
第14回
ネットワークミーティング

2021年 11月7日(日）
11 am – 1 pm 



今日の予定

1. ワークショップ経過報告
2. わははの会、趣味の会から近況報告
3. その他の報告
4. 近況、緊急連絡網と５つのグループについて報告
5. 会計報告
6. 12時：ランチしながら古本市と蚤の市を詰める



（1）ワークショップ経過報告

「海外在留邦人、日系人の生活、ビジネス基盤強化
事業」のイベントとして8つのワークショップを開催

事業名称：ヘルスプロフェッショナルによる、コロナと生きるワークショップの開催
開催場所：IAH
開催時間：13：00-15：00まで
参加費：無料
参加人数：IAHの会場にMAX47名の来場とZOOMで100名の方々に配信

第8回目の最終のワークショップはオンラインだけでなく、会場でも参加できます。
https://www.wahahabrisbane.com.au/event2021

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


２）わははブリスベン組織図

わははブリスベンという大きな傘の下に
• わははの会
• 趣味の会
• ネットワークミーティング
• オヤノコト談話室
• 日本語生活サポートサービスがあります。



２）わははの会
各係からみなさんに報告ありますか？



2) ちょっと為になる話のゲスト（2022年）
1月 QLD Ballet 吉田ねねかさんと岩本浩平さん
2月 わははブリスベン 4歳の誕生祝い
3月 Public Guardian Officeより EPOA（未定）
4月 弁護士 清水秀樹さん EPOA関連のお話
5月 指圧・ヨガ講師 荒木路恵さん 東洋医学の智慧を学ぼう
6月 もしバナを広め隊 もしバナゲームで人生会議を始めよう
7月 ペットとの暮らし方（未定）
8月 整体師 田村健二さん
9月 敬老の日 ピアノ連弾 こけしデュオ
10月 JCQ平野さん 安全な暮らし方（未定）
11月 お習字 小島栄松さん 書の道とは（未定）
12月 わはは忘年会



2) 趣味の会からのお知らせ

カップ生け花
滝有紀子さん



2) 趣味の会からのお知らせ

日本文化、日本語のクラス
古野 ゆりさん



2) 趣味の会からのお知らせ

クラフトチーム

晶子さん



3) その他の報告
• JTCとの連携開始（みゆきさん）
• BCC Senior Celebration Donation 2021-

2022（優早さん）
• 2022年のファンディングの可能性
• ボランティア募集中

会計、IT
係として手が足りないところありますか？



4) 近況、緊急連絡網と５つのグループについて報告

GROUP 1
シニアリーダー： 古野ゆりさん
ボランティア： さちこBさん、典子さん、

陽子さん

GROUP２
シニアリーダー： 井村耕太さん
ボランティア： 雅子さんと正敏さん

GROUP 3
シニアリーダー： パール厚子さん
ボランティア： 裕子さんと祥子さん

GROUP 4
シニアリーダー： 森たか子さん
ボランティア： 優早さん、まきこさん

GROUP 5
シニアリーダー：
ボランティア： みゆきさん、ガーゲンみちさん

• 各グループごとに、シニアの皆さんのチェッ
クイン

• グループにメンバーの増減があれば、リー
ダーとボランティアに連絡がくる

• 共有情報に追加事項があれば、ちさこ
さんに連絡、その後アップデート

• 何か問題があれば、弘美・彩子に連絡



Group2 を参考にして
収集情報として
• 電話番号
• 緊急連絡先としての電話番号
• その方との続き柄
• メールアドレス
• マイナンバー登録のあるなし
• ACATアセスメントあるなし
• Provider Number 使用中、未定
• わははの会に来るための交通手段（定額送迎サービスを
使用したいか？）

• 情報を収集したボランティアの名前



事故を防ぐために
わははの会の前に

• 各グループリーダーはわははの会の2、3日前に電話をして
• 体調チェック - 薬、持病、行きつけの病院をもし教えていただけるなら
• （体調不良の場合はいらっしゃらないようにお願い）
• 滑りやすい履き物を避けていただくよう、リマインド
• 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
•
当日会場での注意
• シニアの皆さんにはテーブルの外側に着席していただきましょう。バッグの紐などは引っかかるといけないの

で椅子の下に置いていただくなど、さりげなく促します。
• シニアの皆さんに座ってお話していただくー立ち話をさけましょう。
• RN、AIN、OT、他、ヘルスプロフェッショナルの皆さんは、シニアの皆さんの隣に着席、トイレや起立、着

席などさりげなく”見守り” をお願いします。
• 新しくいらっしゃった方、プレゼンをされる方、ステージに近いところで皆さんに見える場所からご挨拶。



事故が起きたら
• RN、またはヘルスプロフェッショナル：意識があるか、息をしているかの確認 （この時、怪我人を

動かさない）
• 救急車を呼ぶ場合
• 時刻や現場の詳細を記録する係（事後、保険申請のため必要）
• （グループのボランティアリーダーA、または司会者）
• ご家族などへ緊急連絡をする係（ご家族にバトンタッチした時点でいったん終了）（グループの

ボランティアリーダーB、または受付）
• 救急車（000 で、Ambulanceと言う）を呼ぶ係（RN、またはヘルスプロフェッショナル）
• 受付は救急車を呼ぶ前に、RNに以下の情報を渡すこと
• 怪我人の名前 (ローマ字)、年齢、生年月日、住所、家族,または緊急連絡先の方の名前、関係、

電話番号
• IAHの正式名称はIndooroopilly Activity Hubで、住所は 60 Stamford Road, 

Indooroopilly 4068
• 救急車に同乗する係（RN、またはヘルスプロフェッショナル）
• ボランティア代表、または司会者に状態／怪我の程度など、適宜知らせる。連絡した人の名前、

電話番号も控える。
• IAHに連絡する係（ボランティア代表、または司会者）
• 事故サイト管理係（慌てて、人が群がったりしないよう）（司会者）



一段落ついたら
• ボランティア代表に状況のアップデートをする係（怪我人が緊
急連絡先の家族や友人と会い、病院でのケアが始まれば、
いったん終了）（グループボランティアリーダー）

• IAHにincident Report を最終報告する係（ボランティア代
表、または司会者）

• 保険申請のためのサポート（ボランティア代表、または司会
者）

• お見舞い係（グループボランティアリーダー）わははブリスベン
としてお見舞いに行かれるときはお知らせください。



5) 会計報告（10月末現在）

わはは貯金 $493.80
わはは運営費 $544.55

-Website $295.81
-Domain $84.95

$163.79



6) 古本市 と蚤の市

詳細を詰める

隊長
受付、会計、
シニアの方の出店サポート（3人）
わははブリスベンの出店サポート（数名）



わははブリスベンのFacebook

日本政府による邦人団体支援の
イベントを開催するにあたり、
Facebookのアドレスをお知らせします。

わははブリスベン



わははブリスベンのインスタグラム

日本政府による邦人団体支援の
イベントを開催するにあたり、
インスタグラムのアドレスをお知らせします。

wahaha_brisbane



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： 2022年2月13日（第2日曜日）
わははカレンダーに印刷済みです。
12時から3時まで（ひろめしランチが購入できます！）

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。
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