オーストラリアのエッセンスが 3 分で分かる
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豪援隊かわら版

Gyouza Bar ANN

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。

＜今月の視点 ＞

がブリスベンにオープンしました！
好評のお勧めメニューは 6 種類の
Ann オリジナル餃子です！
皆様、ブリスベンに行かれた際は
是非お試しください。
住所：SHOP 26, 1000 ANN STREET,
FORTITUDE VALLEY, BRISBANE
電話番号: 07-3172-3020
営業時間: 11:30amー10:00pm
7 Days OPEN

９月の激震。。。

早いもので、もうすでに１０月です。今年もすでに年末の足
音がそこまで聞こえています。
９月はいろいろと激動の月であったような気がします。中で
も、QLD 州では Newman 新州知事が就任以降、どんどんい
ろいろな改革を断行しています。その中でも人々の反発を
強く受けたのが公務員１万４千人の解雇でした。当初は２万
人の首切りを行うという話もありましたが、最終的には１万４
千人で Newman 州知事が労働組合に恩を売ったという形に
なったようです。その発表をした後、州議会へはその決定に
反対する人々が詰め掛けたり、デモ行進を行ったりと少し混
乱をしましたが、今はすっかり落ち着きを取り戻している感
じです。現在、州の財産状況が良くない、そんな中で政権を
取った Newman 州知事の今後の方向性を示す非常に大き
な決断となりました。労働党の行ってきた無駄遣いはもう許
さないといわんがばかりです。
もちろん、この１万４千人の解雇は無駄を省く上で必要なこ
とという判断であり、役所の行う必要な仕事に対して手薄に
してしまうという意味ではありません。当方も公務員として働
く人たちを何人も知っています、（現在は知っていました）
が、たいした仕事もせずに一日中コンピューターの前で仕事
せずに友達とメールのやりとりや Facebook の更新をしてい
るだけで、いい給料がもらえるということを自慢に話ししてい
た輩もおりました。それも周知の事実のようなところもあり、
解雇を受けた人たちは大変であることは間違いありません
が、無駄遣いはしないでほしいというのは納税者大半の気
持ちであることは間違いありません。それもあってか、
Newman 州知事の支持率は騒ぎがあった割にはまったく影
響を受けていないようです。
日本では、公務員をここまで派手に解雇するという話はまず
聞きません。日本の公務員は、ご存知のとおりその身分が
ほぼ保障されており、よほどのことがなければクビになると
いうこともありません。Status Quo（現状）を維持することが
ベストだと信じ込まされている日本全体が、変化にあまり対
応できない体質になってきているようです。
右上に続く →

日本と比べればオーストラリアは歴史が浅い国です。まだ
若い国であるだけに新陳代謝が活発です。古くて用無しに
なったものは、どんどん新しく入れ替わっていきます。魅力
的な国ですが、その分必要とされなければ生き残れないと
いうシビアな一面も持っています。世界的にも先行きが見え
ない現在、成熟した国として生きていくか、新陳代謝盛んな
若い国として生きていくか、真剣に考える時が来ていると思
われます。

＜今月の新着情報＞
以前お伝えしたように、オーストラリアへの移住を検討して
いる投資家に対する新しいビザ条件の詳細が政府より発表
されました。このビザは 2012 年 11 月 24 日より施行されま
す。要点は以下のとおりです。
この新規ビザはサブクラス 188 ビジネスイノベーション・投
資ビザ（暫定）およびサブクラス 888 ビジネスイノベーショ
ン・投資ビザ（永住権）のうちの一つです。
ビザ申請の必要条件は以下のとおりです。



スキルセレクト（SkillSelect）における関心表明（an
expression of interest）の提出すること。




州または準州からノミネートされていること。
規則に従い、最低 500 万豪ドルの投資額を規定投
資すること。（規定投資には民間投資も含まれるた
め、投資対象が拡がりました。）

ビザ申請者はイノベーションポイントテストを満たす必要は
なく、年齢制限の上限もありません。永住権を申請するにあ
たっては、4 年間のうち 160 日間オーストラリアに滞在して
いるという居住条件を満たさなくてはなりません。
ビザ保持者は希望によってビザ有効期限の延長も可能で
す。暫定ビザはの延長は 1 回の延長につき 2 年間、最大 2
回の延長が可能です。
詳しいお問い合わせはお気軽に当社まで。

＜今月の雑学万歳＞

＜今月のジョーク ! パート２ ＞

１．■太平記
鎌倉末期から室町幕府成立までの歴史を記述した
史書「太平記」。
題からすると平和的な物語のようだが、全４０巻の
殆どが戦争と政争で埋め尽くされた軍記物語。

最近母から来たメール。
駅まで車で迎えに来てもらうにあたって、
いつごろ着くかと言う俺の問いに対し
「あと５分位どつくよ」
母ちゃん怖いよ。
（ジョーク集より）

■補足
江戸時代に「なんで太平記なんだ？」と議論された事
があったようで、その時は「４０巻を書き終えたときは
太平の世の中になっていたから。」という結論になった
みたいです。
補：皮肉の意味を込めてつけられたという説もあり。
２．■捕鯨
現在では、日本人が捕鯨をすると欧米人の反感をか
うが、日本を開国させたペリー提督率いる黒船の一団
が日本に来た大きな目的は捕鯨をするため。
■補足
正確には捕鯨の際に停泊できる港を確保するため。

＜今月のジョーク ! パート３ ＞
通販で買い物した際、「お名前は？」と聞かれたので「知
子」と答えた。
続いて「漢字は？」と聞かれたので「"知る"という字です」
と言った。
数日後、届いた品物には「汁子」と書かれていた。
(ジョーク集より)

＜今月のジョーク ! パート４ ＞
弁護士のジョンには、融通の利かない秘書がいた。
秘書：「先生、お客様がお見えになっています」

３．■珍しい名字
☆八月一日 → ほずみ さん
☆東西南北 → よもひろ さん
☆春夏秋冬 → ひととせ さん
☆東京
→ とうきょうさんは、現在日本中で
一人しかいらっしゃらないようです。
☆留守
→ るす さん
☆醤油
→ しょうゆ さん
☆小鳥遊 → たかなし さん
☆家出
→ いえで さん
☆珍名
→ ちんな さん
（雑学集より）

＜今月のジョーク ! パート１ ＞

弁護士：「今忙しいんだ。追い返せ」
秘書：「でも、『すごく重要な用件だ』と仰られていました」
弁護士：「いいか、お前にいいことを教えてやろう。もし客
が『すごく重要な用件だ』と言ったら、こう言うんだ。『でも、
皆さんそう仰られるんですよ』と」
秘書：「なるほど」
その後しばらくして、中年の女性が慌てて事務所にやって
きた。
妻：「ジョンに会わせてちょうだい！今すぐ！」
秘書：「今、先生はお忙しいのでお会いできません」

増えるワカメちゃんは危険すぎる。
夏休みの昼間にやってる水戸黄門みながらそのままボリ
ボリ一袋食って、のどが乾いたんで麦茶を一気飲みした
ら、腹ん中で十倍に膨らんで救急車で病院送りになった。
（ジョーク集より）

妻：「すごく重要な用件なのよ！それに、私はあの人の妻
なの！」
秘書：「でも、皆さんそう仰られるんですよ」
（ジョーク集より）

＜今月の名言＞
(世界平和のために何をしたらいいのかと聞かれて)
帰って家族を大切にしてあげて下さい。
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

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

（マザー・テレサ）
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

