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会員企業

新型コロナウイルスの世界的流行を受け、英国は 3

月 23 日、感染拡大を防ぐため過去に例のない全土ロッ

クダウン（都市封鎖）に踏み切った。不要不急の外出

が禁止され、経済・社会活動は制限された。在英日系

企業や日本クラブの活動にも大きな影響が及んだ。

感染拡大の中心は 3 月後半に中国から欧州に移り、

英国では 6 月までに約 30 万人が感染、死者は 4 万人

を超え、欧州で最も大きな被害が出た。

在英日本商工会議所と日本貿易振興機構（ジェトロ）

ロンドン事務所が 5月 18 日～ 21 日に合同で実施した

アンケート調査によれば、回答した日系企業 129 社の

半数以上が活動規模の縮小や休業を余儀なくされた。4

割近い企業で従業員の一時帰休が行われるなど雇用に

影響し、過半の企業で全従業員が在宅勤務に移行した。

製造拠点を持つ企業の約 8 割は減産や生産停止を経験

した。需要減が最大の要因だ。

本誌の取材

によると、従

業員約3,000

人を抱える三

菱 UFJ 銀 行

ロンドン支店

で は 3 月 16

日に従業員の

半分が在宅勤	

務を開始、27	

日 には98 ％

が在宅に移行した。欧州住友商事（約 200 人）は 3 月

17 日に全面在宅勤務に、また、日本郵船（約 190 人）

は 23 日からほぼ全面的な在宅勤務に入った。三菱電機

がスコットランドに持つ空調システム機器製造工場は 3

月 24 日から 5月上旬まで操業を停止した。

ロンドン - 東京プロパティーサービスは 3月 24 日に

全店舗が一時閉鎖となった。例年、4月は賃貸物件の入

居者が最も多い月だが、ロックダウンにより物件への

入居は禁止され、業務は契約更新と退去手続きのみと

なった。

英国における感染の広がりは 5月に下火になり、同月

中旬にはロックダウンの段階的な緩和が始まった。店舗

やオフィスは 2メートルのソーシャル・ディスタンシン

グ（対人距離の確保）の維持に注意を払いながら活動を

再開した。だが、通勤時の安全確保の心配や、感染拡大	

「第 2波」も懸念される中、6月中旬現在、多くの日系

企業では職場勤務の全面再開には至っていない。

	 （文　片山哲也）

新型コロナ禍で歴史的なロックダウン !! 
〜日本クラブはこう対応した〜

ロックダウン下、閑散としたフリート街（5 月 4 日） 
（写真・片山哲也）

パニック買いでガラガラになったスーパーの商品棚（3 月 19 日） 
（時事通信提供）

特集特集
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日本人学校

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、アクトンのロ

ンドン日本人学校は新年度・新学期の 4月から 6月初旬

にかけて閉鎖され、入学式などの行事が延期や中止を余

儀なくされた。6月に入り、小学部と中学部の入学式

開催にこぎ着け、15日には全学年で授業が再開した。

8日、校庭の菩提（ぼだい）樹のたもとで行われた

小学部の入学式で、石山秀樹校長は新1年生 29人に

向け「自分から進んで気持ちの良い挨拶をし、自分の

ことは自分でできるようになってほしい」と語りかけ

た。保護者には「できる限りの安全、安心な学習環境

の実現を目指したい」と強調。ソーシャル・ディスタ

ンシングを保つため、全学年をそれぞれ 2分割し、

一度に集う人数を減らした上での授業再開となった。

同校は閉鎖期間中、体育を含めオンラインによる

学習支援で児童・生徒の学力維持に努め、「朝の会」

もオンラインで行われた。新年度の教科書・教材は

ドライブスルー方式で配布されるなど、学校での感染

リスクを減らすため、さまざまな工夫がなされた。

（文　片山哲也）

欧州第 1 の新型コロナウイルス感染国となった英

国は、6 月に入り感染者が減少気味ということで、

徐々にではあるが段階的に 3 か月以上にわたるロッ

クダウンを解除しつつある。コロナ騒動が始まった

3 月はまだ寒々とした冬だったが 4 月、5 月の異常

な好天気で 6 月中旬にはすっかり夏模様となった。

もともと英国のロックダウンは食料品の買い物のた

めの外出、散歩やジョギング、サイクリングは許可

されており、近所の公園は人々でにぎわった。中に

はあまりの人出でソーシャル・ディスタンシングが

保てないという理由で公園全体を閉鎖してしまった

ところもあった。

バーンズに住む友人の話では、毎日テムズ川へ散歩

に行ったが、いつも大勢の人が歩いており、特に 

ジョギングをする人が息をハーッ、ハーッと吐きな

がらすぐそばを走り抜けるので、ちょっと不安を感

じ、近所の池のある静かな小さなガーデンへ出かけ

ることにしたと話していた。

7 月に入っても英国のロックダウンが完全に解除さ

れる見込みはない。パブやレストランが以前と同じ

状況になるのはまだ少し先の様なので、それまで社

会的距離を保ち、健康を維持しながら現在の状況を

ニューノーマルとして受け入れて生活していくしか

ないようだ。 （文・写真：加藤節雄）

新型コロナ禍で歴史的なロックダウン特集特集

小学部入学式（6 月 8 日）　（写真・片山哲也）
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英国政府とSt	 John	&	St	Elizabeth 病院の指針に従

い、日本クラブ診療所は 3月 30日より以下の様に診療

を変更いたしました。ご不便をおかけしますがご理解賜

りますようよろしくお願い申し上げます。

〇診察日時：
電話受付時間 :月曜～金曜 09:00 ～ 17:00

　　　　　（4月 4日より土曜・日曜の受付を停止）

診療時間：月曜～金曜 09:00 ～ 17:00

　　　　　（4月 4日より土曜・日曜の受付を停止）

〇感冒の方：7 日間は自宅待機を	
し、重い症状になった場合や8日	

目以降はNHS	111	Online サイ

ト（https://111.nhs.uk）にア

クセスするか、111 に電話して

ください。対面診察は回復後 15

日目以降に予約を取り直すようにお願いしています。

〇電話診療：感冒症状や健康面での心配事、感冒症状時
の持病の対応等の相談（有料）を承っております。予

約制で、一人当たり 5～ 10分程度となります。処方

箋は、来院または郵送を受け付けています。院外薬局

をご利用の場合はご自身で保険請求となります。

〇健康診断：3 月 25 日より不要不急ではない健康診断
は延期をお願いしています。尚、1歳 0ヶ月健診まで

の乳幼児健診は実施しております。乳幼児は新型コロ

ナウイルスの感染と重症化リスクが低く、成長発達を

専門家が見守る重要性の方が高いからです。

〇乳幼児の予防接種：乳幼児は新型コロナウイルスの重
症化リスクよりも、未接種による他の感染症での重症

化リスクの方が高いため通常通り予防接種を行ってい

ます。

〇子供の診療：同伴する保護者は1名でお願いしています。
〇新型コロナウイルスの最新情報：日本クラブ診療所
HPに適宜更新しております。http://www.nipponclub.	

co.uk/clinic/information/index.html

●本木隆規医師の話
新型コロナウイルスの厄介なところは、軽症で済みや

すい若者が、重症になりやすい高齢者や持病持ちの人に

うつしてしまうことです。しかし、無症状の感染者は数

千人に 1人と極めて少ないので、過剰な不安は禁物です。

ウイルスは目に見えないため、恐怖心が煽られやすい

です。不安になると、自分の信じたいデマや信ぴょう性

の低い情報を集め、惑わされてしまいます。このような

恐怖や不安が健康被害や差別につながります。最新情報

ではなく、公的機関や BBCなどの信頼性のある情報を

選んで、正確な知識を身に着けてください。すぐに変わ

らない情報が真実に最も近い情報です。

第二波襲来の対策は、新しいことを試すのではなく、

第一波と同じ予防を徹底していただくことが重要です。

特にリスクの高い人は日本の厚生労働省や英国のNHS

が言うように、外出を控え、外出時は顔を触らないよう

に眼鏡やマスクをつけて、手洗いを頻回にしましょう。

　新型コロナウイルスの流行でレストランは英全土で

営業中止に追い込まれた。ロンドンのソーホー地区で

2006 年から親しまれてきた和食店 So レストランの

オーナー、浜哲郎氏（71）は 3 月中旬、熟慮の末、ロッ

クダウンを待たずに閉店を決めた。

　もともと店舗を移転する予定だったが、そこにコロナ

禍が重なった。「人々が集まる従来のようなレストランは

封鎖が解けても当面、成り立たないだろう」。そう判断し、

店を閉じたが、ソーシャル・ディスタンシングを保つ方

法であれば事業として成り立つのではないかと考えた。

政府の給与給付制度で従業員の雇用を維持しつつ、4 月

下旬、試験的に総菜の宅配を

企画。手応えを得てデリバ

リーに乗り出すと、多くの人

からリピートで注文が来た。

　「ロックダウンの下、皆さ

ん食事が単調になり、定番

のテークアウェイでは満足な食事ができていなかったの

では」と浜氏。配達地域の拡大で、エジンバラやコーン

ウォールからも注文が舞いこんだ。品ごとに真空パック

され、湯せんなどでできたてを味わえるのが特長。「（採

算は）結構ぎりぎり」だが、お客さんからの激励や喜び

のメッセージが大きな励みだ。

（文・写真　片山哲也）

和食レストラン、総菜宅配にシフト

新型コロナ禍で歴史的なロックダウン	 ＜日本クラブ診療所＞特集特集

http://www.nipponclub.co.uk/clinic/information/index.html
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ゴルフ会は 2月の例会から少々不定期になりました。

2 月 16 日の例会は大雨が予想されたため開催を延期、

3月8日になって代替例会を行い17名が参加しました。

3 月例会は小雨模様でしたが一応予定通り開催され 28

名が参加しました。

3月 23 日にロックダウン宣言が出され、1週間後に

はゴルフ場も閉鎖になりました。それ以降絶好のゴルフ

日和が続き、悔しい思いをしましたが、4、5 月の例会

は中止となりました。続いて 6月 7 日の年次ゴルフ大

会の中止も決まり、ゴルフ場のクラブハウスも閉鎖され

ており、正しい判断

だったと思います。

メイドンヘッドか

ら、予定していた 7 月

5 日と 26 日の月例会

は開催可能という連絡

があり、その準備をし

ています。ただし、ロッカールームやクラブハウスの

使用は出来ず、プレー後は直ちに帰宅し、その後の健

康状態の報告義務があります。10 月 11 日に開催予定

のクリサンシマムカップが無事開催されることを祈る

ばかりです。	 （外山健二）

グリーンコーラスはロックダウン宣言直後の月曜日

3 月 23 日から通常練習を中止し、すぐに ZOOMを整

備しました。イースター休み 1 回を除く毎週月曜日、

メンバーのコミュニケーションを兼ねて声出しを続け

ています。それぞれの家庭の状況により無理のない範

囲での自由出席とし、日本帰国中の人も含め毎回入れ

替わりで十数名の顔が見られます。実際にやってみる

と、話す分にはそれほど気にならない音の時差が合唱

には致命的でした。大笑いしながら試行錯誤するうち

にこの環境でのベストの形が見えてきて、今は主に発

声と音の確認、必要に応じて録音シェアもしています。

6 月末に予定していた定期演奏会は来年の同じ時期

を目標に延期としました。また通常、ジャパン祭りを

含め年間 5 回程度のパフォーマンス機会があるのです

が、各イベントの再開めどが立った時に私たち自身が

歌える状態であるようにと願いながら「今出来ること」

を楽しんでいます。	 （福井純子）

90 センチ四方のテーブルを 4人で囲み、トランプを

手に持ってプレーする室内ゲームのブリッジは、最も感

染リスクの高い行為とみなされ、英国中のブリッジクラ

ブは、3月初旬、政府のロックダウン宣言より前に完全

閉鎖されました。

英国のみならず、世

界中のブリッジプレー

ヤーが行き場を失った

わけですが、クラブの

閉鎖にともない、既存

の米国のブリッジサイ

トを利用したオンラインブリッジへと活動の場が切り

替わりました。

我々日本クラブ・ブリッジ会もいち早くこれに移行

し、今までと同じ毎週木曜日にメンバーがこのサイト

にログインして、試合形式のゲームを楽しんでいます。

顔は見えずとも、PC 画面を通して同じ時間に同じゲー

ムをプレーすることで、仲間とコミュニケーションで

き、同時に仲間の安全を確認することもでき、とても

心強くいられます。

ロックダウンの規制も徐々に緩和されていますが、

ブリッジクラブ再開の目途は依然立っていません。引

き続きオンラインでのゲームを楽しみ、メンバー間の

交流を保ちたいと思います。	 （宮崎章子）

日本クラブ・グリーンコーラス

日本クラブ・ブリッジ会

日本クラブ・ゴルフ会

新型コロナ禍で歴史的なロックダウン	 ＜日本クラブ同好会＞特集特集



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

5

当館領事窓口業務について
英国における新型コロナウイルス感染者の拡大を受け、 

4 月 2 日から当館領事窓口業務（パスポート、ビザ、証 

明、戸籍届出等）を予約制とさせていただいています。限

られた人員での対応となりますので、急を要しない案件に

ついては、後日、状況が落ち着いてからご来館をいただき

ますようお願いいたします。

　皆さまには多大なご不便をお掛けいたしますが、引き 

続きよろしくお願い申し上げます。

1　予約方法

必ず電話（020-7465-6565、休館日を除く 10 時～

13 時、14 時～ 15 時）で予約をお取りください。予

約受付は 2 週間後までとしています。

2　来館時の注意事項

（1）	「社会的距離（Social	 Distancing：2 メートル）」

を保っていただくようお願いいたします。また、

手続きを行う上で必要でない同伴者を伴ってのご

来館はご遠慮ください。

（2）	 来館者間及び接触物からの感染を避けるため、マ

スクなどのフェイスカバーの着用、手指のアル

コール消毒、ペンなどの筆記用具のご持参のご協

力をお願いいたします。

3　領事手続きに関する注意事項

（1）	 パスポートの申請・受領について

パスポートの有効期間が満了した場合は、6 か月

以内に発行された戸籍謄（抄）本があれば、新規

発給として申請が可能です。また、既に申請済み

のパスポートは、発行から 6 か月以内に受け取ら

ない場合、未交付失効となり、お渡しすることが

できませんが、未交付失効後、6 か月以内に発行

された戸籍謄（抄）本が準備できれば、新規発給

として申請が可能です。渡航予定がないなど急を

要しない場合には、新規発給をご検討ください。

（2）	 公的年金（国民・厚生年金）受給のための在留証

明について

日本年金機構は、これまで提出期限が令和 2 年 2

月末日以降は「現況届」が提出期限までに提出さ

れなかった場合でも、当面の間、年金の支払いを

止めない取扱いとしてきましたが、6 月 10 日、	

「届書の提出期限が令和 2 年 2 月末日から令和 2

年 6 月末日までの方のうち、届書が未提出である

方については、令和 2 年 7 月 31 日までにご提出

ください。」と発表しました。令和 2 年 7 月 31

日までに提出されない場合、年金の支払いが一時

止まることとなりますので、ご注意ください。

現況届の添付書類として在留証明を必要とされて	

いる方については、ご予約の上、ご来館いただくか、	

ご来館が難しい場合にはcertificate@ld.mofa.go.jp	

までご連絡ください。

（3）	 出生届について

出生届は、原則として郵送による提出をお願いし

ます。ただし、日本国籍留保の必要な出生届に関

し、法定の届出期間（出生の日から 3 か月以内）

に間に合わない可能性がある場合には、至急お電

話でご相談ください。また、郵送に遅延が生じる

可能性がありますので、余裕をもって送付してく

ださい。

（4）	 各種届け出の郵送による受付について

3 月 19 日以降、以下の手続きについては郵送の

み受け付けておりますのでご注意ください。

ア．	証明手続き（申請のみ郵送。証明の受領は来

館が必要です。在留証明、署名証明は、郵送

申請は受け付けられません。必要書類をご確

認の上、予約をお取りください。）

イ．	戸籍関係届出

ウ．	国籍関係届出

エ．	在外選挙関係手続き（在外選挙人登録申請は

来館が必要です。）

オ．	日本の運転免許証の返還

※	上記は本稿執筆時点（6 月 26 日）での対応ですので

ご留意願います。

※	各手続きの必要書類や郵送宛先は当館ホームページ

にてご確認ください。

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html
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ロンドン駐在 2 年で撮った写真も多く残っているが、

秘書から「この写真の狩野さんは本当にリラックスさ

れています」と言われた一枚がある。それは令和天皇

陛下と同じ年に生まれたねずみ歳の会での写真である。

同世代で価値観も似ており話題も共通、すっかり打ち

解け、つい学生時代のような飲み方をして帰宅後に意

識を失ったことも何度か。そんな写真を撮った場所が

ロンドンの和食居酒屋Mai	 Food で、錦織圭選手を含

めプロスポーツ選手が常連のお店である。

昨年 11 月 4 日（月）	その Mai	 Food のオーナー斎

藤大将の奥様、斎藤恵子さんのご葬儀に参列させてい

ただいた。ご主人の後、お嬢様のありささんが日本語

と英語でスピーチをされた。周囲に一切気を遣わせる

ことなく 4 年近く前に見つかった病と戦い、25 年間こ

の素晴らしい母と過ごせた私は幸せでしたという言葉

で終わった。彼女のスピーチで、4 年前のラグビーワー

ルドカップ英国大会でスコットランドに惨敗した試合

の背景にはホテルのひどいケータリングの食事があっ

たと初めて知った。

スコットランド戦を前に日本チーム選手の体重が落

ちていたため、こんな状態では勝てるわけがないと当

時のエディー・ジョーンズ監督が激怒した。当初、週

1 回の約束でおにぎりを差し入れる契約だったが、結

果、毎日夕食を提供してほしいと依頼され、英国中を

移動して回る日本チームの滞在先を連日日帰りで訪問

し、選手たちに日本食を振る舞った。消化が悪い食材

を外すなどきめ細かい配慮により、体重激減でぼろ負

けしたスコットランド戦の後、残り全試合に勝った。

予選敗退したものの、最強の予選敗退国と言われた陰

にはご夫妻のご尽力があった。One	 for	 all,	 all	 for	

one は日本人と同じメンタリティで、それを何の宣伝

もせず黙々と支えられた陰の大ヒロインに皆で黙とう

をささげた。

昨年のラグビーワールドカップ日本大会のスコット

ランド戦を病室でご覧になった際、ほとんど意識がな

かった恵子さんが最後に意識を短時間回復され、あり

ささんが「スコットランドに勝ったよ」とお伝えした

ところ、笑顔で応えられた。恵子さんはその翌日、神

様のもとに旅立たれた。合掌。

特別寄稿 
WCラグビー陰のヒロイン 斎藤恵子さん

欧州三菱商事前社長　狩野 功

日本クラブ事務局より
　日本クラブ事務局は 3 月 24 日より基本的に在宅

勤務に移行、職員は必要に応じて出勤しています。

クラブサロンは閉鎖されていますので、3 月の理事

会は書面で、5 月は理事会及び各種委員会ともオン

ラインで開催されました。7 月もオンライン開催の

予定です。

　また、サロンを使ったセミナーや、各種講座や教室

も中止となっております。英語、フランス語教室は残

り 3 回をオンラインレッスンで対応、7 月からのレッ

スンは中止となりました。ゴルフアカデミーは第

105 回の途中から休止とし、次回開催は未定。ナロー

ボート、ワイナリーツアーは延期となりました。

　事務局、サロンの閉鎖で皆様には大変ご不便をお

かけいたしておりますが、ご理解頂きますようお願

い申し上げます。電話はスタッフの出勤時のみの対

応になりますが、メールはそのまま使えます。

斎藤恵子さん（中央）を囲む「ねずみ歳の会」のメンバー（狩野 功氏提供）
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イースター・サンデーの朝、前庭の花に水をやろう

とドアを開けた時です。ステップの上に小さなチョコ

レートのイースター・エッグが 2 つ、ちょこんとおい

てあるのを見つけました。一体誰がこんなサプライズ

をしてくれたのでしょうか。外出自粛で巣ごもりの日々

に、本当に光が差したようでした。

家にこもるようになってから、確かに不自由なこ

とは山ほどあり、気も滅入ります。が、「ステイ・ホ 

ーム」が叫ばれるとすぐに、同じ通りに住む何人かの

人々が、自分のハウス番号、電話番号、名前を書いた

小さなメモを家に入れてくれました。「いつでもお助け

します」と。

また、木曜日の夜 8 時には、医療従事者の人達に感

謝の拍手をするのは、私の住む通りでも恒例となり、

それが近所同士の生存確認ともなっています。

現在は国家総動員という感じで、製粉工場はフル稼

働で「国民にパンを切らさないように」と働き、掃除

機製造の会社が人工呼吸器を扱い、バスの運転手は外

で働かなければならない人を輸送するため、時間帯に

よってはほとんど空のバスを運転し続け、医療従事者

が最前線で働く一方、それぞれの分野で自分の分を果

たしています。

私は、全てがオンライン授業となり、いつもより忙

しい毎日となりましたが、束の間の気分転換は庭仕事

とジグゾーパズルです。いつもぶらぶらとチャリティー

ショップを巡り、古いパズルが安くなっていると、「後

でやろう」と備蓄していたのですが、よりによって残っ

ていたのが、「ノアの箱舟」のパズルでした。確かに 

今の状況は、箱舟に乗って、来る日も来る日もひたす

ら雨が上がるのを、水が引くのを待っている状況とぴっ

たりではありませんか。しかし、ノアより私達の方が

厳しい状況にあると感じるのは、雨が降り続き、水に

囲まれていればあきらめもつきますが、天気がいいせ

いです。それでもいつかは鳩がオリーブの若葉を加え

てきて、空には虹がかかることを願って、耐えていま

すが、実際イギリス人には耐えにくいようです。（オ 

リーブは庭に植えてあるので、いつでも採れる状況で

はありますが、聖書によれば、箱舟を出るまで 1 年か

かっています…）

イギリスでは、チャールズ皇太子が早々とコロナウィ

ルスに感染して、ある意味では身を挺して、国民一丸

となっていることを示しました。それに追い打ちをか

けるように、ボリス・ジョンソン首相も生死の間をさ

まよって生還し、息子も無事に生まれて、コロナウィ

ルスに打ち勝った象徴のようになっています。

この春のことを、人々は記憶に刻み、きっと後の人

生までも、いつまでも覚えていることでしょう。

2020年の春

　林弘子先生の後任として 4 月 1 日より赴任した古西英

央先生（42 歳）の専門は消化器外科医、診療所では総

合診療、内科、外科を担当する。痔や便秘の治療を専門

に行っていたことから、「おしりや便の悩みがある場合

は気軽に相談して下さい」と訴える。

　英国に着いたのは 3 月 18 日。「すぐロックダウンと

なり宿泊していたホテルからも退去させられ多難のス

タートでしたが、診療所の仲間のサポートや患者さんの

診療に従事することで新しい生活のリズムを作ることが

できました。ロックダウンの緩和を待ち英国での生活を

エンジョイしたい」と話す。

　ロンドンは今回が 3 度目になる。1998 年に語学留学、

2002 年には St Thomas Hospital で 3 か月研修した。

英国の水が合うようで今回の

赴任も快諾した。

　根っからのスポーツ好きで、

日本ではブラジリアン柔術（紫

帯）、日本百名山やエベレスト

ベースキャンプへの登山、モ

ンゴルで乗馬をしながら遊牧

民の生活を楽しんだこともあ

る。ヨーロッパでもアウトド

アスポーツを楽しみたい。まずは日本クラブの会員さん

とゴルフなどを通して親交を深めたいと思っている。

　家族構成は夫人と女子の乳幼児。家族は VISA センタ 

ーが閉鎖してしまい、とりあえず単身で赴任している。

日本クラブ診療所・古西英央医師「大変な時期に赴任となりました」



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

クラブサロンのご利用について

在英日本企業200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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日本クラブ理事の交代

◆副会長兼副書記長：
今枝哲郎氏より中村敬一郎氏へ（ともに三井
住友銀行）

◆決算予算委員会（副）：
永峰宏司氏から出口辰太郎氏へ（ともにみず
ほ銀行）

「退会届」をお忘れなく

日本へ帰任される方及びその家族の方は忘れず
に日本クラブへの退会届の提出をお願いしま
す。退会届はホームページからダウンロードで
きます。www.nipponclub.co.uk

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： ☎ 07956-551363（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： ☎ 07956-594040（田中）	

tanaka@gokichi.org.uk

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

日本クラブのクラブサロン
はロンドン中心部セント・
ポール大聖堂のテムズ川対
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、
数々の店やレストランが	
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	
な場所にあります。会員で
あれば誰でもご利用になれ
ます。

＊ 新型コロナウイルスに関して、英国政府の自宅待機要請のため、3 月
24 日より事務局及びクラブサロンは閉鎖しております。

● Nippon Club
Ground floor, Europoint Centre
5-11 Lavington Street, Southwark, London SE1 0NZ

＊ 事務局は閉鎖中ですが、メールはそのまま使えます。 
Email: jimukyoku@nipponclub.co.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。

mailto:kenjitoyama787@gmail.com
http://ycbc.co.uk/
mailto:londongreenchorus@gmail.com
mailto:tanaka@gokichi.org.uk



