
第32回わははの会

2021年10月12日（第2火曜日）

10.00AM－12.00PM



今日のプログラム
10:00 – 10:15 おしゃべりと新しい方の自己紹介
10:15 – 10:25 事故防止について
10:25 – 10:35 ストレッチ
10:35 – 10:40 今月の歌
10:40 – 10:50 10月のお誕生日、おめでとうございます
10:50 – 11:00 モーニングティ
11:00 – 11:40 ちょっと為になる話
11:40 – 12:00 お知らせいろいろ



転倒防止にあたり お願い
•事故を防ぐために
各グループリーダーはわははの会の2、3日前にシニアの皆さんに電話をします。
1. 体調チェック（体調不良の場合はいらっしゃらないようにお願い）
2. 滑りやすい履き物を避けていただくよう、リマインド
3. 緊急連絡先 (何かあった時、直ぐに連絡がつく方の電話番号) の再確認

•当日会場で
シニアの皆さんはテーブルの外側にご着席、お願いできますか？
立ち話をさけ、座ってお話していただけますか？



2022年わははカレンダーについて
このカレンダーは田中弘美
さんのこれまでの
わははブリスベンへの大貢
献へのささやかなお礼とし
てご帰国前に差し上げた
かったものです。
そこで1月のカレンダーには
彼女の誕生日が記されて
います。



教えて、みちさん

転倒防止
ストレッチ



今月の歌
（ピアノ演奏は こけしデュオの
雅子さんと由希子さん）

うさぎ
小さい秋見つけた



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



小さい秋見つけた
１） だれかさんが だれかさんが

だれかさんが 見つけた
小さい秋 小さい秋
小さい秋 見つけた

目かくし鬼さん 手のなる方へ
すましたお耳に かすかにしみた
呼んでる口笛 もずの声
小さい秋 小さい秋
小さい秋 見つけた



小さい秋見つけた
２） だれかさんが だれかさんが

だれかさんが 見つけた
小さい秋 小さい秋
小さい秋 見つけた

お部屋は北向き くもりのガラス
うつろな目の色 とかしたミルク
わずかなすきから 秋の風
小さい秋 小さい秋
小さい秋 見つけた



10月のお誕生日、おめでとうございます。
♪Happy Birthday to you ♪Happy Birthday to you 
♪Happy Birthday

DEAR 紀代子（きよこ）さん、
和代（かずよ）さん

♪Happy Birthday to YOU！



10月 ちょっと為になる話
Specialist Palliative Care Community Service

「専門的緩和ケア コミュニティ サービス」

Matthew Lancaster
Community Service Nurse Unit Manager
St Vincent’s Private Hospital



自己紹介 Matt Lancaster
Nurse Unit Manager 

for St Vincent’s Community Specialist Palliative Care Team 

ピーターラビットの国、湖水地方生まれのイギリス人、37歳。
オーストラリア人の奥さんとの間に女の子が一人。

25歳の時に看護師を目指して勉強。
小さな田舎のホスピスで、緩和ケアの看護師として働き始める。

オーストラリア人の女性と出会い、結婚。女の子が一人。
2016年にオーストラリアに来て、St Vincent’s 病院に5 年ほど勤務（最初の2年はコミュニティの看護師とし
て、あとの3年はコミュニティ看護師チームのマネージャーとして現在に至る）

どんな人も緩和ケアにアクセスできるようにという強い情熱を持ち続けており、私たちのケアが患者さんやその
ご家族に「良い死」をもたらすことができるよう、日々努力している。



St Vincent’s Community Specialist 
Palliative Care Team

専門的 コミュニティ 緩和ケアチーム

Matt Lancaster
Nurse Unit Manager 



概要:   専門的 コミュニティ
緩和ケアチーム

St Vincent’s Community Palliative Care Team    
(CSPCT)
The CSPCT aim to help patients live at home as actively as possible, for 
as long as possible. 
• We offer 24 hour, seven day consultancy support and advice. 
• Help to support the co-ordination of care and control symptoms 

including the physical, emotional, social or spiritual that impact on 
the patient, family/friends or carers. 

• Our areas spans over a 30km radius of Brisbane, covering both 
Metro North and Metro South areas. 

• Approximately 250-300 active patients on our books, in varying 
stages of there illness. 

• Free Service to all patients that meet the criteria for needing a 
specialist palliative care team.



専門的緩和ケアチーム

Our Palliative care team is an experienced and highly qualified 
group of health professionals, who work collaboratively to ensure 
we deliver the best possible care. 

Our Palliative care team includes: 
• Palliative Medicine Consultants （緩和ケア スペシャリスト）
• Palliative Medicine Registrars （緩和ケア研修医）
• Nurse Practitioner（処方箋を出せる看護師）
• Clinical Nurses （熟練した 緩和ケア専門の看護師）
• Physiotherapists （理学療法士）
• Occupational Therapists （作業療法士）
• Counsellors （カウンセラー）
• Social Workers （ソーシャルワーカー）
• Spiritual Care Practitioners （パストラルケア ワーカー）
• Assistant in Nursing – Overnight Care （准看護師）

Day/Month/YearFootnote to go here 15



私たちにできること

• Dedicated Clinical Nurse – Each nurse carries there own caseload of patients depending on 
geographical location. 

• Home Visits – initial and ongoing depending on need, including after hours. 
• Telephone support – dedicated 24/7 phone calls 
• Nurses have access to Palliative Care Consultant 24/7 for advise 
• Access to St Vincent's Inpatient unit (for all south-side residents and private insurance holders) 24/7 

admissions 
• Allied health in the home (Physiotherapist, Occupational Therapist, Counsellors & Social workers). 
• AIN (Assistant In Nursing)  in home care, if needed for terminal patients 
• Counselling Service for patient and family/carers, if needed. 
• Bereavement service (Individual and Group)
• Outpatient clinics

Day/Month/YearFootnote to go here 16



BUPA Choices Program 

• After an initial 2 years pilot program to deliver an innovated model of Home 
Based Palliative Care that improves end-of-life care and offers greater choice. We 
now in our 5th year of the program…..

• Improves access to highly specialised and comprehensive palliative care services,
so people can die at home, if that is their wish. 

HOW IT WORKS
• Specialist palliative care multidisciplinary assessment and advance care planning 
• Specialist palliative care service at home
• Intensive specialist palliative care at home 
• Palliative care specialist inpatient unit 

Day/Month/YearFootnote to go here 17



Medibank 
at Home Program
• We have just completed a 1 year pilot with Medibank, which is 

now continuing into its second year. 

• Aimed at patients wanting to have end-of-life at home or as 
much time as possible, with a prognosis of 3 months or less. 

• An intensive care model, giving access to a more comprehensive 
palliative care service. (Increased services, equipment, support) 

Day/Month/YearFootnote to go here 18



緩和ケア病棟
• Largest Palliative Care Inpatient Unit in Queensland with 40 

beds.

• Rooms are modern and spacious each with its own ensuite. 

• IPU (In Patient Unit) supported by pharmacy, radiology and 
pathology.

• Must have an ACP (Advance Care Planning) in place.  

Day/Month/YearFootnote to go here 19



お知らせ（1）第5回目ワークショップ
10月17日（日曜日）お申込みをお忘れなく！



お知らせ（1）第6回目ワークショップ
10月31日（日曜日）お申込みをお忘れなく！





では、さっそく申し込んでみましょう！

申し込み方法は二通り。
１）下記のアドレスにアクセスするか、
www.wahahabrisbane.com.au/event2021
２）お手元の携帯のカメラをQRコードに近づけてください。

http://www.wahahabrisbane.com.au/event2021


お知らせ (2) 
「古本市」と「蚤の市」の開催

11月7日（日曜日）
•第4回ボランティアのネットワークミーティング
（11時から1時まで）ひろ飯のお弁当付き ($20)
•古本市、蚤の市も同日開催
（1時から3時まで）



お知らせ (2) 古本の価格
ソフトカバー

1冊 ＄１
5冊 ＄３
10冊 ＄５

ハードカバー

1冊＄２



お知らせ (2) 蚤の市
食器、洋服類、クラフト、観葉植物、etc

A）品物の寄付のみ

わははでセットアップ、
販売、片付け、
売り残りの品物は
わははで処理・管理
売上全額をわははに寄付

B）品物をご自分で準備

会場でのセットアップ、
販売、片付け、売れ残りの品物は
ご自分で持ち帰り、必ず
お釣りの用意をお願いします。
売上の一部をわははに寄付



ネットワークミーティングに参加される方
お弁当を頼まれる方、挙手をお願いします。
まだ定かでない方は、
わははの会のメールではなく、
ひろ飯屋台の由紀さんのメールに直接、
10月末までにお申し込みください。
由紀さんのメールアドレス
hiromeshi1@gmail.com

mailto:hiromeshi1@gmail.com


お知らせ (3) 趣味の会

毎月第4火曜日の「趣味の会」は
カップ生け花、クラフト、
日本語・日本文化講座。
10時から参加される方は、
挙手をお願いします。



お知らせ (4) 永田由利子さん
SBSラジオインタビュー

https://www.sbs.com.au/langu
age/japanese/audio/japanese-
australians-in-internment-
camps-recapturing-it-with-
global-different-perspectives

https://www.sbs.com.au/language/japanese/audio/japanese-australians-in-internment-camps-recapturing-it-with-global-different-perspectives


お知らせ (5)
Museum of Brisbane Level 3, City Hall 
ハイライトツアー（日本語）

ブリスベン市の只中に位置するブリスベン美術館では、同市にまつわる秘話や同市の歴史につい て学ぶことができま
す。
当館にお越しの際は、最新展示 City in the Sun（太陽とともにある街）の無料ツアーをお試しくださ い。
City in the Sun（太陽とともにある街）は、「理想の観光地」として繁栄をとげた1940年代後半以降 から現代まで
のブリスベンをおもなテーマとしています。
第二次世界大戦後、ブリスベンの観光産 業は前例のないブームを迎えました。その背景には、ブリスベンを「優雅」で
「華やか」な「理想郷」と して描き出した巧みな誘致戦略があります。
本展は、いまや誰もがよく知る「理想郷」「亜熱帯都市」 としてのブリスベンのイメージについて、現代の文脈で再考・
再構築しようとするアーティストたち の挑戦を表しています。

日本語による無料ツアーの予約につきましては、当館ウェブサイトよりお問合せください。
Website: www.museumofbrisbane.com.au 



お知らせ(6) GC日本商工会議所主催で
コロナ禍における雇用法セミナー



お知らせ (7) 10月はシニアの月です。

GOLD PROGRAMをご存じですか？

https://www.brisbane.qld.gov.au/things-to-see-and-
do/outdoor-activities/active-and-healthy-events

ヨガ、チェアヨガ、タイチ、ズンバ、ピラティス、
アクアエアロビクス、フィットネス、スタンドアップパドル etc etc

https://www.brisbane.qld.gov.au/things-to-see-and-do/outdoor-activities/active-and-healthy-events


お知らせ (8) Japanese Film Festival 

11/11日から11/21日まで
Palace Barracks にて

https://japanesefilmfestival.net/?gcl
id=CjwKCAjw2P-
KBhByEiwADBYWCuYZMXC-
rH4ESN0EGGqYwK2_Kl5X_YYUlPk14
3bEF11JOsLLaate_BoCdIIQAvD_BwE

https://japanesefilmfestival.net/?gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWCuYZMXC-rH4ESN0EGGqYwK2_Kl5X_YYUlPk143bEF11JOsLLaate_BoCdIIQAvD_BwE


お知らせ (9)

「わははブリスベン」のウェブサイトは毎月アップデートされてます。

https://www.wahahabrisbane.com.au/
COVID19の影響で、

私たちを取り巻く状況が目まぐるしく変化しますので、
ウェブサイトの「最新情報」のチェック、よろしくお願います。

https://www.wahahabrisbane.com.au/


11月 ちょっと為になる話

「介護の現場から」

訪問介護士（PCW  Personal Care Worker)
佐々木みゆきさん

Aged Care 勤務（AIN)
川西尚子さん



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
11月9日（火曜日）10時 スタート

皆さんの元気な笑顔に会えますこと、
楽しみにしています。

ボランティア一同
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