーク集より）

今月のジョーク 其の弐
「オレオレ詐欺」
先日の事
詐欺「あ、母さん？俺だけど実は大
へ・・」
母「ごめんなさい。うちの息子、電話
の時はふざけて自分のことは”俺”じ
ゃなくてロバートって言うし 私の事を”
母さん”じゃなくてジェニファーって呼
ぶの。（嘘）」
詐欺「・・・・」 ガシャン
（ジョーク集より）

＜今月の視点＞お久しぶりです。。。
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「Zoe の天使たち」を
支援しています。

今月というよりは、今年は私たちが今までに経験をしたことがない事柄がたくさん起き
ています。そこで、久々の復刻版としては、少し今年をさかのぼってお話をしてみまし
ょう。

その１ COVID-19
2020 年は希望に満ちた年であり、東京オリンピックが予定されていた日本では盛り
上がりが期待されていた。しかし、ふたを開けてみたら、２０２０年はまったく異なる年
になってしまったようです。いや、おそらく誰も予想しなかった年となっている。オースト
ラリアにおいては、新年からの山火事がようやく沈静化したかと思った矢先の出来事
となった。まだまだ、山火事被害における復興も間に合っていない状況だそうである。
2020 年混乱のその一番の原因はコロナウイルスである。COVID-19 と名付けられた
このウイルスは、その広がりと治療法がまだ無いことにより、まさに全世界がそのウイ
ルスの前にひざまずかされてしまった状況である。
（→次ページに続く）

７月となっても、ビクトリア州では新規感染者の数が収まらない状況が続き再度のロックダウンと
なった。そのため、オーストラリアの各州もビクトリア州を除いて州境の行き来を再開させることとなったが、また再
度州境のクローズしなければならない事態である。
（→前ページ続き）

このコロナウイルスであるが、メディアではコロナウイルスではなく「COVID-19」という呼び方をされている。正式に
は「Coronavirus Disease 2019」だそうで、それを簡略して COVID-19 として表しているそうだ。なぜそのような
呼び方がされるのかを不思議に思った方はいらっしゃるのではないだろうか。筆者もその一人であるのだが、この
際良い機会でもあったので、少し調べてみました。
一言でコロナウイルスと言っても、コロナウイルス自体は何種類もあるようで、その数ある中でもヒトに疾患を引き
起こすことが知られているのは 7 種類だそうである。そして、その 7 種類の中でも 4 種類は感冒の症状を引き起こ
しやすいということが分かっている。そして、そのうち今回の COVID－１９を含む以下の 3 種類は今世紀において
致死的な肺炎を引き起こすコロナウイルスとして人類の恐怖となった。2002 年に拡がった SARS（重症急性呼吸
器症候群）や 2012 年にも多くの人への感染が認められた MERS（中東呼吸器症候群）、そして今回の新型コロナ
ウイルス COVID-19 ということで、これを見るとほぼ 10 年ごとに新しい種類の人感染型コロナウイルスが蔓延し
ているようである。
致死率が 9.6％とされている SARS に関しては、2002 年 11 月の発生から 2003 年 7 月には終息したことになっ
ているが、MERS に関しては 2012 年 9 月発生以降、現在も発生中であるそうだ。こちらのウイルスに関しては致
死率が 34.4％と、SARS よりも数段に致死率が高いウイルスである。2019 年 12 月（？）発生の COVID-19 は、
現在も発生中である。MERS と比べると致死率は 4.71％と低いが、前者のウイルスと比べると感染者の数は比べ
物にならないほど多い。
まだまだ終息が見えない COVID-19 であるが、一日も早く治療のワクチンも開発され、皆が穏やかに暮らすことが
（→続き） そのためであろうか、どこかの記事で見かけ
その２
ロックダウン
できるようになることを願いたい。
たのだが、自宅勤務をする際にきちんとしたデスクでは
この視点を書いている現在においても、ビクトリア州に
なく、ダイニングテーブルやラウンジを使ってコンピュー
おけるロックダウンは続いており、新規感染者の数も
ターを扱う必要が多いため、腰痛に悩まされている人
増えている状況である。そして、お隣さんである NSW
が増加中だそうである。そして、こうした腰痛が新たな
州にもその影響を受け始めているのではないかという
労災クレームの原因になるということらしい。はい、うち
状況も生じており、そのまたお隣さんである QLD 州も
の事務所でも労災訴訟扱っておりますので、お気軽に
より一層州境での警戒を強めている状況である。違法
ご連絡ください。
越境者により、QLD 州における COVID の拡がりが心
配されたが、今のところ何とか爆発的な広がりを抑えて
しかしながら、このロックダウンが続いている最中、ブリ
いる状況である。しかし、決して油断はできない状況が
スベンの不動産市場はなぜか好況である。当所でも開
続いている。
所以来最多のお問い合わせをいただき、まさに「コロナ
当所も、クライアントの皆様にはご迷惑をおかけしてし
まうことは重々に承知ながら、一旦事務所を閉鎖し、ス
タッフ全員に自宅勤務を強いらなければいけない状況
が続いている。当所のオフィスが入っているビルも、3
割程度のテナントしか戻っていない状況が続いている
ということであり、多くのテナントは 10 月までは戻らな
いということであり、しかも契約の更新を早くから行わ
ないという意思表示をしているテナントも少なくないとい
う。このロックダウンにより、オフィスがなくても仕事が
できることが証明されてしまったために、オフィスの必
要性について再検討をするビジネスがほとんどであ
る。残念ながら、我々の仕事は全面的にそうしたテレワ
ーク体制に切り替えるのが難しいが、世の中の流れは
間違いなく、テレワーク体制に進んでいる。
（→右上に続く）

に負けるな」という勢いであった。ある意味株式市場に
おいても、同じような不思議な強さを見せており、コロ
ナの影響でいったんは下落した株式市場も持ち直して
きている。これも誰かのたくらみでなければ、人間の我
慢強さの現われに違いない。
今月の名言・格言
「渋沢 栄一」
日本の武士、官僚、実業家、
日本資本主義の父 1840～1931
1840 年、武蔵国榛沢郡（埼玉県深谷
市）の渋沢家に長男として生まれる。

一人ひとりに天の使命があり、
その天命を楽しんで生きることが、
処世上の第一要件である。

その３ ポスト COVID

その 4 おまけ

ポスト Covid ということで、コロナ粛清後の世界につい
て様々なところで語られていますが、とにかく今は「ニュ
ーノーマル」という言葉をよく耳にします。ガンダムとは
全く関係なく、「ニューノーマル」は文字通り「新たな通
常（ノーマル）」。コロナにより、物事の価値観やビジネ
スのやり方が変わってしまったということである。オー
ストラリアをはじめ、西洋文化ではまず挨拶として握手
が当たりまえであったが、今はそれもご法度。ソーシャ
ルディスタンシングにより、同じエレベーターに複数で
は乗らない、並ぶときには 1.5 メートル以上離れる、頻
繁な消毒と清掃、手洗い等。ビジネスミーティングも原
則的にはオンラインミーティング、印鑑を使わないオー
ストラリアでは書類への署名もデジタルサインとなって
いる。前述したが、仕事もリモートにてテレワーク勤務
体制を充実させ、そして経営者もいかに自宅での労働
条件を改善、充実させることができるかが問われること
となるそうだ。確かに、一つの職場に集まっての勤務で
はなく、テレワーク体制が「ニューノーマル」となると、ど
のような形で従業員の仕事を管理し、そして生産性を
高めていくかは好む好まざるに関係なく、事業経営に
おいては重要なポイントとなる。少し前までは、AI（人
口知能）が、どのように今後のビジネスを変えていくか
戦々恐々としていたと思ったら、その前にコロナウイル
スという目に見えない相手に振り回されることとなり、
テクノロジーを進化させ、万能だと思っていた人類はま
たここにきてあまりの無力さに嘆くこととなってしまっ
た。しかし、それも新たな転換のための第一歩、そして
明るい未来への準備だと思えば、気持ちが楽になるの
ではないだろうか。

コロナで自宅勤務中のスタッフの運動不足解消として、
ランチタイムを利用してオンラインフィットネスクラスを
始めました。座りっぱなしでの腰痛解消にということで
始めましたが、普段やらない運動をしてますます腰を
痛めることになりました。歳ですなあ。。。

＜Cross Phoenix スケジュール＞
月曜日：Cross Phoenix instructor: Daniel
火曜日：Yoga instructor: Mami
水曜日：Thai Chi instructor: Takashi
木曜日：Cross Phoenix instructor: Daniel

https://www.youtube.com/watch?v=ziQ_CXaCva8&feature=youtu.be&fbclid
=IwAR0eLtRCU7947o9f55KBZtnMCsZ7RS9ST7L6hLWgCuLZ3u4Zvvrs2YK5_C8

今月お店紹介
今回ご紹介するレストランは
West Burleigh にある人気の
日本食レストラン、「和膳」です！
大人な雰囲気の溢れる店内、
行き届いたサービスで大満足。

Shop 1/33 Tallebudgera Creed Road,
West Burleigh QLD 4219 Tel: (07) 5520 2433
https://www.wazen.com.au/
https://www.facebook.com/wazenburleighheads

ブリスベン事務所： Level 17, 300 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

