
第31回わははの会

2021年9月14日（第2火曜日）

10.00AM－12.00PM



今日のプログラム
10:00 – 10:20 おしゃべりと新しい方の自己紹介
10:20 – 10:30 伊勢子ウィリアムスさんを偲んで（ビデオ）
10:30 – 10:40 息子さんからのご挨拶
10:40 – 10:55 領事館から敬老の日、お祝いの言葉（ビデオ）
10:55 – 11:15 ちょっと為になる音楽/お茶とお菓子
11:15 – 11:20 今月の歌
11:20 – 11:35 9月のお誕生日、おめでとうございます
11:35 – 11:45 ストレッチ
11:45 – 12:00 お知らせいろいろ



伊勢子 ウィリアムス さん
享年99歳。
2021年8月11日、
お亡くなりになりました。



Gordon さんから 一言



ブリスベン
領事館より

敬老の日のお祝い
増田主席領事、仲宗根領事、そして
田中ご夫妻（サプライズ ビデオメッセージ）



morning teaのお菓子は

田中弘美さんから みなさんへ最後の贈り物 です。

ちょっと為になる音楽
こけしデュオによる PIANOの連弾
お二人は、わははの会のお誕生日のお祝いと今月の歌を弾いてくださるために、
毎月、ゴールドコーストからいらっしゃって下さっています。本当にありがとうございます。

お召しになっている美しいドレスは、お二人で今日の発表会のために手作りされたものです。



こけしデュオ プロフィール
中川 由紀子さん
石川県出身
Melba Memorial Conservatorium of Music (Victoria University) 卒業
ゴールドコースト在住
職業：ピアノ講師
趣味：ガーデニング、グルメ、テニス
好きな作曲家：ベートーヴェン、J.S.バッハ、ラフマニノフ

富永 雅子さん
大阪府出身
大阪音楽大学 卒業
ゴールドコースト在住
趣味：ガーデニング、カフェ巡り、ウォーキング
好きな作曲家：J.Sバッハ、モーツァルト



こけしデュオ in オーストラリア
＜本日のプログラム＞

1. 私のお気に入り～サウンドオブミュージックより Richard Rodgers 
2. ドレミの歌～サウンドオブミュージックより Richard Rodgers 
3. エーデルワイス～サウンドオブミュージックより Richard Rodgers
4. モルダウ スメタナ



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



9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 すみ江さん、あや子Pさん、
静子さん、彩子Tさん、
優早さん、由紀さん、

♪Happy Birthday to YOU！



教えて、みちさん

ストレッチ



お知らせ（1）第4回目ワークショップ
10月3日（日曜日）お申込みをお忘れなく！



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


お願い
ITに強いボランティア募集

日本政府による支援事業が8月8日から開催中。

当日は対面だけでなく、「ZOOM」でも発信しますから毎回、
アシスタントが必要です。



お知らせ (1) 寄付金のお礼
空き瓶のリサイクルをしてわははブリス
ベンに寄付してくださっている方々、
本当にありがとうございます。
皆さん、どうか空き瓶の回収にご協力
ください。



お知らせ (2) 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 (3) 
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



お知らせ (4) 
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。

Wahaha Brisbane



お知らせ (5)

「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/


10月 ちょっと為になる話
Grief（悲嘆）と Loss（喪失）
専門的緩和ケア
カウンセラーの視点から

緒方弘美
クリニカルカウンセラー（PACFA Clinical Registrant)
アートセラピスト
緩和ケアカウンセラー（St Vincent‘s Hospital Specialist Palliative Care）



典子さんのお父さんのSTORY



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12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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