添付④：式次第・各議案の概要

西豪州日本人会 2018 年度定時総会 式次第
１．開会（定足数確認）
２．会長挨拶
３．総領事挨拶
４．第１号議案 ： ２０１8 年度活動報告
５．第２号議案 ： ２０１8 年度会計・監査報告の承認（通常決議）
６．第３号議案 ： パース日本商工会議所（JCCIP Inc）の解散（報告）
７．第４号議案 ： 会則変更（Dispute Resolution の追加）（重要事項の決議）
８．第５号議案 ： ２０１9 年度役員の選任（通常決議）
９．その他の事項（自由討議）
１０．西豪州日本人会 新役員挨拶
１１．閉会
１２．懇親会、お食事

（各議案の概要は以下添付の通り）
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（第 1 号議案）

2018 年度活動報告
（１）会員数

個人会員数
法人会員数

2018 年度（2019 年 3 月現在）

2017 年度（2018 年 3 月現在）

344 名

332 名

夫婦・家族会員を含め 391 名

夫婦・家族会員を含め 379 名

53 社

54 社

（２）主催行事
＜全部会合同＞
イベント

活動概要

忘年会

開 催： 2018 年 11 月 27 日（火）
会 場： Hyatt Regency Perth
参加者： 206 名

年次総会

開 催： 2018 年 3 月 29 日（金）＜予定＞
会 場： Mt Lawley Golf Club

＜個人部会＞
イベント

活動概要

ボウリング大会

開 催： 2018 年 7 月 22 日（日）
場 所： Melville Super Bowl
参加者： 約 103 名（内子供 31 名）

カラカッタ日本人墓地清掃

開 催： 2019 年 2 月 3 日（日）
場 所： カラカッタ日本人墓地
参加者： 約 30 名

Clean Up Australia（日本人学校と合同）

開 催： 2019 年 3 月 17 日（日）予定
場 所： City Beach
参加者：
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＜商工部会＞
イベント

活動概要

第 1 回 JCCIP セミナー（Deloitte 共催）

開 催：

「 Why Investors shall pay attention to 場 所：
Physical Asset Management, 豪州ビザ最新 参加者：
アップデート」

2018 年 7 月 5 日（木）
Deloitte
38 名

講師：Deloitte
第 2 回 JCCIP セミナー（Ashurst 共催）

開 催：

2018 年 8 月 30 日（木）

「Energy forum」

場 所：

Ashurst

講師：Ashurst

参加者：

43 名

全豪日本商工会議所連合総会

開 催：
(火)

2018 年 10 月 29 日(月)30 日

場 所：

キャンベラ

参加者：

大川会長、山口総務理事

新年祝賀レセプション

開 催：

2019 年 1 月 23 日(水)

共催：総領事館

場 所：

総領事公邸

参加者：

123 名

第 3 回 JCCIP セミナー(INPEX 共催)

開 催：

2019 年 2 月 11 日(月)

「イクシスプロジェクトとワイン試飲会」

場 所：

INPEX

参加者：

70 名

第 4 回 JCCIP セミナー(三井住友銀行共催)

開 催：

2019 年 2 月 22 日(木)

「為替講演会」

場 所：

Exchange Tower 会議室

参加者：

43 名

主催：在オーストラリア日本大使館

講師：INPEX

講師：三井住友銀行
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＜学校部会

日本人学校＞

イベント

活動概要

始業式、
入学式、
創立４０周年式典、
移転記念の交流会

4 月 12 日（木）
8：40～始業式（新任式）
10：50～入学式
11：50～創立 40 周年記念式典
12：20～City Beach 小学校の子どもたちとの交流会

交流学習

現地公立小学校の City Beach 小学校と日常的に交流。
・合同授業
音楽、体育、図工、美術、日本語教室など
・合同行事
運動会：8 月 31 日、

体育的行事

・マラソン大会 6 月 10 日（日）
・水泳教室 2 月に 5 回、現地インストラクターによる指導

ボランティア

・「ふれあい訪問」高齢者施設訪問：6 月 21 日（木）
・日本人墓地清掃：７月２８日（土）

学習的行事

砕氷船「しらせ」見学

・NAPLAN：5 月 15 日～17 日 Online で実施
・学習発表会開催： 11 月 10 日（土）
・遠足 1・2 年：
11 月 16 日（金）
・漢字検定：
1 月 18 日（金）
・書き初め会：
1 月 11 日（金）

11 月 28 日（木）

キャンプ

12 月 5 日（水）～7 日（金）小 3～中 3

PTA 関係行事

City Beach 小学校 P&C と日本人学校 PTA との交流
・カレーの日（カレーの提供）
・Christmas Sundowner
・キャンテーン補助
・ソーセージ シズル販売ボランティア

卒業式

3 月 15 日(金)

新住所： 30 Marapana Road, City Beach, WA 6015 です。
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＜学校部会

補習授業校＞

イベント

活動概要

始業式

５月１２日

文化行事

パース補習授業校和装デー１２月８日
東日本大震災追悼募金 3 月１６日（２０１９年）

学習行事

漢字検定 6 月 1７日
避難訓練１１月３日
幼稚部新入生説明会が 12 月 8 日に、体験入学並びに面接
2 月１７日（２０１9 年）各クラスでは２学期に一度、父母
参観が行われた。

その他

保護者の管理による図書の貸し出しが始まった。

終業式

4 月 6 日（２０１９年）<予定>

（３）その他活動

•
•
•
•
•
•

月例日本人会ゴルフコンペ（毎月第二日曜日）の開催
理事会の開催 （統一理事会 4 回、商工部会 4 回、個人部会 5 回、学校部会？回）
会報の発行 （2018 年 5 月、8 月、1 月、2019 年 3 月計 4 回発行）
学校部会理事、日本人学校運営理事会・補習授業校運営理事会に参加
日本祭りへの協賛 (2019 年 3 月 6 日、9 日)
Curtin University, Edith Cowan University, Murdoch University, University of WA の
日本語教育に対し寄付を行い、優秀者授賞式に参加
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（第２号議案）

2018 年度 会計・監査報告（通常決議）

2018 年度の会計・監査報告をご承認頂きたいと存じます。
※ 会計・監査報告は定時総会当日に配布致します。

（第３号議案）

パース日本商工会議所（JCCIP Inc）の解散（報告）

2019 年 2 月 26 日 ASIC (Australian Securities and Investments Commission)より西豪州日本人会が ”Japan
Chamber of Commerce and Industry in Perth”を Business Name として使用する許可を取得した。

なお、Business Name 取得の前提条件であった、JCCIP Inc (JAPAN CHAMBER OF COMMERCE AND
INDUSTRY IN PERTH, INC)の解散は、2018 年 12 月 10 日、Department of Mines, Industry, Regulation and
Safety により承認された。
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（第４号議案）

会則の変更（Dispute Resolution 条項の追加）（重要事項の決議）

2016 年 7 月に Incorporated Association Act 2015 が施行され、Dispute Resolution 条項を
西豪州日本人会の会則に追加することが必要となった為、以下を会則に追加いたしたく存じます。

Part 10. Disputes and mediation
43．Disputes and mediation
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

The grievance procedure set out in this rule applies to disputes under these rules between(a)
a member and another member; or
(b)
a member and the Association; or
(c)
if the Association provides services to non-members, those non-members who receive services
from the Association, and the Association.
The parties to the dispute must meet and discuss the matter in dispute, and, if possible, resolve the
dispute within 14 days after the dispute comes to the attention of all of the parties.
If the parties are unable to resolve the dispute at the meeting, or if a party fails to attend that meeting,
then the parties must, within 10 days, hold a meeting in the presence of a mediator.
The mediator must be(a)
a person chosen by agreement between the parties; or
(b)
in the absence of agreement(i)
in the case of a dispute between a member and another member, a person appointed by
the Committee of the Association;
(ii)
in the case of a dispute between a member or relevant non-member (as defined by sub-rule
(1) (c)) and the Association, a person who is a mediator appointed to, or employed with, a
not for profit organisation.
A member of the Association can be a mediator.
The mediator cannot be a member who is a party to the dispute.
The parties to the dispute must, in good faith, attempt to settle the dispute by mediation.
The mediator, in conducting the mediation, must(a)
give the parties to the mediation process every opportunity to be heard;
(b)
allow due consideration by all parties of any written statement submitted by any party; and
(c)
ensure that natural justice is accorded to the parties to the dispute throughout the mediation
process.
The mediator must not determine the dispute.
The mediation must be confidential and without prejudice.
If the mediation process does not result in the dispute being resolved, the parties may seek to resolve the
dispute in accordance with the Act or otherwise at law.
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（第５号議案）

2019 年度役員の選任（通常決議）

2019 年度の役員選任案をご承認頂きたいと存じます。
※ 役員の選任案は定時総会当日に配布致します。

以 上
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