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オーストラリアのエッセンスが 3 分で分かる

清水の

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 歳に単身オ
ーストラリアに留学。その後ボンド
大学卒業後、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。

豪援隊かわら版
仕事帰りに焼き鳥とビールで、楽しみたいという方に朗報!
ブリスベンの北部 Strathpine という街に本格炭火焼き鳥屋が楽しめ
るレストラン「たぬき」ができました。とにかく、ここの売りは炭火焼さ
れた串物各種。ゴールドコーストからは、少し離れていますが一度試
してみる価値絶対ありです。11 種類の焼き鳥に 塩派もタレ派も大
満足 炭火で焼いた焼き鳥を一度ＴＡＮＵＫＩで味わってみてください。
もも、つくね、皮、ハツ、砂肝（ズリ）、ナンコツ、ハラミ、 ぼんじり（テ
ール）、きも、ねぎ間、鴨串 聞いているだけでもよだれが出てきそう
です！オーナさんの実家が鶏肉専門店ということもあり お酒にピッ
タリの、軟骨からあげ、砂ずりからあげ 鶏をさばくことにより 一羽
からほんの少ししか取れない ハラミ（横隔膜） ぼんじり 背ぎもの
煮つけなど、大満足です！
＜ たぬき

住所： 148 Lincoln St. Strathpine 4500
電話： 07-3205-6522

＜今月の視点＞
オーストラリアデイにて
23. Janurary 2012 Written by Editorial Staff
毎年 1 月 26 日は、オーストラリアの建国を祝うオーストラリ
アデイという祝日です。その日は、車に国旗を付けて走る人
や、顔にオーストラリアの国旗をフェイスペイントする人、ラ
ム肉を食べてオーストラリアデイをお祝いしなければオース
トラリア人ではない、というおかしな宣伝まで、人々の服装も
含めてオーストラリアカラー一色となります。
その日、公園に行けば、BBQ やピクニックを楽しむ家族連
れや老若男女、様々な人種が入れ混じり、他民族国家であ
るオーストラリアを祝います。その日のニュースでは、ギラー
ド首相がアボリジニのデモ団体に襲われるなんていうニュー
スに混じって、街頭インタビューで、インタビューを受けてい
るオーストラリアの人々が口々に「オーストラリアに生まれて
良かった」、「オーストラリア人になって良かった」等、オース
トラリアを誇りに思うという人々の声があふれています。実
際に、公園でも「オーストラリア最高！」と、叫びながらプー
ルに飛び込む若者や、お得意のＯＺ、ＯＺ，ＯＺ、ＯＩ，ＯＩ，ＯＩ
と知らない者同士が掛け声を掛け合っていたりします。特に
オーストラリアの若者は、オーストラリアという国に対する愛
国心を強く持っているのが伺えます。
そうした姿を見てふと思った事は、今の日本人で日本人に
生まれた事を誇りに思うと心から言える、または思える人が
何人いるのであろうかという事です。
海外生活をしますと、外から日本を見ますので、良いとこ
ろ、悪いところ、いろいろな部分が見えてきます。もちろん、
オーストラリアにも悪い部分はあるのですが。悪いところより
も、いいところをを伸ばそうとしていくパワーを感じます。彼
らに聞くと、「人生一度だけなんだから、楽しまなきゃ損。」と
うことが大半です。とにかく、こちらの人は人生を楽しむため
に、働く。そうした人生哲学を持っています。だから、感覚的
におかしいと思うことは、こちらの人々は徹底的に抗議しま
す。
右上に続く→

営業時間 ＞

火曜日
水曜日～金曜日
土・ 日曜日

11：00a.m. ～ 2：00p.m
11：00a.m. ～ 2：00p.m
5：00 ～ 9：00 p.m

6：00 ～ 8：00 p.m
5：00 ～ 9：00 p.m

政治家もきちんと住民の声を取り上げます。そのために、議
会で議論します。意見を主張します。エネルギーが必要で
す。だから、こちらの政治家は若くて、優秀な人が多いで
す。（居眠りしている人はいません。）世襲でも、子供も優秀
でなければ選ばれません。自分の生活を守る人を選ぶのだ
から、選ぶ人も真剣です。
そんな中、お叱りを受けると思いますが、日本に住む日本
人の方は何だか、すっかりもう冷めてしまっている感じで
す。すべてに、すっかり「あきらめ」状態なのです。心から日
本に対する誇りや、日本人であることの素晴らしさを感じる
事がなくなってしまっているようです。去年日本を未曾有の
危機が襲いました、そしてその対応もまったくお粗末です。
欧米では「安心が証明されなければ、危険」という基準がス
タンダードですが、今の日本は「危険が証明できなれば、安
全」という本末転倒な世の中です。オーストラリアではひょっ
としたら、とっくの昔に暴動が起きているのではと思う政府
の対応も、日本ではすっかり受け入れてしまっているかのよ
うに見えます。今更ながら、日本が長年にわたって作り上げ
てきた文化ともいえる政治体制は政権が変わったところで
簡単に変わるものではありません。
こういう時だからこそ、改めて外から日本を眺めてみてはい
かがでしょうか？海外移住であっても、海外旅行であって
も、一度自分の置かれている環境から外れて見直しをされ
てはいかがでしょうか？そうすると、日本の良さも見えます
し、悪いところも見えてきます。海外でもイチロー選手や「な
でしこ」の活躍等、世界の舞台で活躍する日本人を皆さん
誇らしく思っているはずです。しかし、そうした選手たちも選
手たちのサポートをしてきた何人もの日本に住む人々に支
えられて、今があるわけです。そして、世界の至る所には日
本人の優秀な技術で作った高性能製品が用いられ、世界
の人々に役に立っています。歴史を見れば、大政奉還後の
江戸城無血開城は、世界の歴史の中でも稀な平和革命とさ
れています。もっと、日本人は自分の国に自信を持っていい
はずなのです。日本人であることを誇りに思えるような国に
できるように、みなさん頑張りましょう。

＜今月の注目記事＞

＜今月の面白記事＞

Oppn MP apologises for body odour remarks
（野党議員移民への体臭コメントに謝罪）
10. Janurary 2012 ＡＡＰより

ああダルビッシュ！
余計なことですが（笑）ダルビッシュ有の税金を計算して
みました。

野党保守連合の移民市民権スポークスウーマンテレサ・ガ
ンバロ議員が、「オーストラリアに来た移民は体臭の消臭デ
オドラントをつけることや、そしてきちんと待つ時は行列に並
ぶべきだ。」と語ったことに対して、謝罪した。

ダルビッシュ有テキサス・レンジャーズと（テキサス州タラ
ント郡アーリントン市）2017 年までの 6 年契約年俸総額
約 6,000 万ドル（＠77 円＝約 46 億円）
6,000 万ドル÷6 年 ＝1,000 万ドル年俸
・・・1,000 万ドル×＠77 ＝ 7 億 7,000 万円/年

この背景として、オーストラリアの移民の受け入れに対する
提案としてガンバロ議員は、この国に移住する移民が社会
に溶け込むために、労働ビザで移民する人材を雇うオース
トラリアの雇用主は、保健、衛生、ライフスタイルなどを教え
るべきだと提案したことにある。
与党労働党 ケルビン・トムソン氏は雇用主にコストの負担
を与えるよな損害を酷評した。
ガンバロ議員自身、元々移民をしてきた家族を持ち、あくま
でも移民が苦労したり、虐げられたりしないような環境作り
をというつもりであったようだが、少し表現の仕方が良くなか
ったようです。その目的の本質は非常に有意義なことだと思
いますので、ガンバロ議員、またガンバロ（日本人しか、わ
からないだろうなあ、こういうくだらない駄洒落。）

＜会社中毒年表（勤続年数と症状）＞
1年
無自覚。会社じゃ、おカネもらって勉強。
お酒飲んでも、タクシー帰りもタダ。寮に住み、独身貴族を謳歌。
2年
上司から「毎月決まった経費を使わないと、翌月から落ちないので、
ちゃんと月二〇万円使え」と、お達しがでる。無理して遊ぶ。
10 年
職場結婚。招待客八〇名のうち、会社の人が六〇名。仲人は常務。
もはや女房と離婚できない。
15 年
いよいよ、ささやかなマンションを購入。
会社の貸付けを使って、三〇年ローン。
これで一生、会社を辞められない。

【日本の税金だったら？】
7 億 7,000 万円×40％−2,796,000 円
520 万円（所得税）
7 億 7,000 万円×10％7,700 万円（住民税）
合計 3 億 8,220 万円
（※1 収入を所得と仮定した概算、所得控除や税額控除
は考慮していません。）
【米国の場合は？】
7 億 7,000 万円×35％−179 万円
2 億 6,771 万円（連邦個人所得税）
（テキサス州個人所得税）ゼロ
合計 2 億 6,771 万円
差額 1 億 1,449 万円/年 × 6 年 6 億 8,694 万円
（※1 収入を所得と仮定した概算、所得控除や税額控除
は考慮していません。）
（※2 サエコさんと離婚して渡米のため独身者の 2012 年
税率を使用しています。）
テキサスは州税（地方税）がタダ
年俸ＵＰだけでなく税金の安いアメリカで更に手取りがＵ
Ｐ！
ヤンキース移籍だったら、州税はかかっていた。
（ニューヨーク州税はあり）
それにしても活躍して欲しいですね。

16 年
新居入手と同時に、会社も「こいつは一生、会社を辞めない」と判断。
遠い支社に転勤、単身赴任。
21 年
ようやく東京に戻る。銀座がなつかしく、前にも増して経費を使う。
30 年
ゴルフの接待が多くなる。ハイヤーで迎えにくるのは下請けの役員、
子供の「パパ、偉いんだ」の一言で有頂天に。
35 年
お歳暮・お中元が床の間にいっぱい。女房・子供を連れてハワイへ。
もちろん、出張扱い、わが世の春。
37 年
チクリで失脚。役員への道は消え、定年お勤め、ご苦労さん。
『明るい経営早わかり』（本郷孔洋著／大成出版社 1993 年刊）のコラムより
頑張れ、日本のサラリーマン！！

本郷孔洋のビジネスの眼 vol.195 より
＜今月のジョーク＞
弟は、誰に似たのかとても勉強ができる。
それで、高校１年生のとき、アメリカに留学することになった。
そのとき、母は親戚や近所の人に
「うちの息子アメリカにホームレスやるんですよ」
と言って、自慢して歩いていた。
ホームステイとホームレスを間違えていたのである。

＜今日の商売とビジネスに役立つ格言＞
『行動は必ずしも幸福をもたらさないかも知れないが、 行動のない所に、幸
福は、生まれない。 』
（ベンジャミン・ディズレーリ）

このかわら版、またはビザに関する質問、お問い合わせは、こちらまでお気軽に！

ALC ビザコンサルタント
ゴールドコースト事務所
シドニー 事務所

ジョーク集より

QLD 州以外の方にも、ご利用しやすくなりました！

住所：Suite7, 155 Varsity Parade Varsity Lakes QLD 4227
住所: 24 Lewis Way Newington NSW 2127

電話: 1300 365 811, +61-7-5630-6505, Fax: +61-7-3319-6131（担当：関）
E mail : info@alcvisa.com
Website : www.alcvisa.com

東京事務所 (担当：西川・松本)
〒170-0013
東京都豊島区東池袋
4-25-12 池袋今泉ビル 6Ｆ
電話：+81-3-3985-6003
Ｆax：+81-3-3985-6009

