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         今月の表紙絵  

  

Japanese Club of Brisbane Incorporated (JCB) 

Office Address: 17/180 Moggill Rd, Taringa, QLD 4068 

PO Box: PO Box 1122, Indooroopilly Centre, QLD 4068 

Phone: (07) 3870 0360 / Fax: (07) 3871 0316 

Email: jcbi@westnet.com.au 

Web: http://jc-b.com 

Facebook: https://www.facebook.com/888jcb 

Print Post Number (PP): 424022 / 2021 

 

【NEW】 Office hours  

月曜日 - 木曜日 9:00 – 17:00 

金曜日 9:00 – 15:00  

※土曜日/日曜日/パブリックホリデーは定休 

 

 

 

ブリスベン日本クラブ忘年会のご案内…2 

連絡網を使った訓練の報告…3 

理事会便り…3 

ブリスベン補習校 H28年度新入学説明会案内…4 

各種お知らせ・掲示板…5-7 

広告欄…7-9 

JCB入会案内…10 

事務所にご用の際は、必ず前もってご連絡

いただきますようお願いいたします。 

表紙絵大募集！ 
記念品の贈呈もあります。奮ってご応募ください。補習校に在籍

のお子様は、クラス・氏名明記の上、担任の先生にお渡し下さ

い。 

２年２組 岩瀬フリードラー健人   
 

https://www.facebook.com/888jcb
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1200jv45b/EXP=1367928089;_ylt=A7dPdC6Ym4dRVG0AZISU3uV7/*-http:/kids.wanpug.com/illust/illust1774.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCA5mjxW4W4AuhmU3uV7/SIG=12oiuv46p/EXP=1446898617/**http:/www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/autumn/title/sozai/11x703.jpg
http://jc-b.com/
https://www.facebook.com/888jcb
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 ◆◆別添のお申込み用紙にてお申込み下さい。◆◆ 
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2015年度第 5回（10月度）の定例理事会が 10月 24日（土）9：15－11：30、JCB事務所にて全理事 10名中 9

名出席のもと開催されました。 

本定例理事会の主な議題は以下の通りです。 

  

 補習校運営委員会定例報告  

 事務所修繕・改装  

 JCBBIB理事会との交流会 実施報告  

 商工会主催 ソフトボール大会  

 JCB事務所価値評価・御礼の件  

 如月会・ランチョン花見 イベントの件  

 緊急連絡網  

  JCB忘年会   

 商工会との勉強会  

 JCBホームページ改修について  

 収支報告   

定例理事会の議事録は JCB事務所にて会員どなたでも閲覧できます。閲覧希望の方は必ず事前に事務所まで

お知らせください。 

  

会員の皆様にはご希望により定例理事会にオブ ザーバーとしてご参加いただけます。次回理事会は、11月 20

日（金）6：30pm、JCB事務所を予定しております。ご希望の方は事前に許可が必要となりますので事務所までお

知らせください。 

理事会便り 

連絡網を使った訓練のご報告 

先月の会報でお知らせしていた連絡網を使った緊急連絡訓練を、10月 22日に領事館発信で行いました。 

皆様お忙しい中ご協力をありがとうございました。いろいろ問題点、改善点が見つかりました。 

特に地域区分 7のうち 3地域で途中で立ち消えて点については、同時に実施された補習校の連絡網との混同、

連絡網自体の郵送が漏れていた方がいたこと等も原因だったと思われます。 

なお、繋がらなかった方もおられたようですので、お手持ちの連絡網に記載のご自身の情報にあやまりのある方

は JCB事務局までご連絡をお願いいたします。 

反省をふまえまして、現在やり方を以下のように変更しようと考えております。 

 

 補習校連絡網に記載のある人については、連絡網に記載はするものの、孤島扱いで括り、JCB連絡網で

は回さない。 

 携帯がある人には領事館の安否確認方式と同様 TEXTで送り返信を受けることとし、地域担当理事が集

計。 

 電話連絡は固定電話しか無い人のみとする。 

 

より良いものにしていきたい思いますので、これからも何卒ご協力よろしくお願いいたします。 

 

伊藤圭 
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JCBゴルフ同好会の皆様 

 

11月例会の開催を下記の要領にてご案内致します。 

 

場所    Indoroopilly G.C west couse   Red=>gold 

日時    11月 22日（日） 集合時間 AM7時 45分（スタート 8時 8分） 

プレー費 非会員＄４５ 

     プレー費は各自プロショップにてお支払い下さい。 

     電動カート（2人用）ご利用の方はプロショップでお借り下さい（$35／台） 

参加費  ＄１５  プレー後幹事までにお支払い下さい。 

競技方法  Single Stableford 

定員   20名（定員なり次第締め切ります） 

インドロピリーメンバーの方の参加ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

参加ご希望の方は 1１月 13日まで幹事の菅原 sugawara@hcma.com.au  cc森 mrs_golfbum@hotmail.com 

迄御連絡下さい。 

 

JCB 10月例会の成績結果は 

 1位 菅原  2位 森  3位 Mrs森 

NP  Ｎo4 藤田  No7   加納      No11 森  No13 該当者なし 

LD    No9  高村 

 
 

今年最後の 12月例会の開催を下記の要領にてご案内させて頂きます。 

幹事の都合により申し訳ございませんが早めに締め切らせて頂きます。 

 

日時 12月 20日（日）AＭ 7時 40分集合（AM8時スタート） 

場所 Arundel Hills Country Club    TEL 5573-9400 

費用 グリー費 $49,50（カート込み）食事 $20(集合前にプロショップにてお支払い下さい） 

   参加費＄１５（プレ－後お支払い下さい。） 

競技方法 Single Stableford 

定員  20名（定員なり次第締め切ります）   

参加ご希望の方は 1１月２６日までに森 mrs_golfbum@hotmail.com 迄 御連絡下さい。 

 

 

 

JCBゴルフ同好会 

ランケージ・エクスチェンジのお知らせ  

【今年最後です！来年は 2月開始です！！】 

 

毎月第３火曜日開催中！ 11月 17日（火）午後 6：00-8:00 
会場： Place of Stones (http://www.placeofstones.com.au/, shop 4/ 86 Whitmore 

Street, Taringa (corner of Whitmore and Westerham Streets). 

参加費： 無料 （食事、飲料などは自己負担またはテーブルシェア） 

お問い合せは、ブリスベン日本クラブの Gagen Ray  ray_gagen@bigpond.com または

Gagen Michi  migagen@gmail.com まで。奮ってご参加下さい。 

 
 

新入会員アップデート     
11月現在 

 

 【個人会員】  
  

 原田 一朗 
  

 井川 拓人   

  
  

  
  

随時募集中！どしどしご投稿下さい。 

投稿先：ブリスベン日本クラブ事務所 

jcbi@westnet.com.au  / 羽田 

hadayuri@hotmail.com 
 

 
俳句コーナー 

今月はお休みです。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12m0vd1sg/EXP=1386481647;_ylt=A3JuNHtvtqJS9DAApMKU3uV7/*-http:/www.templatebank.com/images/creators/preview/198_0081_L.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMG5tiGVTRVIAxyeU3uV7/SIG=13cq3cbf8/EXP=1399249389/**http:/1.bp.blogspot.com/-sAtGmNFRa0g/UfIJIwYdrhI/AAAAAAAAWd4/o_52Pse9NzI/s800/haiku.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCiDnTxW2mIAHx.U3uV7/SIG=13jfpuk27/EXP=1446899459/**http:/oskc.up.n.seesaa.net/oskc/image/E3818AE38198E3818EE382A4E383A9E382B9E38388.png?d=a1103
mailto:参加ご希望の方は1１月13日まで幹事の菅原sugawara@hcma.com.au
mailto:mrs_golfbum@hotmail.com
mailto:1１月２６日までに森mrs_golfbum@hotmail.com
mailto:ray_gagen@bigpond.com
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掲示板 
みんなのけいじばん 

「みんなの掲示板」ご

利用は簡単です！ 

会員の方ならどなたで

も無料でご利用いただ

けます！ブリスベン日

本クラブまでメールで

お知らせ下さい。 

jcbi@westnet.com.au   

 

名誉会長 柳沢 陽子 在ブリスベン総領事 

会長 伊藤 圭 商工会議所 

副会長 西山 英征  

副会長 川口 直樹 補習校保護者会長 

会計 日高 景之  

秘書 栗田 真里  

教育 三好 裕嗣 補習校運営委員長 

教育 仲内 好広 補習校運営副委員長 

秘書補佐/行事補佐 渋谷 祐一  

行事 ディクソン 良恵  

広報 白石 雅巳 商工会議所 

法務顧問 加納 寛之 弁護士 

監査 Rawsons 会計事務所 
 

コーラス同好会からのご案内 

11月の練習日は 15日（日曜日）です。 

いつものように 10 時半から、佐野さん宅です。 

１１月１５日は今年最後の練習になります。 

ふるってご参加ください。 

場所：  Fig Tree Pocket (Western Freeway の 

Fig Tree Pocket の出口を出てすぐのところです。） 

ご興味のある方、どなたでも大歓迎です。詳しい住所など

については下記にご連絡ください。 

古野ゆり Yuri Furuno:  電話 3701 7433  /  

email: yuri.furuno@gmail.com                                                              

ノリスえんじゅ:    電話 3378 6031 /  

email: 2014enju@gmail.com 

 

 

 

JCB 今後の行事予定 

 

11月 28日（土）5:00pm 

 2015 年度ブリスベン日本

クラブ忘年会 

 
 

 

【みんなの掲示板について】 会員の皆様からお寄せいただいた情報を掲載して

いますが、内容についてのトラブル、正確性については責任を負いかねますこと

ご了承下さい。 

理
事
会 

ブリスベン稲門会発足のご案内 
 

学生注目～！！ 
私、僭越ながら自己紹介させて頂きます！(以下省
略) 
 
↑をご覧になって武者震いした方も、そうでない
方も、ブリスベン稲門会(早稲田大学出身者の集
い)をご存じでしょうか？ 
 
「ブリスベン稲門会」としての正式登録も完了
し、校旗もブリスベンに到着しました！ 
不定期ではありますが、年に数回ブリスベンにて
稲門会を開催しています。 
 
社会人・学生問わず、今後更に幅広く輪を広げて
いきたいと思っていますので、以下メールアドレ
スまでお気軽にお問い合わせ頂けますと幸いで
す。 
 
窓口： 鶴見 
（メールアドレス：mtsurumi@itochu.com.au） 

オーストラリア・クローバークラブ ブリスベン支部のご案内 
  
オーストラリア・クローバークラブ ブリスベン支部は 

ブリスベンにおける同志社出身者の集まりです。 

永住者、駐在員、留学生、現役大学生等、同志社出身者であればどなたでも参加いただけます。 

年会費は無料です。 

今年支部を再発足して、すでに 2回会合を行いました。 

  

次回の会合は 12月 4日（金）忘年会＆ダンス・パーティです！ 

  

お問い合わせの場合、下記アドレスまでご連絡ください。 

連絡先：tmasamura@nac-wmt.com.au 

  

西山英征 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMF4xPK5TzUsAOoiU3uV7/SIG=13kqd8t6i/EXP=1404014001/**http:/4.bp.blogspot.com/-h-fr8FH0CTY/UNO5hjcHjQI/AAAAAAAAIyo/TxHA_EaTcxU/s1600/gassyou_neko.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12qblmom7/EXP=1386547236;_ylt=A3JvcoCktqNSbksAYTKU3uV7/*-http:/gallerypara.up.n.seesaa.net/gallerypara/image/syousyo2.png?d=a0
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0h.HQjtW4l0AGziU3uV7/SIG=129d9lju1/EXP=1446810631/**http:/cdn.amanaimages.com/preview640/11019002631.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hTfQjtWMGsAXQKU3uV7/SIG=13l8prics/EXP=1446810719/**http:/1.bp.blogspot.com/-FoUrPjaUSRY/Us_L_nhHZ1I/AAAAAAAAc_Q/WJYPClruxuM/s800/daigaku_toudai.png
mailto:tmasamura@nac-wmt.com.au


JCB NEWS LETTER  ブリスベン日本クラブ会報 11 月号 
 

     
 

7 

 
 

    毎年恒例の年末コンサート：ヘンデルの『メサイヤ』

－日本でのベートーベンの『第九』の合唱に相当す

る－が 11月 28日（土）City Ann St. St.John's

大聖堂にてバッハ協会の主催により公演されます。

今年は日本人クラブ会員２名が合唱に参加します。

時間は午後７時半より。 

詳細は古野（３７０１）７４３３、またはQLDバッハ協

会の Website:www.bachsocqld.org.auへ 

ゲートボールを楽しみませんか？  

 

Graceville Croquet Club には、ゲートボールの道具が全て揃っ

ており、やり方を教えてもらう事が出来ます。興味のある方は是非

ご連絡下さい。 

  

場所:The Graceville Croquet Club （Appel St, Graceville の

電車の駅の隣) 

 

連絡先: 伊藤 圭 ito@jcdau.com.au （0430 192 080）  

James Bakker jashba@bigpond.com  

 

 

 

JCB News Letter 広告料金表  

A4  全面サイズ $100.00 

A4  1/2 サイズ $55.00 

A4  1/3 サイズ $30.00 

※年間（11回分）契約は 15%、半年（6回分）契約

は 10%の割引を致します。期間中の広告デザイン変

更は可。 

✓お申込み、お問い合わせは JCB 事務所にお願い

します。 
 

広告料金のお知らせ  

お問合せ先 

Japanese Club of Brisbane Inc. (JCB) 
jcbi@westnet.com.au (07) 3870 0360 

会報に掲載されている広告の内容は JCBの広告掲載基準を満たし

たものですが、JCBは広告から発生したトラブルについて一切の

責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCryohdWXAcA_EyU3uV7/SIG=11t6mco42/EXP=1444476018/**http:/azukichi.net/img/music/onpu384.jpg
http://www.facebook.com/FujiMartBrisbane
http://www.bachsocqld.org.au/
mailto:ito@jcdau.com.au
mailto:jashba@bigpond.com
mailto:jcbi@westnet.com.au
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http://www.ace-computer.net/
http://www.facebook.com/aquoliahair
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http://www.nonbei.com.au
http://www.huckle-berry.com.au/
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News Letter お問い合わ

せ、ご要望、情報をお寄せ

下さい。 

jcbi@westnet.com.au 

 

 会報を Web 受信される方は年会費を$5 引きします。 

 申込用紙は事務局までお問合せ下さい。 

 

会費支払方法: 小切手、クレジットカード (Visa, Master Card, Bank Card) 

銀行振込みでもお支払いいただけます  

(事務所までお問い合わせ下さい) 

小切手宛先: Japanese Club of Brisbane Inc. 

申込書小切手送付先: PO Box 1122, Indooroopilly Centre, QLD 4068 
  

問合せ先: 月・水 9:00 – 15:00 / 火・木 9:00 – 17:00  

[Office] 17/180 Moggill Road, Taringa, QLD 4068 

[Tel] (07) 3870 0360  

[Fax] (07) 3871 0316  

[Email] jcbi@westnet.com.au 

 

【退会、変更の場合は必ずご連絡下さい。】 

ブリスベン日本クラブ(JCB) ２０１５年度会

費 
 

クレジットカードでお支払いの場

合は、お支払い合計金額に 2％の手

数料が加算されます。予めご了承

下さいますようお願い申し上げま

す。 

種類 入会金 年会費 中途入会会費 
合計 

入会金 中途入会時 更新時 

会員 

一般会員 

個人 
$ 21 $ 52 $ 26 $ 73 $ 47 $ 52 

一般会員 

家族 
$ 21 $ 73 $ 36 $ 94 $ 57 $ 73 

一般会員 

個人 65 歳以

上の場合 

$ 21 $ 37 $ 18 $ 58 $ 39 $ 37 

一般会員 

家族 65 歳以

上が１人又

は 2 人の場

合 

$ 21 

$ 57（65 歳以

上 1 人） 

$ 42（同 2

人） 

$ 28（同 1 人） 

$ 21（同 2 人） 

$ 78（同 1

人） 

$ 63（同 2

人） 

$ 49（同 1 人） 

$ 42（同 2 人） 

$ 57（同 1

人） 

$ 42（同 2

人） 

学生会員 $ 21 $ 26 $13 $ 47 $ 34 $ 26 

サポーター 

種類 年間賛助費 更新時 

法人 $ 314 $ 314 

個人 $ 21 更新なし 

 
 会員は、本会会則に沿って理事会より承認された者を指し、20歳以上の会員は総会において投票する権利及び理

事となる資格を有する。 

 一般会員（個人）において、会員申請年度の4月1日に年齢が65歳以上の会員には割引を適用します。 

 一般会員（家族）において、家族内の65歳以上の会員の人数に応じ割引を適用します。 

 サポーターは、本会の総会において投票する権利及び理事となる資格を有しない。 

 法人サポーターは、本会の目的を理解し賛同したうえで、本会の目的達成のための活動に可能な範囲で支援を行

うと共に、その活動において理事会が認める範囲でホームページや会報への広告掲載、行事への参加や出展など

の活動を特別料金により行うことを認める。法人サポーターの更新は認める。 

 個人サポーターは、本会の目的を理解し賛同する学生、ワーキングホリデー、企業研修生及び駐在員その他理事

会が認める者で、原則1年以内の短期滞在者とし、本会の活動への参加や会報の受領を認める。個人サポーター

の更新は認めない。 

 年会費および年間賛助費は原則 2015年 4 月 1日から 2016年 3 月 31日までとする。 

 会員における中途入会会費は 2015年 10月 1日以降入会に適応する。 
 


