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た当地日系企業の皆様からのご意見なども踏まえ、日本

として、様々な論点を提示しつつ、英国のEU離脱が成功

裡に行われるように作業に協力していく用意があること

を示した文書であり、公表後は、私自身もBBCをはじめ

数多くのインタビューを受けるなど、当地メディアの注

目を集めました。

　日本企業の英国経済・社会への多大な貢献についての

英国の議員や関係者の理解を深め、英国のEU離脱問題等

に関する議論を促進することを目的として10月に開催し

たイベントには、デービスEU離脱大臣、ハント保健大臣、

グレイリング運輸大臣ら関係閣僚ほか、英上下院議員、

日本企業関係者等、合計約250名の出席を得、ブレグジッ

トを契機に、日英のビジネス・投資分野でのつながりに

対する英国関係者の関心が一層高まっていることを強く

実感しました。

　今年１月には米国の新大統領就任、また、３月にはメ

イ首相がＥＵに対して離脱の意思を通告するとされてい

ます。大使館といたしましては、今後とも政治、経済を

はじめ様々な側面から情勢を注視し、会員の皆様のお役

に立つような活動を行っていきたいと考えております。

　日本クラブは、50年以上にわたり、医療・教育等様々

な面において、在留邦人の方々の英国での生活をサポー

トしてこられています。また、日英交流や英国に関する

イベントの開催、当地での日本関連行事などでのボラン

ティア活動等、日本クラブ会員同士の親善と日英の草の

根交流に大きな役割を果たしておられます。大使館とし

ても、日本クラブのご協力を得ながら、在留邦人の方々

への様々な支援、サービスの提供に力を注ぐ所存です。

引き続き、大使館の業務に対するご理解とご協力をお願

い申し上げるとともに、本年も皆様にとって幸多き年と

なりますよう、心よりお祈り申し上げます。
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 鶴岡大使新年の挨拶

 新春インタビュー：桑原会長に聞く

 領事だより：「たびレジ」

短信：「酒ソムリエ大会」他

便利な日本クラブ診療所

エッセー：あなたの新年は

2017年度 日本クラブ理事一覧

日本クラブ会員の皆様に
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　ここ数年間で、2016年ほど英国が世界の話題をさらっ

た年はなかったのではないでしょうか。とりわけ、６月

23日に実施されたEU残留・離脱を問う国民投票では、「離

脱」という国民の意思が示されたことや、メイ政権の誕

生は、英国内外で大々的に報道されました。

　国民投票については、大使館としても、迅速かつ正確

な情報提供を行い、日系企業の皆様のご意見をうかがう

べく、国民投票の前と後に国民投票に関する意見・情報

交換会を開催しました。９月に首相官邸の「英国のEU離

脱に関する政府タスクフォース」にて採択された「英国

及びEUへのメッセージ」は、これら会合の場でいただい

鶴岡公二大使
(日本クラブ名誉会長 )
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新春インタビュー
日本クラブ桑原会長に聞く

クラブ会員の英国での
快適な生活をサポートしたい
日本クラブの2017年度の会長に就任した桑原昌宏さん

（三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員欧州本部長）に新年度

にあたっての抱負をうかがいました。

（聞き手・森太広報委員長）

―― 新会長としての抱負をお聞かせ下さい。

　駐在員とそのご家族をはじめ日本人の方々が英国で快

適に生活できるようしっかりサポートしていきたいです。

日本クラブ診療所、日本人学校、クラブ活動についてみ

なさんのお知恵も拝借しながら、できれば新しい試みに

も挑戦したい。診療所は昨年、南診療所が閉鎖され、北

診療所に統合されましたが、引き続きご安心いただける

医療関連サービスを提供できるよう考えていきたい。

―― お仕事やブレグジット（英国のＥＵ離脱）の影響に

ついて教えてください。

　欧州、中近東、アフリカ全体を統括する責任者として、

銀行を健全に運営し、より良いサービスと商品の提供に

努めています。南はヨハネスブルク、北はロシアのサン

クトペテルブルクまで弊行の29拠点に出張し、現地の駐

在員らと意見交換しています。ブレグジットの大きな影

響は今のところありません。実際にブレグジットが起こ

るとどうなるのかという点で、銀行としてお客様に情報

提供をさせていただいています。

―― 英国生活はエンジョイされていますか。

　下手ですがギターを弾いたりピアノを演奏したり音楽

が好きで、東京からアコースティック・ギターを１本持っ

てきました。自分の音楽のルーツをたどっていくと中学

生の時に出会ったビートルズが出発点。アビーロードに

は何度も行きました。映画「レット・イット・ビー」（1970

年）の中で、ビートルズがアップル事務所の屋上で演奏

する有名なシーンがありますが、そのビルは今もロンド

ンのサヴィル・ロウにあり、「へえ、これがあの」という

思いで眺めました。昨年の夏はハイドパークの野外コン

サートでキャロル・キング（74歳）の歌声に魅了されま

した。大ヒットアルバム「タペストリー」（1971年）の

収録曲を１曲目から順番に通しで歌い、とても面白かっ

た。アルバム発売時の時代背景としてヒッピー文化も残っ

ており、その当時の少女だったと思われる、花の髪飾り

をつけたファッションの観客がいたりして会場の雰囲気

も良かったです。一昨年の夏はＢＢＣのプロムス最終日

に、ハイドパークでジャクソンズのおじいさんたちの往

年のヒットチューンを聞き、これも楽しかった。名だた

る世界的ミュージシャンのステージを手軽に恵まれた環

境の中で聞けるのは本当に素晴らしいですね。

ロンドン日本クラブ会報

【プロフィール】
桑原昌宏（くわはら・

まさひろ）さん

　1962 年 11 月 11日

生まれ。54歳。愛知県

出身。

　86年に東大法学部を

卒業し、当時の三菱銀

行入行。シカゴ支店、

タイ総支配人兼バンコ

ク支店長、執行役員国際企画部長などを経て現職。

　ロンドンには 2015 年７月着任。単身赴任。家族

は夫人と１男２女。ハイドパークやグリーンパーク

をよく散歩する。好きな言葉は「明るければ強し」。

本年もよろしく

お願い申し上げます

「びっぐべん」編集部一同
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　皆様、新年明けましておめでとうございます。本年も、

昨年に引き続き、領事だよりを担当させて頂きますの

で、宜しく御願いします。

　さて、１２月下旬のクリスマス休暇や年末年始休暇

を利用され、旅行をされた方も少なくないと思います。

旅先では、事件や事故に遭いませんでしたか？皆様の旅

行が、楽しく、有意義なものとなるよう事前の準備も必

要かと思います。備えあれば憂い無しとも言います。

　今回は、外務省の「たびレジ」をご紹介させて頂きます。

　

■「たびレジ」とは！
　「たびレジ」は、海外旅行や海外出張される方が、旅

行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の

最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、

また、いざという時の緊急連絡などが受けられるシス

テムです。メールの宛先として、ご自身のアドレス以

外にご家族や職場のアドレスも登録できます。

　なお、登録していただいた情報が上記の目的以外に

利用されることはありません。また、帰国してから１ヶ

月（希望された場合には1年）後には、すべての個人情

報を消去します。

■「たびレジ」登録
　「たびレジ」登録には、通常の「たびレジ」登録と簡

易登録の２つの登録方法があります。それぞれの「た

びレジ」登録のサイトの概要を以下の通り紹介します。

１．「たびレジ」登録サイト

新規に「たびレジ」登録される方、あるいは既に

登録した「たびレジ」情報を変更される方向けの

登録・変更サイトです。

２．簡易登録サイト

旅行・出張予定はないが、関心のある国の安全情

報は入手したいという方や企業・団体向けの簡易

登録サイトです。

■「たびレジ」登録・簡易登録サイトの特徴
　「たびレジ」に関する特徴をご紹介します。

１．お役立ち情報の提供

「たびレジ」に旅行日程を登録すると、旅行先在外

公館の連絡先や、旅行先国の海外安全情報などが

見られます。

２．緊急時の情報提供

登録したすべてのメールアドレスには、在外公館

が出す緊急一斉通報や、最新海外安全情報メール

が送られます。

３．緊急時の連絡

「たびレジ」登録すると、旅行先の国・地域で緊急

事態が発生した時には、登録した電話番号や、宿

泊先を基に、緊急時の連絡を行います。

４．なお、簡易登録だけされた方には、「たびレジ」登

録時のお役立ち情報の提供や、緊急時の電話連絡

はできませんので、具体的な旅行予定がある方は、

「たびレジ」登録をお勧めします。

◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇

最後に、「たびレジ」に関する外務省ＨＰのアドレスは

以下のとおりですので、是非ご覧ください。

【 「たびレジ」－外務省海外旅行登録 】

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

在英国日本国大使館領事　竹内誠治

領事便り
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●デンビーズ・ワイナリー見学ツアー：

10 月16 日 ( 日 )、10 月 23 日 ( 日 ) ロンドンから日

帰りバスツアー

●クリステイーズ・オークション見学：

10月11日 ( 日 )、12 月 8 日 ( 木 )

会員サービス委員会2016年の活動報告

会員サービス委員会は 2016 年も昨年に引き続き日本

クラブ周辺のサザック地区とシティの歴史建造物を徒

歩で巡る「歴史散策ツアー」を開催した。案内役はシティ

公認ガイドの坂次健司さん。(ツアーはいずれも土曜日)

●コース①：サウスバンク～シティの散策：

7月 2日、9月17日

●コース②：シティ中心部の散策：7月9日、9月24日

●コース③：シティ東部の散策：9月10日、10月1日

日英交流促進委員会2016年の活動報告

日英交流促進委員会は、クラブ会員が実際に参加でき、

英国文化や英国人と実際に交流できる活動の支援を基

本方針とし、年間を通して日英交流促進関連のイベント

を企画・運営しています。以下は 2016 年開催イベント。

●年次ゴルフ大会：6月 5日 ( 日 )

●ナローボート乗船体験ツアー：

7月11日 ( 日 ) Grand Union Canal での乗船体験

●ジャパン祭り：9月 25日（日）ボランテイアの供出

●東インド会社での Tea Tasting：

9月 26 日 ( 月 )、9 月 27日（火）

紅茶の説明と7 種類の紅茶の試飲

●クリサンシマムカップ：

10月 2日 ( 日 ) 日英親善ゴルフ対抗戦

●ハマースミス公園日本庭園清掃作業：

10月 9 日 ( 日 ) ボランティアの供出、弁当・水支給

写真探訪　Around London  【Chinatown】

　日本人にはお馴染みのソーホーの中華街だが、

ここがチャイナタウンとして始まったのは、そ

んな昔ではなく、1970年代だ。それまでここは

ソーホーの歓楽街の裏庭として、郵便局や薬局、

雑貨店、紳士服のテーラー等が並ぶどちらかと

いうと寂れた地区であり、また、歓楽街に通う

文士やエンターテイナーが集まる場所でもあっ

た。70年代になりGerrard Streetを中心に「利

口福」をはじめ一軒また一軒と中華レストラン

が開店し、80年代にはここが中華街として確立

した。現在ではレストランだけでなく食料品店、

雑貨店、医院、中国人向けクラブ等が狭い道に

並んでいる。ここは広東料理の店が多いが、四

川や北京料理の店もある。最近は若者向けに

ファーストフード的な中華料理を出す店が増え

たとこぼしている中華料理ファンもいる。        

(文・写真　加藤節雄)
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Community Plaza

カ・カリビアン、アジア・パシフィッ

ク・インド洋、ヨーロッパ、ＵＫ・ア

イルランド、グローバル・ビレッジ、

トラベル・テックの 8会場に分けら

れ、世界中から200カ国・地域以

上の政府機関、旅行会社、ホテル、

交通関係会社等がブースを出展、世

界中から集まった旅行関係業の入場

者に自国の宣伝をした。日本もアジ

ア・パシフィック地区に中国や韓国

と並んでブースを持ち、JNTO(日本

政府観光局 )や東京都等が日本へ旅

行誘致のプロモーションをした。(写

真④ )

日本の植物画展

日本の植物画を集めた展覧会が

キューガーデンで開催されている。

３６人の現代日本人画家による１００

点に及ぶ野生植物を描いたものか

ら、歴史的に名高い牧野富太郎博士

の作品や明治政府植物局 ( 現東京国

立博物館 )に雇われた加藤竹斎が木

のパネルに描いた珍しい作品も展示

されている。(写真⑤加藤竹斎作品 )

● Flora Japonica Exhibition

Shirley Sherwood Gallery

Royal Botanic Gardens, Kew

Richmond, Surrey TW9 3AB

３月５日 (日 )まで

入園料：大人 £10

www.kew.org

この日は世界から集まったセミ・ファ

イナリスト6人が午前中に酒の専門

知識に関するテストを受け、午後は

そこで選ばれたファイナリスト3名

が審査員の前で食事とのペアリン

グ、酒の精米度のテスト、ブラインド・

テイステイング等に挑戦した。専門

家7人の審査員による審査の結果、

今年のチャンピオンにはドバイのホ

テル勤務のベンカデッシュ・タンガ・

マリアッパン (Venkadesh Thanga 

Mariappan)さん (31) が優勝した。

マリアッパンさんはインド生まれで、

現在はドバイの高級ホテルでバーの

マネージャーをしている。酒との出

会いは数年前で、過去 2年間、酒

の知識とテースティングを集中的に

勉強してきた。「夢がかなったようで

うれしい。ますます酒について勉強

し、酒の普及に努めたいと思います」

と語っている。また、今年はセミ・ファ

イナリストに初めて女性が入賞した。

(写真③優勝したマリアッパンさん、

SSA提供 )

WTMで
日本をプロモーション

世界最大の旅行見本市と言われてい

る WTM(World Travel Market) が

11月 7 日 ( 月 ) から 9 日 ( 水 ) ま

で、ロンドンのドックランドにあるエ

クセル催し物会場で開催された。広

大な会場はアフリカ、中東、アメリ

日本協会に外務大臣表彰

今年創立125周年を迎えるジャパ

ン・ソサエティー (日本協会 )が長

年にわたる日本と英国の相互理解の

促進に貢献した功績で日本政府の外

務大臣表彰を受けた。11月2日(水)

にロンドンの王立建築家協会で開催

された125周年記念夕食会の席で

鶴岡大使よりサー・デイビッド・ウォ

レン協会理事長に表彰状が授与され

た。(写真①日本協会提供 )

レジ・クラーク氏に
外務大臣表彰

ライノ(Rhino)・ラグビー最高経営責

任者（CEO）のレジ・クラーク(Reg 

Clark) 氏が日本政府の外務大臣表

彰を受けた。クラーク氏はオックス

フォード留学中の故奥克彦大使と親

交があり、大使がイラクで殉死した

後の2005 年より毎年故奥大使追

悼日英親善ラグビー大会を主催して

いる。表彰状授与式は11月29日

( 火 )日本大使館で行われた。

(写真②日本大使館提供 )

酒ソムリエ・チャンピオン

第 4回目になる世界ソムリエ・チャン

ピオン大会 (The Sake Sommelier 

of the Year：酒ソムリエ協会主催

SSA) が 11月21日 ( 月 ) ロンドン

のミレニアム・ホテルで開催された。

③ ⑤

① ② ④
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さんからは、「平日午後7時まで診療

しており、仕事が終わってから行けるので助かる」「週

末も診療してもらえるので会社を休む必要がない」と

言った意見が聞かれます。

実際に北診療所に統合されてから、平日や週末の延長時

間帯に診療所を訪れる患者数は増加しており、新診療体

制が患者さんの利便に役立っていることが分かります。

◆駅から歩いて3分、無料駐車場も
日本クラブ診療所は地下鉄ジュビリー・ラインのセント・

ジョンズ・ウッド駅から歩いて3分の便利な距離にあり

ますし、近くには13,46,82,113番のバス停もあります。

また、病院敷地内には2時間まで無料の駐車場もありま

す。入口で「Nippon Club」と告げて駐車券を受け取り、

診療所受付で駐車券に捺印を受けてください。病院の駐

車場が満車の場合には、近くの有料駐車場に駐車して、

診療所より駐車料金サービスを受けることも出来ます

(クラブ会員のみ)。

◆充実した医療サービス
日本クラブ診療所は東京慈恵会医大から派遣された3人

の医師が常駐しており、英国にいながら日本と同じレベ

ルの診療を受けることが出来ます。一般外来診療、健康

診断、婦人科検診のほか、内視鏡検査、精神科検診を扱っ

ています。日本語で診療を受けることが出来る日本クラ

ブ診療所を是非ご利用ください。

日本クラブは1964年以来、会員と在留邦人の医療と健

康管理のため日本人医師の常駐する診療所を運営してい

ます。その半世紀以上に及ぶ実績は英国の日本人社会へ

の大きな貢献となっています。

日本クラブではロンドンの北地区と南地区に診療所を運

営していましたが、特にロンドンの南地区に住む会員数

が過去10年間で50％も減少、南診療所を利用する患者

数も57％減少しました。そこで日本クラブは苦渋の判断

で3月南診療所を閉鎖し、4月より北診療所に統合して診

療を続けています。

◆向上したサービス
北診療所ではそれまでの南診療所の患者をカバーし、加

えて提供する医療サービスの向上を図るため、医師3人

体制を維持することを決定、平日の夕刻と土曜日の診療

時間を延長、日曜日も診療することになりました。

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

◆患者さんからは好評
新診療体制になってから半年以上経ち、来院された患者

ご存知でしたか？
日本クラブ診療所

土日もオープン、平日は夜7時まで

Nippon Club Medical Clinic
Brampton House (1F)
The Hospital of St John & St Elizabeth 
60 Grove End Road, London NW8 9NH
TEL:020-7266-1121

※診療所の詳しい内容に関しましては以下をご参照下さい。

www.nipponclub.co.uk/clinic
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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〉

　12月になると、イギリスではクリスマスの準備に追わ

れます。日本で年賀状を出す人が減ったように、イギリス

でもクリスマス・カードをメール配信に変えた人が多く、

カードを出す人は減りました。そのカードの挨拶も、多

様な文化、宗教の人を想定して、「クリスマスおめでとう」

から「季節のご挨拶」へと変わっているようです。皆さん

が今回受け取ったカードの文言はどうだったでしょうか。

　そのカードの挨拶に象徴されるように、新年の迎え方は

一様ではありません。イギリスに暮らして30年になりま

すが、年の瀬になると、「あなたの新年はいつですか」と

いう質問を受けることがあります。最初は質問の意味が分

からず、「当然1月1日ですが、何か。。。」という感じで

答えて、その後気まずい沈黙が続いたりしていました。

ところが、ある人が、「あ、チャイニーズ・ニューイヤー

と違うんですね」と続けて聞いてくれたので、ようやく質

問の意図がわかったのです。この質問をする人は、偉い

ことに、まず、文化によって新年が異なるということを認

識しています。確かに、ヒンズー教徒は、10月（11月）

にDiwali という燈明の祭りで新年を祝い、中国人は2月

にチャイニーズ・ニューイヤーの行事を盛大に行います。

ですから、「あなたの新年は～」という質問になったのです。

しかしこの人は残念なことに、私が日本人か中国人か区別

がつかないか、あるいは分かっていたとしても日本人と中

国人の新年の祝い方の違いにまでは精通していないので

す。

　そこで、より身近な方がわかりやすいかと、スコットラ

ンドのHogmanayを引き合いに出して質問に答えていま

す。日本ではホグマネイのように、年の変わり目の大晦日

も大切にすること、ただ大騒ぎはせず、旧年の埃を払った

環境で、静かに過ぎし1年に思いを至し、来る年の幸せ

を祈ること、そして、1月1日の元旦を年の初めとして、

清新な思いで迎え祝うことなどを説明します。

　スコットランドでは新年の最初に玄関に足を踏み入れ

る人が黒髪の男の人だと幸運が舞い込むと言われている

ので、日本人男性は幸せの使者として歓待されるかもしれ

ません。付け加えると、日本で別れの歌、あるいは閉店時

間が迫っていることを暗示するメロディーとして知られ

ている「蛍の光」は、スコットランド民謡の”Auld Lang 

Syne”という曲で、大晦日の夜中の12時の鐘の音の後、

つまり新年になってから、皆で高らかに大合唱されます。

日本で毎日のようにどこかで流れるこの曲を聞く英国人

は、「日本人は毎日が新年？？？」と不思議に思うかもし

れません。

　私たちは、それぞれ違う新年を持ち、違う祝い方をして

いますが、新しい年が幸せに満ちたものとなってほしいと

いう願いは、世界共通と言えましょう。

平成 29年 (2017 年 )
在英国日本国大使館休館日
1 月 1日（日）元日 
1 月 2日（月）年始休暇

1月 3日（火）年始休暇
4月 14日（金） Good Friday
4 月 17日（月） Easter Monday
5 月 1日（月） Early May Bank Holiday
5 月 29日（月） Spring May Bank Holiday
8 月 28日（月） Summer Bank Holiday
12 月 25日（月） Christmas Day
12 月 26日（火） Boxing Day
12 月 29日（金）年末休暇
12月 30日（土）年末休暇
12月 31日（日）年末休暇

事件，事故等の発生により、真に緊急を要する場合には，
次の電話番号にご連絡ください。

ＴＥＬ：０２０－８７６２－８２６６
日本国大使館領事事務取扱時間 ( 休館日を除く )
月 - 金：午前 9時 30分～午後 4時 30分
The Embassy of Japan
101-104 Piccadilly
London W1J 7JT

http://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html

当館は英国の休日を休館日としており、
年末年始以外の日本の祝祭日は開館しています。
年始は１月４日（月）より開館いたします。
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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・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：mail@tokukojay.demon.co.uk 
　　◆問い合わせ：（大谷トク子）◆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

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

　2016 年度日本クラブ総会が 12 月

8 日 ( 木 ) クラブ大会議室で開催され

た。先ず、多忙のため出席できなかっ

た鶴岡公二大使 (日本クラブ名誉会長 )

に代わって加藤元彦特命全権公使より

日本クラブの在留邦人に対する貢献に

感謝する意の挨拶があった。続いて総

会は一般及び各委員会の活動報告、決

算・予算、2017 年度活動方針、2017

年度の役員選出等の審議を終え、2016

年度中井拓志会長 ( 日本郵船 ) から桑

原昌宏新会長 ( 三菱東京UFJ 銀行 ) へ

バトンタッチが行われ無事終了した。

日本クラブ年次総会（2016・12・8）
  
 2016年度 2017年度
 決算 予算

〈経常収支〉 £ £
収　　入 2,883,680) 2,902,965

支　　出  2,676,499) 2,738,632

収　　支 207,181 164,333

〈経常外収支〉  

資産売却・受取利息等 30 0

税引前損益 207,211 164,333

納税引当金 48,106 45,952

税引後損益 159,105 (118,381

2016年度決算・2017年度予算
〈総会承認〉

会　　　長

副　会　長

副　会　長

副　会　長

副　会　長

副会長（兼書記長）

副会長（兼副書記長）

副　会　長

決算・予算（正）

決算・予算（副）

決算・予算（副）

診療所運営（正）

診療所運営（副）

診療所運営（副）

日本人学校運営（正）

日本人学校運営（副）

スタッフ（正）

スタッフ（副）

クラブ施設（正）

クラブ施設（副）

会員サービス（正）

会員サービス（副）

日英交流促進（正）

日英交流促進（副）

日英交流促進（副）

広　　　報（正）

無　任　所

無　任　所

無　任　所

無　任　所

2017年度 日本クラブ理事一覧（敬称略）

桑原 昌宏

久米 敦司

中井 拓志

林 春樹

高橋 明彦

都梅 博之 

阿部 和雄

在原 淳一

神戸 一晴

金森 比左志

柳原 聡人

臼井 栄太

長須 賢一郎

篠原　実

阿部 和雄

戸田 真介

瓜阪 卓司

武村 良平

清水 邦保

今吉 伸一

市原 信二

戸野倉 啓

五百旗頭 義高

新井 大介

尾島 聡

島崎 淳

宇山 秀樹

清水 季子

坂口 利彦

加藤 節雄

三菱東京UFJ銀行

三井物産

日本郵船

三菱商事

丸紅

伊藤忠

日立

大和証券

三井住友銀行

三菱UFJ信託銀行

第一生命

三菱商事

住友商事

野村證券

日立

みずほ銀行

双日

丸紅

竹中

三井住友海上

三菱重工

NTTドコモ

日本航空

川崎汽船

伊藤忠

共同通信

日本大使館

日本銀行

JETRO

KATO MEDIA
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