
第8回  
ブリスベン「わははの会」 

2019年9月10日（第2火曜日） 
10.00am－12.00pm 
 
場所：Indooroopilly Activity Hub 
(Indooroopilly Senior Citizen’s Clubと言う名称で知られています) 



 
特別ボランティア 

渡辺 ゆきひろさんによる 



「わははの会」  
私たちが所属する母体について 

 団体の名前:                      
(新）Indooroopilly Activity Hub Inc. (IAH)     
(旧）Senior Citizen’s Club Inc. 
 

 会費：１年 １０ドル 
 

 会員のメリット： 
 IAHの様々な催しに低額、または無料で参加が可能です。 
 Public Liability（対人対物賠償責任）が適応される場合があります。 
 

 



 
 





配布するプリントの費用などはボランティアが賄っており、
「わははの会」のお財布状況はぎりぎりです。 

そこで控えめな提案 

「募金箱を受付に設置します。」 

皆さんのお財布の中に眠っているコインがありましたら、
お気持ち、有難くいただきます。 

 



今日のプログラム 
 10:00 – 10:20  受付・モーニングティ・ヘアカット開始  
 10:20 – 10:30 新しく参加された方の自己紹介 
 10:30 – 10:40 軽いストレッチと頭の体操 
 10:40 – 10:50 お知らせいろいろ 
 10:50 – 11:20 ちょっと為になる話：「骨粗鬆症」 
 11:20 – 11:40 今月の歌２曲 

 今月の踊り「阿波踊り」 
 11:40 – 12:00 ９月のお誕生日、おめでとうございます 
 12:00から  ブリスベンでの「日本語介護サービス」について 
   アンケート実施 
    本の貸し出し、片付け 



新しく参加された方の自己紹介 
１．お名前 
２．日本の出身地 
３．オーストラリアにどれくらい長く住んでいらっしゃいますか？ 
 
  他にも… 
 
４．お誕生月はいつですか？ 
５．趣味 
６．ご家族  
  など無理のない範囲で教えて下さい。 
 

お茶を飲みながら。。。 



House Keeping 
 

キッチン：  飲み物、食べ物でカップやお皿を使った後は
     テーブルにお返し下さい。 
 
トイレ：       ホールを出て左にあります。 
 
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。 
 
携帯電話：   できればマナーモードに設定ください。 
 
 

 



  
「わははの会」は 
みんなで  

「話す、笑う、動く、歌う、踊る、 
学ぶ、気持ちよくなる、食べる」会  

日本語で話す、シルバー川柳を詠んで笑う 
踊って体を動かす、歌を歌う 、 
専門家のお話を聞いて学ぶ 、 
マッサージで気持ちよくなる、 
お菓子を食べてお茶を飲む 

       



「わははの会」は 
集会所 (憩いの場)であり、 

物の売り買いや、押売りはNO。 

宗教団体でも 

政治団体でもありません。 
 

 

 

 



みんなで  
 

ストレッチ 
 

麻子さん 
ヨガのインストラクター 

 



８月から始まった 
「タッチ」サービス 

バーズ セラピスト：きしよさん 
 

「バーズセラピーとは？」 
 

体験された方、感想はいかがですか？ 
今日体験してみたい方は 
きしよさんまで。 

 
 

 
 



「バス」と「フェリ」ーは 
オフピークの時間、無料です。 

 
オフピークの時間は 8.30am–3.30pm、 

7pm–6am (翌日）、 週末はいつでも。 

ご存知でしょうか？ 
 
65歳以上のシニアの
皆さんはこの10月から 



お知らせ ９・22日 (日曜日）  
さぽーとリンク 特別野外セミナー 
「QLDの日系人の歴史について・・・いにしえを偲び己の道を知る」 

集合場所： Toowong Bus Depot Parking  
  1-29 Miskin St, Toowong  
＊駐車場入り口はDean St です。 
＊集合場所から墓苑まではシャトルの自家用車を出します。 
＊墓地内のツアーは一時間半ぐらいを予定していますが、歩行等に 
 心配な点がある方には対応いたします。 
 駐車場の確保等のために今回は要申し込みです。小雨決行。 
＊申し込み、お問い合わせはJCB事務所info@jc-b.com  
＊さぽーとリンク古野までお知らせください。 
  TEL: 3701‐7433 yuri.furuno@gmail.com  



お知らせ  11・12日 (火曜日）  
ジャカランダの下でお花見 

 
時間：わははの会の終了後、１２時から 
場所：IAHに隣接する公園 
お弁当代：＄１５（ブリスベンの日本食
レストランから調達） 
 
今月から「受付にて」参加費用と共に、 
申し込みを受け付けます。 
 
（注意）当日の申し込みはお弁当の 
予約の関係で受け付けることができません。 



お知らせ  11・26日 (火曜日）  
CURA Gold Coast でシニアの忘年会 

 
時間：10時から２時まで 
場所：1 Dominions Road Ashmore  
お弁当代：＄10 
 
参加してみたい方、彩子さんまで。 
 
（注意）当日の申し込みはお弁当の 
予約の関係で受け付けることができません。 



 
9月の「ちょっと為になる話」 

プレゼンター：金森 恵美  
  （整形外科 正看護師） 



今月の唄 ２曲 

うさぎ 
365歩のマーチ 

 

   

ピアノの伴奏 
ももさん 
 



みんなで一緒に歌いましょう 
「うさぎ」 

 

うさぎ うさぎ 
何見て 跳ねる 
じゅうごやお月さま 
見て 跳ねる 
 
もう一度、繰り返し 



みんなで一緒に歌いましょう 
「365歩のマーチ」   

 
１番 
しあわせは 歩いてこない 
だから歩いて ゆくんだね 
一日一歩 三日で三歩 
三歩進んで 二歩さがる 
    
人生は ワン・ツー・パンチ 
汗かき べそかき 歩こうよ 
あなたのつけた 足あとにゃ 
きれいな花が 咲くでしょう 
 
腕を振って 足をあげて 
  ワン・ツー ワン・ツー 
  休まないで 歩け 
  ソレ 
  ワン・ツー ワン・ツー 
  ワン・ツー ワン・ツー 

２番 
しあわせの 扉はせまい 
だからしゃがんで 通るのね 
百日百歩 千日千歩 
ままになる日も ならぬ日も 
   
人生は ワン・ツー・パンチ 
あしたのあしたは またあした 
あなたはいつも 新しい 
希望の虹を だいている 
   
腕を振って 足をあげて 
  ワン・ツー ワン・ツー 
  休まないで 歩け 
  ソレ 
  ワン・ツー ワン・ツー 
  ワン・ツー ワン・ツー 

３番 
しあわせの 隣にいても 
わからない日も あるんだね 
一年三百六十五日 
一歩違いで にがしても 
   
人生は ワン・ツー・パンチ 
歩みを止めずに 夢みよう 
千里の道も 一歩から 
始まることを 信じよう 
 
腕を振って 足をあげて 
  ワン・ツー ワン・ツー 
  休まないで 歩け 
  ソレ 
  ワン・ツー ワン・ツー 
  ワン・ツー ワン・ツー 



今月の踊り 

阿波踊り 
講師はけいこさん 

   

♪踊る阿呆に見る阿呆 
 
同じ阿呆なら 
踊らにゃそんそん♪ 
 
 
阿波踊りの唄 徳島県阿波踊り協会 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=U-UXCK4IJD0 



今月の私 

９月が誕生月の方 
 
 

♪ Happy Birthday to you 
 
♪ Happy Birthday  to you 
 
♪ Happy Birthday 
 
 DEAR 
（シニアの） 
伊勢子さん、あやこさん、たかえさん 
 
（ボランティアの） 
優早さん、彩子さん、美由紀さん、 
由紀さん 
 
 
♪ Happy Birthday to YOU 



誕生月の参加者の話を聴きましょう。 
 私の大切にしてること、大切な人 
 お国自慢 
 ブリスベンに来た理由 
 将来の夢やこれからの計画 
 思い出に残る出来事や体験 
 これまで生きてきて学んだこと 
 楽しかったこと、苦しかったこと 
 趣味について、または特技の披露 
 作品や写真の紹介 
 気になっている事や調べて面白かった事 など 

 
 



 
10月の「ちょっと為になる話」 

プレゼンター： ４EBラジオキャスター 
 

   



ブリスベンでの「日本語介護サービス」についてのアンケート 
 

まだ、アンケートにお答え頂いていない方、 
挙手、お願いします。 

 
目的：出来るだけ多くの日本人の方に回答していただき、これか
らどのような介護サービスを希望されているかという「ニーズを把握」
する。 
 
携帯をお持ちの皆さん、 
「カメラ」でこのQRコードを読ませてください。 
アンケートに直接アクセスできます。 
 

 



 
11月の「ちょっと為になる話」 

プレゼンター：入月美恵子 
  （終活ライフケアプランナー） 



 
12月の「ちょっと為になる話」 

プレゼンター：哲雄（てつゆう）上人 
  （浄土宗阿弥陀寺） 

Jodoshu Buddhist Community of Australia in Ashgrove 
 



2月12日（火曜日） 
 ACAT（高齢者介護サービス）とは？ 

介護士の現場から 
  

3月12日（火曜日） 
 Elder Abuse（高齢者虐待）とは？ 

DVサポートの現場から 
  

4月9日（火曜日） 
 ACP（Advance Care Planning) とは？ 

緩和ケアの現場から 
  

5月14日（火曜日） 
 自分の体と向き合ってみる 

マッサージ師の視点から 
  

6月11日（火曜日） 
 NDIS (National Disability Insurance Scheme) 

ソーシャルワーカーの視点から 

7月9日（火曜日） 
 オーストラリアに来た日本人の歴史 

邦人歴史探究家の視点から 
  

8月13日（火曜日） 
血液検査：レポートの見方 

日本とどう違う？ 
パソロジストの視点から 

  
9月10日（火曜日） 

骨粗鬆症 
整形外科に勤務するRNの視点から 

（同時にプロの美容師によるヘアカット予定） 
  

10月8日（火曜日） 
 4EB (Japan wave) Radio局の訪問とインタビュー  

  
11月12日（火曜日） 

終活・エンディングノート 
ジャーナリストの視点から 

  
12月10日（火曜日） 

一年のすす払い 
僧侶の視点から 

  



本の寄付・貸し出し 
図書係のみゆきさんが 
皆さんの「読後の感想」をお伺いしておりますので、 
フィードバックお願いします。 
 
日本語の本の寄付も常時受け付けております。 

ありがとうございます。 
 

本は1ヶ月の貸し出しです。 
 



今日もご参加いただき、ありがとうございました。 

次回のわははの会は 
１０月８日（火曜日） 
１０時スタート 
 
皆さんとまたお会いでき
ることを楽しみにしてい
ます。 
ボランティア一同 
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