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理事会便り 

2020 年度第 11 回（4 月度)の定例理事会は 4 月 23 日(木曜日) 6:30‐8:30pm、Covid19 による外出自粛
要請を考慮し、会議アプリケーションを使い理事全員の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５月 21 日に再度
Online にての開催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. 経費申請承認 

4. 新年度理事推薦と年次総会準備について 

5. JCB オフィススタッフ勤務の Covid 19 感染拡大防止策について 

 

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  

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。 

 

補習校のメールアドレスが変更しました。  

新): hoshuko@jc-b.com 
 

ブリスベン日本クラブ会員の皆様  

ブリスベン日本クラブでは、領事館から頂くコロナウイルス関連の日本語情報を随時 Email, 会報などで会員の皆さまにお送りして
おります。また、以下、オーストラリア政府のコロナウイルス関連情報サイトアプリケーションが、一部日本語で情報を入手する事が出
来るようですので、ご案内致します。 

 

オーストラリア政府からのコロナウイルス情報―『アドバイスを日本語で』 
ご存知でしたか？ 

オーストラリア政府のコロナウイルス関連情報サイトアプリケーションは、下記からダウンロードできます。 

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/coronavirus-australia-app 

   

 

 

このアプリケーションをダウンロードすると、政府が出している様々な情報を入手できますが、更に、メニュー画面で『Advice』をタップ、
次に『Advice in your language』をタップすると、ドロップダウンで Japanese を選ぶ事が出来、日本語で PDF の情報を入手す
る事が可能です。 

尚、こちらはあくまでも情報提供となりますので、ダウンロードやご利用については、自己責任で行っていただくよう、宜しくお願い致しま
す。 

 

https://www.facebook.com/888jcb
mailto:info@jc-b.com
https://jc-b.com/
https://www.facebook.com/888jcb
file:///C:/Users/jcb-02/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/7W5Q0MPT/hoshuko@jc-b.com
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/coronavirus-australia-app
https://apps.apple.com/au/app/coronavirus-australia/id1503846231
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.health.covid19
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（社団法人）ブリスベン日本クラブ 2019年度年次総会のお知らせ 

下記により 2019 年度の年次総会を開催いたします。会員の皆様にはご多用中とは存じますが、可能であれ

ば、ZOOM(オンライン会議システム)にてご出席いただきますようご案内申し上げます。 参加の為の

URL/ID/パスワードは、ご出席の用紙を提出いただいた皆様のみ、後日メールにてご案内致します。 

秘書役  新堀 JOLLY由香子  

補佐      嶋田清次  

記 

日時： 2020年 5月 30日（土）午前 10時 00 分より  

場所： ZOOM(オンライン会議システム)による開催 

 
＜議題＞ 

1. 会長挨拶  

2. 2018年度年次会員総会議事録の承認  

3. 会長総括  

4. 2019年度活動報告（教育・行事）  

5. 会計報告  

6. 会費の改定  

7. 2020年度予算案審議  

8. 新年度理事の選出  

9. 監査役の任命  

10. 全体意見交換及び懇談   

 

 下の出欠票を日本クラブ事務所宛にご郵送、またはスキャンの上電子メールでご送付ください。   

電子メール 5月 27日（水）午後 2時まで    郵送  5月 26日（火）必着  

送付先： Japanese Club of Brisbane Inc. 

PO Box 1122, Indooroopilly Centre, QLD 4068 
Email: info@jc-b.com 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 切り取り ・・・・・・・・・・・・・・・  
    2020年 5月 30日開催の (社団法人)ブリスベン日本クラブの年次総会に    

                        (    )  出席します。  参加 Emailアドレス                   ＿＿＿＿＿＿＿＿    

(    )  欠席します。 ご欠席の場合は下の委任状にご記入ください。 

                                                会員名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿                   

 

委任状 

                            2020年   月   日  

  
 私、                       はブリスベン日本クラブの 2019年度年次総会に出席できませんので、  

下記のように委任します。  

  

     （  ）議長に一任  

     （  ）代理人、                       に一任  

  

会員名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                           

住所：                    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

署名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿          ＿    

http://jc-b.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。 

新入会員アップデート    4 月末 

   

塚田 清尊 育子 Taringa 

小田垣 曜 希美子 Ascot 

   

ジャカランダランチョン会からのご案内 

ジャカランダランチョン会は、5 月以降も当分の間、コロナウ
イルスの影響により取り辞めといたしますので、ご了承くださ
いませ。 

お問い合わせは嶋田（携帯 0438-155-492）まで。 

コーラス同好会よりお知らせ 

５月以降の活動も現在の社会状況が収束するかどうかで決めるつ
もりです。 

お問い合わせ 延寿(3378-6031/0403-127-594） 

          古野(yuri.furuno@gmail.com) 

【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 

 

JCB ゴルフ同好会の皆様 

 

5 月開催も中止にさせて頂きます。 

新コロナウィルスの終息を、又皆様と楽しいゴルフコンペが出来ます様願っております。 

問い合わせ 森 mrs_golfbum@hotmail.com   TEL 0432-391-520 

JCB ゴルフ同好会 

俳句コーナー：今月はお休みです。 

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 

http://jc-b.com/
file:///C:/Users/sales/Documents/Ayase%20MyDocuments/NewsLetter2019/April/Norih.Morita@mitsui.com
mailto:info@brisbane.doshisha-alumni.org
http://brisbane.doshisha-alumni.org/
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http://jc-b.com/
https://birdsnestrestaurant.com.au/
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http://jc-b.com/
http://www.ace-computer.net/
mailto:brisbane@epis-edu.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 

2020年度 JCB入会案内  

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

