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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: info@jc-b.com 

Web: http://jc-b.com 

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

Print Post Number (PP): 424022 / 2021 

 

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 

 

 

 

JCB 会長あいさつ…2 

餅つき実演会ボランティア募集…2 

理事会便り…3 

JCB 同好会のご案内…3 

補習校運動会のご案内…5 

各種同好会活動・掲示板など…4-6 

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 バーンズ みあ 

 

 
 

https://www.facebook.com/888jcb
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２０１６年度の会長職を務めさせていただく嶋田清次と申します。私のプロファイルは、ブリスベン在住年数は、今年の８月で

４２年、家内はオーストラリア人で、息子が３人、セミリタイアですが、日系企業の顧問とシマダ（オーストラリア）ＰＴＹ．Ｌ

ＴＤ．という自営業をやっております。５年ほど前の８月に健康上の理由で、会長職を一度は辞任。その後は、ＪＣＢの会員

として御世話になっております。近年、本人も年齢を重ねるにつれ、シニアの会員さん達と月１回のジャカランダ、ランチョン会に参

加するようになり、改めてＪＣＢ理事会への参加が必要であると感じ始め、今年度、理事への立候補をしたような次第です。 

５年の理事会での空白時間で、現状のＪＣＢ活動がどのように変化していったのか定かではありませんが、会員の皆さんの協

力をお願いし、できるだけ早くＪＣＢの活動内容を把握したいと思っております。 

 

５年前までは、ＪＣＢの年一度のバザーなどを通して、ブリスベン日本人コミュ二ティーの楽しい集い、補習校へのファンドレイ

ズィング、ブリスベン地域のブルーナースへの寄付などを行ってまいりました。このような大きな活動を再スタートしようとは思いません

が、ブリスベンの日本人コミュ二ティーが参加できるような活動を積極的に取り入れていければと考えております。 

そのためには、やはり会員の協力がなくては出来ません。新会長として、夢は大きく、ＪＣＢを更に発展させていきたい所存です

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 嶋田清次  

 

 恒例となっています日本国領事館主催の「ジャパン・ウィーク」の一環の「Japan Cultural Day」がマウント・クーサの植物園

内の日本庭園で開催されます。 

JCB としましては、例年通り、茶道・華道・書道の実演等に合わせ、餅つきの実演とつきたてのお餅の試食会の担当をさせて

頂きます。 

  

つきましては、下記の通り、JCB 理事会と一緒にこのイベントを盛り上げて頂ける方を広く募集致します。 

  

日時：8 月 14 日(日)  10 時～14 時 

集合場所：マウント・クーサ植物園内日本庭園前 

(JCB 理事他、担当の方は 08:30 に集合して頂き機材運搬をお願いします。) 

  

ご協力頂く事：①餅つき実演、②お餅の小分け、並びに来場者へお餅の無料提供 

（募集人数：男女合計 15 名前後(上記 2 班に分かれての作業) 

  

例年来場の方々に大変人気のあるイベントであり、またブリスベン市民との良い交流の 

場となります。当日サポートを頂ける皆様のお申し込みをお待ち申し上げます。 

応募される方は、JCB 事務所 3870-0360 info@jc-b.com までご連絡ください。 

  

JCB 理事会 

 

2016年度 JCB会長あいさつ 

ジャパン・ウィーク 餅つき実演会ボランティア募集 

http://jc-b.com/
mailto:info@jc-b.com
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimVR0U3ZXEF4AQ2SU3uV7/SIG=120sm2upf/EXP=1467458804/**http:/kids.wanpug.com/illust/illust4113.png
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2016 年度第一回(6 月度)の定例理事会が 6 月 18 日(土) 9:20－12:00、 

JCB 事務所にて全理事 9 名中 6 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下記のとおりです。 

  

 

 

 

 

 

 

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 7 月 15 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。 

 

ジャカランダランチョン会 

 

私は、このランチョン会連絡係りを担当している嶋田清次と

申します。２０１６年度は、シニアの方々に出来るだけこ

のＪＣＢに参加していただけるよう、シニア担当理事として

働きかけようと考えております。 

人は、誰しも年々、歳をとっていきます。私もこの８月で来

豪４２年になり、７０歳近くになりました。これから先、どの

ぐらいの時間をこのオーストラリアで過ごすか分かりません

が、まだまだ日本人であるという強い意識を持って生活して

おります。 

世界は、昔に比べると、だんだん複雑になってきてるように

思われます。 

そのような環境の中で、ＪＣＢシニア会が少しでも、何かの

お手伝いが出来、心のよりどころ的なグループになれればと

常々思っております。 

現在、１月と１２月を除き、街中のウインターガーデンにあ

ります“はないち”という回転すしのお店でランチョン会をやっ

ております。 

出来るだけ多くのシニアの方に参加していただき、ランチョン

会以外でも、楽しい活動を広げていきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

２０１６年６月２７日 

シニア担当理事/JCB 会長 嶋田清次 

 

JCB 同好会のご案内 

理事会便り 

5． JCB ホームページ更新状況 

6． JCB 理事その他関係者の車両保険名義変更 

7． 会議室貸出状況 

8． ジャパンウィーク餅つきイベント準備 

9． 承認済予算に対する再解説及び議論 
 

１． 新理事各役職決定  

２． 補習校運営委員会定例報告 

3． JCB 本年度行事申請状況 

4． JCB シニア会員からの寄付の件  

さぽーとリンク 

主な活動は、みなさんの在豪生活に役立つ「くらしのセミ

ナー」を毎年２～３回企画、開催し、様々な業界で活

躍されている方々にお話し頂き、沢山の方に参加頂いて

います。また、ボランティアでシニアの方のサポート活動を

しています。 

ご興味のある方、また、セミナー情報は、JCB 事務所ま

でお問い合わせ下さい。 

コーラス同好会 

定期的に歌好きの皆さんで集まって和気あいあいと活動

しています。今年のジャパンウィークでも、披露させて頂き

ますので、楽しみにお越しください。 

ご興味のある方は、 

 

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 

または、JCB 事務所までお問い合わせください。 

 

俳句の会 

熟練の俳人でも、初心者の方でも、どなたでも構いませ

ん。一緒に楽しく俳句を詠みませんか。不定期ですが

JCB 会報に作品を掲載させて頂きます。ご興味のある

方は、JCB 事務所までお問い合わせください。 

 

http://jc-b.com/
mailto:yuri.furuno@gmail.com
mailto:2014enju@gmail.com
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JCBゴルフ同好会の皆様 
 

７月例会の開催を下記の要領にてご案内致します。 

 

場所    Brisbane G.C     TEl3848-3158 

日時    7 月 31 日（日） 集合時間 AM7 時 10 分（スタート 7 時 33 分）  

プレー費 非会員＄５０ 

     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（利用者のみ）$3０（二人用） 

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   2４名（定員なり次第締め切ります） 

  

ブリスベン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 7 月２１日までにカート利用(可、不可）も併せて 

幹事の加納 hkano@claytonutz.com 迄ご連絡下さい。 

今年初参加の方はオフィシャルハンディをお知らせください。 

またオフィシャルハンディの取得者は事前に算出した HC を採用します。 

 

JCB６月例会（Indooroopilly G C)の成績結果は下記の通りです。 

１位 加納 ２位 前橋 ３位 竹内 ４位 北野 ５位 藤田 B.B 小林（Ｇ)  

 N.P RED N0 4 平田 RED NO8  加納      GREEN NO２ 竹内  GREEN NO7  藤田 

ＤＣ  GREEN NO4  加納 

 

*会報発行日の関係上期のタイミングに合わない場合もございます。 

ＪＣＢゴルフ同好会にご興味のある方は世話役の森 mrs_golfbum@hotmail.com までご連絡ください。  

 

JCB ゴルフ同好会 

JCB今後の行事予定 

 

8 月 14 日 (日) 10:00am-2:00pm 

Japan Cultural Day 餅つき実演＆試食会 

場所：マウントクーサ植物園内 日本庭園前 

 

【家族会員】  

ポータス 美由紀  ディビッド Yeronga 

秩父   俊治   陽子 Indooroopilly 

稲垣   利津     Fitzgibbon 

珊瑚 卓哉   つむぎ East Graceville 

 

新入会員アップデート     
7月現在 

 

 

名誉会長 保坂 英博 在ブリスベン総領事 

会長 嶋田 清次  

副会長 高橋 良  

副会長 柏木 和代  

会計 日高 景之  

秘書 栗田 真里  

教育 仲内 好広 補習校運営委員長 

教育 桑原 恵一郎 補習校運営副委員長 

商工会 高橋 良 （兼任） 

行事 田野 治  

行事 柏木 和代 （兼任） 

広報 ディクソン 良恵  

法務顧問 加納 寛之 弁護士 

監査 AAT Accountant Pty.Ltd. 

 

理事会 
 

 

http://jc-b.com/
mailto:hkano@claytonutz.com
file:///C:/Users/sales/Documents/Ayase%20MyDocuments/NewsLetter2016/Jun2016/mrs_golfbum@hotmail.com
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12m0vd1sg/EXP=1386481647;_ylt=A3JuNHtvtqJS9DAApMKU3uV7/*-http:/www.templatebank.com/images/creators/preview/198_0081_L.jpg
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【ブリスベン稲門会】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？ 
年に数回、ざっくばらんとした雰囲気のもと、稲門会を 
開催しております。もちろんブリスベン専用の稲門会校
旗も取り寄せ済！  
社会人,学生,永住,駐在を問わず、今後、益々輪を広げ
ていきたいと思っています。もちろん会費はありません。 
以下メールアドレスまでどうぞお気軽にお問い合わせ下
さい！！ 
 
窓口：仲内 
（メールアドレス：y-nakauchi@grp.daikyo.co.jp） 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

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   

 

コーラス同好会からのご案内 
 

コーラス同好会の７月の練習日は７月１７日、日曜日、１０時半から１２時までです。

練習場所は Oxley です。詳しい住所をお知りになりたい方、ご興味のある方は下記の係りの

者にご連絡ください。お待ちしています。 

 

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 

ご興味のある方、どなたでも大歓迎です。 

 

【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。 

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。 

  

オーストラリア・クローバークラブ ブリスベン支部では定例食

事会など様々なイベントを行っております。 

同志社のネットワークを通じて、ブリスベン生活を一層楽しい

ものにしましょう！ 

  

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 

yukiwestern@outlook.com 

  

西山英征 

  
 

俳句、短歌、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 

 

今月の俳句コーナーはお休みです 

今年も以下の日程、場所で補習校行事として補習校運動会を行います。 

将来お子様を補習校に通わせるかご検討中の皆様、補習校卒業生の皆様、その他 JCB 会員の皆様もどうぞお気軽にグラウンドに

足を運んで頂き、生徒児童の一生懸命な姿に温かい声援を掛けて頂ければと思います。懐かしい日本の運動会種目を見ることがで

きます。 

 

日時：2016 年 8 月 6 日（土曜日）10:00-15:30  ※5 日もしくは当日雨天時は同年 8 月 20 日（土曜日）に順延 

場所：Indooroopilly State High School のグラウンド  

    Ward Street, Indooroopilly QLD 4068 

 

補習校運営委員長 仲内好広 

 

補習校運動会開催 

http://jc-b.com/
mailto:y-nakauchi@grp.daikyo.co.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0h.HQjtW4l0AGziU3uV7/SIG=129d9lju1/EXP=1446810631/**http:/cdn.amanaimages.com/preview640/11019002631.jpg
mailto:yuri.furuno@gmail.com
mailto:2014enju@gmail.com
mailto:tmasamura@nac-wmt.com.au
mailto:yukiwestern@outlook.com
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=A2RivbWBXnZX2zwAzhyU3uV7/SIG=13ckrnst2/EXP=1467461633/**http:/www.city.kakamigahara.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/002/410/toku1.gif
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JCB News Letter 広告料金表  

A4  全面サイズ $110.00 

A4  1/2 サイズ $60.00 

A4  1/3 サイズ $35.00 

※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) 
info@jc-b.com (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。 

法人サポーター [サポーター賛助費年間 $317] 

法人サポーター特典 

 JCB 会報（月報）に 1/3 サイズの広告を 1 年間掲載（$327.25 相当） 

 JCB ウェブサ イト広告掲載 

 イベント等への出店料や参加費の割引 

詳しくは JCB 事務所にお問い合わせください。  

お問合せ先 

Japanese Club of Brisbane Inc. (JCB) 
info@jc-b.com (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://jc-b.com/
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http://jc-b.com/
http://www.ace-computer.net/
http://www.facebook.com/aquoliahair
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News Letter お問い合わ

せ、ご要望、情報をお寄せ

下さい。 

info@jc-b.com   

 

 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: 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 

 

 

【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) 2016 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 $ 53 $ 26 $ 74 $ 47 $ 53 

一般会員 

家族 
$ 21 $ 74 $ 37 $ 95 $ 58 $ 74 

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 

$ 58（65 歳以

上 1 人） 

$ 42（同 2

人） 

$ 29（同 1 人） 

$ 21（同 2 人） 

$ 79（同 1

人） 

$ 63（同 2

人） 

$ 50（同 1 人） 

$ 42（同 2 人） 

$ 58（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 $ 317 $ 317 

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 2016年 4 月 1 日から 2017年 3 月 31 日までとする。 

 会員における中途入会会費は 2016年 10月 1日以降入会に適応する。 
 

http://jc-b.com/
mailto:info@jc-b.com

