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特集 『カップケーキが好き』

では、 選りすぐりのこだわり

カップケーキ 28 個を一挙

に 紹 介。 Junchang 氏 に

よる 『日本初豪州行き 蹴

球戯言』 では日豪のビック

クラブについて提言された。

『最新イベント情報』 では、

聖パトリックの祝日イベント

が取り上げられた。

特集 『パースシティを望む 

アクティビティ』 では、 読者

モデルが 5 つのアクティビ

ティに挑戦。 『パースグロー

リー 栄光への道』では、パー

ス発 W 杯予選の豪 vs イ

ラク戦の試合結果を報告。

Newsのコーナーでは、パー

ス出身の 「Troye Sivan」

のコンサートをレポートした。

本誌18周年記念号では『パ

ースとの門出』と題し、パー

スならではの門出を日豪の

文化比較をしながら提案。ま

た、リオ五輪を控えたトビウ

オジャパンがパースで開催

された大会に参加し、そのリ

ポートを掲載。宇田有三氏

による全185回の連載『On 

the Rord』が幕を閉じた。

特集 『カラーから 色 いろい

ろ Energy of Colour』 で

は、 色の専門家 3 名のイン

タビューを掲載。 『パースグ

ローリー 栄光への道』 では、

A リーグファイナルシリーズ

の結果が報告された。 『フォ

トジェニックコンテスト』では、

散った花びらの撮影方法を

クリス ・ ハザード氏が教示。

Wagyu の 魅 力 を ま と め

た 特 集 『WAGYU in 

Australia オーストラリア』

は、 知 る ・ 買 う ・ 食 べ る

の 3 部で構成された。 ま

た、 50 回目の 『お元気で

すか ?』 は最終回となった。

Vol .211から開始した 『短歌 

・俳句・川柳会』は 6 名の読

者応募作品が掲載された。

トライアスロン大国ならではの

特集 『トライアスロン パース

ではじめの一歩』 では、 トラ

イアスロンの魅力がふんだん

に伝えられた。 『あなたの言

いたいこと』 では、 競泳の

北島康介選手引退について

の投稿が届いた。 にしつよし

氏による 『西豪くんの月いち

日記』 は最終回を迎えた。

特集 『2016 － 2017 年末

年始に贈る お土産 ギフト』

ではショップやオンラインで

買えるおすすめグッズを紹

介。 News の コ ー ナ ー で

は、 在パース日本国総領

事の平山達夫氏の着任イン

タビューを掲載。 『徒然パー

スの生活日誌』 では 「氷

屋台」 出店者に密着した。

特集 『パースのポップカル

チャーは奇なり』 は、 イベン

トと共にポップカルチャーの

世界を一挙公開。 読者投

稿コーナー 『パースパノラマ

パズル リレー小説』がスター

ト。 『パースからお笑い芸人

誕生！』 では 「イリュージョン

新喜劇ツアー」 に芸人チャ

ドが出演した模様を紹介。

4 つのエリアに分け 『パー

ス近郊で探そう！厳選 61 の

“アートなもの” たち』 を特

集した。 前島一貴氏によ

る 『前島イズム “継続のエ

クササイズ”』 では、 自らの

ダイエットを 2 回に分けて掲

載。 News のコーナーでは、

「オーストラリア日本語映画

祭」 の情報が案内された。

特集 『ハーモニーを味わう 

パース de フランス料理』 で

は、 パースのフランス料理

3 店舗にスポットを当てた。

中道裕美氏による 『世界

の料理 食卓のヒント』 では

「シンガポール料理」 を紹

介。 News のコーナーでは

「Pokemon Go」 や 「リオ

五輪開幕」 について報じた。

特集は、 レストラン 5 店舗

の看板娘に登場してもらった

「Beautiful Staff at Shop 

かんばんむすめ」。 『Japan 

Flash』 では、 ドナルド ・ トラ

ンプが米国大統領選に勝利

したことを報じる。 『パースグ

ローリー 栄光への道』 では、

日本人選手の楠神順平選

手のインタビューを掲載した。

特集の 『テンションあがるセ

ルフネイルの魅力 パースで

ネイル』 では、 セルフネイ

ルの仕方を指南。 また、 豪

日両政府要人から新年の

挨拶を特別収録。 そして、

『おいしい！たのしい！ My アイ

ディアコンテスト』 では、 お

正月にちなんだアイディアが

投稿された。
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