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　このように日本クラブ診療所はロンドンにおいて日本人

医師による日本人向けの診療を半世紀以上続けており、そ

の実績と豊かな経験は他の追随を許さないものがある。

◆医師3人体制と病院への移転

　80年代には日本クラブ会員数の急激な増加が見られ、特

に北診療所の患者数が増加したため、1991年には北診療所

の医師を2人とし、北・南診療所合わせて医師3人制度がス

タートした。また、医療事情の変化や診療体制の充実をは

かるため、1991年には北診療所がセント・ジョンズ・ウッ

ドにあるHospital of St John & St Elizabeth 内へ移転、南

診療所も1997年にはウインブルドンにあるParkside 

Hospital内へ移転し、北・南診療所とも、近代的な設備を誇
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Hospital of St John and St Elizabeth

（2面へ続く）

 林大使の後任は鶴岡大使

 写真探訪：ファーマーズ・マーケット

 領事だより：投票しましょう、参院選！

短信：今年はJF91の25周年

日本クラブ主催の各種教室案内

在英邦人数67,998人

エッセー：連帯意識

クラブサロン・同好会案内

　

日本クラブ診療所は3月24日に南診療所を閉鎖し、診療を

北診療所に統合してサービスを向上することを決め、4月

11日(月)より北診療所での新診療体制をスタートさせた。

　新診療体制では医師３人制を維持し、診療時間を平日は

午前9時から午後7時まで(以前は午後5時まで)、土曜日は

午前9時から午後5時まで(同午後1時まで)に延長、そして

日曜日も午前9時30分から12時30分まで診療することと

し、週７日体制で診療することとなった。

　４月11日よりスタートした新診療体制は患者さんから

は好評で、「平日午後7時までやっているので、会社の帰り

に立ち寄ることが出来るようになった」「日曜日も開いて

いるので助かります｣ といった声が聞かれる。

◆長い歴史と経験を誇る

　戦後日本クラブが再出発したのは1960年、会員の健康管

理と子どもの教育を日本語で提供することが重要な課題

だった。4年後の1964年にはロンドン北部ゴルダーズグリー

ンに日本赤十字の医師を迎えて最初の日本クラブ診療所が

オープンした。診療所といっても一般の住宅の内部を改造

したもので、医師は一人、看護師や受付係はいなかったので、

電話が鳴る度に診断が中断するという状況だった。

　それでも日本人医師のいる診療所は他になかったので、

在英日本人にとってクラブ診療所は非常に重要な存在だっ

た。1975年には日本赤十字社からの医師の派遣が難しくな

り、東京慈恵会医科大学(慈恵医大)から医師の派遣をしても

らうことになった。その後、在英日本人の数が増え、「テム

ズ川の南にも診療所を」という要求が強くなり、1976年4

月にはサットンに南診療所がオープンした。

新診療体制がスタート

診療時間を大幅に延長

日本クラブ名誉会長でもある林景一特命全権大使の帰

国発令に伴い、新大使には鶴岡公二氏が任命された。

鶴岡氏は2013年以来ＴＰＰ交渉の首席交渉官を務めて

いた。近々着任の予定。

林大使の後任は鶴岡大使
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る総合病院内でクラブ会員のために診療する体制が整った。

◆南診療所の患者数が減少

　然るにここ10年来、日本クラブ会員数の減少傾向が顕著

となり、特にロンドン南部に住む会員数が過去10年間で

50％も減少、それに連れて南診療所の患者数も減少したた

め、南診療所を維持していくことが難しくなり、今年3月で

南診療所を閉鎖し、北診療所に統合して診療体制の拡充を

図ることとなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本クラブ診療所の婦人科検診を担当しているデル

フィン医師が5月中旬から9月末まで出産休暇に入るた

め、5月第3週の5月18日(水)から10月までダイアン・

サゲ医師が担当することになった。婦人科検診日は診

療所サイトで随時告知しています。

ロンドン日本クラブ会報

日本クラブ診療所診療時間

月曜日～金曜日：09:00～ 19:00

土曜日：09:00 ～ 17:00

日曜日：09:30 ～ 12:30

※年末年始・イースター期間・祝日は休診

※要予約

Nippon Club Medical Clinic

1st Floor, Brampton House

Hospital of St John and St Elizabeth

60 Grove End Road, St. John's Wood

London NW8 9NH  (地下鉄：St. John's Wood)

TEL：020-7266-1121

www.nipponclub.co.uk/clinic

写真探訪　Around London

　農家が自分で作った農作物を直接露店で販売する

ファーマーズ・マーケットが人気を集めている。毎

週定期的に同じ場所で開かれるので知っておくと便

利な存在だ。ロンドンの場合にはロンドン・ファー

マーズ・マーケット協会(LFM)というのがあり、協

会の厳しい基準をパスした生産者のみが、その製品

をマーケットで売ってよいことになっている。消費

者にとっては直接製造者(ロンドンの場合にはＭ25

から100マイル以内の農家)から買うので安心だし、

旬の野菜などはおいしい食べ方を直接生産者から聞

くことも出来る。また、生産者にとっては消費者と

直接話ができるので将来の生産計画に役立つ。価格

も中間業者が入っていないのでスーパーに対抗でき

る値段に抑えられている。売られている商品も、季

節の野菜や果物だけでなく、ミルク、チーズ、パン、

ケーキ、卵、ハム、ソーセージ、ジャム、ジュース、

蜂蜜、ハーブ類、ピクルスやパイまでと幅が広く、

市の立つ日には近所の人々で賑わう。　

(ピムリコで  撮影：加藤節雄)

 【Farmer's Market】

婦人科検診ダイアン医師に
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  皆様、7月には参議院選挙（第24回参議院議員通常選挙）

が実施される予定です。本稿を書いている時点で投票日

は未だ発表されていませんが、仮に投票日（国内）を7

月3日（日）とすると6月17日から26日までが、投票日

が7月10日だとすると6月24日から7月3日が在英国日本

大使館における在外公館投票期間（いずれも投票時間は

午前9時30分～午後5時）になると予想されます。投票

日が17日あるいは24日とずれれば、在外公館投票の日

もずれていきますので、大使館からのお知らせをよくお

読み下さい。
　

投票方法は

①　在外公館投票 (海外の日本大使館、総領事館等に設    

　　けられた投票記載場所で投票する)

②　郵便等投票 (直接日本国内の選挙管理委員会に投票用紙

　　を請求し、送付された投票用紙に記載して返送する)

③　日本国内における投票

の3つの方法があります。詳細は当館ＨＰ等でご確認下

さい。当館に電話でお問い合わせいただいても結構です。

さて、在英国日本大使館での在外公館投票者数は、平成

21年831名、平成22年856名、平成24年638名、平成

25年716名、平成26年583名と推移しております。在外

選挙の担当者としては、今回の参議院選挙ではより多く

の方に投票していただくことを切に願う次第です。

選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます。

公職選挙法の改正により，2016年6月19日以降初めて行

われる衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙か

ら，投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き

下げられました。海外からの投票に必要な在外選挙人名

簿の登録申請は，2016年6月19日において満18歳以上

（1998年6月20日以前の出生）であれば受付が可能です。

海外からの投票には，あらかじめ在外選挙人名簿に登録

され，在外選挙人証を取得しておくことが必要です。年

齢満18歳以上（2016年6月19日現在で満18歳となる方

も含む）で、在外選挙人証をお持ちでない方は、住所を

管轄する大使館や総領事館で登録申請を行うことができ

ますので、当館または在エディンバラ総領事館にお問合

せいただくか、以下のホームページで確認して下さい。

今すぐ登録すれば、もしかしたら7月の参議院議員選挙

に間に合うかもしれません。

◆当館ホームページ:

　http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/

◆総務省ホームページ：

　http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/　　

　news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html

在英国日本国大使館領事　田邊邦彦

領事便り

  さて、今回で私の「領事だより」は終了致します。

3月30日付でカナダの在カルガリー総領事を命ぜ

られました。この原稿が皆様に届く頃にはロンドン

を離れているかもしれません。3年間にわたり、つ

たない文章にお付き合いいただきありがとうござい

ました。「領事だより」が皆様のロンドン生活に何

某かのお役に立ったのであれば本望です。

さようなら!!

●田邊領事には3年間にわたり会員の役に立つ情報

をご提供いただき有難うございました。田邊領事の

後任には竹内誠治領事が5月下旬に着任します。次

号からの｢領事だより｣を執筆していただきます。(編

集部)
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Community Plaza

在英の若手ピアニスト江夏真理奈 (こ

うか・まりな )さんのリサイタルが開

催される。真理奈さんは神奈川県出身

で3歳からピアノを始め、日本や韓

国で数々の賞を獲得している。現在は

ロンドンのギルドホール演劇音楽学

校に特別奨学生として籍を置く傍ら、

各地でオーケストラと共演している。

2014年にはロンドンの日本大使館で

若手在英日本人アーティストとしてソ

ロリサイタルも開催している。今回の

リサイタルはギルドホールの優秀な学

生に与えられる名誉ある ｢ギルドホー

ル・ウィグモア・リサイタル賞｣ とし

て開催される。ベートーベン、ブラー

ムス、メンデルスゾーン、ショパン、

ラヴェル等を演奏する。(写真③ )

●Marina Koka, piano recital

5月 30日 (月 ) 7：30pm

Wigmore Hall: 36 Wigmore Street

London W1U 2BP

020-7935-2141(Box Offi ce)

在英のバイオリニストの植田リサさ

んが今年も5月5日の「子どもの日」

に大和日英基金の主催で福島の子ども

たちのためのチャリティー・リサイ

タルを開催する。東日本大震災の後、

2011年と 2015年の 5月 5日にも

同基金で ｢子供の日｣ リサイタルを開

催しており、今回が3度目となる。今

年はピアノのダニエル・リナルド氏と

デュオを組んで、ベートーベンやレス

ピーギのソナタを演奏する。コンサー

トの収益は福島の子どもたちを助ける

チャリティーAcademy Campに寄付

される。入場者のドネーションを歓迎。

(写真② )

● Lisa Ueda: Children's Day Recital

5月 5日 (木 )7:00pm

St. Pancras Church, Euston Road

London NW1 2BA

地下鉄：Euston

http://www.dajf.org.uk/event/lisa-

ueda-childrens-day-recital-2

植田リサ｢子供の日｣リサイタル

① ②

　　　

自作のオリジナル漫画を競う ｢漫画自

慢｣ コンテスト (日本大使館主催 )の

今年の優勝者の発表式が3月 18日

(金 )ロンドンの日本大使館で開催さ

れた。第9回になるこのコンテスト

の今年の優勝者は「ソンネガルテン」

というタイトルで漫画を描いたロン

ドン在住のルカ・フルッツァ (Luca 

Fruzza) さんと決まった。ルカさんは

｢小さい時に兄から『ドラゴンボール』

や『カウボーイ・ビーボップ』等の漫

画を紹介され興味を持ちだした｣ と言

う。そのお兄さんのロレンツォ・フルッ

ツアさんは昨年度の漫画自慢の優勝者

であり、兄弟で連続優勝となった。賞

品の日本への往復航空券とは別に彼は

すでに日本へ英語教師の仕事のため行

くことになっており、2度行くことが

出来そうだと喜んでいる。漫画自慢の

優秀作品は5月中旬まで日本大使館

ギャラリーで展示されている。(写真①

日本大使館提供 )

今年の「漫画自慢」優勝者 江夏真理奈リサイタル

③

日本クラブ同好会の一つである日本

人女声合唱団「グリーンコーラス」

の定期演奏会が、7月2日に開催され

る。今年第28回目になる今回のコン

サートでは東日本大震災5周年に寄せ

グリーンコーラス定期演奏会
て、名曲で綴る日本の四季の歌をは

じめ、オペラ、ミュージカル等を中

心に演奏する。

(指揮者：高塚翠華、伴奏：関屋紀子)
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Community Plaza

入場料：£13, £11(con), £5(35歳以下)

www.wigmorehall.org.uk

古典芸能としての能の素晴らしさと同

時に、文化と芸術分野を超えた能の新

たな価値観と可能性を発見するという

ユニークな能の公演がロンドンで開催

される。観世流シテ方観世喜正、一噌
流笛方一噌幸弘の他、小鼓、大鼓方の
演奏者が来英する。またジャズミュー

ジシャンのエバン・パーカーとのコラ

ボや、能音楽のワークショップ、トー

クやディスカッションも開催される。

(写真④、写真⑤は一噌幸弘氏)
●Noh Re-Imagined

5月13日 (金 )～14日 (土 )

Kings Place:

90 York Way, London N1 9AG

地下鉄：Kings Cross

各催し物や入場料は以下参照

www.kingsplace.co.uk

4000年の歴史を持つイタリア半島の

先にあるシシリー島の歴史と遺産を考

察する展覧会が大英博物館で開催され

ている。(写真⑥ )

●Sicily: Culture and Conquest

The British Museum (Room35)

8月14日まで。入場料£10

www.britishmuseum.org/sicily

シシリー展

能；リ・イマジンド

1991年9月から12月にかけて全英規

模で大きなジャパン・フェスティバル

が開かれた。日本の伝統及び現代芸術、

科学技術、スポーツ等の分野で日本の

文化を幅広く総合的に紹介する行事で、

総予算1200万ポンド、350を超すイベン

トで大成功を収め、英国における日本理

解が大いに進んだと言われている。

それから25年経った現在、フェスティ

バルを機に始まった行事で今でも続い

ているものがある。

●The Japan in Your Classroom 

(JIYC/学校訪問)

JF91の余剰金をファンドに始まった

プロジェクトで、現在はジャパン・ソ

サエティーが主催者となっている。日

本人ボランティアが英国の小中学校を

訪問し、日本文化を紹介するもので、

今年で25周年を迎える。今まで訪れ

た学校数は3,077校、参加生徒数は

約247,000人に及ぶ。また学校訪問

を実行した日本人ボランティアは約

500人に上る。

日本クラブは毎年日英交流促進委員

会を通してこのプロジェクトに補助

金を出している。

www.japansociety.org.uk/schools

●UK-Japan Music Society (日英

音楽協会)

1992年にオルガン奏者・指揮者の

ジョナサン・グレゴリー氏がJF91に

おいて日本人音楽家と交流したのを

きっかけに設立した音楽協会で、以

降毎年定期コンサートやクリスマス

コンサート等を開催している。主に

クラシック音楽を中心に演奏活動を

　今年はジャパン・フェスティバル1991（JF91）から25周年

●Spoken Business Japanese 

Speech Contest (ビジネス日本語

スピーチコンテスト)

JF91の会長を務めた故サー・ピー

ター・パーカー氏の発案でロンドン

大学SOASとJETROの共催で1990年

に発足した。応募資格はＥＵ在住の

社会人で、ビジネスに関するスピー

チを競うもので、毎年30名前後の応

募者から8人のファイナリストが選ば

れ、優勝者には日本行きの航空券等、

豪華な賞品が準備されている。優勝

者の国籍は英国だけでなく、アメリ

カ、ポーランド、ハンガリー、ルー

マニア、韓国、中国等多岐にわたっ

ている。

www.soas.ac.uk/languagecentre/

awards/sppa

④ ⑤ ⑥

続けている。

www.ukjapanmusicsociety.org
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　クラブサロンで開催されている会員主催による各種教室

や講座とは別に、日本クラブではクラブが主催する語学と

ゴルフの教室を開催しています。会員であればどなたでも

参加できます。イギリス滞在中に是非英会話、フランス語

会話、ゴルフを勉強し、イギリス生活をより一層楽しんで

はいかがでしょうか。いずれも少人数制でリラックスした

雰囲気で学べます。

<英語教室>

　英国人教師による少人数制のクラスで、初級、中級、上

級コースの他にビジネス英語クラスがあります。家族的な

雰囲気で本場の英語に慣れるレッスンです。

期間：12週間(1回2時間)、4月、9月、1月開講予定

<フランス語教室>

　フランス人教師による実践的な会話コースで、実生活に

役立つフレーズを勉強する初級コースから、一歩踏み込ん

だ会話を勉強する初中級コース、授業をすべてフランス語

で行う上級コースまであります。隣国フランスを訪ねた時

に役立つフランス語を勉強してみてはいかがでしょうか。

期間：12週間(1回2時間)、4月、9月1月開講予定

英国滞在中に語学とゴルフの習得を！

<ゴルフアカデミー>

　ハロウにある最新の設備を備えたPlay Golf Northwick 

Parkで、英国のゴルフ教師資格を持つ日本人インストラ

クターにより。基礎から上級まで、きめの細かい指導を受

けられます。コースは週１回(２時間)レッスンが５回で、

６週目にはハーフラウンドを体験できます。

※各コースの詳細、コースの開始日時、受講料、受講申し

込み方法等につきましては、ホームページを見るか、クラ

ブ事務局までお問い合わせください。

www.nipponclub.co.uk

TEL: 020-7921-9490

Email: jimukyoku@nipponclub.co.uk
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在英邦人数67,998人 前年より740人増
〔表1〕在留邦人数及び増減状況（在留届出ベース） 
（平成 27年 (2015年 )10月 1日現在　在エディンバラ総領事館管轄2,165人を含む）

① 民間企業関係者及び家族

② 報道関係者及び家族

③ 自由業関係者及び家族

④ 留学生・研究者・教師及び家族

⑤ 政府関係職員及び家族

⑥ その他

小計（①～⑥）

永住者

総数（1+2）

合　　計 構成比

男 女

9,644 8,936

176

12,499

452

4,908

28,532

1,048

165

1,561

6,601

482

2,594

20,534

5,590 13,342

26,124 41,874

計

341

2,609

19,100

934

7,502

49,066

18,580

18,932

67,998 100.00%

0.50%

3.84%

28.09%

1.37%

11.03%

72.16%

27.32%

27.84%

〔表2〕邦人の地理的分布

イ ン グ ラ ン ド

大 ロ ン ド ン 市
（グレーター・ロンドン）

ス コ ッ ト ラ ン ド

ウ ェ ー ル ズ

北 ア イ ル ラ ン ド

そ の 他 の 諸 島

合 計

地　域　別 平成27年 平成 26年

 65,132 64,353）

 
36,721 38,400）

 1,482 1,431）

 1,078 1,153）

 202 222）

 104 99）

 67,998 67,258）

地域・都市別では大ロンドン市に  住む邦人が全体の約54%を
占めている。増減では留学生・研究者・教師及び家族数が1,935
人減少、永住者が1,357人増えている。(資料提供：在英国日本
国大使館)

対前年比

+1.10%

+7.57%

+6.27%

-9.20%

-28.59%

+13.82%

-1.24%

+3.35%

+7.72%

+603

+24

+154

-1,935

-374

+911

-617

+1,357

+740

増減

1
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ロンドン日本クラブ会報

笹川真理子〈英国文化センター〉

　ある日買い物にコーナー・ショップに行ったときのこ

とです。私の前のおじさんが「チキン・ストックはある

か」と聞きました。するとインド系のオーナーは「チキン・

ストック？そんなものはないよ」と返してきました。ふ

と私の脇の棚を見ると、いろいろな固形スープの素があ

るではありませんか。そこで、「あ、ここにありそうです

よ」と声をかけました。しかし、陳列されていたのはビー

フのものでした。そのおじさんは「ビーフだと、味はど

う？」と聞いてきました。この人は自分で料理する人だ

なと思った私は、「ビーフの方が色も味も濃いので、う～

ん」と言いながら、さらに棚の奥をガサゴソ探すと、何

と一つだけチキン・スープの素がありました！そのおじ

さんはとても嬉しそうにお礼を言って行き、こちらも気

分が良くなりました。それにしても、オーナーさん、しっ

かり自分の店の商品知識を持ち、在庫管理をしようねと、

心の中で思ったのでした。

　イギリスで暮らしていると、自分が誰かの役に立つ場

合だけでなく、自分が周りの人に助けられることも多い

です。クリスマス・プレゼントを日本へ発送しようと大

きなパッケージを抱えて郵便局へ行きました。長い列で

待った末、「これを日本へ一番安く送る方法は？」と尋ね

ると、郵便局員は目方を見ながら、「○キロ以上あるか

ら、£80になる」と私に告げました。一瞬私が金額に戸

惑っていると、私の後ろの人が、「△キロまで£20だか

ら、２つに分けて持ってくれば£40で£40倹約できる

よ」と助け船を出してくれたのです。もう一度パッケー

ジのやり直しも手間だとは思いましたが、あまりの金額

の違いに、やり直すことにしました。列の後ろの皆が、「そ

う、そう、その方が賢明だ」と頷いていたので、自分も

判断しやすかったです。プロの多くはお金を取ることに

関心があり、安い方法など教えてくれないんだ。一般市

民で連帯しないと・・と、感じ入ったことでした。

　国民をまとめるために、国外や国内に批判の対象を求

めたり、国歌斉唱をしたり、それぞれの国のやり方が見

受けられます。が、イギリスの場合、「不便」「サービス

が悪い」「天気が悪い」など、人種や階級にかかわらず、

誰もが被る共通事が毎日の生活の中にあるため、意図せ

ずして国民が「この国で暮らす者としての連帯感」を持

つようになっているように感じます。「今日は天気がいい

ですね」「今日の天気は全くひどいものですね」の裏の意

味は、「あなたも私も同類ですね」という連帯感の合言葉

に他なりません。

日本クラブ年次ゴルフ大会6月 5日

ロンドン日本人学校  

　校長　根路銘　敢　沖 縄 県

　教諭　江川　悠介　秋 田 県

　教諭　國分　　聡　福 島 県

　教諭　太田　裕子　東 京 都

　教諭　池田　沙織　千 葉 県

　教諭　大島　隆一　愛 知 県

　教諭　川端　美希　大 阪 府

　教諭　宮崎美登子　香 川 県

ロンドン補習授業校  

　教諭　中野　喜久　 奈 良 県

平成28年 4月着任の先生

　第54回目を迎える恒例の日本

クラブ年次ゴルフ大会が今年は6

月5日 (日 )にメイドンヘッドＧ

Ｃで開催される。ダブルペリア

方式 (隠しホールによるハンディ

キャップ算出 )で行われるので、

誰でも優勝出来る可能性を秘めて

おり、メンバー同士の友好も楽し

める。日本クラブ会員であれば誰

でも参加できる。豪華賞品が準備

されている。

申込締め切り：5月25日(水)

賞品寄贈受付：5月10日(火)まで

問い合わせ：020-7921-9490(事

務局 )

昨年優勝の森林正彰氏(左)
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日本クラブ・ゴルフ同好会

◆月例会：開催中
◆会　場：Maidenhead Golf Club
◆問い合わせ：☎ 07810-545023（西川）
　charles.nishikawa@btinternet.com
　随時入会受付中（申し込みはHPから）

日本クラブ・ブリッジ会

◆例　会：毎週木曜日 (11:30am開始 )
◆会　場： ヤングチェルシー・ブリッジクラブ
　　　　　(http://ycbc.co.uk/)
◆問い合わせ：reikoe@btinternet.com（榎枝）
◆問い合わせ：見学者歓迎　

日本クラブ・グリーンコーラス

◆練習日：毎週月曜日（10:15 ～ 12:30）
◆会　場：Trinity Church, Golders Green
◆問い合わせ：sachiko@teranaka.net 　　
◆問い合わせ：（寺中佐知子）◆問い合わせ

日本クラブ囲碁会

◆例　会：毎週土曜日 (14:00 ～ 20:00)
◆会　場：Inn of Court Pub
　　　　　 地下鉄Chancery Lane Exit 3 より直進 2分
◆問い合わせ：☎ 07956-594040（田中）
　　　　　　　　tanaka@gokichi.org.uk

在英日本企業300社がサポートしています / 英国で50年以上に亘り日本語で最新医療を提供しています

内科・小児科を中心とした一般診療に加え、健康診断、乳幼
児検診、婦人科検診、各種予防接種を行うほか、日本人専
門医による内視鏡検査も行っています。最新設備を備えた
総合病院内で診療しているため、CT/MRIなどの専門検査や
各種専門医への紹介・入院手続が可能です。

Hospital of St John & St Elizabeth (Brampton House 1F)
60 Grove End Road, London NW8 9NH (Jubilee線St John’s Wood駅から徒歩3分）

020-7266-1121
（要予約、年末年始と祝日を除く毎日診療）

ロンドンにある特性を生かしつつ、学習
指導要領に準じた教育を実践しています
●  運動会・文化祭などの行事 ●  整った学習環境
●  きめ細かな進路指導・進路講演会 ●  英会話や英語活動
●  英語検定や漢字検定の実施 ●  現地校との交流
●  放課後の楽しい部活動（5年生以上） ●  通学バス利用可

英国の現地校等に通学している
子ども達が、国語（日本語）の勉強を
する「サタデースクール」です
●  毎週土曜日午前中授業　　　　●  授業回数年間約40回
●  校舎はアクトン、ブレント、クロイドンの3校舎

●  小・中学部・高等部（学習指導要領に準じたカリキュラム）

●   日本語科（日本語を第2母国語とし、日本語の習得を

望む児童生徒対象に７クラス設置） 

ロンドン日本人学校 ロンドン補習授業校

入学・転入学随時受付 TEL: 020-8993-7145

日本クラブのクラブサロンはロ
ンドン中心部セント・ポール大
寺院のテムズ川対岸のサザック
にあります。ラウンジや会議室、
ソフトドリンク、JSTV等のサー
ビス施設があります。テムズ川
南岸のこの地区は再開発が進む
エリアで、テートモダン・ギャ
ラリーを始め、数々のショップ
やレストランが並んでいます。
地下鉄ジュビリー線のサザック
駅から徒歩 5分、ロンドン・ブ
リッジ駅からは10分の便利な距
離にあります。会員であれば誰
でもご利用になれます。

＊ 建物入口のレセプションで、日本クラブへ行くと告げてください。
　（会員証の提示を求められることもあります）
＊開館時間以外はシャッターが降りていて入場出来ません。

●Nippon Club 
Ground floor, Europoint Centre
5-11 Lavington Street
Southwark, London SE1 0NZ
TEL：020-7921-9490, Email：jimukyoku@nipponclub.co.uk
月曜～金曜：午前10～午後 9時（事務局は午後6時まで）
土曜：午前10時～午後4時（事務局は休日）
日曜・祭日は原則休館

クラブサロンのご利用を！

帰任の際には退会届を！

日本へ帰任される方は忘れずに日本クラブへ
退会届を提出してください。退会届はクラブ
のホームページからダウンロードできます。

日本クラブ理事の交代

◆副会長：石川博紳氏から久米敦司氏へ (とも
に三井物産 )

新規加入の法人会員

◆中国塗料ロンドン
Chugoku Paints (UK)

地図はホームページ（www.nipponclub.co.uk）
の「日本クラブご案内図はこちら」を参照してく
ださい。


