
第7回ネットワーキング

2020年 2月2日(日）

10:30 aｍ－13:30 pm 

Indooroopilly Activity Hub



IAHとのこれからの連携の在り方
• IAHのバックグラウンド（まだ、２歳）

• IAHのクロスカルチャーワーク：コミュニティ同志を繋ぐ役割

• 「わははの会」はIAHの傘の下にぶら下がる一つのコミュニティで、組織的にかなりしっかりしてる

• IAHからすると「わははの会」は鎖国状態（？）

• IAHの日本人の文化についての理解（例）なぜお弁当が大切なのか？お、も、て、な、し。

• 私達がIAHについて理解しなくてはいけない事

• 現在の状況

IAH： 組織としては確立、時間はある、シニアが運営、ホールのメインテナンスなど

すべてボランティア、運営資金不足。

わははブリスベン： 時間がない、若い人たちが運営、素晴らしくオーガナイズされている、

資金不足とIAHのようにコミットメントできない状態なのでNPOを創設できない。

• IAHが私たちに望む「開国」とは？日本人の素晴らしいところを生かした働きができないか？

• 第一回「趣味の会」は成功のショーケース

• 「おかげ様で、ありがとうございます。」IAHに感謝することを忘れないでいきましょう。



今日の予定

1. House Keeping

2. ウォームアップ (Connection Map)

3. 自己紹介

4. 「わはは ブリスベン」とは？ネットワーキングの位置づけ

5. ほうれんそう (報告、連絡、相談）

会計報告、ホーム ページ進行状況、各サービスからの連絡

皆でランチ

６．「わはは」マスコットとロゴのご紹介

７．相談したい事

８．お知らせ

９．係ごとのマニュアル作成開始（チーム編成）



１．House Keeping

キッチン： 飲み物、食べ物でカップやお皿を使用後
は洗って元の位置に戻します。

トイレ： ホールを出て左側に男女別にあります。

マナー： 一人一人の意見を尊重し、誰かが話して
いる時には耳を傾け、静かに聞きましょう。



初めて参加いただく方へ

ランチの時に、ちさ子さんが説明しますので

お話をお聞きください。

１）「ボランティアの心得」
●自分にできること、したくないこと

●お互いを敬う言葉使い

●「サービス = 奉仕すること」とは

２）皆さんが「ボランティア」でできる事、したくない事

できない事など、配布した用紙にご記入ください。



お願い
ホール使用料の＄２を支払って

名札を付けて下さい。

ネットワーキングのミーティングは

2020年からIAHで開催します。



グループワークのために

私たちは日本人のコミュニティで

• BELONGING（コミュニティの一員である)

• CONNECTING（みんなが繋がる）

• SUPPORTING（お互いを支えあう）

を実現するために集まっています。

ゴシップは慎み、携帯はできればマナーモードに設定ください。

わははの会やネットワーキングについて何か問題、思いついたことや不安なことがあれば

「リンリンダイヤル」を設けていますので、そちらにお電話ください。

守秘義務は可能な限り守ります。

リンリンダイヤル 専用携帯番号 0433-506-435

（ボランティアが対応します。不在の際はメッセージをお残しください。）



２．ウォームアップ

お互いのことをもっと知るために

CONNECTION MAP！

１. 空いているスペースに自分の名前を書く

２. 自分の情報を入れる。

３. 記入してある情報から共通点を見つけて、線を繋ぐ

４ どんどん共通点が繋がってWEBになる

５．一人一人との関係が深くなる

５．もっと「わはは ブリスベン」が楽しくなる。



４．「わはは ブリスベン」とは？

「わはは」が
すべてのサービスのブランドネーム

「わはは ブリスベン」の３本の柱

１）BELONGING（コミュニティの一員である)

２）CONNECTING（みんなが繋がる）

３）SUPPORTING（お互いを支えあう）



3つの活動の関連について
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ネットワーキングのミーティングで 「わはは」の地盤を固める

「わはは ブリスベン」の下に、



ネットワーキングの意義

ネットワーキングミーティングは、「わはは ブリスベン」の

ボランティア活動の参加希望をされる方に

一番初めに参加していただきたい、

いわば、「わはは ブリスベン」の“玄関”です。

このミーティングは、「わはは ブリスベン」のボランティアの

繋がりを強化することを目的としています。



５．ほうれんそう (報告、連絡、相談）

• ネットワーキング近況報告

• 会計報告

• ホームページ進捗状況

• 「わははの会」近況報告

• 「趣味の会」近況報告



ネットワーキング 近況報告

２０１９年１１月からこれまでの活動

日程 内容

１１月 • 日本人フィジオセラピストとミーティング（ちょっと為になる話

のプレゼンター探し）

• co.as.it に勤務されている日本人の方と訪問介護サービスの

コーディネイターの方とミーティング

• NOBEL LIFEの浩子さんとミーティング（co.as.it にシニアの

方の送迎サービスを依頼する件についてのアドバイス）

１２月 • Indooroopilly MP James MacKay氏のオフィスを訪問

• My Health for Lifeプログラムを周知させるためのインタ

ビューとテレビ収録

１月 • 日豪プレスからの「わははの会」についてのインタビュー

• 長友さんからの「わははの会」についてのインタビュー

• 日本人サポート PERTH「虹の会」にコンタクト

• BLUE CARDを習得するために日本人学生あっせん会社に



会計報告

定義

わはは「貯金」
「わははの会」に参加される方に直接還元。(例：お菓子、飲み物、
イベント代）

収入源は毎月の「わははの会」の参加費から。

わはは「運営費」
「わはは」組織全体の運営費として使用。

(例：PL、ホームページ管理費用、広告費、文房具、雑費など）

収入源は寄付金（例：BCC, MP事務所、「わははの会」参加者、
やFETEなど）



会計報告

2020年2月現在

わはは貯金 $209.90

わはは運営費(寄付金) $646.70

日本語補習校バザー収益金 $365.35

$1,221.95



「わははの会」、「趣味の会」を

盛り上げて下さっている

ボランティアの皆さん

毎月、貴重なお時間と

労力をありがとうございます。

心より感謝いたしております。



Chat de Happy!

お昼ご飯です。

みんなで楽しくおしゃべりしてください。



６．「わはは」 マスコットのご紹介

名前：わはっぱ



７．皆さんと相談したいこと

１）IAHとのこれからの連携について

２）お弁当後半期はどこから調達？

３）9月の敬老の日のプロジェクト

４）クラフトグループで「わはっぱ」を作る案について



１－１）

わたしたちにできること

IAH working bee

あきさん

お疲れ様でした。

今日の体験談



１－２）わたしたちにできること

IAH カップ生け花

古野ゆりさん

体験談



１－３）IAH movie night

「おくりびと」

(Departures)

３月１２日（木曜日）夕方６時スタート

参加費：ホール使用料として＄２

ワインなどの飲み物はBYO、コーヒーなどは飲み放題



１－４）IAH ヨガのクラス

BCC GOLD program

(Grow Old 

Living Dangerously!)

5０歳以上の方

毎週木曜日朝８時半から１時間



2020年 5月に試食

（シニアの古野さん、耕太さんとボランティア数名のみ）

6月 (旬彩）決定！

2020年 10月に試食

11月 実施？12月？

どこから調達？

２）年に２回のお花見弁当、

いかがでしょう？



３）９月の敬老の日のプロジェクト

CURAの訪問介護コーディネイター（Yoshiko
Mooreさん）との話し合いの結果、

Gold Coast Curaとの「敬老の日のお祝い」の会を

合同でしてみよう！

という事になりました。

プロジェクトチーム

結成します！



４）クラフトグループで
「わはっぱ」を作る案について



ネットワーキングのスケジュール

• 場所：Indooroopilly Activity Hub

• 住所：60 Stamford Road, Indooroopilly, Qld 4068

• 日程：2020年 第１日曜日（年4回の予定）

なお、毎月第一日曜日はIAHのワーキングビー（8時から10時まで）となっています。

２）5月3日

３）8月2日

４）11月1日

• 時間：午前１０時３０分から午後１時３０分まで

まだメーリングリストに入っていらっしゃらない方はお知らせください。



これからもよろしくお願いします。

私たちを取り巻くさまざまな状況が変わってくるかもしれず、

それに応じて私たちも臨機応変に対応していかなければなりません。

皆さんには定期的にアップデートをします。

運営ボランティア一同、

「耐力」の強いチームになるように努めていきます。

本日もお忙しい中、ありがとうございました。


