第 28 号です！！
1.Ｍｒジョンからクリスマスメッセージ
サポーター＆お友達の皆さん、何時も有り難うございます。
2012 年も皆さんにとって、素敵な年でありますように！

2.グリーンハウスバックパック Greenhouse Backpacker
とても清潔でたくさん賞をとったそうです。
WIFI インタネット・朝食つき。
駅はすぐ近くでどこに行くにもとても便利です。手ごろ値段でシ
ングル・ツイン部屋もあります
http://www.greenhousebackpacker.com.au/
3. マル野生動物園
この間改装された野性動物園。カンガルー,
コアラ、ワラビー。エミュウなど餌付け。
コアラの記念撮影。タスマニアデビルも見
られます.2011 年にビクトリア観光局の賞を
取りました。
http://www.marukoalapark.com.au/

4.レア・ステーキハウス
Rare Steakhouse
市内で 2 ヵ所。薦めのオーストラリア産のワインを飲みながら最
高の味のオージービーフを楽しもう！
http://www.raresteakhouse.com.au/

第 28 号です！英訳で〜す！
1. Xmas /New years Message
Once again to all my customers and supporters thank you for
all your help and support. Hope 2012 will be a wonderful year
for all of you.
2. Greenhouse Backpacker
http://www.greenhousebackpacker.com.au/
Clean, comfortable award
winning hostel near to Flinders
Street Station.
Free breakfast and Wi-Fi
Internet. Private rooms
(single/double) also available
at reasonable rates.
3. Maru Wildlife Park (penguin
Tour)
http://www.marukoalapark.com.au/
Recently renovated wildlife-park with many attractions and
opportunities to see, feed and touch many Australian animals,
Wallabies, Koalas, Kangaroos and Emu.
Also Finalist in Victorian Tourism Awards 2011. New to Penguin
Tour.
4. Rare Steakhouse
In two locations in city.
Enjoy delicious premium Aussie
beef-steak with a nice Aussie
Wine!

http://www.raresteakhouse.com.au/
5. Mr ジョン・クイズ
̀Chook̀ オーストラリアでどういう意味ですか？オーストラリア
で最も飲まれてワインの品種は？日本で誰が 1867 年に暗殺され
ましたか？ クチナワ ってなんですか？
Mr. JOHN TOURS に参加して、オーストラリアと日本の方言や日本
史やオーストラリアの文化など
を QUIZ でもっと知ろう！
6. チャリティーカレンダー
Charity Calendar for Japan 2012
こちらで日本の地震・津波被害
者の募金活動でカレンダーがで
きました。
販売で AU$10 か 1000 円です。お
問い合わせは下記に。
http://www.handsontokyo.org/jp/home

5. New! Mr. John Quiz
What does ̀Chook̀ mean? What wine is mostly drunk in Australia?
Which Japanese was asssinated in 1847? What does ̀ kuchinawà
meaǹ? Let's learn Australian slang, culture, Japanese history
and dialect on Mr. John's Tour! Yoka! Yoka!
6. Charity Calendar for Japan 2012
http://www.handsontokyo.org/jp/home
Let's support earthquake and tsunami affected people in Japan.
Locally made calendar for sale $10 or 1000 Yen.
7.Australian Open 2012
http://www.australianopen.com
Most popular sporting event in Australia
16 January – 29 January 2012
Come down to see some great tennis and enjoy wonderful
Melbourne lifestyle!

7. 2012 年全豪オープン開催近し！
今年も全豪オープンテニスが 1 月 16 日から 29 日迄の 2 週間、メ
ルボルンで開かれます。是非、メルボルンで世界トップランキン
グのテニスとメルボルンライフスタイルを楽しんでください。
http://www.australianopen.com
それでは皆さん。ヨカ！ヨカ！
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