第 16 号です！遅れました！
早春の候。暖かくなってきてヨカ！ヨカ！
1.Mr. John ツアーも十周年！これからも頑張ります！
かれこれ 10 年間、Mr.ジョンツアーをやって来ましたが、旅行業
界も、何かと変化してきました。不幸にも、この所、サーチャー
ジやフライトの減少、豪ドル為替等の問題もあり、以前に比べる
とメルボルンの訪問者も減っています。しかしながら、Mr ジョン
のお客様に対する考えは変わっていません。
ジョンとスタッフは、常にゲストの皆さんに、メルボルンの良い
思い出を残して貰うために頑張っています。
皆さんに楽しんでいただけるように、フレンドリーで柔軟なサー
ビスを心がけています。10 年・ 20 年の経験よりも、いかにゲス
トの皆さんに感じて貰えるかが大
切！と考えています。
2. ニュードライバー
東京生まれ・ 31 歳
趣味 料理・車ツアーガイド・運転
が大好きです。
張り切って Mr. John Tour のお客様
をご案内します
3.GOR ニューアクティブ！
オーシャンロードツアーで野生コアラを見ながらとても美しい野
生インコに餌つけもできます（ロゼラとキングパロット→）
4.ペンギンツアー出会える赤ちゃんコ
アラとウォンバット
現在野生動物園でとても可愛い赤ちゃ
んコアラと赤ちゃんウオンバットの写
真が撮れます。
（←赤ちゃんコアラ）
（赤ちゃんウオンバット→）

5. ニ ュ ー ア ト ラ ク シ ョ
ン！観覧車〜
今月は今年の 11 月完成予
定の南半球で一番高い観
覧車だそうです。高さ 120
ｍで市内および 70 キロ以
上の景色を見渡せるそう
です。

第 16 号です！英訳で〜す！
Now it is getting warmer in early spring.
Let's enjoy with Mr. John!
1. New challenges after 10 years but still the same great
service!
Now after 10 years as a tour guide/driver and operator I have
witnessed many changes in tourism market. Unfortunately
Japanese customer is getting lesser than before due to many
factors, higher surcharge, less flights from Japan, poor
Japanese economy high Australian dollar. However my thinking
to customer does not change. Staff and I will try hard to make
your experience in beautiful Melbourne a very memorable one.
We provide a friendly flexible service and we look after
everybody as it and treat important. We want to make you feel
enjoying your precious time. So my experience for 10 years or
20 years is not that important. How you are feeling and what
you experience is most important!
2. New Guide Junko Honda - 31 years old.
Junko was born and grew up in
Tokyo and came to Australia 5
years ago. Her hobby is cooking
and cars. She loves tour guiding
and driving and is very keen!
3. Ocean Rd - New activity (bird
feeding)
When we see wild koalas on Ocean
Rd Tour we can also feed
beautiful wild parrots (rosellas
and king parrots) with special
birdseed.
4. Penguin Tour - Baby
Koala and Baby wombat
At Wildlife Park we have
chance to see either baby
wombat and/or baby koala.
You can take a picture with
these very cute animals.

5. New Attraction - Southern Star Observation Wheel
Due to be completed in November this year this will be the biggest
observation wheel in southern hemisphere at a height of 120
meters and will take 30 mins to go around with beautiful views
of city and over 70km.
http://www.thesouthernstar.com.au/
6. Cafe of the Month
Maling
Room
Canterbury
Rd/Maling Rd Canterbury
This cafe opened 2 years ago in
an old post office building
about 10 km east of CBD. Coffee
is excellent and the focaccias
are also delicious. Great
atmosphere!

http://www.thesouthernstar.com.au/
6. 今月のお薦めカフェ
元々古い郵便局で２年中を改装されて、とても評判いいＣＡＦＥ
になりました! コーヒーがとてもうまくて、フォカチア（トース
トサンド）もヨカヨカ！カリカリ味ダ！メルボルン市内から 10
キロほど東にある Canterbury です。

7.ヨカヨカビクトリア
Grand Ridge Brewery, Mirboo Nth Gippsland
以下のサイトに、オーストラリアのビールとレストランの記事があ
ります。是非読んでみてください！
http://www.dengonnet.net/articles/yokayoka̲vic/

7. Yoka Yoka Victoria August
Grand Ridge Brewery, Mirboo Nth Gippsland
Pls. read this article about excellent Australian beer and
restaurant
http://www.dengonnet.net/articles/yokayoka̲vic/

それでは皆さん。ヨカ！ヨカ！

それでは皆さん。ヨカ！ヨカ！

