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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。

2017 年は、日英間での更

なる協力に向けた多くの道筋

が示された年でした。4 月に

は 2 年連続となる安倍総理の

訪英があり、メイ首相にとっ

て初めてとなった 8 月の日本

公式訪問では、安全保障、経

済パートナーシップ、イノベー

ションと成長の推進を柱に、

日英協力を更なる高みに引き

上げるための戦略的協力の方向性が確認されました。

また、フォックス国際貿易大臣やジョンソン外務大臣

の訪日、12 月にロンドンで開催された日英外務・防衛閣

僚会合（2 ＋ 2）の開催など、日英間の日英間の要人往

来は両国のパートナーシップにモメンタムを与えました。

英国の EU 離脱に伴う状況の変化の中、日英経済関係

に一層注目が集まっています。3 回目の開催となった日

本企業による英国経済への貢献を示す英国議会でのイベ

ントには、フォックス国際貿易大臣をはじめとする多数

の英国議員が参加し、日英経済関係の重要性が確認され

ました。英国の EU 離脱は、日本企業にとっても大きな

課題であり、政府間でも移行期間の設定や透明性と予見

可能性の確保を強く要請してきたところですが、早期に

英・EU 間の新たな関係が明確にされることを期待した

いと思います。

日本の観光や文化的側面にも熱い視線が注がれてお

り、英国からの訪日観光客は年間約 30 万人を超える勢

いです。5 月から 8 月にかけて大英博物館で開催された

葛飾北斎展は連日長蛇の列ができる盛況ぶりであり、15

万人が来館したと聞いております。日本への関心をさら

に広げ、高めていく拠点としてのジャパン・ハウスもい

よいよ今年開館いたします。また、2019 年にラグビー 

ワールドカップ、2020 年に東京オリンピック・パラリ

ンピックの開催が予定されている中、2019 年から

2020 年にかけて日英両国で「日英文化季間」を実施す

ることが首脳間で合意されました。日本としては、英国

における「日本文化季間」を通じて、日本の多面的な魅

力を伝えていき、草の根レベルから皆様とともに盛り上

げてまいりたいと思います。

本年は、明治元年から 150 年となります。明治以降、

日本が近代化する過程での日英交流の歩みを辿りつつ、

今後両国及び世界の繁栄に向けて日英間の幅広い交流を

一層発展させるよう、大使館として尽力してまいりたい

と考えています。

日本クラブには、医療・教育等様々な面において、在

留邦人の方々への支援や日英親善に誠に大きな役割を果

たしていただいています。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。

新年の挨拶

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 
日本クラブ久米会長に聞く

在英日本人社会を取り巻く状況に 
対応する努力をしていきたい
日本クラブの 2018 年度の会長に就任した久米敦司さん

（三井物産専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼

欧州三井物産社長）に新年度にあたっての抱負をうかが

いました。	 （聞き手・島崎 淳広報委員長）

――	新会長としての抱負をお聞かせください。

日本クラブの主な役割には、診療所運営を通して会員

家族の健康維持を支援していくこと、日本人学校・補習

校を通した子弟の教育への貢献、日英の文化親善交流を

深めていくこと、等があるかと思います。整理統合が一

段落した診療所は安定したサービスの提供を継続するこ

とで会員の皆様に貢献し、日本人学校については教育

ニーズを踏まえて先生方と一緒に知恵をしぼっていけれ

ばと考えています。文化親善交流もツアーなどの企画、

活動を今後も広げていきたいですね。また現地邦人組織

の 1 つとして、ジャパンハウスについても日本クラブと

してできる形で貢献していきたいと考えています。

――		テロやブレグジットなど在留日本人社会を取り巻く

状況をどうご覧になっていますか。

日本大使館からテロに関する情報を随時発信していた

だいており、日本クラブを通じて情報を広げていくこと

は大事ですね。何か起きたときに相互支援できる態勢が

できればと思っています。ブレグジットは企業、業種ご

とに個別に準備、対応されていると思います。企業が拠

点を移すようなことになれば、在留邦人数も減少するで

しょうから、日本クラブの活動への影響を今後見極めて

いくつもりです。

――	ロンドン生活はいかがですか。

海外はシンガポールとオーストラリアでの勤務を経験

しましたが、ロンドンは初めてです。若い頃は NY のよ

うな動きの激しいところに行ってみたいと思った頃もあ

りましたが、この年になってからくると、英国の奥深さ、

歴史や文化、自然がいいなと感じています。物価が高い

のがたまにきずですね。妻は英国の方々や在留邦人の皆

さんとお付き合いさせていただき、楽しんでいるようで

すし、息子たちもいい経験をしているようです。業務で

はロシア・CIS を除く欧州、中東、アフリカをカバーし

ており、月の半分ぐらいはロンドンにいないんです。出

張が週末にかかることも多く、もう少しゴルフができた

らと思っています。週末を使って大英博物館やロンドン

周辺の都市にも行ってみたいと考えています。

【プロフィール】

久米敦司（くめ・あつし）さん

1955 年生まれ。

62歳。長崎県出身。

78 年 3 月、大阪

大学工学部を卒業

し、三井物産に入

社。主にエネルギー

畑を歩み、オース

トラリア勤務など

を経て、常務執行役員次世代・機能推進本部長、専

務執行役員関西支社長を経て 16 年 4 月から現職。

夫人と 2 男。時計、万年筆、じゅうたん、古地図

などアンティーク集めが趣味。好きな言葉は「人間

万事塞翁が馬」。

謹賀新年
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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英国内の相談先（その2）
前回の続きです。今月号では、生活をしていて困った

ときや、苦情の相談先をご紹介します。もちろん、日本
語で概要だけでも知りたいと希望される方、また、どこ
に相談して良いかわからない方はご遠慮なく大使館にご
相談ください。

【教育】

・ 居住地のカウンシル（公立の現地校に入学したい場合）
・ 入学したい学校に直接（私立校に入学したい場合）
・ Ofsted（学校に対する苦情）
＊ 他に日系の塾や補習校が、現地の公立校、英系私立 

校、インターナショナルスクールに通う子どもの学習
をサポートしています。

【	住居問題（大家とのもめ事、デポジット（敷金）
問題などについての相談）】

・ Shelter
・ Citizens Advice Bureau

【弁護士への相談・苦情】

1 弁護士の探し方
・ Law Society of England and Wales（英国の弁護士会） 

目的に応じた弁護士事務所を検索することができます。
＊ 日本人弁護士が所属する法律事務所のリストが必要

な方は、当館までご連絡ください。（日本国法弁護
士又はイングランド・ウェールズ法弁護士）

2 弁護士への苦情
・ Legal Ombudsman（契約した弁護士への苦情受け付け）

【	警察への苦情（英国内の警察に対するご不満が
ある場合など）】

・ Independent Police Complaints Commission

【ロンドンの公共交通機関に関する苦情】

・ Transport for London

【消費者からの相談】

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情・問合せなど
・ Citizens Advice Consumer helpline
・ Trading Standards Institute

【悩み事の相談】

深くお悩みの方や精神的に落ち込んでいる方のための電
話相談

・ SAMARITANS（日本語での相談は事前に依頼する
必要があります）

【性犯罪被害の相談】

1 警察へ連絡
・ 通報を望む場合、緊急連絡999番・非緊急連絡101

番があります。また、最寄の警察署を直接訪れて相
談することも有効です。ロンドン警視庁には、性犯
罪を専門に取り扱う部署があります。

2 警察への連絡を避けたいが支援を受けたい方の相談先
・ The Havens（ロンドン警視庁とNHSが支援する性

犯罪被害者援護団体）

3 犯罪被害者支援団体へ連絡
・ Victim Support

【DV被害の相談】

・ Refuge
・ Women’s Aid

【子の親権・子の奪取についての相談】

・ Reunite International

【相談先がわからないとき】

1 お金の問題（税金、借金など）、家庭問題（健康、住宅、
教育など）、日常のできごと（消費者問題、通信問題
など）、権利問題（差別、市民権、ビザなど）など
・ Citizens Advice Bureau

2 その他
・ 在英国日本国大使館
 一緒に解決策を考えたり、相談先を探したりします。

ご遠慮なくご相談ください。

前回と今回の 2 回にわたり、英国内の相談先につき
お知らせしましたが、これらの情報が皆様の英国生
活の助けとなり、皆様の英国滞在が有意義なものと
なれば幸いです。
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日英交流促進委員会 2017 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、

英国文化を知り、英国人と実際に交流できる活動の支援

を基本方針とし、年間を通して各種イベントを企画・運

営しています。その他、日本クラブ同好会及びジャパン・

ソサエティー

が主催する学

校訪問事業へ

の財政支援を

しています。

以下は 2017 年に開催されたイベントです。

l年次ゴルフ大会

l シティ散策ツアー（6 回）

l ジャパン祭りでのボランティア提供

l クリサンシマム・カップ：日英親善ゴルフ対抗戦

lハマースミス公園日本庭園清掃作業

lデンビーズ・ワイナリー見学バスツアー

lボンベイ・サファイア・ジン蒸留所見学バスツアー

会員サービス委員会 2017 年活動報告

会員サービス委員会は会員の皆様に日本クラブサロン

をご利用いただくため、いろいろな企画をしています。

以下は 2017 年にクラブサロンで開催されたイベント

です。

lパリ小旅行	

セミナー

l�日本酒セミナー	

（2 回）

写真探訪　Around London 【世界最初の店】

ロンドンのグリニッジに ｢世界最初｣ と銘打った店がある。ノーティカリアという船舶関係の計器類や道具、

アクセサリー等を扱っている店であるが、世界最初というのはどう考えても変だ。イギリスがいかに伝統の

長い国だと言っても、ギリシャやエジプトよりは古くはないし、ギリシャやエジプトにも店はすでに存在し

ていたはずだ。そんな疑問を店の看板にあ

る ｢西経0度0分4秒｣ という説明が解い

てくれた。グリニッジにはもちろん子午線

が走っており、そこが世界の東西を分ける

基本線だ。この子午線から西に向かって歩

いてすぐそばにこの店はある。東側は公園

になっており店は無いので、ここが ｢世界

最初の店｣ ということになるようだ。確か

によく見ると看板にはFIRST SHOPと書

かれており、OLDEST SHOPとは書かれ

てない。

（文・写真：加藤節雄）

会員の皆様の英国生活をより豊かにするため、ご意見、

ご要望を事務局までお寄せください。

日本酒セミナー風景

ジン工場見学 
バスツアー
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Community Plaza

T. クラーク氏に 
外務大臣表彰

大英博物館アジア部日本セクション

長の Timothy Clark 氏が外務大臣表

彰を受章した。クラーク氏は同博物

館の約 3 万点に及ぶ日本コレクショ

ンを保全・管理しているほか、その

知識を生かして日本常設展のみなら

ず、「春画展」（2013 年）や「北斎

展」（2017 年）をはじめとする様々

な日本関連企画を行い、英国におけ

る日本文化・芸術の紹介に寄与した。

また、浮世絵をはじめ江戸時代及び

明治の美術をテーマにした多数の 

著作があり、その研究活動は英国内

のみならず、海外の主要美術館に発

信されており、日本文化の理解に貢

献している。表彰状の伝達式は昨年

11 月 3 日（金）日本大使館で行わ

れた。（写真①日本大使館提供）

森嶋瑤子さんに 
在外公館長表彰

ご主人の経済学者森嶋通夫氏のオッ

クスフォード大学留学に同伴して

1956 年に最初の英国滞在を経験、

1976 年には英国日本婦人会に入会

し、1982 年同会が創刊した「ロン

ドン暮らしのハンドブック」の編集

を担当するとともに、1986 年には

同会の理事に就任して教育振興を目

的にする英国公認チャリティー団体

への登録に寄与した。また、1983

年には国際児童文庫協会の UK 支部

を創設し、以降支部長を務めている。

2010 年には長年にわたる子供文庫

への貢献に対し、伊藤忠記念財団よ

り文庫功労賞を受賞している。表彰

状の授与式は昨年 11 月 24 日（金）

日本大使館で行われた。

（写真②日本大使館提供）

 
モディリアーニ展

20 世紀初期に活躍したイタリア生

まれの画家・彫刻家アメデオ・モ

ディリアーニの展覧会が開催されて

いる。顔を細長く引き伸ばした様な

ポートレートや人体像といった独

特の作風は、生前はあまり評価され

ることがなかったが、35 歳で病死

した後に高く評価されるようになっ

た。今回の展覧会では 40 点に上る

ヌード作品をはじめドローイングや

彫刻作品が詳しい解説付きで展示さ

れている。（写真③）

●Modigliani

Tate Modern

Bankside, London SE1 9TG

2018 年 4 月 2 日まで

入場料：£19.90（含ドネーション）

www.tate.org.uk

日本クラブ女性合唱団グリーン・コーラス
は、昨年 12 月 6 日（水）ロンドンのメイ 
ダ・べール（Maida Vale）にあるシナゴー
グ（ユダヤ教会）でランチタイム・ミニ
コンサートを開催した。これは当地に在
住するユダヤ人老人会の招きによる慰問
演奏会で、すでに 20 年近くも続いている。
演奏会では日本の歌の数々やミュージカ
ルに加えてクリスマス・ソング等を披露

した。終了後は老人会の方々とお茶を飲
みながら親睦を深めた。

日本クラブ理事の交代

◆  日英交流促進委員会（副）：
新井大介氏から三崎 晃氏
へ（ともに川崎汽船）

日本クラブ新規加入の法人会員

◆ 中江産業
Nakae Sangyo

グリーン・コーラス慰問演奏会

② ③①
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■	質の高い診療
現在世界各地に日本クラブは存在しますが、診療所を

直接運営している日本クラブはシンガポールとロンドン

にしかありません。日本クラブ診療所には東京慈恵会医

科大学から派遣された 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日本語で受けるこ

とができます。日英の最新医療事情に基いた診療はもと

より、最新医療機器による専門検査や現地専門医への紹

介も迅速に行っています。

一般外来診療に加え、健康診断、乳幼児の定期検診・

ワクチン接種、各種トラベルワクチン接種を行うほか、

定曜日の婦人科検診・精神科診療に加え、日本人医師が

自ら病院内で内視鏡検査を行うことも特徴です。

また、日本への帰国後に継続治療が必要な場合には、

東京慈恵会医科大学付属病院への紹介も行っています。

各種保険によりキャッシュレスで受診することも可能

ですので、日本クラブ診療所を是非ご利用ください。

■	駅から歩いて3分
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 分の静かな環境の

中にあるロンドン屈指の総合私立病院「セント・ジョン

＆セント・エリザベス病院」内で診療しており、近くに

はバス停もあり、とても交通の便に恵まれています。

■	土日もオープン、平日は夜7時まで
日本クラブ診療所はお勤めの方、また、お子さまのい

るご家庭の利便性に配慮し、土曜日、日曜日もオープン、

また平日は夜 7 時まで診療を受けることができます。

■	充実した医師陣
◆ 宮川 佳也（みやかわ よしなり）医師

担当： 総合診療、内科

◆ 林　弘子（はやしひろこ）医師

担当： 総合診療、内科

◆ 高木 健（たかぎ けん）医師

担当： 総合診療、小児科

■	その他の専門医
◆ 赤沼 のぞみ（あかぬま のぞみ）医師

担当： 精神科専門外来

◆ Mrs Delphine Sekri（デルフィン・セクリ）医師

担当： 婦人科検診

こんなに便利！
日本クラブ診療所ご案内

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ください

www.nipponclub.co.uk/clinic

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

左より高木健、林弘子、宮川佳也医師



ロンドン日本クラブ会報

英国流
コミュニケーション術 50

笹川真理子〈英国文化センター〉
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百年の計
2018 年を迎えるにあたり心しているのは、100 年

という数字です。国家百年の計とは思っていましたが、

長寿社会となった今は、人生設計を百年として考えな

ければならなくなりました。

新年の計画を立てる前に、昨年を振り返ってみると、

自分のことより近所での変化が大きな出来事として浮

かんできます。左隣の人は、家を売り、奥さんの実家

のあるスウェーデンをキャンピングカーで巡る計画を

実行に移しました。また、真向いの人は屋根裏部屋を

付けて階を増し、はす向かいの人は１階の裏にコンサ

バトリーを増築しました。右隣の人は前年に庭に離れ

を作りましたので、変わらないのは我が家だけ…とい

う状況です。イギリス人は少しでも余裕があれば、家

に投資する傾向があると、よくわかりました。

実は我が家の庭には買った当時から、屋根を波板鉄

板で覆った古い物置小屋があったのですが、最近それ

は「アンダーソン・シェルター」というものだと判明し

ました。これは第 2 次世界大戦中に使われた家庭用の

小型防空壕で、採用時の内相、ジョン・アンダーソン

の名前を取ってそう呼ばれているのです。家は 1930

年代に建てられたものですが、このシェルターも家の

記憶の一部として、歴史を物語ってくれていたのです。

引っ越し時に、その小屋の中身はほとんど処分しまし

たが、唯一、昔の洗濯板だけは、捨てがたくて取って

あります。

近所の変革ほどではないものの、とうとう我が家も

その小屋だけは古くて壊れてきたので取り払うことに

しました。さて、その跡地をどうすべきかしばらく悩

みましたが、新たな家の記憶として、小さなジャパニー

ズ・ガーデンにすることにしました。

私は庭でバラなどの鉢植えも育てていますが、日本

風の紅葉を楽しみたくて集めた品種の異なるモミジが 5

鉢、桜が 2 鉢、その他イチョウ、アジサイ、竹など和

風の植物の鉢があちこちに散らばっていたのです。昨

年は 3 年前に植えた藤も多くの花房をつけて藤棚も完

成したことですし、この機会に庭の一角をまとめて日

本式庭園にするのも一考かと思い至ったわけです。家

に住む人は変わっても、たとえしばらくの間だけでも、

「一時はこの家に日本人が住んでいたんだよ」と語って

もらえるかと期待して…。

「国破れて山河在り」と、形

ある家よりも、自然に肩入

れするのは、やはりイギリ

スに住めども東洋の血が流れているからなのでしょう。

平成 30年（2018年）
在英国日本国大使館休館日

1 月 1 日（月）元日

1 月 2 日（火）年始休暇

1 月 3 日（水）年始休暇

2 月12 日（月）建国記念日振替休日

3 月21 日（水）春分の日

3 月30 日（金）Good Friday

4 月 2 日（月）Easter Monday

5 月 7 日（月）Early May Bank Holiday

5 月28 日（月）Spring May Bank Holiday

7 月16 日（月）海の日

8 月27 日（月）Summer Bank Holiday

10 月 8 日（月）体育の日

11 月23 日（金）勤労感謝の日

12 月25 日（火）Christmas Day 

12 月26 日（水）Boxing Day

12 月31 日（月）年末休暇

年始は 1 月 4 日（木）より開館いたします。

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



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）
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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

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

　2017年度日本クラブ総会が12月7日 
（木）クラブ大会議室で開催された。先ず、 
鶴岡公二大使（日本クラブ名誉会長）か
ら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。続いて一般
及び各委員会の活動報告、決算・予算、
2018 年度活動方針、2018 年度の役員選
出等の審議・承認を終え、2017 年度桑
原昌宏会長（三菱東京 UFJ 銀行）から
2018 年度の久米敦司新会長（三井物産）
への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	
（2017年12月7日）

2017年度決算・2018年度予算
〈総会承認〉

会　長 久米　敦司 三井物産

副会長 久保田 圭二 日本郵船

副会長 桑原　昌宏 三菱東京 UFJ 銀行

副会長 林　　春樹 三菱商事

副会長 平野　智彦 丸紅

副会長（兼書記長） 草野　成也 双日

副会長（兼副書記長） 柳沢　志向 大和証券

副会長 今枝　哲郎 三井住友銀行

決算・予算（正） 金森　比左志 三菱 UFJ 信託銀行

決算・予算（副） 柏樹　康生 野村證券

決算・予算（副） 服部　  勲 日本生命

診療所運営（正） 長須　賢一郎 住友商事

診療所運営（副） 河崎　　崇 伊藤忠

診療所運営（副） 佐藤　理郎 三井住友信託銀行

日本人学校運営（正） 永峰　宏司 みずほ銀行

日本人学校運営（副） 長﨑　　平 キヤノン

スタッフ（正） 武村　良平 丸紅

スタッフ（副） 臼井　栄太 三菱商事

クラブ施設（正） 小野沢  英一郎 三井不動産

クラブ施設（副） 浦野　伸司 東京海上日動

会員サービス（正） 福島　正男 商船三井

会員サービス（副） 河道　秀俊 日本通運

日英交流促進（正） 五百旗頭  義高 日本航空

日英交流促進（副） 門岡　照之 IHI

日英交流促進（副） 安野　真輝 双日

広報（正） 矢野　純一 毎日新聞

無任所 宇山　秀樹 日本大使館

無任所 清水　季子 日本銀行

無任所 坂口　利彦 JETRO

無任所 加藤　節雄 KATO MEDIA

2018年度	日本クラブ理事一覧	
（敬称略）

2017 年度決算 2018 年度予算

〈経常収支〉 £ £

収入 3,341,061 3,348,745

支出 3,015,824 3,167,851

収支 325,237 180,894

〈経常外収支〉

資産売却 ･ 受取利息等 0 0 

税引前損益 325,237 180,894

納税引当金 57,482 52,342

税引後損益 267,755 128,552

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） 
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（大谷トク子）

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




