
第１号議案－2011/ 12年度事業報告
2011年 　　

7月
　　

全体
福祉

行事
教育

クラブ

委員会

ＪＣＳ理事会
土曜会「年次総会」　名称を「シニア会」に変
更、ビンゴ大会実施
コミュニティーネット「わいわいサロン」
ＪＣＳフェイト
ＪＣＳ日本語学校３校にて「始業式」、教育支
援委員会例会
Sydneyソーラン踊り隊オペラハウス演舞
アウトドアクラブ「卓球大会」開催
編集委員会「編集会議」

10月 全体

福祉

教育

クラブ

「祭り inシドニー」開催
ＪＣＳ理事会
シニア会例会　Ms. Sharon Van Ettenの「頑   
張れ岩手！頑張れ日本！」
コミュニティーネット「わいわいサロン」
ＪＣＳ日本語学校シティ校「ファーストエイド講習
会」を実施、シティ校・ダンダス校・ノーザンビーチ
校「４学期始業式」と「オープンデー」、ノーザン
ビーチ校「運動会」開催、教育支援委員会例会
Sydneyソーラン躍り隊「祭りinシドニー」
アウトドアクラブ「ウォーキングとBBQ」を開催

8月
　　

全体

福祉

教育

クラブ

JCS年次総会
ＪＣＳ理事会
シニア会例会「ヒーリング（癒し）について」
コミュニティーネットが森本順子さんの講演会
「平和；子供達へのメッセージ」を開催
第6回スピーチコンテスト開催
ＪＣＳ日本語学校３校「校内スピーチ予選会、
校内大会」開催、ＪＣＳ日本語学校シティ校
「椙山女学園生来校」、教育支援委員会例会
ゴルフ部第６０回コンペ「East Lake GC」
Sydneyソーラン踊り隊　フィリピンコミュニ
ティーのイベントで「和太鼓りんどう」と共演

11月
　

全体
福祉

行事
教育
クラブ

ＪＣＳ理事会
シニア会例会　チョーカー和子会長の｢アメリカ見
聞記｣
コミュニティーネット「わいわいサロン」
日本人会合同クリスマスパーティ開催
教育支援委員会例会
ゴルフ部第６１回コンペ「Mona Vale GC」

9月 全体

福祉

教育

クラブ

スプリング・フェスティバルパレード参加
ＪＣＳ理事会
カウラ慰霊祭参加
Chatswood High Schoolにて「お寿司の  
日」
シニア会例会「ゲラゲラ笑えるとんちクイズ」　
コミュニティーネットセミナー「高齢者の住宅
オプション」を開催
ＪＣＳ日本語学校シティ校「運動会」、ダンダ
ス校にて「父の日」、教育支援委員会例会、
教員情報交換会
Sydneyソーラン踊り隊「スプリングフェスティ
バルパレード」「チャッツウッド小学校ムーン
フェスティバル」出演

12月
　

全体
福祉

教育

クラブ

委員会

ＪＣＳ理事会「忘年会」
シニア会「忘年会」開催
シニア会例会｢年忘れビンゴ大会｣開催
教育支援委員会例会
JCS日本語学校3校「終業式」、シティ校　「夏祭
り」
ダンダス校・ノーザンビーチ校「お楽しみ会」を開催
Sydneyソーラン踊り隊オペラハウスで開催した
「日豪音楽親善チャリティーコンサート」にて演舞
編集委員会「編集会議」



2012年
1月 福祉

クラブ
シニア会例会　｢新年会｣
Sydneyソーラン踊り隊「新年会」、
「Celticフェスバル」「新春チャリティーイベ
ント」にて演舞

4月 全体

福祉

教育

クラブ

ＪＣＳ理事会
JCS会長、前会長が総領事表彰を受賞
シニア会例会　「楽しく過ごそう！ビンゴ大会」
コミュニティーネット　「わいわいサロン」、
NSW州政府傘下の日本語福祉電話相談サービ

スとの連携で、CN専用の日本語携帯電話が留

守番電話形式で開始。

スピーチコンテスト実行委員会、教育支援委員
会例会、ＪＣＳ日本語学校ダンダス校・ノーザン
ビーチ校「始業式」
Sydneyソーラン踊り隊　ピクニック開催

2月
　　

全体
福祉

教育

クラブ

ＪＣＳ理事会
シニア会例会「初笑い！日本名勝地紹介と
お国訛り自慢」講師：JNTO山下幸雄氏
コミュニティーネット　「わいわいサロン」
教育支援委員会例会、ＪＣＳ日本語学校３
校にて「始業式」「節分」、ＪＣＳ日本語学校
シティ校、ダンダス校「避難訓練」
Sydneyソーラン踊り隊「Japan Endless 
Discovery Through Sake」に出演
ゴルフ部第62回コンペ「Wakehurst GC」
アウトドアクラブ　「カイヤマ小旅行」

5月 全体
福祉

教育

クラブ

ＪＣＳ理事会
シニア会例会　「～心と体を健康にするために～
病気の予防と改善法」
コミュニティーネット　「わいわいサロン」
スピーチコンテスト実行委員会、教育支援委員
会例会、ＪＣＳ日本語学校３校にて「こどもの日」
「母の日」、ダンダス校「授業参観」
Sydneyソーラン踊り隊　「Buddha’s

Birthday Festival」「Fairfield 
Showground（錦鯉品評会）」に出演

ゴルフ部第63回コンペ「Long Reef GC」
アウトドアクラブ　「第２回卓球大会」

3月 全体

福祉

教育

クラブ

「クリーンナップオーストラリア」参加
ＪＣＳ理事会
東日本大震災慰霊と復興を願う式典に参
加
シニア会例会　｢愉快な落語、物まね、漫
才を見て、楽しみましょう！｣
コミュニティーネット　「高齢者向けセミ
ナー」
「わいわいサロン」
教育支援委員会例会、教育研修会、
ＪＣＳ日本語学校シティ校、ノーザンビーチ
校、ダンダス校にて「クラス保護者会」、ＪＣ
Ｓ日本語学校3校にて「ひな祭り」、JCS日
本語学校ノーザンビーチ校「避難訓練」
Sydneyソーラン踊り隊　「復興祈念際」、
ゴールドコーストの「Japan & Friends  
Day」「旅行博」「Children’s Festival」に 
て演舞

6月
　

全体
福祉

教育

委員会

ＪＣＳ理事会
シニア会例会　「広島車いすダンスくらぶとの交
流会」。「みかん狩りバス旅行」
コミュニティーネット　「わいわいサロン」
スピーチコンテスト実行委員会、教育支援委員
会例会、ＪＣＳ日本語学校３校にて「終業式」、Ｊ
ＣＳ日本語学校シティ校「授業参観」「父の日」、
ＪＣＳ日本語学校シティ校・ノーザンビーチ校・ダ
ンダス校「七夕」
編集委員会「編集会議」









第３号議案ー会則の改正（2012年）

土曜会の名称変更など、最近の変更にもとづき、同時に用語の修正や規定の明確化なども併せて、今回、JCSの会則を
改正することになりました。改正条項は以下の通りです。

（1）第5条（会員）の定義に、日本語学校の保護者を含め、新たに準会員を追加
現行：第5条（1）正会員：オーストラリアに在住し、本クラブの目的に賛同する者とその家族（配偶者及び一親等）とする。
改正：第5条（1）正会員：オーストラリアに在住し、本クラブの目的に賛同する者とその家族（配偶者及び一親等）とする。

（なお、日本語学校の保護者は、児童入学時に自動的にJCSの正会員となる）
追加：第5条（2）準会員：オーストラリアに一時的に滞在し、本クラブの活動に参加を希望する学生ビザ、ワーキングホリ

デービザ、及び旅行者（観光）ビザの保持者。

（2）第7条（会費）の定義の明確化
現行：第7条1．会員は、名誉会員を除き総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
改正：第7条1．会員は、名誉会員を除き、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

（3）第9条（退会）の規定に追加
現行：第9条（退会）会員が退会しようとするときは、退会届けを本クラブへ提出しなければならない。
改正：第9条（退会）会員が退会しようとするときは、退会届けを本クラブへ提出しなければならない。また、3カ月以上

会費未納の場合は退会とみなす。

（4）第12条（紛争の解決）の用語の修正
現行：会員間及び会員と会との紛争は、仲裁のためThe Community Justice Centres Act 1983 (NSW)にもとづき該

当機関にて処理される。3ヶ月以上に解決されない場合は調停に持ち込まれ、The Commercial Arbitration Act 
1984 (NSW)にもとづき調停される。

改正：会員間及び会員と会との紛争は、仲裁のためThe Community Justice Centres Act 1983 (NSW)にもとづき該
当機関にて処理される。3カ月以内に解決されない場合は調停に持ち込まれ、The Commercial Arbitration Act 
1984 (NSW)にもとづき調停される。

（5）第13条（役員）の数と規定の修正
現行：第13条（役員）（2）副会長　3名
 （6）専門理事　若干名(土曜会、福祉委員会、及び日本語学校の代表者を任する。)
 （7）会計　1名
改正：第13条（役員）（2）副会長　3名以内
 （6）専門理事　若干名(シニア会、コミュニティーネット、及び日本語学校の代表者を任する。)
 （7）会計　1名（兼任を可とする）

（6）第14条（役員の選任）に被選挙権の規定を追加
現行：第14条4．選挙権は、正会員の一世帯が一票を保有する。
改正：第14条4．選挙権は、正会員の一世帯が一票を保有し、被選挙権は、世帯の一人が有する。

（7）第16条（役員の職務）の用語の修正
現行：第16条1．会長は、本クラブを代表し、会務を総理する。
改正：第16条1．会長は、本クラブを代表し、会務を総轄する。

（8）第17条（役員の任期）の規定の明確化
現行：第17条１．第12条の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し会長は連続2期（4年）までとする。理事は原

則として連続3期（6年）までとする。
改正：第17条１．第12条の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、原則として、会長は連続2期（4年）、理事は

連続3期（6年）までとする。



（9）第22条（総会の招集）の書面の削除と期日の変更
現行：総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、開催の7日前までに会員に通知しな

ければならない。
改正：総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示し、開催の14日前までに会員に通知しなければなら

ない。

（10）第25条（書面表決等）の書面の定義の変更
現行：第25条1．総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出

席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その正会員は出席したものとみなさ
れる。

 2．提案事項について郵送による決議を行うことができる。
改正：第25条1．総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面（電子メールやファクスも含

む）をもって表決し、又は他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その
正会員は出席したものとみなされる。

 2．提案事項について郵送または電子メールやファクスによる決議を行うことができる。但し、総会の前
日までに着信したものに限ることとする。

（11）第42条（英文会則）の規定の明確化
現行：本会則及び総会、理事会の議事録,決算,会員名簿等は、その概要を英文にて保有するものとする。
改正：本会則は英文を正文とし、総会及び理事会の議事録、決算、会員名簿等は、その概要を英文にて保有するものと

する。



第4号議案　2012年度　事業計画（案）
2012年
7月 ＪＣＳフェイト、JCS理事会、シニア会例会「総会とカラー（色

彩）について」、コミュニティーネット　 わいわいサロン、スピ
ーチコンテスト実行委員会、教育支援委員会例会、スピーチコン
テスト実行委員会、ＪＣＳ日本語学校３校「始業式」、Sydneyソ
ーラン踊り隊「ＪＣＳフェイト」「シドニー大学」にてパフォーマ
ンス、編集委員会「編集会議」、Japanese Activity Day「寿司の
日」

8月 ＪＣＳ年次総会、JCS理事会、シニア会例会、シニア会主催
「NSW州立美術館神坂雪佳展見学」
コミュニティーネット　 わいわいサロン、教育支援委員会例会、
スピーチコンテスト実行委員会、ＪＣＳ３校スピーチコンテスト
校内予選会・校内大会、ＪＣＳ日本語学校「シティ校椙山女学園
生の来校」、ＪＣＳ日本語学校ダンダス校「クラス保護者会」、
Sydneyソーラン踊り隊「広島デー」にてパフォーマンス

9月 JCS理事会、カウラ慰霊祭参加、シニア会例会、教育支援委員会
例会、コミュニティーネット高齢者ケアセミナー、「スプリング
フェスティバルパレード参加」、第7回スピーチコンテスト開催、
ＪＣＳ日本語学NB校・DD校「終業式」、ＪＣＳ日本語学校シテ
ィ校「運動会」、ＪＣＳ日本語学校ノーザンビーチ校「オープンデ
ー」、ＪＣＳ日本語学校ダンダス校「父の日」、Sydneyソーラン
踊り隊「スプリングフェスティバルパレード」「チャッツウッド小
学校ムーンフェスティバル」出演、編集委員会「筆者の会」

10月 JCS理事会、シニア会例会、教育支援委員会例会、
コミュニティーネット例会、ＪＣＳ日本語学校NB校・DD校「始業
式」、ＪＣＳ日本語学校シティ校「オープンデー・ファーストエイ
ド講習会」、ＪＣＳ日本語学校ダンダス校、ノーザンビーチ校「オ
ープンデー」、ＪＣＳ日本語学校NB校「運動会」ＪＣＳ３校合同教
育研修会、Sydneyソーラン踊り隊Lane Cove「Kaleidoscope」に
てパフォーマンス

11月 合同クリスマスパーティ、JCS理事会、シニア会例会、コミュニテ
ィーネット例会、教育支援委員会例会、編集委員会「編集会議」

12月 日本の祭り、JCS理事会、シニア会忘年会、例会「年忘れビンゴ大
会」、コミュニティーネット、ＪＣＳ日本語学校３校「終業式」
ＪＣＳ日本語学校シティ校「夏祭り」、ＪＣＳ日本語学校ノーザン
ビーチ校「卒業式」「お楽しみ会」
ＪＣＳ日本語学校ダンダス校「お楽しみ会」「終業式」

 
 
 
 
 



2013年
1月 JCS理事会、シニア会新年会、
2月 JCS理事会、シニア会例会、教育支援委員会例会、コミュニテ

ィーネット例会、ＪＣＳ日本語学校シティ校「始業式」「クラス保
護者会」「節分」、
JCS日本語学校ノーザンビーチ校「入学式」「保護者会」「節分」
「避難訓練」、ＪＣＳ日本語学校ダンダス校「始業式」「クラス保
護者会」「バイリンガルに育てるには」「避難訓練」

3月 JCS理事会、クリーンアップオーストラリア参加、シニア会例会、
コミュニティーネット例会、教育支援委員会例会、ＪＣＳ３校合同
教育研修会、ＪＣＳ日本語学校３校「雛祭り」、JCＳ日本語学校シ
ティ校「年次総会」、「避難訓練」、「クラス保護者会」、ＪＣＳ
日本語学校ノーザンビーチ校、ダンダス校「終業式」
 

4月 JCS理事会、シニア会例会、コミュニティーネット例会、「電話相
談員セミナー」、教育支援委員会例会

5月 JCS理事会、シニア会例会、コミュニティーネット例会、教育支援
委員会例会、ＪＣＳ日本語学校ノーザンビーチ校「始業式」、ダン
ダス校「始業式」「年次総会」ＪＣＳ日本語学校３校「こどもの
日」、ＪＣＳ日本語学校シティ校・ダンダス校「母の日」

6月 ＪＣＳ理事会、シニア会例会「ビンゴ大会」、コミュニティーネ
ット例会、教育支援委員会例会、ＪＣＳ日本語学校３校「終業式」
「七夕」、ＪＣＳ日本語学校シティ校「授業参観」「父の日」、編
集委員会「編集会議」

 
● ３校の日本語学校は公立学校の学期中　毎週土曜日に授業
● 教育支援委員会会議は毎月第１木曜日又は金曜日に開催
● ゴルフ部は年に４回にコンペを開催
● Sydneyソーラン踊り隊は、毎週土曜日に、Cammeray P.Sにて、月曜日

にMarrickvilleにて、火曜日にCityにて練習
● シニア会は原則毎月第３土曜日にDougherty Community Centreで例会

を開催
● ソフトボール部は年2回日本人会ソフトボール大会に参加
● コミュニティーネットはわいわいサロン、もしもし電話相談、セミナーを

開催


