
 

Japanese Cultural Day 開催のお知らせ ！ 

「Japanese Cultural Day」がマウント・クーサの植物 園内の日本庭園で開催されます。 

出し物は、太鼓の演奏、コーラス合唱・茶道・華道・書道の実演等を合わせ、 

JCB からは、例年通り餅つ きの実演とつきたてのお餅の試食会を担当させて頂きます。  

どうぞ皆様奮ってご参加ください。  

 

Japan Cultural Day 開催日時：8 月 28 日(日) 11 時～14 時  

 開催場所：マウント・クーサ植物園内日本庭園 (餅つきの開催場所：奥ステージの前） 

 

【JCB 餅つきイベントボランティア募集】 
下記の通り、JCB 理事会メンバーと一緒にこのイベントを盛り上げて頂ける大人のボランティアを広く募集いたします。 

 

時間：11 時～15 時 (搬入・準備から搬出までです)   

ご協力頂く事：餅つき実演 及びお餅の小分け （20 名） 

例年来場の方々に大変人気のあるイベントで有り、またブリスベン市民との良い交流の場となります。 

当日サポートを頂ける皆 様のお申し込みをお待ちいたします。 

お手伝いいただける方は、 

JCB 事務所 07-3870-0360 info@jc-b.com まで 

 

JCB 理事会 

 

 JCB  
NEWS LETTER 

  
2022年（令和 4年）7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。 

 

2022年度 JCB理事会 
 

木原 忠司 会長・行事 

リン レインズ 副会長 

栗田 真里 副会長・補習校 

清水 英樹 法務 

野村 裕之 労務 

貝沼 竜輔 会計・秘書 

合田 桜子 広報 

南雲 芳朗 行事 

清水 隆士 行事 

清水 佳代子 行事 

 

新入会員アップデート 

 

家族会員 

 

 

岡島 亮太 真希 St. Lucia 

     

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 7月号 
 

2 
 

 
 
  

JCB ゴルフ同好会の皆様 

お世話になっております。 

部下の不祥事(帰国）のため 7 月月例会の幹事を仰せつかりました宇山です。 

７月度月例会として以下ご案内させて頂きます。 

皆様奮ってご参加くださいますよう、宜しくお願いいたします。 

※ゴルフ場の制限があり、今までと異なるアレンジがありますので、下記注意事項をご確認の上、お申込みください。 

 

日時：2022 年 7 月 24 日（日） 集合時間 07:20am（Out/In スタート 07:34am～各 3 組、合計６組） 

場所：Gainsborough Greens Golf Club Gainsborough Drive, Pimpama 

(Take Pimpama Exit 49 off the Pacific Highway onto Yawalpah Road, turn left at McDonalds and right 

onto Gainsborough Drive.) 

Phone-075546 6003 / Website – www.gainsboroughgolf.com 

プレー費：$59.5/人（カート込み） 

参加費：$15/人 

（プレー費＋参加費を事前にお振込み下さい。詳細後述）  

競技方法：Single Stableford  

定員：6 組 24 名 （先着順で定員になり次第締め切り） 

注意事項：コロナ禍においてゴルフ場の柔軟な対応が難しくなっております。以下の点につきご了承ください。 

1. カート有無が各々選択できないため、カート付きパッケージ価格となっております。 

2. 一括支払いのみ受け付けのため、プレー費+参加費（合計＄74.5）を事前に宇山の口座にお振込みいただきます。 

（メンバー決定後手続きをお知らせします）。 

3. 開催日 5 日前以降のキャンセルの場合は、キャンセル者の人数によっては返金額が全額ではない場合があります。 

 

参加ご希望の方は 7 月 13 日（水）までに、幹事の宇山までメールにてご連絡お願い致します。 

初参加の方は、HC もご連絡下さい。  

Golflink number をお持ちの方は合わせてご連絡の程よろしくお願いいたします。 

皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

  

JCB の 6 月(ブリスベン GC) 成績結果(敬省略）下記の通りです。 

1 位 藤村、2 位 宇山 3 位 地神 4 位 鈴木 5 位 森俊 

N.P №７ 犬塚 № Miss 岡本 

LD №９ 茶木 

 

6 月末に本国に帰国される、出光の高橋さん藤村さんからご挨拶がありました。 

又中国電力の藤原さんも帰国されます。お三方のご活躍ご健勝をお祈りしております。 

 

*会報発行日の関係上申込のタイミングが合わない場合もございます。 

 JCB ゴルフ同好会にご興味のある方は世話役の森 mrs_golfbum@hotmail.com  迄ご連絡下さい。  

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 

http://jc-b.com/
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理事会便り 
2022 年度第 2 回（6 月度)の定例理事会は 6 月 20 日(月曜日)6:00pm より、JCB 事務局及び ZOOM にて、理事 8 名、 

補習校運営副委員長、オブザーバー3 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. 新会員/前回議事録承認 

2. 補習校運営委員会定例報告 

3. 総会関連 

4. その他 

1) 補習校教員の休暇中の手当の支払いに関して 

2) Body Corporate 特別費用による予算超過に関して 

3) Japanese Cultural Day の餅つきデモンストレーションに関して 

                         

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。 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

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 は毎月第四木曜日、 

午前 11 時半より行っています。 

どなたでもご参加頂けますので、ぜひ一度ご参加くださ
い。 

一緒にお手伝いをしてくださる方も募集中です！ 

開催場所等につきましては、お電話かメールにて、 

吉川ゆきまでお問い合わせください。 

0412 459 173   

yukiyoshikawa@gmail.com 

皆様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。 

コーラスの会より 7 月の活動について 
 
７月のコーラス練習日は１７日（日）午前 11 時から 12 時半
までです。５・６月と同じ様に３６Kenmore Rd. Kenmore の
古野宅で開きます。８月２８日に予定されている「日本文化の
日」参加に向け練習しますので沢山の皆さんに来ていただけるよう
期待しています。７月の会で最終的なプログラムを決定しますが、
今年はコロナ感染で練習回数が少なかった為、今までに歌った曲
を中心に選曲しオペラ歌手のロフリー・久美子さんがメリハリのある
歌い方を指導して下さいます。８月７日にも最終リハーサルをしま
すので始めての方も歓迎です。奮ってご参加ください。 

 

出欠などの連絡先はー古野ゆり（３７０１－７４３３：
yuri.furuno@gmail.com)； 

または延寿ノリス（３３７８－６０３１：
2014enju@gmail.com) まで 

2022年度 JCB入会案内、退会、変更のお手続き、 

広告依頼は事務所までお問い合わせください。 

 
Japanese Club of Brisbane Inc. (JCB) 
info@jc-b.com  

(07) 3870 0360 

http://jc-b.com/
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【ブリスベン稲門会】のご案内 

ブリスベン稲門会の組織票が参院選に影響を与えるって本
当ですか？ 

雄弁会出身ではない（現・元）総理大臣は誰でしょう？ 

石橋湛山、竹下登、海部俊樹、小渕恵三、森喜朗、岸田文
雄。 

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://gh-au.com
http://woodroffehotel.com.au/
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