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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  

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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別添ワードファイルからお申込みいただけます。 
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新入会員アップデート     

10 月末 

 

個人会員 

清水 英樹         Manly West 

 

家族会員 

ペンダー 和子、ベン     Aspley 

 

法人サポーター 

Phoenix Law & Associates 

 

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 

 

サポートリンク・ミーティングのお知らせ 

 

12 月 7 日（土）午前 10 時半から 12 時までタリンガのＪＣＢ事務所にて今年最後の’サポートリンク・ミーティングが開か
れます。 毎年日本人コミュニティーに関係深い話題を提供するセミナーを実施しています。 今回のミーティングでは前回のセ
ミナー（古く豪州へ渡った日本人移民を訪ねて・Ｔｏｏｗｏｎｇ墓地散策）の反省と来年の計画などを話し合う予定で
す。 ボランティア・メンバー募集中です。多くの方に意見を出してもらい、より斬新なセミナーを企画するため新メンバーの御協
力お願いします。 

ミーティングに参加してみたい方はＪＣＢ事務所（3870-0360 / info@jc-b.com) 

または古野（3701-7433 / yuri.furuno@gmail.com ）まで御連絡下さい。 

http://jc-b.com/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1486344473/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2VuZ2xpc2gtd29yZHMuY29tL21hdGVyaWFsLzAzNy13ZWxjb21lX2ZyZWVfaW1hZ2UucG5n/RS=%5eADBkcBz0J7oBqSq8SOefdyQQFsWnoY-;_ylt=A2RCL6GYf5ZYFCAASCqU3uV7
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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 

理事会便り 

2019 年度第 6 回（10 月度)の定例理事会は 10 月 22 日(火曜日) 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 11 月 14 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. 補習校 25 周年記念パーティー準備の進捗報告 

4. 四半期会計報告 

5. 会議室貸出状況 

6. 経費申請承認 

7. コピー機/プリンターのリース契約進捗報告 

8. 忘年会（準備、流れの諸事確認） 

9. その他（医療懇談会、FB など） 

 

JCB ゴルフ同好会の皆様 

お世話になっております、今回幹事を務めさせていただきます渡邉です。 

下記の通り、JCB11 月のゴルフ大会を下記の通りご案内します。 

  

日時 11 月 10 日（日） AM7 時 30 分集合（AM8 時スタート） 

 コース OXLEY  GOLF CLUB  TEL 07 3379 6322 

290 Boundary Road, Oxley QLD 4075 

プレー費：$30.4 

電動カートは 1 台＄44（2 人用） 

＊ 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。 

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。） 

 参加ご希望の方は 11 月３日まで、カート利用（可。不可）も併せて幹事の渡邊.CC 森までご連絡ください。 

何卒よろしくお願いいたします。 

 

 JCB１０月例会＜KEPERRA G.C＞の成績結果は下記の通りです。＜敬称略＞ 

 

1 位 渡邉 2 位白井 3 位 澤田 4 位 林田 5 位 東 B.B 菅野<F> 

N.P NO７藤井 NO12 武内 NO 25 長谷川 NO２７ 児玉 

D.C NO １３東  

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。 

 

http://jc-b.com/
mailto:mrs_golfbum@hotmail.com
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ジャカランダランチョン会からのご案内 

【11月のジャカランダランチョン会】 11月は、20日（水）ソフィテルでのバイキング、12 時より。 

シニア割引で一人 45 ドル。 

参加連絡は、嶋田へ。0438－155－492  

コーラス同好会からのご案内 

コーラスの会：今月の練習日は 11 月 24 日（日）を予定しています。 

いつも通りＯｘｌｅｙの萩原宅で午前 11 時から 12 時半まで。 

詳細が知りたい人は連絡係りの延寿（３３７８）６０３１または古野（３７０１）７４３３へ。 

新しいメンバーいつでも歓迎しますので、御連絡下さい。 

 

【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 

今年も QLD バッハ協会主催のヘンデル作曲[メサイア]の年末公演が City Ann St, St. John’s 寺院で、
11 月 30 日(土）7.30PM から開催されます。 合唱団に日本人コミュニティーから 3 人参加しています。  

お問い合わせは：www.bachsocqld.org.au 

または古野：３７０１－７６３３（yuri.furuno@gmail.com)まで 

http://jc-b.com/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1486343720/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWUtaWxsdXN0cmF0aW9ucy1sczAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWFnZXMvbGdpMDFhMjAxNDA2MDExMDAwLmpwZw--/RS=%5eADB8AX0jVX.s0PdyD2VfKIuffwHjVw-;_ylt=A2RCL5OofJZYg2AA61yU3uV7
file:///C:/Users/sales/Documents/Ayase%20MyDocuments/NewsLetter2019/April/Norih.Morita@mitsui.com
file:///C:/Users/sales/Documents/Ayase%20MyDocuments/NewsLetter2019/April/Norih.Morita@mitsui.com
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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  

http://jc-b.com/
http://www.gh-au.com/

