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        今月の表紙絵  

 

合同運動会開催のお知らせ…1 さぽーとリンクセミナー案内…2 広告欄…4,5 

理事会便り…1 各種同好会活動・掲示板など…3 JCB 入会案内…5 

理事会便り 

2019 年度第２回（6月度)の定例理事会は６月２０日(木曜日) 6:30‐8:00pm、JCB 事務所にて、理事１０名出席のも
と開催され、領事館からは林領事が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７月18日(木)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. 会議室貸出状況 

4. 経費申請承認 

5. 行事申請 

6. 医療関係のアンケート調査依頼について 

7. Japan Week 餅つきデモンストレーション依頼について 

8. 商工会業務委託―勤務表定例確認と、業務委託契約書の確認ー確認済 

9. コピー機/プリンター、リース契約見直し 

10. 代理スタッフ給与支払いについて 

11. その他 

クイーンズランド補習授業校 ブリスベン校・ゴールドコースト校合同運動会開催のお知らせ 

 

今年度は、ブリスベン校とゴールドコースト校が統合し、クイーンズランド補習授業校が設立され、25 周年目を迎えています。 

そこで、今年は運動会を両校合同で開催することになりました。 

両校合同で実施する運動会は約 11 年ぶりとなります。 

約 80 ㎞離れて学ぶ両校の生徒たちがこの日一堂に会し、仲良く競技し親睦を深め、楽しい一日となることを願っています。 

 

日時 ： 2019 年 8 月 10 日(土) 9:30 開始 15:00 終了予定  ※ 雨天の場合は、8 月 17 日(土)に延期  

場所 ： ゴールドコースト校 運動場 All Saints Anglican School 

 

補習校運営委員長 安井剛 

 

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  

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  

※事務所に御用の際は、必ず前もってご連絡下さい。 
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掲示板 
みんなのけいじばん 

【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。 

今月の俳句コーナーはお休みです。 

俳句、短歌、随時募集中！ 

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 

新入会員アップデート     

7 月 

 

ジャカランダランチョン会からのご案内 
 

7月のジャカランダランチョン会  
 
7 月 25 日（第四水曜日） 

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 

吉川 裕介、 桃子 St Lucia 

   

コーラス同好会からのご案内 

 

7月の練習日:7月 14日 日曜日（11:00amから) 

 Oxley にて 

 

同好会に興味のある方はお気軽にお問い合わせください。 

問い合わせ 延寿（３３７８－６０３１） 

または 古野（３７０１－７４３３）まで 

【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 

嶋田 清次 会長                  

石原 将 副会長（商工会議所・会頭） 

アダムス 美和 会計 

白井 寛司 広報 

安井 剛 教育（補習校運営委員長）  

山元 祐輝 教育（補習校運営副委員長） 

橋本 宜之 行事 

篠原 一晃 行事 

新堀 JOLLY 由香子 秘書 

ラウ 直子 行事補佐 

監査 Avallare Assurance 

 

2019年度 JCB理事会 
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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  

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。 

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 

http://jc-b.com/
mailto:brisbane@epis.com.au

