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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

私は、昨年 11月に新任の大

使として英国に着任いたしまし

た。英国は私にとって所縁の深

い国です。外務省入省 2年目の

1978 年に最初に赴任したのが

英国であり、オックスフォード

大学にて 2 年間学びました。

1990 年代半ばには外務本省に

おいて欧州諸国を担当する課長を務め、日英関係の進展

に向けた政策の立案に関わりました。2001年から 2002

年にかけては在英国大使館において経済担当公使を務め

ました。2013年から 2016年までは外務審議官を務め、

G7やG20の準備のために当時のキャメロン首相の補佐

官達と深く議論をしましたし、日本とEUとの経済連携

協定交渉の首席交渉官として将来の日本と欧州との経済

関係の在り方にも関わってきました。

私は英国で大使としての仕事を始めるに当たり、以下

の5項目の目標を掲げております。

第一に、既に極めて良好な日英二国間関係をあらゆる

側面で、拡大・深化させるために注力することです。日

本と英国は、自由、民主主義、人権の尊重、法の支配といっ

た普遍的価値を共有するグローバルな戦略的パートナー

です。日英政府間の深い相互信頼関係に基づいて更に緊

密な協力関係を築いていきたいと考えます。

第二に、日英の経済関係を引き続き盤石なものとして

いくことです。英国内には日系の企業の拠点が約1,000

を数え、英国でこれらの企業が生み出す雇用は 18万人

以上に上ります。このように日系企業の英国での経済活

動は英国経済社会に多大の貢献をしていると言えましょ

う。英国のEU離脱のこれからの推移が透明性と予見可

能性をもって行われることが日英経済関係の将来にとっ

ても大事であり、私としても情勢を良くフォローし、日

系企業の皆様に正確な情報を提供させて頂きながら、真

に役に立つ日系企業支援を講じていきます。

第三に、日英の協力関係はグローバルな課題における

協力に広がっています。気候変動その他の環境問題、テ

ロ対策を含む国際安全保障上の問題などで日英協力を強

力に推進していきます。

第四に、日英国民間の交流を進めることです。昨年の

ラグビー・ワールドカップの開催期間中は、前年同期比

で8割増の英国の人々を日本に迎えることになりました。

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、「日英文化

季間」を推進しながら、両国民間の相互理解、相互協力

を進めます。

第五に、6万人を超える在英日本人コミュニティーの

皆様が安心して英国で生活し、仕事や勉学に励むことが

できる環境整備や適切な支援サービスの提供において最

大限の努力をして参りたいと思います。

私は、皆様からのご示唆とご助言を賜りながら、この

ような目標の達成のために全力を傾けたいと思います。

本年が皆様にとって幸多き年となりますよう、心から

お祈り申し上げます。

新年の挨拶

長嶺安政大使
日本クラブ名誉会長

http://www.nipponclub.co.uk
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新春インタビュー 
日本クラブ佐崎孝教会長に聞く

クラブ創立から60年の節目 
これまでの歩み振り返る企画を
日本クラブの 2020 年度会長に就任した佐崎孝教さん	

（三菱UFJ銀行常務執行役員欧州担当）に、新年の抱負と	

クラブの今後についてうかがいました。

	 （聞き手・広報委員長　国末憲人）

――	新会長としての抱負をお聞かせください。

日本クラブは医療、教育、日英文化交流を3本柱とし	

て、これまで活動を続けてきました。その精神をしっか

りと引き継いでいきたいと思います。また、1960年に

日本クラブが創立されてから、今年は60周年にあたりま

す。節目としての企画を、皆さんと協議しながら考えて

いきたい。広報委員会と一緒に『びっぐべん』の特別号

を編集できないかとも考えています。この60年間だけで

なく、明治時代や戦前の活動も掘り起こして振り返るこ

とができれば、会員の関心を集めるだろうと思います。

――	ブレグジットはクラブの活動に影響しますか。

現在英国には日本企業が千社前後進出していますが、

その多くはこの国を欧州連合（EU）の玄関口と位置づ

けてのことです。英国とEUの人やモノの流れが変われ

ば、企業にとって難しい状況になり、ひいてはクラブの

会員数、財務にも影響しかねません。引き続き注視して

いくつもりです。

――	英国人とつきあって気づいたことはありますか。

ここに来る前、英国はEUから離脱するのでなくEU

の一員としてやっていった方がいいのでは、と思ってい

ました。でも、実際に英国の議員や金融関係者たちと話

をしてみると、EU側にもいろいろと問題があり、何人か

の英国人はそれを冷静に見つめている、とわかってきた。

それは大きな発見でした。彼らにとっては、EU離脱も一

つの選択肢なのだと、今は考えるようになりました。

――	ロンドン生活はいかがでしょう。

余暇は、土日のジョギングとゴルフを楽しみにしてい

ます。ワインが好きで、欧州大陸に出かけてワイナリー

巡りをすることもあり、先日はフランスでワインを飲み

ながら走るマラソンにも参加しました。これまで銀行で

長く国際部門を歩み、米国や東南アジアで経験を積みま

したが、欧州、ロンドン駐在は初めてです。歴史が豊か	

で、規律正しく、レストランはおいしいし、どこにでも

電車で行ける。住む街として、ここは最高ですね。

【プロフィール】

佐崎	孝教（さざき・たかのり）さん

1964年生まれ。55歳。東京大学法学部を卒業後、

東京銀行に入行。タイ・アユタヤ銀行出向、三菱東

京UFJ 銀行国際法人部長などを経て、2019 年 5月

から三菱UFJ 銀行常務執行役員欧州担当。単身赴任

で、妻と子ども 2人は日本で暮らす。

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



ロンドン日本クラブ会報

在英国日本国大使館　 領事　津 田　進

9 年間にわたって日本クラブ事務局長を務めてきた後

藤隆人氏の退任に伴い、後任には小林博氏（41 歳）が

任命された。小林氏は長野県軽井沢の生まれで、日本に

て大学を卒業後、2000 年にロンドンに留学のため渡英。

帰国後、東京にて不動産会社へ勤務の後、英国の商業不

動産系の会社への転職を機に再度渡英、2013 年からは

日系建設会社のロンドン事務所にて勤務。小林氏は図書

館司書のイタリア人夫人と 10 歳と 7 歳の 2 人の娘さん

とともに北ロンドンに住む。「まず

は後藤事務局長の実績を確実に踏襲

出来る様に頑張りたい。その上で新

しい時代のニーズに最大限応えら

れるよう日本クラブに貢献したい。」

と抱負を述べている。1 月 13 日着

任予定。 （文・写真：加藤節雄）

日本クラブ 
新事務局長は小林 博氏
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よくある大使館領事班への質問 
（証明関連）

前回に続き、在留邦人の皆様からいただくよくある質
問の中から、今回は証明の関連をＱ＆Ａ形式でご案内
します。
　なお、詳細については、当館ホームページをご覧い
ただくか、当館へ電話でお問い合わせください。
当館ホームページ：https://www.uk.emb-japan.
go.jp/itpr_ja/index_000037.html
電話：020-7465-6565

Q1	国民年金（厚生年金）を受け取ることになり、日本

年金機構から「在留証明書」を提出するように言わ

れました。在留証明書とは何ですか、また大使館で

発給してもらえますか。

A1	「在留証明書」とは、日本に住民票がない日本国籍

者が、現在、当館管轄区域内に居住していることを

証明する書類（日本語）で、当館で発給しています。

年金受給手続きの他、遺産相続や不動産登記等の各

種手続きの際に日本の関係機関より求められる場合

があります。在留証明書の発給には、住所が確認で

きる書類等が必要です。

Q2	日本の運転免許証から英国の運転免許証へ切り替え

たいのですが、大使館で手続きができますか。

A2	英国の運転免許証への切り替え手続きは、英国の運

転免許庁であるDVLA（Driver	and	Vehicle	Licens

ing	 Agency）、または北アイルランドにおいては

DVA（Driver	and	Vehicle	Agency）で行っていた

だく必要があります。当館では、この切り替え手続

きに必要な書類の 1つである「自動車運転免許証抜

粋証明書」（運転免許証の翻訳証明書）の発給を行っ

ています。

Q3	日本にいる親が死亡し、司法書士事務所より、遺産

分割手続きのために印鑑証明書を取るように言われ

たのですが、大使館で発給してもらえますか。

A3	日本の市区町村役場が発給する印鑑証明書に代わる

書類として「署名（及び拇印）証明書」を当館で発

給しています。

Q4	英国滞在許可証の更新手続きに際し、ホームオフィ

スから出生証明書を提出するように言われたのです

が、大使館で証明書を発給してもらえますか。

A4	戸籍謄（抄）本を添えて当館に申請いただければ、

英文による「出生証明書」を発給します。

Q5	英国の小学校で働くにあたって、日本での無犯罪証

明書を出すように言われました。大使館で証明書を

発給してもらえますか。

A4	当館を通じて、日本の警察庁が発給する日本におけ

る犯罪歴の有無を証明する「警察証明書」を取得す

ることができます。警察庁所定の指紋採取原紙に英

国の警察署にて指紋を採取してもらった上で、当館

へ申請手続きを行ってください。なお、申請してか

ら証明書が交付されるまでには少なくとも約 2か月

かかります。

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_000037.html
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写真探訪　Around London 【Smithfield	Market】

シティの北西の端、地下鉄ファリンドン駅のそば、セント・バーソロミュー病院の向かい側にスミスフィー

ルド・マーケットがある。正式にはロンドン・セントラル・マーケットと呼ばれる肉の卸売マーケットである。

現在の建物は1860年代に建築家のホレース・ジョー

ンズの設計によるもので、鋳鉄の美しい装飾を持っ

た建物は歴史保存物に指定されている。EU の規制

に則った冷凍施設と衛生管理が行き届いているが、

中世には家畜のマーケットとして栄えたところで、

全国から牛や豚、鶏が集まり、周辺は家畜のにおい

と糞尿で汚染されていた。商いは午前 2 時ごろから

始まりお昼には閉まってしまう。業者への対応が専

門だが、一般の人でも中に入って購入することが出

来る。雰囲気を知るためには午前 7 時ごろまでに行

くのが良いと言われている。 （文・写真：加藤節雄）

ますます盛ん

日本クラブ会員参加型イベント

日本クラブは日本人学校や診療所の運営だけでなく、

会員の皆様に英国生活を楽しく豊かに過ごしていただ

くため、また、英国を理解するための催し物をたくさ

ん企画しています。会員参加型の行事は主に日英交流

促進委員会と会員サービス委員会が中心となってバス

ツ ア ー や セ ミ

ナー等を開催し

ています。2019

年には23回の各

種活動があり、参

加者総数は863名

に上っています。

これらの催し

物のご案内や申し

込みはメール登録

された方へ日本ク

ラブより「お知ら

せメール」として

告知されます。

メール登録はoshirase@nipponclub.co.ukにお名前

と会員番号をメールするだけで出来ます。クラブ会員で

あればご家族も含めて誰でも登録が可能です。2020年

もいろいろな催し物が企画されています。

日英交流促進委員会の 2019 年の主な活動

l	ナローボート乗船体験バスツアー

l	ワイナリー見学バスツアー

l	ハマースミス公園日本庭園清掃作業

l	シティ散策ツアー（6 回）

l	グリニッジ天文台見学ツアー（2 回）

l	大英博物館見学ツアー（3 回）

l	年次ゴルフ大会、クリサンシマムカップ

会員サービス委員会 
2019年の主なセミナー活動

l	シティ関連セミナー (3 回 )

l	インテリアでイギリスを 10倍楽しむ（2回）

l	ガーデニング・セミナー

l	紅白歌合戦 TV観賞

ナローボート乗船体験ツアー

mailto:oshirase@nipponclub.co.uk
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日本クラブ女性合唱団グリーン・コー
ラスは昨年 11 月 11 日（月）にメイダ 
ベールのシナゴーグにおいて 23 回目
になる老人会慰問演奏会を行った。今
年は「お江戸日本橋」他の日本の曲や「ロ
ンドン橋」を独特にアレンジして歌い、

ミュージカル「ウエストサイド・ストー
リー」のマリアを観客に混じって歌い
好評だった。コンサートの後のお茶会
では来年も楽しみにしているという声
も聞かれ、団員にとっては大変な励み
になった。

グリーンコーラス慰問演奏会

デービッド・ジェームズ氏	
在外公館長表彰

ウェールズの郷土歴史家デービッド・

ジェームズ（David James 81歳）氏

が日英交流（特に日本とウェールズ）

に尽力した功績が評価されて在外公館

長表彰を受章した。ジェームズ氏は西

ウェールズ海事遺産保存協会の事務局

長を務めるかたわら、第 1 次世界大

戦中に攻撃を受けてウェールズ沖で沈

没した日本郵船の貨客船「平野丸」の

墓碑再建に貢献した。また、1877 年

ウェールズ西部のペンブローク・ドッ

クで建造された軍艦「比叡」の進水

式において、当時の上野景範特命全

権公使がイチョウの木を植樹したが、

ジェームズ氏はその後大木に成長した

イチョウの木の苗木を「東郷ゆかりの

イチョウ」として日本に帰郷させる計

画を実行に移した。表彰式は昨年 12

月 6 日（金）ロンドンの日本大使公邸

で新任の長嶺安政大使により行われ

た。（写真①日本大使館提供）

東郷平八郎ゆかりの	
イチョウ日本へ帰郷

1877 年に建造された日本海軍の軍艦

「比叡」の進水式の際に当時英国に留学

中の若き海軍の軍人東郷平八郎が滞在

した英海軍士官の家の庭にイチョウの

木が植樹された。140 年経ち大木に成

長したその木を日本へ帰郷させたいと

いう運動を地元の郷土歴史家ジェーム

ズ氏が始め、ウェールズ国立植物園の

専門家がイチョウの小枝を採取し、挿

し木をして同植物園で育成して来た。

その苗木は約 40cm まで成長し、「東

郷ゆかりのイチョウ」として日本へ帰

郷を果たした。運送を無償で引き受け

た日本郵船グループの久保田圭二氏に

よると、苗木は検疫を受けた後、先ず

広島市の植物園に空輸され、そこで日

本の気候に慣らし、旧軍港都市である

呉、舞鶴、佐世保、横須賀を始め、鹿

児島市、東京千代田区、東郷神社（東

京渋谷区）に植樹されることになって

いる。（写真②育った苗木）

リージェント・パークで	
桜の植樹式

英国全国に桜の苗木 6500 本を植え

ようという「桜植樹プロジェクト」の

スタートとして昨年 11 月 27 日（水）

にロンドンのリージェント・パークで

グロスター公を迎えて、桜の植樹式が

行われた。このプロジェクトの桜の苗

木は英国で育てられたもので、種類は

「ソメイヨシノ」「タイハク」「ベニユ

タカ」等で、主に日本企業からのドネー

ションで賄われた。スコットランドか

ら北アイルランド、ウェールズ、コー

ンウォールのセント・アイブスまで英

国全土の公園や庭園、学校の校庭等に

日英親善のシンボルとして桜の苗木を

植えようというものだ。リージェン 

ト・パーク等の王立公園には 125 本

の苗木が寄贈される。（写真③植樹式

で左より佐野圭作英国日本人会会長、

グロスター公、長嶺安政日本大使、ロ

イド・グロスマン・ロイヤル・パーク

会長） （写真提供：飯塚忠治）

②① ③
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■	質の高い診療
日本クラブ診療所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出来ます。日英

の最新医療事情に基づ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ご紹介も迅速に行っ

ています。一般外来診療に加え、健康診断、乳幼児の定

期健診、ワクチン接種の他、定曜日の婦人科検診、精神

科診療を始め、病院内で日本人医師による内視鏡検査も

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。

■	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分の閑静な住宅街

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、交通の便には至極恵まれています。

■	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出来ます。

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

■	充実した医師陣
◆ 林 弘子（はやし ひろこ）医師

担当：総合診療、内科

◆ 小林 剛（こばやし ごう）医師

担当：総合診療、内科

◆ 本木 隆規（もとき たかのり）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

英国にいながら日本と同じレベルの診療
日本クラブ診療所ご案内

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

日日本本ククララブブ診診療療所所はは
Brampton House のの 1st フフロロアア でですす

｢｢薬薬局局｣｣のの右右手手奥奥ににああるる｢｢エエレレベベーータターー｣｣ををごご利利用用くくだだささいい

ホスピス教会

薬局

カウンター 検査受付

病病院院建建物物
入入口口

→ St John’s Wood 駅駅かからら Grove End Road をを歩歩いいてて 3分分 

フロアで
降りて

「左へ」

カ
ウ
ン
タ
ー

検査室
･レントゲン
･バリウム
･超音波

裏裏出出口口

Circus Road 
↑ 

    

診診  療療  時時  間間  
    

月月～～金金    09:00-19:00 
  土土曜曜    09:00-17:00 
  日日曜曜    09:30-12:30 
    

 Circus Road側の裏出口は 
 土曜16時から月曜朝まで 
 ご利用いただけません 

http://www.nipponclub.co.uk/clinic


ロンドン日本クラブ会報

英国流
コミュニケーション術 62

笹川真理子〈英国文化センター〉
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2019 年ラグビー・ワールドカップの日本開催は、あ

らゆる意味で日英両国に相互理解をもたらした画期的な

できごとでした。

まず、種目がラグビーであったので、英国が GB とま

とめられたチームではなく、スコットランド、アイルラ

ンド、ウェールズ、イングランドと分割されていました。

そのため、多くの日本人がそれまで意識していなかった

英国の成り立ちが、より鮮明になったのです。それぞれ

のシンボルカラーやエンブレムがしっかりと認識され、

特に日本人ファンがウェールズの象徴であるネギを持っ

て踊って応援したシーンは、今回のハイライトの一つと

挙げられたほどです。

英国は英語の本場であるために、あまり宣伝をしなく

ても語学学習に来る人々が多く、観光客も世界中から来

ているために、長らく甘えがありました。しかし、日本

人観光客に限れば、スイスやフランスが人気で、イギリ

スはヨーロッパ・パック旅行の 1、2 日がロンドンに当

てられ、ロンドン塔、バッキンガム宮殿を見て終わりと

いう時期がありました。ようやくそのような事態を憂い、

日本人観光客を増やすために、BTA が調査を開始しまし

た。その結果、日本人が旅行先を選ぶ場合、決定権は女

性が握っているとわかり、それまで英国と言えば、ロン

ドン塔、国会議事堂など重厚な、どちらかと言えば男性

的なイメージを、女性的なものに変える必要があると結

論づけたのです。それ以来、アフタヌーンティー、陶器、

ガーデニング、フラワー・アレンジメント、ナショナル・

トラストなどを打ち出して大当たりしたのでした。しか

し、地域文化という観点は浸透していませんでした。今

回のラグビー・ワールドカップは、それ以来の強力な英

国への吸引材料となるでしょう。

一方、日本のリアルなイメージも大いに海外に発信され 

ました。刻々と迫る台風の様子や、その被害の実情は、日 

本の過酷な自然災害の実態を伝えました。また、ちょうど 

開催期間中に天皇の即位の礼が執り行われ、日本の歴史

と伝統にも光が当たりました。いろいろな国のキャンプ

地が地方であったり、試合会場が様々な場所だったせい

で、日本も東京や京都だけではないとも知らしめました。

英国からすると日本は極東にあり、遠くてなかなか行

けない国と思われてきましたが、遠いだけに、また、ラ

グビーの試合期間が長いために滞在が長く、試合のない

間は、かなり旅行をした人が多かったようです。これら

の人々が本国に帰り、土産話をすることこそが、さらな

る呼び水となって、日本に来る英国人が増加することを

望みます。

今回のラグビー・ワールドカップを契機に、日英両国

民ともそれぞれの国に関心を深め、さらに行き来を盛ん

にしたいものです。特に日本は、「世界の工場」となり、 

「世界の銀行」となった後、アイデンティティーが不明

確でしたが、「世界の会議場、開催地」として自信を持っ

て、2020 年を迎えたいものです。

1 月 1 日（水） 元日

1 月 2 日（木） 年始休暇

1 月 3 日（金） 年始休暇

2 月 24 日（月） 天皇誕生日振替休日

3 月 20 日（金） 春分の日

4 月 10 日（金） Good Friday

4 月 13 日（月） Easter Monday

5 月 8 日（金） Early May bank holiday

5 月 25 日（月） Spring bank holiday

7 月 24 日（金） スポーツの日

8 月 10 日（月） 山の日

 8 月 31 日（月） Summer bank holiday

 9 月 21 日（月） 敬老の日

 9 月 22 日（火） 秋分の日

11 月 3 日（火） 文化の日

11 月 23 日（月） 勤労感謝の日

12 月 25 日（金） Christmas Day

12 月 28 日（月） Boxing Day 振替休日

12 月 29 日（火） 年末休暇

12 月 30 日（水） 年末休暇

12 月 31 日（木） 年末休暇

年始は1月 6 日（月）より開館いたします。

ラグビー・ワールドカップが日英相互理解を促進

令和 2 年（2020 年）在英国日本国大使館休館日

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：0151-603-2809
在英国日本国大使館領事窓口 
取扱時間（休館日を除く）
月〜金：9:30 〜16:30

The Embassy of Japan
101-104 Piccadilly, 
London W1J 7JT

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

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


メールアドレス登録を！

日本クラブでは「びっぐべん」「診療所だより」
その他各種催し物案内や会員の特典情報等を
メールで配信しています。メールアドレス登
録は日本クラブのホームページからダウン
ロード出来ます。会員であれば家族も含めて
誰でも登録できます。

www.nipponclub.co.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）

　2019 年度の日本クラブ総会が 12
月 5 日（木）クラブ大会議室で開催さ
れた。先ずクラブ名誉会長の長嶺安政
日本大使より挨拶があり、各委員会の
活動報告、決算・予算の報告と承認が
あり、次年度の監査会社の指名決議を
し、2020 年度の活動方針、役員選出
等の審議、承認を終え、2019 年度の
久保田圭二会長から 2020 年度の佐崎
孝教会長へのバトンタッチが行われ、
総会は無事終了した。

日本クラブ年次総会	
（2019年12月5日）

2019年度決算・2020年度予算
〈総会承認〉

会長 佐崎　孝教 三菱 UFJ 銀行

副会長 藤谷　泰之 三井物産 

副会長 久保田　圭二 日本郵船

副会長 狩野　　功 三菱商事 

副会長 石附　武積 丸紅

副会長（兼書記長） 佐藤　　浩 伊藤忠 

副会長（兼副書記長） 今枝　哲郎 三井住友銀行 

副会長 伊原　隆史 三菱UFJ信託銀行

決算・予算（正） 佐藤　理朗 三井住友信託銀行 

決算・予算（副） 今井　成人 農林中央金庫 

決算・予算（副） 永峰　宏司 みずほ銀行

診療所運営（正） 安野　真輝 双日 

診療所運営（副） 鈴木　浩太 丸紅 

診療所運営（副） 青木　健男 野村證券

日本人学校運営（正） 石塚　雄一 キヤノン 

日本人学校運営（副） 柳沢　志向 大和証券

スタッフ（正） 長須　賢一郎 住友商事 

スタッフ（副） 河崎　　崇 伊藤忠

会員サービス（正） 酒井　　健 KDDI 

会員サービス（副） 光安　　浩 全日空

クラブ施設（正） 塩田　勇一郎 三菱地所 

クラブ施設（副） 今吉　伸一 三井住友海上

日英交流促進（正） 上原　裕之 日本航空 

日英交流促進（副） 三崎　　晃 川崎汽船

広報（正） 片山　哲也 時事通信 

広報（副） 臼井　栄太 三菱商事

無任所 河合　祐子 日本銀行 

無任所 藤野　琢巳 JETRO 

無任所 加藤　節雄 KATO MEDIA

名誉会長　特命全権大使　長嶺　安政

2020年度	日本クラブ理事一覧	
（敬称略）

2019 年度決算 2020 年度予算

〈経常収支〉 £ £

収入 2,996,014 2,980,380

支出 3,067,973 3,060,817

収支 (71,959) (80,437)

〈経常外収支〉

資産売却 ･ 受取利息等 59 0 

税引前損益 (71,900) (80,437)

納税引当金 2,998 0

税引後損益 (68,902) (80,437)

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：☎ 07956551363（外山健二）
　kenjitoyama787@gmail.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：	yasy9395@aol.com（宮崎）	

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：
	 londongreenchorus@gmail.com

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： ☎ 07956594040（田中）	
tanaka@gokichi.org.uk
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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

mailto:londongreenchorus@gmail.com
mailto:kenjitoyama787@gmail.com
mailto:tanaka@gokichi.org.uk
http://www.nipponclub.co.uk/clinic



