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Japanese Club of Brisbane Incorporated (JCB) 

Office Address: 17/180 Moggill Rd, Taringa, QLD 4068 
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Phone: (07) 3870 0360 / Fax: (07) 3871 0316 

Email: info@jc-b.com / Web: https://jc-b.com  
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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。 

 

2019年（令和元年）9月号 

２０１9 年８月 18 日（日）の JAPANESE CULTURAL DAY ご報告  

 この日は、９時半ごろに現場に集合。当会の理事の面々だけでなく、補習校校長先生、ご婦人方、それに、おやじの会会員
の方々と JCB 会員の方々と子供と大人の多く の方々に朝からお手伝いいただきました。餅つき道具の準備やテント立てなど、
本当にご苦労様でした。 毎年恒例のイベントですが、実演開始前から、定期的に様々な方より臼と杵、餅つきについて質問が
多々あり、お餅つき実演中には、去年より比べて更に大勢の人だかりとなりました。お餅の出来上がり後の試食の仕分けはご婦
人方にお手伝いいただきました。砂糖醤油、黄な粉、そして、あんこの３種類の味で出し た、お餅の試食会も長蛇の行列がで
き大盛況。 総領事館主催の年に一度の日本文化日。オーストラリアの地で、日本文化に親しんでもらおうとの日本国の文化
活動。息の長い活動で、外国の地に少しずつ日本の文化が親しまれていくことを切に願っております。 この日本文化日が今年
も開催でき無事に終了できました事、ブリスベン日本総領事館に心よりお礼申し上げます。 そして、円滑に且つ盛況にお餅つき
実演を実施、完了でき、お手伝いいただきました皆様に誠にお礼申し上げます。  

  

ブリスベン日本クラブ行事担当理事 篠原一晃 

mailto:info@jc-b.com
mailto:info@jc-b.com
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補習校 親子ソフトボール大会報告 

毎年恒例となった「補習校 親子ソフトボール大会」を 8 月 24 日、インドロピリー校グランドにて開催しました。 

今年は例年に比べるとやや少ない参加人数でしたが、その盛り上がりは例年以上でした。 

まず子供たちを中心にした練習と試合を楽しみ、次に大人同士の試合を楽しみました。 

「この行事を毎年楽しみに参加しています。」という保護者の方もあり、ぜひ来年度以降も継続して実施したいと思います。 

参加してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。 

 

http://jc-b.com/
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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 創立 25周年記念合同運動会 報告 

 

本年度はクイーンズランド補習授業校創立 25 周年を記念して、大きな行事を 2 つ計画しています。 

その１つ、ブリスベン校・ゴールドコースト校合同運動会をゴールドコースト校を会場として、8 月 10 日に開催いたしました。 

合同で開催する運動会は 11 年ぶりとなります。 

今回のテーマは「つなぐ」。両校の子供たちがこの運動会を通して仲良く触れ合い、そして絆を深めるのがねらいです。 

ですから今回は両校の児童生徒をそれぞれ赤白に分け、一緒に競技したり、応援したりしました。 

当日はお天気にも恵まれ、児童生徒はもちろんのこと、参加した全ての皆様が競技や応援を楽しまれ、終日楽しい歓声がグラウンド
に響いていました。 

午前中は「友達の輪」、「徒競走」、「大玉転がし」、「中学生 800m 走」、「幼稚部ダンス」、「台風の目」、「二人三脚」、「紅白リ
レー（低学年の部）」の種目がありました。 

特に今回は両校の生徒が仲良くなるのが目的ですから、「友達の輪」では「仲間づくりゲーム」や「たことたぬきのゲーム」をしました。 

両校の生徒が笑顔で交流する姿が微笑ましかったです。 

お昼休みには、GC の太鼓グループ「翔」の演奏を聴きました。 

午後から「ジェンカ」、「大玉送り」、「障害物競走」、「綱引き」、「玉入れ」、「紅白リレー（高学年の部）」をしました。 

「綱引き」には大人の部もあり、当日最高の盛り上がりとなりました。 

閉会式での「赤 660 点、白 660 点、両チーム優勝です。」の結果発表に、会場中から大きな歓声と拍手が沸き起こりました。 

11 年ぶりの合同運動会にふさわしい、まさに奇跡的な結果で終了しました。 

最後には、両校児童生徒、そして先生方も一緒に記念写真を撮りました。 

参加したみんなが笑顔になれた、合同運動会でした。 

今年も美味しいお弁当を手配いただきました「焼肉呑兵衛」さん、「バーズネスト」さんのご協力に感謝申し上げます。 

この運動会の準備、当日の運営にあたっては、清村校長先生を始めとした先生方、保護者会役員及びボランティアの皆さま、 

JCCIB おやじの会の皆さま、卒業生ボランティアの皆さま他、ご関係者皆さまの多大なご協力を頂き、本当にありがとうございました。 

改めて御礼申し上げます。 

また、ご来賓の在ブリスベン総領事館首席領事 田辺様、ブリスベン日本商工会議所会頭 石原様、ブリスベン日本クラブ会長 

嶋田様、ご多忙な中、生徒児童を応援し、一緒に運動会を盛り上げて頂き有難うございました。 

 

補習校運営委員長 安井剛 

 

http://jc-b.com/
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  理事会便り 

 

2019 年度第 4 回（8 月度)の定例理事会は 8 月１５日(木曜日) 6:30‐8:00pm、JCB 事務所にて、理事１2 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９月 1９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. 会議室貸出状況 

5. 経費申請承認 

6. 行事申請 

7. コピー機/プリンターのリース契約見直し進捗報告、確認 

8. Japan Week 餅つきデモンストレーション準備、確認 

9. 四半期会計報告 

10. 商工会業務委託―勤務表定例確認 

11. その他（医療懇談会など） 

 

JCB ゴルフ同好会の皆様 

 

JCB9 月例会の開催は下記の通りです。 

 

場所  KEPERRA G.C 44 Ⅾuggan st  keperra   cord 4054     Tell 3355-1515 

日時  ９月２２日 集合時間 ７時１５分 ＜スタート時間７時４５分＞ 

プレー費 $４０ 電動カート＄２８共用  ＜３台予約済み〉プレー前にプロショップにてお支払いください。 

参加費  ＄１５ プレー終了後徴収します。 

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 9 月 12 日までにカート使用の有無も併せて幹事の森までご連絡ください。 

幹事の連絡先 森 mrs_golfbum@hotmail.com      携帯 0432391520 

では、皆様のご参加をお待ちしています。は下記の通りです 

 

JCB8 月例会 OXLEYG.C の成績結果は下記の通りです。 

1 位 森＜俊＞2 位 森 3 位 吉田 4 位 本田     

N,P NO3 成田 No5 MRS 森 NO9 森俊   

L.D  NO17 武内 

 

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
mailto:mrs_golfbum@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 

【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。 

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     

8 月末 

 

ジャカランダランチョン会からのご案内 

 

9月のジャカランダランチョン会  

 
9 月 26 日（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 

藤原 誉仁、操      Brisbane 

李 恵              Bellbowrie 

 

コーラス同好会からのご案内 

 

「祭りブリスベン」でコーラス発表をします。 

１．日時：9 月 7 日（土）「祭りブリスベン」での発表は 12 時 55 分。  

２．場所：”Mt. Gravatt Showground (1644 Logan Rd.) 

 

発表前の準備とリハーサルが午前 11 時 25 分から行われます。 

皆さんご存知の日本の歌ばかりですので、飛び入り参加も大歓迎です。できればステージで行われるリハーサル（音あわ
せ）にも是非参加していただければと思っています。 

 

同好会または上記イベント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 

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 

 

日本語 シニアサポート「わははの会」 
参加費：＄５ 

開催時間：毎月 1 回、第２火曜日 午前 10 時から 12 時迄 

開催場所：Indooroopilly Activity Hub, 60 Samford Road, Indooroopilly QLD 6048  

連絡先：    shukaijobne@gmail.com  

お問い合わせ：0443-506-435 (ボランティアが対応いたします） 

BNE の日本人コミュニティーから 3 人が参加する QLD バッハ協会主
催のコンサート” Bach & Sons” が 9 月 8 日（日）の２pm から
Fortitude Valley (141 Brookes St. ） の Holy Trinity 

Anglican Church で開催されます。  

詳細は古野（Tel: 3701-7433）またはバッハ協会の 

Website: www.bachsocqld.org.au 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
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1486344473/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2VuZ2xpc2gtd29yZHMuY29tL21hdGVyaWFsLzAzNy13ZWxjb21lX2ZyZWVfaW1hZ2UucG5n/RS=%5eADBkcBz0J7oBqSq8SOefdyQQFsWnoY-;_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/
http://www.gh-au.com/
http://www.ace-computer.net/
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
mailto:info@brisbane.doshisha-alumni.org
mailto:info@brisbane.doshisha-alumni.org
http://brisbane.doshisha-alumni.org/
http://brisbane.doshisha-alumni.org/
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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  

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/

