
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

ニュースレター2012年 5月号 

＜今月の視点 その１＞    
QLD州議会選挙後の余震が収まらない 
 

ギラード政権支持率の降下が、止まりません。とうとう

労働党内でも、ギラード首相の交代を求める声もちら

ほらと聞かれるようになりました。再度、ラッド前首相を

担ぎ出そうという声も。オーストラリア経済の後退、カ

ーボン税、労働党員ならびに国会議長スキャンダル疑

惑、党首争い等、ギラード首相のリーダーシップを疑

問視する声が高まっています。 
 

任期は、まだ 18 ヶ月程残っていますが、人気が残って

いない今の政権です。 

 

（続き→） 

そうなると資本主義の根本が失われると言う懸念も生

じます。いずれにしても、勝ち負けが出てしまう資本主

義というシステムでは、こうしたことはある種必要なの

かもしれません。逆に銀行が政府の言うことを聞いて

ばかりと、またその国の金融経済の健全性が問われ

ます。 

 

豪援隊かわら版 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                                      

 

＜今月の視点 その２＞    
企業解雇事情 
 

先日も話題になったのはカンタス航空の 400人解雇。

その前にはフォードも大量解雇。またその前には ANZ

銀行、トヨタ。コスト削減が目的ですが、オーストラリア

労働者の国際的競争力が、その基底にある問題で

す。給料に見合う生産性がなければ、コスト割れする

という単純な仕組みです。現在起っている様々な企業

の解雇は製造業に限った話しではないだけに、オース

トラリアの経済にとっては深刻な問題です。 

 

 

  

日本人の職人が作る Healthy Pulseの Organic豆腐が、ゴールド
コーストに戻ってきました！ 
保存料、香料などの余分な物を一切使用せず、一粒一粒と職人
の手で選別をした良質の Organic大豆と水、ニガリだけを使用し
た、大豆本来の甘味を活かした美味しいお豆腐です。 
体の中から健康を考えている方や Australiaで美味しいお豆腐を
食べていないと思われている方是非お試し下さい。 
 

取扱店舗 （ABC順） 

Japanese Grocery Shop   Restaurant     Local Super Market 

Fuji Mart           ランプ亭      Ferry Road Market 

Go Go Mart          O-Sushi       Fruit On James Market 
Seoul Butchery       Rainbow Takeaway   

Sun Mart            天 
 

サウスポートにあるお豆腐工場で出来立ての美味しいお豆腐を購入すること
も可能です。ハンドメイドで作っているので数に限りがありますのメールにて
ご予約をお願い致します。 

     

また取扱加盟店募集中です。 

                                  
 

＜今月の注目記事＞   
Titanic II: Palmer to challenge Swan 

 

5月 1日付のファイナンシャルリビュー紙に、あの資

源業界重鎮のクライブ・パーマー氏が現職財務大

臣に対抗して同じ選挙区から次期選挙への出馬を

発表したとのことです。まだ、自由・国民連合党内で

正式にそれを認められたわけではありませんが、日

ごろから自由・国民連合党の支持者として有名なパ

ーマー氏の政界出馬の発表はいろいろな方面に話

題を撒き散らしています。保有資産価値 60億ドル

（500億円）以上とも言われるパーマー氏だけに、お

金で政界を自由にしようとしているとか、自分のビジ

ネスに政治を利用しようとしているというネガティブ

な声はもちろん労働党から聞かれます。しかし、そ

れ以上にオーストラリアをどうにかしたい、そういっ

た志で政治の道に進みたいという発表をしたパーマ

ー氏。今後、次期選挙にまつわって、楽しみな話題

が一つ増えました。 

 

ちなみに、このパーマー氏、中国の会社のジョイント

ベンチャーにてタイタニック 2号を 2016年にニュー

ヨークからロンドン間を就航させることも発表。今後

の動きがますます楽しみな人物であることに間違い

ありません。 

 

＜今月の視点 その 3＞ 
資本主義に生きる(おまけ) 
 

 オーストラリアの中央銀行の公定歩合操作を全く無

視して大手行はこの数ヶ月ローンの利息に対して利上

げを行ってきました。5月 1日に中央銀行が、0.5%の

公定歩合の利下げを行いました。財務大臣を始め、各

方面から各銀行に対して利下げを行う様にプレッシャ

ーをかけています。とある情報では、あまりにも銀行が

政府の意向を無視するので法律を発案して、中央銀

行の利息の変更を最低限各銀行が反映するようにと

いう話も聞かれます。          （右上に続く→） 

 

代表 吉川 明 
Lot8/11 Bailey Crescent 
Southport QLD 4215 
healthypulse.akira@gmail

.com 

 

mailto:healthypulse.akira@gmail.com
mailto:healthypulse.akira@gmail.com


 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

 

QLD州以外の方にも、ご利用しやすくなりました！ 

 

  ゴールドコースト事務所  住所：Suite7, 155 Varsity Parade  Varsity Lakes QLD 4227 

 シドニー 事務所                 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 

 
 

ALC ビザコンサルタント 
 

  

 

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 

 

 

＜今月のジョーク !  その 2＞ 
 

ついに、私はパソコンを購入した。 

さっそく、マニュアルに従ってセットアップを開始したのだ

が、やはり初心者の悲しさだろうか、ドライバーのインスト

ールのところでわけが分からなくなってしまった。 

やむなく、私は、メーカーのカスタマサポートセンターに電

話することにした。 

電話に出たのは、男性のサポートマンだった。 

私は状況を説明したが、彼は難しい専門用語を並べて回

答し、ますます分からなくなってしまった。 

「失礼ですが」私は頼んだ。 

「出来れば、私が小さな子供だと思って、もう一度分かり

やすく説明してもらえませんか？」「分かりました」サポート

マンは快諾した。 

「──坊や。ママに替わってくれるかな？」 

                          (ジョーク集より) 

                        

 

＜今月の新着情報＞   
 

2012年 7月 1日以降のスポーサー付き労働ビザ（永

住権）に関する変更内容が発表されました。変更内容

の大まかな内容としては以下となります。 

  

１．今まで 6 クラスあったものを 2 クラスにま

で集約。その結果、今までオーストラリア国

内、または国外で異なるビザの申請を必要と

されたが、その必要がなくなる。Labour 

Agreement も前述の 2 クラスに集約される。 
 

２．サブクラス 457ビジネスビザからの永住

権取得を、更にストリームライン化。 
 

３．年齢制限の上限を今までの 45歳未満か

ら、50歳未満に繰り上げ。 
 

４．英語能力の条件も変更。 
      

      ５．今まで、サブクラス 457ビザと異なってい 

      た永住権用の職種リストを一つの共通職種 

      リストとしてまとまる。 
 

６．こちらも今年の 7月 1日から新たに導入

される技術能力者ビザに代わる Skill Select

との係わり合いを密接にする。 

  

まだ大まかな概要しか分からない状況ですが、7月 1

日以降にビジネスビザならびに永住権の申請を検討さ

れている方は、当社までお問い合わせください。 

＜今月のジョーク !  その 1＞ 
 

電車に乗っているときに「アバウトに生きる方法」とかいう

本に几帳面に線を引きながら読んでいるサラリーマンが

いた…                     (ジョーク集より) 

 
 
 

天然の新人学生パイトに５０過ぎの男性客がレジ横のフラン

クソーセージを注文。おそらく、レジ袋がいらないという意味

で客が「そのままでいいよ」と言ったんだが、新人バイト君は

何をおもったのかトングでソーセージを掴みそのまま客へ

「はいどうぞ」といって渡した。 
 

10秒の沈黙後ソーセージをくわえたまま会計する客に無邪

気なバイト君。隣でつり銭チェックしていた俺は腹がよじれる

かとおもった。      
 

                                                        (ジョーク集より) 

 

＜身体の使い方!  ＞ 
 

すいませ～ん！ 

ちょっと両手を大きく広げてみてください。 

もっと、上に向けて大きく広げてみてください。 

伸びをするように大きく。 

そして、天井を見上げてください。 

ふかーく深呼吸してください。 

そして、口を大きく開けてみましょう。 

さらに眼も大きく見開きましょう。 
 

できました？ 
 

では、その状態ですっごく悲しいことを考えて 

落ち込んでみてください。 
 

・・・できないですよね。 

落ち込めないでしょ。 
 

あなたの身体の動きが、あなたの心に大きな影響を与

えているのですね。 
 

【酒井とし夫】商売心理学！集客・広告宣伝・販促 

 

＜今日の商売とビジネスに役立つ格言＞ 
 

『人に接する時は、暖かい春の心。仕事をする時は、燃

える夏の心。考える時は、澄んだ秋の心。自分に向かう時

は、厳しい冬の心。』               （鮫島輝明）  
 

＜先日シドニー出張で乗った飛行機にて！＞                
 

(尐し愚図っている赤ちゃんをご両親があやすのに

苦労していました) 

(添乗員による機内放送) 

Ladies and gentlemen 

只今順調に目的地に向かい当機は飛行を続けて

おりますが、お客様の中でお一人、初めてのフライ

トで落ち着かない方が、いらっしゃいます。皆さん

もお子さんをお持ちの方は、ご両親のお気持ちを

理解できると思います。子供をお持ちでいないお

客様、あなたにも昔はこんな時期があったんです。

これからお子さんをもたれる方々、子供を持つとこ

の苦労が分かる様になります。ですから、どうか皆

様の寛大なご理解をいただけるようお願いします。 

                  (機内乗員一同拍手) 
 

mailto:info@alcvisa.com
http://www.alcvisa.com/

