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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。 

 

1年 2組 コステロえま 

 

 
 

https://www.facebook.com/888jcb
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http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1477917622/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5taXNha2kucmR5LmpwL2lsbHVzdC9raXNldHUvYXV0dW1uL3RpdGxlL3NvemFpLzExeDcwMy5qcGc-/RS=^ADBEjQ9Sj2tAnZ9rhMivROu7_YrvJ0-;_ylt=A2RCCzM26hVYVFgATxeU3uV7
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JCB 忘年会のご案内 
既に早割の締切日を過ぎていますが、皆様のご参加を心

よりお待ちしています(最終参加締切日 11月 7日(月))。 

http://jc-b.com/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1477658727/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWUtd2ViZGVzaWduZXIuY29tL2Z3L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzA5L3htYXMtYmVsbDIuanBn/RS=^ADBzCr0B7mGsxVNFvGfCdiGliRnny8-;_ylt=A2RinFLn9hFY1AkARl2U3uV7
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【家族会員】 

今村 明浩 奈奈   未定 

山下 淳平 有紀  St. Lucia 

 

 

10月 29日、インドロピリー高校ホールにて補習校祭りが開催されました。 

今年は清村校長先生のご意向も踏まえ、より地域により開かれたお祭りを目指すべく、JCB 会員の皆様、ブリスベン商

工会の会員企業などにも声を掛けた結果、補習校に留まらない活気溢れるお祭りとなりました。 

各学年別のステージ発表では、皆真剣な表情で演技や歌唱、朗読に取り組んでいました。 

模擬店は、保護者会と中学生での工作教室、腕相撲、指相撲、ルービックキューブ、ヨーヨー、スーパーボールすくい、

ミニボーリングのブースが設置されました。そしておやじの会から焼きそば、さらに一般公募からジュース類、自家製お

茶、手作りパン、たこ焼き、フランクフルト、焼き菓子と手作り小物、手作りアクセサリー、輪投げ、苗木、手芸作品、浴衣

と甚平、着物着付け、習字、太鼓と実に盛りだくさんの内容になりました。 

そして生徒による一芸披露のステージ発表は、会場を盛り上げ、時にあっとさせる多彩な芸が繰り広げられました。 

ランチでは「呑兵衛」「モスバーガー」「Bird Nest」の三店に特別に$10 ランチをお作り頂き、事前注文を試みましたが、ご

参加の皆様からは大変好評を得ました。レストランのご関係皆様、誠にありがとうございました。 

最後はラッフル抽選会を実施し、豪華な景品が参加者の手に渡りました。ラッフル商品をご提供頂きました企業様やレ

ストランの皆様には心からお礼申し上げます(ご提供企業、レストラン名は来月号で掲載予定)。 

なおラッフルチケット代は補習校に寄付される予定です。 

ご出店/展示頂いた皆様、大変お世話になりました。 

そしてこの日の為に裏方として準備に勤しんで下さった先生と実行委員の皆様にも感謝申し上げます。 

 

補習校運営委員長•補習校祭り実行委員長 

仲内 好広 

 

新入会員アップデート     
11月 1日現在 

 

 

 

 

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  

監査 AAT Accountant Pty.Ltd. 
 

理事会 
 

 

補習校祭りご報告 

事務所会議スペースを貸

出しています。 

費用、設備等の詳細は

JCB事務所までお問い

合わせください。 

http://jc-b.com/
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JCB ゴルフ同好会の皆様 
  

JCB１１月のゴルフ大会を下記の通りご案内します。 

 

日時:  １１月１３日（日） AM７時２０分集合（AM７時４０分スタート） 

コース:  BRISBANE  GOLF CLIB  TEL 3848-3158 

プレー費: 非会員＄５０ 

       プレー費はプレー前に各自プロショプにてお支払いください。 

       電動カート（利用者のみ）＄３０（二人用） 

参加費:  $１５ プレー後幹事までお支払いください。 

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よろしくお願いいたします。 

参加ご希望の方は１１月５日までカート利用（可、不可）も併せて 

幹事の渡邊  sho.golfzero@gmail.com迄ご連絡ください。 

 

JCB １０月例会（Indooroopilly GC)の成績結果は下記の通りです。 

 

１位 渡邊  ２位 MRS 森 ３位 MRS渡部 ４位樽馬 ５位森（T ) B.B 森（俊） 

N.P Green NO2 渡邊  Green NO7竹内  Blue No5 宮本 Blue No7湯本 

D.C Blue  No9    橋本 

  

*会報発行日の関係上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 

迄ご連絡ください。 

  

JCB ゴルフ同好会 

俳句コーナーはお休みです。 

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 info@jc-b.com /  羽田 hadayuri@hotmail.com 
 

第五回理事会(10月度)を 10月 22日 9:15-11:00am JCB事務所にて全理事 9名中 5名（うち 2名は電話/Skype参

加）出席のもと開催されました。 

 

【議題】 

1.新会員承認 

2.補習校定例報告 

3.経費申請 

4.会議室貸出状況報告 

5.忘年会 

6.日本映画祭関連 

 

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のオブザーバーとして参加頂けます。次回の理事会は 11月 10日

(木)6:30pm、JCB事務所を予定しております。 

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 

http://jc-b.com/
mailto:sho.golfzero@gmail.com迄ご連絡ください
mailto: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
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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。  

info@jc-b.com   

 

コーラス同好会からのご案内 
 

コーラス同好会の 11月の練習日は 13日（日）１０時半から１２時までです。 

１０月と続き１１月もプロの先生が指導に見えます。奮ってご参加ください。 

歌がお好きな方どなたでも大歓迎です。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。 

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。  

ジャカランダランチョン会からのご案内 
 

１０月に予定しておりました日帰りバスツアは、実行しておりません。お詫び申し上げます。 

ジャカランダランチョン会１１月は、バレーの中華街にあります“のんべい”で１１月１７日

（木）に開催予定です。 

時間：１１時半集合、２時までに終了予定 

料金：ＪＣＢ会員＄３０、非会員＄４０ 

参加されたい方は、シニア担当理事の嶋田まで、ご連絡ください。 

０４３８－１５５－４９２ 

 

お問合せ 嶋田 (携帯 0438-155-492)  

 

毎年恒例の年末イベント：バッハ協会主催によるヘンデルの”メサイヤ”公演は、

１１月２６日（土）夜７時３０分開始で、場所は 373 Ann St. ブリスベンで一番大

きい教会：St. John's Anglican 大聖堂です。 JCB 会員が２名、合唱に参加。 

またプロのソロ歌手とオーケストラの演奏もお楽しみください。  

 

詳しくは Bach SocietyのWebsite:www.bachsocqld.org.auを参照して頂くか、 

古野（３７０１－７４３３）まで、お問い合わせ下さい。 

最新情報をチェック！ 

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

http://jc-b.com/ 

「みんなの掲示板」の活用方法 

 売ります買います、ガレッジセールお知らせなど 

 ワークショップ、サークルの告知、活動報告 

 お誕生日メッセージ 

 お薦め本の紹介 などなど 

  

JCB 会員の方ならどなたでも無料でご利用いただけま

す。JCB事務所までお問い合わせください。  

み 

掲 

な 

板 示

す 

の 

ん 

http://jc-b.com/
mailto:yuri.furuno@gmail.com
mailto:2014enju@gmail.com
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
http://www.bachsocqld.org.au/
https://www.facebook.com/888jcb
http://jc-b.com/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1478089842/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltZzAxLmdhaGFnLm5ldC8yMDE2MDEvMTZvL2dhaGFnLTAwNDY1OTI5MDgucG5n/RS=^ADBkYA1DmHxoYV6POKdfIVt.28P.Z4-;_ylt=A2RCAwzyihhYgnYA9CaU3uV7
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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） 
 

 
 
  

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 

  
 
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。 

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: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
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http://jc-b.com/
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ご入会、退会、変更のお手続きは事務所

までお問合せ下さい。 

 

お問合せ先 

Japanese Club of Brisbane Inc. (JCB) 
info@jc-b.com (07) 3870 0360 

http://jc-b.com/
http://www.nonbei.com.au
http://www.huckle-berry.com.au/

