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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: https://jc-b.com (http://jc-b.com から変更され、SSL

対応になりました) 

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

Print Post Number (PP): 424022 / 2021 

 

Office hours  

月曜日 – 金曜日 9:00 – 17:00  

※土曜日/日曜日/パブリックホリデーは定休 

2019 年度 JCB 会員更新手続きのお願い…2 

Container refund scheme ご協力のお願い…3 

2019 年古本市開催報告…3 

JCB 餅つき親睦会案内…3 

カウラ多文化祭案内…4 

サポートリンクセミナー案内…5 

理事会便り…6 

各種同好会活動・掲示板など…6-7 

広告欄…8-9 

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。 

2年 2組 ミルナー タイラー 

 

https://jc-b.com/
https://www.facebook.com/888jcb
http://jc-b.com/
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
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552046159/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vP2lkPTI1Nzk-/RS=^ADB2PJuFbsPn9cxUt7hZrL7pgGEzhk-;_ylt=A2RinFTOBoFcpzIAjEOU3uV7
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2019年古本市報告 

3月2日(土)に恒例となりました古本市を開催致しました。 

天候にも恵まれ、昨年以上に多くの方々に御来場頂き、大変盛況でした。 

皆様のおかげで多くのバラエティ溢れる本が集まりました。 

親子で真剣に本を選ぶ方や、青春時代を思い出させる一冊を見つけて思わず想いを馳せる方、休憩時間や放課後に本を選ぶ補習
校生徒、それぞれの楽しみ方があったように感じます。 

お陰様で$1,000 を上回る売上がございました。売上につきましては補習校運営に役立たせて頂きます。 

本を寄付頂きました皆様、準備や当日の係りを担当頂きました保護者会、おやじの会の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

Scheme の詳細 Website: https://www.containersforchange.com.au/how-it-works 

どこへ持って行くの？: https://www.containersforchange.com.au/where-can-i-return 

Japan Community of Queensland Inc. Scheme ID: C10075240 

 

お問合せ先： Japan Community of Queensland Inc.  Website: www.jcq.org.au   Email: info@jcq.org.au  

http://jc-b.com/
https://www.containersforchange.com.au/how-it-works
https://www.containersforchange.com.au/where-can-i-return
http://www.jcq.org.au/
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JCB ゴルフ同好会の皆様 

JCB 3 月例会を下記の要領にて開催させていただきますので、奮ってご参加いただけますよう、宜しくお願いいたします。 

 

場所;  Windaroo Lakes Golf Club 

Anna Louise Drive Windaroo, Queensland 4204 (Exit 35) 

Tel: 3804-0655 

https://www.windaroolakes.com.au/ 

  

日時;    3 月 17 日 (日) AM 6 時 50 集合      

            (7 時 10 分スタート) 10th Tee スタート 

プレー費; $37 

電動カート（利用者のみ） $40 （2 人用） 

(集合前に各自プロショップにてお支払いください。) 

 

参加費;  $15 (プレー後、幹事にお支払いください。) 

競技方法;   Single Stablelford 

 

定員;   6 組 24 名 先着順で定員なり次第締め切らせていただきます。) 

電動カートご利用希望の方は、参加のご連絡をいただく際に、その旨付記していただけますと幸いです。 

 

幹事 嶋田まで３月７日までにご連絡お願いいたします。 

嶋田 E mail  speedenglish@hotmail.com  

 

２月例会の成績結果（パシフィック G.C）は下記の通りです。 

１位 嶋田 ２位 本田 3 位 岩場  B.B 桃川 

NP No3 嶋田 NO7  石原 NO 13 本田  No17  渡邊 

L,D NO8 渡邊 

 

JCB ゴルフ同好会 

＊会報発行日の関係上申込期日のタイミング
に合わない場合もございます。 

JCB ゴルフ同好会の活動にご興味のある方は
世話役 森 mrs_golfbum@hotmail.com

迄ご連絡下さい。 

 

2019 年度第7回（2月度)の定例理事会は２月１２ 日(火曜日) 6:30‐8:00pm、JCB 事務所にて、全理事9 名出席のもと開催
され、領事館からは林領事もオブザーバーとして参加されました。 

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３月２０日(水)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。 

 

1. 新会員承認 

2. 補習校運営委員会定例報告 

3. 古本市について 

4. 餅つきについて 

5. 経費申請承認 

6. 決算/予算進捗報告 

7. Cowra 大脱走７５周年記念式典協力依頼について 

8. 商工会業務委託―勤務表定例確認 

9. その他 

理事会便り 

http://jc-b.com/
tel:3804-0655
https://www.windaroolakes.com.au/
mailto:speedenglish@hotmail.com
mailto:mrs_golfbum@hotmail.com
mailto:mrs_golfbum@hotmail.com
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掲示板 
みんなのけいじばん 

嶋田清次 会長                  

石原将 副会長（商工会議所・会頭） 

後藤利彰 会計 

白井 寛司 広報 

吉岡 慶 教育（補習校運営委員長）  

橋本 宜之 教育（補習校運営副委員長） 

栗田 真里 秘書補佐/行事補佐 

篠原 一晃 行事 

新堀 JOLLY 由香子 秘書 

監査 Avallare Assurance 

 

【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。 

今月の俳句欄はお休みです。 

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 

理事会 

 新入会員アップデート     

3 月 

 

ジャカランダランチョン会からのご案内 
 

3 月のジャカランダランチョン会 3 月 28 日
（毎月第四木曜日） 

花いち（ウインターガーデン）11:30am から   

お問合せ 嶋田 (携帯 0438-155-492)  

家族会員 

上村 和裕、 恵子 Tarragindi 

ランドバーグ 結香、 エリック Wooloowin 

プレストン 愛、 ジョシュア ルーク Karalee 

関 益巳、 佳乃 Auchenflower 

ディキンソン 由紀子、 ジェレミー クレイグ Boronia Heights 

松田 真一、 アシーナ Eastern Heights 

和田 千春、 ロマン ブレット Moorooka 

飯村 高之、 正子 Brisbane 

   
   
山元 祐輝、 優理 Newstead 

三宅 大介、 裕美 Hawthorne 

アユ リチャードソン、 アンドリュー West End 

植村 晃子、 パリー ジェームス Bald Hills 

榎本 玲奈、  Clayfield 

高瀬 健太郎、 夏実 Trragindi 

細見 源介、 悦子 Trragindi 

アーミテージ 歩美、 スコット Camira 

クリスチャン 絵美、 ベンジャミン Coopers Plains 

保坂 潤、 晶子 St.Lucia 

林 慎太郎、 知枝 Newfarm 

ウィン 由理、 ジョシュア Strathpine 

暮石 明男、 春陽 Oxley 

山本 実由 ジェームス フランクリン Auchenflower 

 

コーラス同好会からのご案内 

3 月の練習は 3 月 10 日に行われました。4 月の練習日は追って
お知らせいたします。 

問い合わせ 延寿（３３７８－６０３１） 

または 古野（３７０１－７４３３０）まで 

http://jc-b.com/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1486343720/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWUtaWxsdXN0cmF0aW9ucy1sczAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWFnZXMvbGdpMDFhMjAxNDA2MDExMDAwLmpwZw--/RS=^ADB8AX0jVX.s0PdyD2VfKIuffwHjVw-;_ylt=A2RCL5OofJZYg2AA61yU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1486344473/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2VuZ2xpc2gtd29yZHMuY29tL21hdGVyaWFsLzAzNy13ZWxjb21lX2ZyZWVfaW1hZ2UucG5n/RS=^ADBkcBz0J7oBqSq8SOefdyQQFsWnoY-;_ylt=A2RCL6GYf5ZYFCAASCqU3uV7
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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）をご存知でしょうか？
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
済み！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くださ
い！！ 

 

窓口：森田紀彦（のりひこ） 

（メールアドレス：Norih.Morita@mitsui.com) 

 

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！ 

 

下記アドレスまでお気軽にご連絡ください！ 

連絡先：info@brisbane.doshisha-alumni.org 

クラブ HP: http://Brisbane.doshisha-alumni.org 

 

前川事務局長 

http://jc-b.com/
mailto:brisbane@epis.com.au
http://shunsai.com.au/
Norih.Morita@mitsui.com
mailto:info@brisbane.doshisha-alumni.org
http://brisbane.doshisha-alumni.org/
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http://jc-b.com/
http://www.facebook.com/aquoliahair
http://www.gh-au.com/
http://www.ace-computer.net/
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ご入会、退会、変更のお手続き、広告依頼は

事務所まで 

お問合せ先 

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

(07) 3870 0360 

2019年度 JCB入会案内  

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/

