第 18 号です！！
1.Mr.ジョンツアーも 11 年目です！
Ｍｒジョンツアーのサポーター＆お客様方々！
皆様のおかげで Mr.ジョンツアーも 11 年目を迎えております。メ
ルボルンでの素晴らしいツアーを提供出来るよう頑張ります。
2. 悪いニュース
現在、全てのブッシュファイヤ
ー（山火事）は消し止められま
した。詳しくは下記ニュースを
お読みください。
メルボルンから 60Km ヤラバレー
の近くキングレイクエリアの写
真です。なにかと心配してくだ
さった皆様、有り難うございま
した。http://www.mrjohntours.com/firenews.html
3. 「世界の不思議発見！」
この 2 月にテレビの仕事をしました。ＴＢＳでおなじみの「世界
の不思議発見！」です。
（写真→クルーとジョン）
http://www.tbs.co.jp/f-hakken/mystery1090̲1.html
4.OZ Pro マネージャー岡田さんと
豪州専門旅行代理店 OZPro のマネージャー岡田さんがメルボルン
にこられたので、一緒にヤラバレーのワイナリー Chateau Yering
に行きました。
メルボルン旅行を計画中のかたは是非コンタクト！
www.ozpro.net <http://www.ozpro.net>
5. 「タコ社長」出版記念
え〜、右の Photo ですが、Mr ジョンと知る人ぞ知る「タコ社長」
こと MTSC 留学センター社長石原氏です。このほど石原氏著「つ
れあい（オランダ系）オージー」が出版されました。豪州の文化
と歴史が満載。必読！(写真→)
http://www.mtsc.com.au/info/2948.html
6. アボリジナルレストラン
シティの中にある、アボリジナル
料理を現在風にアレンジしたレス
トラン TJANABI です。写真はオー
ナーのラリー！メイン料理を頼む
と、ワイングラスもしくはコーヒ
ーを進呈〜してくれます。
http://www.tjanabi.com.au/
7.お薦めワイナリー Dominique
Portet
Mr.ジョンツアーのワイナリー
ツアーで立ち寄るドミニク・
ポーテートです。ジョンツア
ー参加者に、特別価格で販売
してくれています。
3 ボトル 55 ドル
6 ボトル 100 ドル
ロゼ/赤/ソビニオン各 20 ドル
www.d
dominiqueportet.com <http://www.dominiqueportet.com>
不景気に負けず！円高を利用してメルボルンに来て、リラックス
＆リフレッシュしてください！
それでは皆さん。ヨカ！ヨカ！

第 18 号です！英訳で〜す！
1.11 years anniversary for Mr. John Tours (since 1998!)
Once again thank you to all my guests and supporters or all
your support! As always we hope to continue to provide
excellent tour for you while in Melbourne!
2. Bad News
Now all fires have been extinguished for past news plus read.
http://www.mrjohntours.com/firenews.html
Recently I took picture of Kinglake town about 60 km north of
Melbourne and near Yarra Valley (plus see picture). Thank you
again for all your concerning feel free to make a donation to
Red cross.
3. Sekai no fushigi Hakken
Mr. John helped Japanese TV
crew. Sekai Fushigi
Hakkenn!!
Feb 2009
4. OZ Pro Manager Okada san
and Mr. John at Yarra
Valley
Australia travel specialist ̀Oz Pro ̀Manager Mr. Shigeru Okada
recently visited Yarra Valley and Kinglake (see photo No. 2)
with his good friend Mr. John.
Contact his office about a good deal to come to Melbourne and
Australia.
www.ozpro.net <http://www.ozpro.net>
5. Tako Shacho New Publisher
Two famous ̀oyajì Mr.
Ishihara and Mr. John at
MTSC office with copy of Mr.
Ishiharas new book
̀Tsureai no oyajì. I
recommend this is
interesting book about
Japanese man and
Australian
culture/history etc.
http://www.mtsc.com.au/info/2948.html
6. Traditional Aboriginal Restaurant
Traditional Aboriginal food mixed with modern cuisine in
middle of City! Picture of Mr. John and Owner Mr. Larry. Special
offer from Mr. John. Order main meal you receive free glass
of wine or coffee.
http://www.tjanabi.com.au/
7. Dominique Portet
10th generation producing excellent wines you can taste on Mr.
John's Winery Tour.
www.d
dominiqueportet.com <http://www.dominiqueportet.com>
Picture of Mr. John and guests on Winery Tour Mar 21 with
Dominique Portet staff Mrs. Jean Special offer to Mr. John.
3 X BOTTLES FONTAINE WINE = $ 55
ROSE/SAUVIGNON BLANC/RED normal price $20 each
6 X BOTTLES FONTAINE WINES = $100

Don't join Japanese recession!
Come & relax, refresh & enjoy beautiful Melbourne/Australian
and make good use of strong yen while it lasts.
それでは皆さん。ヨカ！ヨカ！

