
 

理事会便り 

2022 年度第 10 回（2 月度)の定例理事会は 2 月 16 日(水曜日)６:３０pm より、ZOOM にて、理事２名欠席、 

補習校運営委員長、オブザーバー１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。 

 

1. 前回議事録承認、新会員承認 

2. 補習校運営委員会定例報告 

3. 補習校教員の契約関連、及びそれらに関わる弁護士相談の件 

4. 来年度予算 

5. 総会日程 

6. その他 

 

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。参加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。 

2022 年度 JCB 会員更新手続きのお願い 

2022 年度の会員更新手続きを行います。2022 年度の年会費は 例年通りCPI を考慮して値上げ致しますが、2020

年12月から2021年12月の値上がり率が4.34％とかなり高くなっております。従いまして、今年度の値上げ率は昨年度
のデータを参照する事とし、 昨年度のCPI（+1.03％） の範囲内である+1.0％相当といたしましたので、ご了承くださ
い。別付の入会・更新申込書にご記入の上、JCB 事務所まで送付（メール添付、郵送）願います。 

新会費については、下記及び別付の会費の一覧表でご確認ください。 

 

※会報の E メール受信を希望される場合、会費から＄5 引きとなります。 

※更新手続き書類の他、請求書発行用に Google Form へのご記入(リンク先は入会・更新申込書に記載あり) もお
願い致します。Google Form へのご記入が難しい方は、入会・更新手続き書類のみにご記入ください。 

※その後、請求書が届きますので、そちらに記載されている説明に従って、お支払いをお願い致します。Reference はイン
ボイス番号になります。尚、クレジットカードでお支払いの場合は、2％の手数料が加算されます。 

※原則、振込もしくはクレジットカードでのお支払いとなりますが、やむを得ない場合は、小切手も承ります。 

※補習校の入学・更新手続きで既にご対応頂いた皆様は、こちらへのご対応は不要となります。 

 

期限：3 月 31 日（火） 

 

ご不明な点がございましたら事務所までお問い合わせください。 

Japanese Club of Brisbane 

PO Box 1122, Indooroopilly Centre, QLD 4068 

Tel: 07-3870-0360 / Email: info@jc-b.com.au / Web://jc-b.com/ 

 

 JCB  
NEWS LETTER 

  
2022年（令和 4年）3月号 

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  

補習校 Email: hoshuko@jc-b.com 

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

Print Post Number (PP): 424022 / 2021 

Office hours  

(JCB 事務所) 月曜日 – 金曜日 9:00 – 17:00 

(QLD 補習校 BNE 事務所)  
火曜日、木曜日 9:00-17:00、金 9:00-12:00 

※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。 

 

mailto:info@jc-b.com.au
mailto:info@jc-b.com
https://jc-b.com/
file:///C:/Users/sales/Documents/Ayase%20MyDocuments/NewsLetter2020/may/hoshuko@jc-b.com
https://www.facebook.com/888jcb


JCB NEWSLETTER ブリスベン日本クラブ会報 3月号 
 

2 
 

- 
 
 

   

2021年度 JCB理事会 
 

新入会員アップデート 

新会員無し 木原 忠司 会長 会長
栗田 真里 副会長・補習校 副会長・補習校
金澤 新   補習校・労務 補習校
渡辺 哲  会計 会計
合田 桜子 広報 広報・行事
清水 英樹 法務 法務・労務
新堀 Jolly 由香子 秘書 書記
野村 裕之 事務所総務 

高尾 康瑞 行事 

神山 友宏 行事 

 

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 

2022年度の日本人会理事の募集 

 

ブリスベン日本人会では本年度理事の退任に伴い 2022 年度の新理事を募集致しております。 

 

歴史の有るブリスベン日本人会では毎年ボランティア理事にて運営致しております。 

理事業務としては、ブリスベン補習校の運営をメインに日本フェアでの餅つきや古本市、忘年会などのイベント開催のお手伝いです。 

 

日本人会理事を通して、普段会えない方々にお会いする機会や日系コミュニティへ参加しませんか？ 

ここ数年の COVID 禍を経て、来年度は楽しい平常業務を送る為に新しい理事の参加を心待ち致しております。 

自薦他薦問いませんので、我こそ！彼こそ！彼女こそ！と思われる方は JCB 事務局までご連絡ください。 

 

JCB 理事会 

会長 木原忠司 

http://jc-b.com/
mailto:hadayuri@hotmail.com
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ジャカランダランチョン会からのお知らせ 

ジャカランダランチョン会からのお知らせ 

３ 月 24 日（第四木曜日）11:30AM より、 

町のデイビッドジョーンズの反対側にあります 

回転すし Ichiban Sushi にて開催予定にして 

おります。 

Ichiban Sushi Level 1, 215 Queen St. 

Tattersalls Arcade, Queen ST Mall  

連絡は、吉川ゆき 0412-459-173 もしくは 

0438-155-492 の方へお願いいたします。 

みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。 

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。 

JCB ゴルフ同好会の皆様 

さて、COVID-19 の再拡大により一旦延期させていただきました JCB ゴルフですが、引き続き市中感染が見られるものの足元
の新規感染者数はピークを越え減少傾向にあること、学校も本日から対面授業が開始されるなど日常生活も平穏を取り戻しつ
つあること、今後も状況の改善が見込めることから、州政府のガイドラインに沿う形で (つまりゴルフ場のルールに従う形で) 開催
することは可能と判断し、3 月例会として以下の通りご案内させていただくことになりました。(万が一、困難な状況に再度陥った
際には改めて開催可否を判断の上ご案内いたしますので、この点ご留意いただけますと幸甚です) 

  

参加ご希望の方は 2 月 27 日(日)迄に当方( ryosuke.kontani@mitsubishicorp.com )迄ご連絡いただけますと幸甚
です。皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。 

  

  日時:     3 月 13 日(日) 8 時 14 分スタート (集合 7 時 50 分 クラブハウス前芝生エリア） 

  場所:     Lakelands Golf Club (100 Lakelands Drive, Merrimac, QLD 4226)  

  プレー費:  $85 カート付 (各自集合前にプロショップにてお支払いください、メンバーバウチャー利用可) 

  参加費:   $15 (プレー終了後幹事にお支払いください) 

  定員:      6 組 (24 名) 定員なり次第締め切ります 

  その他:    オフィシャル HC の取得者は申込時に直近の HC を申告して下さい。オフィシャル HC の無い方は算出された
HC を採用とします。 

紺谷       Mobile: +61-427-494-813 

 

*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 ゴルフ同好会に興味のある方は世話役の森迄 mrs_golfbumhotmail.com 迄ご連絡下さい。 

コーラスの会より３月の活動について 

ようやくコロナの感染状況も落ち着いて、今月こそコーラスの会を
再開しようと考えていた矢先に、今回の豪雨による被害が起きま
した。これからも不順な天気が続くと言う予想もあり、被害を受け
た地域は、復旧までに暫く時間がかかると思われます。そこで３
月の会２７日（日）は、古野宅（３６Ｋｅｎｍｏｒｅ 

Ｒｄ． Ｋｅｎｍｏｒｅ）にて、時間はいつも通り午前１１
時を集合時間としますが、コーラスの伴奏者も指導者も来られな
い公算が多いため、コーラスの会ではなく、連絡会にします。お茶
を飲んだり今年のスケジュールを考えたり、洪水被害を受けたメン
バーにお見舞いをしては如何かとの案も出ています。 そこで参
加は自由にして気が向いたら少し歌う程度の集まりにしたいと考
えています。 
 

連絡係りの延寿さんより会（３・２７）の１週間前ぐらいにメ
ンバー宛てに確認メールを送ってもらいます。  

 

問い合わせはー古野（３７０１－７４３３）または 

延寿（３３７８－６０３１）まで 

この度の豪雨、洪水により被害を受けた地域では、不便な生
活を強いられていることとお察しいたします。被害を受けられた
皆様には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧をお
祈り致しております。 

http://jc-b.com/
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【ブリスベン稲門会】のご案内 

女子大で聞いたワセダン（早稲田男子）のポジティブな印
象は、①頭が良い、②おもしろい、③スポーツができる。 

ネガティブな印象は、① チャラい、②不真面目、③お酒で
ウェイウェイしている、だそうです。 

当てはまるところありましたか？ 

 

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、ざっくばらんな雰囲気のもと、稲門
会を開催しております。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よ。 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：小田垣 曜（おだがきあきら）  

（メールアドレス：akira.odagaki@nextfleet.net.au ) 

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 

 

木原忠司（会長） 

http://jc-b.com/
mailto:akira.odagaki@nextfleet.met.au
mailto:info@brisbane.doshisha-alumni.org
http://brisbane.doshisha-alumni.org/
http://woodroffehotel.com.au/
https://www.facebook.com/Japanesehairsalonkenmore/
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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 

2021年度 JCB入会案内 

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

