
 

2022年 8月 28 日（日）の JAPANESE CULTURAL DAY お餅つきのご報告とお礼  

晴天の日曜日の中、ボタニックガーデン日本庭園奥のステージ前で餅つきが行われ、大盛況の中、無事終了する事ができました。 

当会の理事の面々だけでなく、補習校校長先生、そして多くのボランティアの方々に朝からお手伝い頂きました。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。 コロナの影響もあり、久しぶりに行われたイベントでしたので、多くの方々がお見えになり、 

とても盛り上がりました。お餅の出来上がり後の味付けは、砂糖醤油、黄な粉、そして、あんこの３種類の味で提供し、出来上がる 

前から長蛇の行列ができて大盛況でした。オーストラリアのブリスベンで日本の文化であるお餅つきを披露することができて、とても 

よい一日になりました。最後に今回のイベントにお手伝い頂きましたすべての関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。 

ありがとうございました。  

 

JCB 行事担当理事 南雲芳朗  
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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  

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。 
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2022年8月理事会便り 

2022 年度第 4 回（8 月度)の定例理事会は 8 月 22 日(月曜日)6:00pm より ZOOM にて、理事 6 名、オブザーバー4 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（運動会、補習校日ビンに関して、補習校祭りに関して） 

3. Japanese Cultural Day での餅つきデモンストレーションについて 

4. 代講教員のプライバシー保護について 

5. 授業料滞納の保護者の対応について 

6. エアコンの部品交換についての承認依頼 

7. 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。 

 
 
 
 
 
  

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。 

JCB ゴルフ同好会の皆様 

9 月例会を以下にご案内させていただきます。 

 

日時: 2022 年 9 月 18 日(日）集合時間 7 時 15 分(OUT/IN スタート 7:30am~各 3 組,計 6 組） 

場所: Riverlakes Golf Course.34 Gleneagles,AV,Cornubia Loganholme Qld 4130 

Pohe 07- 3287-6588/ website - www.riverlakes.com.au 

プレー費: $35 カート代 $40 二人供用  カートは 3 台予約済み 

     (プレー前に各自プロショップにてお支払いお願いします。） 

参加費: ＄１５ (プレー後幹事にお支払いください。） 

競技方法: Single Stableford  

定員:  6 組 24 名(先着順で定員なり次第締め切ります） 

参加ご希望の方カート使用も併せては 9 月 8 日迄 

 幹事の森俊迄メールにてご連絡お願いします。 

  メールアドレス shunmoriaus@gmail.com TEL 04-1516-2612 

 皆様奮ってご参加くださいます様宜しくお願いいたします。 森 俊 

 

JCB 8 月例会の成績結果（Mcleod Country GC）は下記の通りです。 

 

1 位 森俊 2 位 Miss 倫子 3 位 高野 

NP No2 渡邊 NO6 高野 NO16 山口 NO18 高野 

DC NO9 Mrs 石原 

 

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 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 

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 

 

 

ウィリアムズ リサ  ジェームズ Nundah 

   

*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 ゴルフ同好会に興味のある方は
世話役の森 

mrs_golfbum@hotmail.com 迄 

ご連絡下さい。 

http://jc-b.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 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。 

【ブリスベン稲門会】のご案内 

早稲田大にとっての悲願は「医学部創設」だそうです。 

ブリスベン稲門会の当面の悲願は「早慶ゴルフに勝利する
こと」です。 

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） 

コーラスの会活動について 

コーラスの会は、８月２８日（日本の文化の日）で念願の
「日本の歌」公演まで終了したばかりなので、９月は指導して
下さった久美子ロフリーさんを囲んで慰労会を兼ねてのランチ会
にする予定です。 

また１０月以降のスケジュールについては、来月号に掲載の予
定です。 ランチ会の詳細はメンバーに直接メールでお知らせし
ます。 

 

その他の、お問い合わせは 

古野ゆり（3710-7433:yuri.furuno@gmail.com) 

または 

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

http://jc-b.com/
mailto:akira.odagaki@nextfleet.met.au
mailto:info@brisbane.doshisha-alumni.org
http://brisbane.doshisha-alumni.org/
mailto:info@phoenix-law.com.au
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