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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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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感

染症との戦いに明け暮れた年でし

た。在留邦人の皆様の英国での毎

日も大きく影響を受け、多くの不

自由に直面されたものと存じます。

この困難な状況の下、当館として

は、皆様にとって有用な情報を適時に提供し、領事業務

を遂行するために全力を上げて参りました。日本クラブ

におかれましても、在英の邦人の皆様への様々な側面か

らの支援を継続して頂くと共に、オンラインを中心に、

日英交流活動にも取り組んで頂きました。貴クラブ関係

者の多大な御努力に深甚なる敬意を表する次第です。

本年は、英国が G7 及び COP 26 の議長国を務めます。

グローバルな戦略的パートナーである日英両国が連携し

て、新型コロナウイルス感染症を収束させると共に、世

界経済の復興に向けた道筋を示し、「ポスト・コロナ」の

国際秩序作りを進めるため、主導的役割を果たしていく

必要があると思います。

日英の二国間関係では、まず、経済面において、英国の 

EU 離脱後も、日系企業のビジネスの円滑な継続性を確

保する観点から、日英 EPA を締結しました。本協定は、

高い水準の規律の下で、両国間の貿易・投資の更なる促

進につながるものと期待しています。

日英両国は、アジア及び欧州において、互いの最も緊

密な安全保障上のパートナーでもあります。英海軍艦艇

の寄港や共同訓練の実施など、日英安保・防衛協

力は具体的進展を遂げています。「自由で開かれたインド

太平洋」の実現に向け、安全保障分野の連携も一層強化

していく必要があると考えます。

本年夏には、１年延期された東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会が開催されます。ラグビー・ワール

ドカップと同大会を橋渡しする形で実施している「日本

文化季間」についても、本年末まで延長致しました。引

き続き文化・スポーツ交流を促進し、日英両国の相互理

解を更に進めることも肝要です。

本年、当館は、こうした日英協力の推進に全力を傾け

たいと思います。もちろん、在留邦人の皆様への適切な

支援サービスの提供にも引き続き最大限の努力をして参

る所存です。本年も皆様の安全と御健康を祈念致します。

最後になりましたが、私は 1 年強の英国での任務を終

えて、1 月早々に帰国することとなりました。これまで

の日本クラブの皆様方から頂いた御協力に心から感謝申

し上げます。またいつかお目にかかれる日があらんこと

を願っております。

新年の挨拶
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1962 年 生 ま れ、

58 歳。東京大学工

学部修士課程を修

了後、三井物産に入

社。主にインフラ分

野を歩み、米ヒュー

ストン、ニューヨー

ク勤務、執行役員事

業統括部長などを経て、20 年 4 月から現職。ロン

ドンで夫人と 2 人。子供 1 人は日本で暮らす。

【プロフィール】

宮田 裕彦（みやた・ひろひこ）さん

2

ロンドン日本クラブ会報

新春インタビュー 
日本クラブ宮田裕彦会長に聞く

クラブ環境大きく変化／新たな貢献を模索
日本クラブの 2021 年度会長に就任した宮田裕彦（三井

物産常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三

井物産社長）に抱負をうかがいました。

 （聞き手・片山哲也広報委員長）

―― 新会長の抱負を聞かせてください。

新型コロナウイルスの大流行で日本クラブを取り巻く

環境も大きく変化しました。クラブの活動目的の三本柱

の一つに会員やご家族の健康管理がありますが、そこに

貢献してきた診療所が閉鎖されることになりました。診

療所は 1965 年の開設以来、日本人社会の医療の一翼を

担ってきましたので、クラブ存続のためとはいえ、閉鎖

は苦渋の決断でした。閉鎖後は診療所という型にとらわ

れない新しい形で、皆さんの健康管理への貢献を模索し

ていきたいと考えています。

三本柱にはこの他、教育の場の提供、日英文化交流の

促進がありますが、これらも時代や環境に合わせて変え

ていかないといけません。教育については、日本人学校

や補習校の生徒さんの健康・安全に配慮した環境整備を、

引き続き教職員の皆さんと一緒に考え、できるだけ実行

に移していければと思います。文化交流については、会

員参加型のイベントに加わる方が近年増えていたと聞い

ています。それが、新型コロナで大半のイベントが中止

になり、残念です。活動再開を願いますが、一方で、オ

ンライン型のイベント活動など新しいニーズに合わせた

ものを考えていきたいですね。

新型コロナのワクチンが開発され、接種が始まりまし

た。わたしもそうですが、みなさんも希望を持ってい 

らっしゃると思います。早く流行が終息することを願わ

ずにはいられません。

―― 英国が欧州連合（EU）から離脱しました。

自由貿易協定（FTA）の有無にかかわりなく、英国が

EU の関税同盟と単一市場から出ることに変わりありま

せん。英国と大陸との間で人やカネ、モノ、サービスの

流れが以前よりも希薄化するのは紛れもないことです。

日本企業も劇的な環境変化でさまざまな対応を余儀なく

されると想定していかないといけません。他方、英国は

アジア太平洋地域や米国などとの FTA 締結に向けて動

くなど、ポスト・ブレグジットへの準備をある意味、し

たたかに進めています。そうしたダイナミックな環境変

化にも目を配っていきたいと思います。

（インタビューは 12 月 11 日時点）

―― 英国、英国人にどのような印象をお持ちですか。

人々は想像していたよりも気さくで、異文化に対する

包摂性が高いという印象です。「英国になじみなさい」と

いうのではなく、そのままの形でどうぞと。ロンドンの

街を歩いていても、英語以外の外国語がたくさん耳に入っ

てきます。例えば中東・アフリカや欧州大陸の方々がそ

れぞれの言葉で話し、また、英語がそれほど得意でない

人の話も丁寧に受けとめてくれる印象です。そういう意

味で、ここは国際性が高いと感じますね。
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在英国日本国大使館　 領事　津 田　進
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当館領事窓口業務のご利用における 
オンライン予約の開始について

これまで、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、パス
ポート、ビザ、証明、戸籍の届出など領事窓口業務のご
利用は電話による予約制としてきましたが、2021 年 1
月 4 日（月）以降の来館予約分より、電話による予約制
を終了し、すべてオンラインによる予約制に移行します。
1 月 4 日（月）以降に来館を希望される方は、必ず次の
リンク先の当館ホームページに掲載のオンライン予約サ
イトにて予約を済ませた上でご来館くださいますようお
願いいたします。　https://www.uk.emb-japan.go.jp/
itpr_ja/Online_Appointment.html

1　事前予約を必要とする領事業務
（1）パスポートの申請と受領
（2）証明の申請と受領（郵送で可能な証明もありま

すので、当館ホームページをご覧ください）

（3）ビザの申請と受領（郵送で可能な証明もありま

すので、当館ホームページをご覧ください）

※上記以外での来館は事前にお電話にてご相談くだ

さい。

2　予約可能期間
予約当日から 3 週間後までの期間です。例えば、

オンライン予約を取る日が 1 月 4 日（月）であれば、

3 週間後の 1 月 25 日（月）までが予約可能な期間と 

なります。

3　予約方法
来館目的が「申請」または「受領」によって予約

画面が異なります。

「申請」が可能な時間帯は、午前 10 時～午後 1 時

及び午後 2 時～午後 3 時、「受領」が可能な時間帯は、

午後 3 時～午後 4 時 30 分となっております。

＜注意事項＞
※ 遠隔地にお住まいの方で、旅券の当日受領を希望

される方は、必ず午前 10 時または午前 10 時

30 分の枠をお選びください。申請時に窓口にお

いて受領可能時間（再来館時間）をお伝えします

ので、受領の予約は不要です。午前 11 時以降に

予約された場合は、当日発給に対応することはで

きません。

※同じ家族での同時申請や個人で複数の申請（旅券

と証明など）がある場合は、1 つの予約枠をご利

用していただいて結構です。

※受領については、旅券を申請した際にお伝えした

受領可能日以降の日付で予約をしてください。ま

た、郵送申請した各種証明についても、当館から

送付されたメールに記載の受領可能日以降の日付

で予約をしてください。

4　来館時
（1） 来館日当日は、入館の際に、
 ① 予約番号が表示された画面を印刷したもの、

 ②  スマートフォン等に保存された同画面の 

スクリーンショット、

 ③ 予約番号のメモ、

のいずれかを正面玄関で確認させていただきます。

来館日当日に、このいずれもお持ちでない、または

お忘れになられた場合には、入館をお断りしますの

でご注意下さい。入館後は、領事待合室にて発券機

から整理券を取ってお待ちください。

（2） Social Distancing の観点から、
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。また、他の来館者と

待合室で一緒になった場合は、なるべく距離を

保った位置でお待ちください。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

フェイスカバー着用、手指のアルコール消毒（消

毒用アルコールは館内に備え付けています）、

ペンなどの筆記用具の持参へのご協力をお願い

いたします。

5　予約をキャンセルする場合
申請または受領の予約サイトからキャンセルはで

きませんので、メールで次の宛先に件名「予約キャ

ンセル依頼」として、「申請」と「受領」の別、予約

日時と氏名を必ずご連絡願います。いったんキャン

セルした予約を復活させることはできません。

キャンセルの場合のメール送付先：

cancel@ld.mofa.go.jp
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診療所内の診察室

診療所のある St John & St Elizabeth Hospital
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お知らせ

■	患者数の減少
日本クラブ診療所は、日本クラブの活動目的の一つ

である「会員への医療サービスの提供」に貢献すべく、

1965 年以来日本から医師の派遣を受け、英国にいな

がら日本と同水準の高度な診療が受けられるよう診療

活動を続けてきました。入居病院への諸費用の高騰、

企業派遣員の減少等の厳しい環境の中、経営努力を重

ねてきました。また本年 3 月からは新型コロナウィル

スに伴う各種規制の影響を受け、感冒患者の診察がで

きず、患者数が大きく減少しました。この状況は長期

化することが見込まれる中、理事会、クラブ運営委員 

会、診療所運営委員会が対策を検討、議論を重ねてき

ましたが、昨年 12 月 10 日の総会の決議のもとに、本

年 3 月 31 日（診療は 2 月 26 日まで）を以て診療所

を閉鎖することになりました。

■	他の日系医療機関への紹介
これまで当診療所を利用してきた患者におかれまし

ては希望に応じて、現在受けている治療の継続につい

て、以下の日系医療機関への紹介状を発行することが

可能です。紹介状を希望する患者は 2 月 26 日までに

当診療所まで連絡をしてください。

＜紹介先日系医療機関＞

1） ジャパングリーンメディカルセンター 

（Japan Green Medical Centre） 

http://www.japangreen.co.uk

2） ロンドン医療センター（London Iryo Centre） 

http://www.iryo.com

■	閉鎖後の診療記録の取り扱い
当診療所で保管している患者の診療記録に関しては

閉 鎖 後 に NHS 関 連 組 織 の PCSE（Primary Care 

Support England）に移管されます。閉鎖後に自分の

診療記録が入用の場合には PCSE に問合せをすること

になります。

記録の請求方は以下の URL を参照してください。

https://pcse.england.nhs.uk/services/medical-

records/accessing-medical-records

■	今後の対応策
診療所では 2021 年 2 月 26 日の診療終了までは責任

をもって診療を行います。同 3 月 31 日には診療所は完

全に閉鎖されます。

閉鎖に関しては、当「びっぐべん」の他、HP への掲 

載、お知らせメール等で一般会員への告知を継続します。

「医療」は「教育」「日英交流」とともに、日本クラブ

の活動の重要な 3 本柱の一つであり、診療所の閉鎖に伴

い直接的な医療サービスは行えないものの、何らかの形

で会員のための間接的な医療サービスを続けていくこと

を検討して参ります。

■	日本クラブ診療所連絡先：
TEL: 020-7266-1121

Email: n-clinic@nipponclub.co.uk

※	次号「びっぐべん」（2021年3月発行）では50年以上	

の実績を誇る日本クラブ診療所の歴史を振り返ります。

日本クラブ診療所、3月末で閉鎖決定
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South London & Maudsley NHS Foundation Trust
（SLaM）精神科専門医、ラ
ンベス区 Associate Medi-
cal Director。新潟大学医
学部卒。精神科専門医の研
修修了後、2000 年に渡米。
臨床研究に携わったのち、
05 年より SLaM にてラン
ベス区の地域精神保健チー
ム で 勤 務。19 年 10 月 よ
り現職。趣味はアルゼンチ
ンタンゴを踊ること。

【プロフィール】赤沼（あかぬま）のぞみさん
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　新型コロナウイルス感染症の流行で生活や仕事の環境

が大きく変化し、心に不調をきたす人は少なくありませ

ん。NHS（国民保健サービス）の精神科医である赤沼の

ぞみ先生に穏やかに過ごすためのコツを聞いた。

―― 精神科に相談する人は増えましたか？

（流行初期の）3 月と 4 月、精神保健サービスへの GP

（かかりつけ医）からの紹介患者は激減しました。感染拡

大防止で対面による受診が制限されたことと、医療機関

での二次感染への不安のため、受診控えが起きたのです。

6 月ごろからは徐々に増え、8 月、9 月になるとコロナ

流行前のレベルを超えました。ここへ来てすごく忙しく

なり、救急外来のフロアでは精神科の患者の方が身体科

の患者より多いことがあります。

―― コロナ禍での心の不調に特長は？

私たちがサポートしていた人たちで、コロナの流行下、

具合がさらに悪くなったケースがあります。また、過去

にメンタルに問題に抱えていたけども、治療を経て多少

の不調を抱えながらも自力で日常生活を送れるように

なった人。その人たちが何年ぶりか、あるいは何十年ぶ

りかで調子を崩す事例もあります。一方、これまでまっ

たくメンタルヘルスのサポートに縁がなかった人が具合

を悪くするパターンもあります。特に若い人たち、それ

も男性に多い。

―― 不調の原因は？

これまで問題がなかった人たちの場合、大きな原因は

将来に対する不安です。先が見えないというのが一番大

きい。仕事や住む場所、あるいは経済的なサポートなど、

さまざまな点でどこに頼っていいのか分からない。過去

に具合が悪くなった、あるいは治療中だった人にとって

は、当たり前だと思っていた対面のサポートが減ったこ

と、ロックダウンで家から出られなくなったための孤立

化が影響したと考えられます。

―― リモートワークの問題点も指摘されていますね。

効率はよくなったかもしれませんが、めりはりが付け

にくい。仕事と生活の場が同じで、だらだらと仕事をし、

気が付けば長時間仕事をしているとか。お茶を入れたり、

廊下ですれ違ったりした際のちょっとした会話もなく

なった。オンライン会議は、同じ部屋にいれば容易に得

られるような言葉以外の情報をビデオを通じて取らなけ

ればなりません。精神的にかなりの負担です。

―― 不調を防ぐには？

まず、こんな非日常的な状況で気持ちが腐ったり、落

ち込んだりするのは当たり前だと考えてください。メン

タルの不調があってもやむを得ない。自分だけではない

んだと分かることがとても大事です。心の浮き沈みは正

常なことなんだと分かれば、受け止め方や対処が少し楽

になるかもしれません。

あと、生活のリズムを意識するようにしてください。

人間は社会的なキュー（合図）によって生活していま 

す。通勤があって就業時間があって、帰宅してという。

キューが大きく減った現状では、それを意図して生活に

入れていく必要がある。けれども自分の意志だけでそれ

をやるのは大変なので、例えば一時間おきにタイマーを

セットして強制的に休憩を入れたり、家族が一緒なら 

「お昼ですよ」と止めてもらったり、子供にあえて「邪 

魔」してもらったり（笑）。あとは原則的なセルフケア、

つまりきちんと寝て、食べて、体を動かすことを意識し

てください。 （インタビュー：片山哲也）

NHS 精神科医赤沼のぞみ医師に聞く

COVID-19：平穏に過ごすためのコツ
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ノエル・サッチャー氏に	
外務大臣表彰

英国チームの主要メンバーとして連続

6回にわたりパラリンピック大会に参

加し、5個の金メダルを獲得、2000

年のシドニー大会では 5000 メート

ルの世界記録を達成したノエル・サッ

チャー氏が外務大臣表彰を受賞した。

氏は 1997 年には英国政府よりMBE

を受章している。1992年に宮崎での

マラソンに招待されて以来、日本文化

に興味を持ち、SOAS で日本語を勉	

強、日英文化・スポーツ交流に力を入

れている。表彰式は10月 16日（金）

日本大使公邸で行われた。

（写真①日本大使館提供）

吉武理恵氏に	
外務大臣表彰

英日間・戦略的 PRの専門家として、

日本酒の英国市場プロモーション等を

通して30年近く日英文化交流に貢献

したことが認められ、酒サムライの吉

武理恵氏が外務大臣表彰を受賞した。

吉武氏は 2006 年に酒サムライの英

国代表になり英国発世界最大級の国際

ワイン審査会（IWC）の日本酒部門の

創設にも尽力した。酒の作り方、楽し

み方、酒と食事の組み合わせ等を紹介

する活動を英国各地で積極的に展開し

ている。表彰式は 10 月 21 日（水）

日本大使公邸で行われた。

（写真②日本大使館提供）

在英邦人数66,192人	 令和元年（2019 年）10 月 1 日現在

表1 表 3 表 4

表 2

数値はいずれも2019年 10月 1日現在　資料提供：日本大使館

外務省は、毎年 10 月 1 日を基準日として海外在留邦人実態調査を
実施しています。各国・地域の在留邦人数は、在留届を基に集計しま
すが、各滞在国・地域で在留届を提出されていない方や、既に帰国・
転出・転居されていながら届出をされない方も多数おられ、正確な在
留者数の把握が困難なことから、例年お示ししていた詳細な職業別や
地域別の邦人数を公表することができなくなりました。

本年については、全世界の上位の国・地域と比較した英国の在留
邦人数をご紹介します。

なお、詳しくは外務省ホームページの海外在留邦人数調査統計
（https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/tokei/hojin/index.html）を
ご覧ください。

英国在留邦人数

総数 66,192

長期滞在者 41,523

永住者 24,669

国別在留邦人数推計上位10位

順位・都市名 人　数

1 米国 444,063

2 中国 116,484

3 オーストラリア 103,638

4 タイ 79,123

5 カナダ 74,687

6 英国 66,192

7 ブラジル 50,491

8 韓国 45,664

9 ドイツ 44,765

10 フランス 40,538

都市別在留邦人数推計上位１０位

順位・都市名 人　数

1 ロサンゼルス都市圏 68,595

2 バンコク 57,486

3 上海 41,756

4 ニューヨーク都市圏 40,496

5 シンガポール 36,797

6 シドニー都市圏 34,679

7 大ロンドン市 34,125

8 バンクーバー都市圏 27,962

9 香港 24,205

10 ホノルル 21,329

邦人の分布比率

イングランド 95.50%

スコットランド 2.50%

ウェールズ 1.50%

北アイルランド 0.30%

その他の諸島 0.20%

（大ロンドン市） 51.55%
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英国流
コミュニケーション術 68

笹川真理子〈英国文化センター〉

ロックダウン用？ 曜日時計

7

思えば、単位や目盛りとは便利で、不思議なものです。

氷は0度で溶けて水になり、100度で沸くと思っていま

すが、実は水の方が大昔から温度による様態の変化を繰

り返していて、温度の目盛りの方が後から、水の変化を

基準に設定されたのでした。

時も、ずっと太古の昔から変わらずに流れていますが、

キリスト生誕の年と思われる年を0年と定め、その西暦

に合わせて現在は世界が回っています。

2020年にはあまりに多くの命が奪われ、その死を受

け止めきれない人々も多いと思われます。2021年が暦

上巡ってきたからといって、急に切れ替えて別モードに

なるというのは、無理なことでしょう。圧倒的な現象に	

は、身を任せるしかなく、そんな時は目盛りもかすんで

しまいます。

確かに、家にこもっていると、季節の変化も感じにくく、

曜日も意識しにくく、自分がいつ何をどうしたのか、思い

出すのが難しいこともあります。毎日が同じようで、時間

のたつのが遅く感じられ、決められた期間のロックダウン

が解除されるまで、まだまだ続く…と憂鬱になります。
そんな時、私にとって結構役に立ったのが、朝ドラや

週1のドラマでした。毎日ストーリーが展開していくの

で、次の日が楽しみだったり、週1の場合には、「今日

はあのドラマがある日だから〇曜日」と意識できました。

このように、自分以外のものを機動力として頼り、生

活の歯車を回し行くのも一つの方法ですが、できるなら

ば、自発的なもので人生を動かしたいものです。「老後	

は、教養と教育が大事」と聞いたことがありますが、こ

れは「今日用」がある、「今日行く」所があるという意味

だとか。確かに、イギリスに留学した年のクリスマス、

寮の学生はほとんど実家に帰ってしまい、残っている学

生は数えるほどでした。「これは落ち込まないようにしな

ければならない」と、一度の外出で足せる用事を何回か

に分けて、とにかく毎日出かけるようにしていました。

あの時の再来かと思い出し、今日は郵便を投函する、

明日は草取りをするなど、やることを小分けにし、また

今日はエビのドリア、明日はカキフライとメニューを日

替わりにして料理をし、自分を楽しませていました。

悠久の時の流れの中の毎日は、それこそわずかな1目盛

りにすぎません。何もしなくても、時は流れていきます。

それでもその1目盛りを何か意味あるものにしたいと思う

のは、自分が有限の存在だとわかっているからでしょうか。

歴史を振り返ると、「戦争はクリスマスには終わる」と

収容所の人々が期待し、クリスマス後に失望して亡くなっ

た人が、少なからずありました。ある特定の日に思いを

寄せすぎると精神的に追い詰められます。矛盾するよう

ですが、毎日淡々と、かつ変化をつけて生きることがコ

ツかもしれません。コロナ終息宣言は、きっと何の語呂

合わせもできないよう

な○月△日に発せられ

るでしょう。時には他

人の筆なる葉に感嘆し

つつ、どんなにつたな

い筆でも、最後の一葉

を自ら描き続けたいと

思っています。

時の流れ

1月	 1	 日（金）	元日
〔1月2日（土）	年始休暇〕
〔1月3日（日）	年始休暇〕
1月11日（月）	成人の日
2月11日（木）	建国記念の日
2月23日（火）	天皇誕生日
4月	 2	 日（金）	Good	Friday
4月	 5	 日（月）	Easter	Monday
5月	 3	 日（月）	Early	May	bank	holiday
5月 31日（月）	Spring	bank	holiday
7月 23日（金）	スポーツの日

	8	月	 9	 日（月）	山の日	振替休日
	8	月 30日（月）	Summer	bank	holiday
	9	月 20日（月）	敬老の日
11月23日（火）	勤労感謝の日
12月27日（月）	Christmas	Day振替休日
12月28日（火）	Boxing	Day振替休日
12月29日（水）	年末休暇
12月30日（木）	年末休暇
12月31日（金）	年末休暇

年始は1月4日（月）より開館いたします。

令和 3 年（2021 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:	0330-027-2139
英国日本国大使館領事窓口取扱
時間（休館日を除く）
月〜金：10:00 〜 16:30

Embassy	of	Japan	101-104	
Piccadilly,	London	W1J	7JT
http://www.uk.emb-japan.go.	
jp/itpr_ja/ryoji.html

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


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

内科を中心とした一般診療に加え、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、月～金：09:00～17:00）

日本クラブ診療所は3月31日（診療は2月26日まで）を
以って閉鎖となります。詳細は本誌４ページをご覧ください。
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会長 宮田　裕彦 三井物産

副会長 芹澤　総太 日本郵船 

副会長 佐崎　孝教 三菱 UFJ 銀行

副会長 片山　祥徳 三菱商事 

副会長 矢部　延弘 丸紅

副会長（兼書記長） 髙濱　　悟 双日 

副会長（兼副書記長） 西田　直敏 日立 

副会長 青木　健男 野村證券

決算・予算（正） 今井　成人 農林中央金庫 

決算・予算（副） 出口　辰太郎 みずほ銀行 

決算・予算（副） 滝口　信行 三井住友銀行

診療所運営（正） 鈴木　浩太 丸紅 

診療所運営（副） 臼井　栄太 三菱商事 

診療所運営（副） 柳沢　志向 大和証券

日本人学校運営（正） 中村　敬一郎 三井住友銀行 

日本人学校運営（副） 青木　健男 野村證券

スタッフ（正） 林　　哲生 伊藤忠 

スタッフ（副） 安野　真輝 双日

会員サービス（正） 光安　　浩 全日空 

会員サービス（副） 渡邉　達郎 商船三井

クラブ施設（正） 清水　邦保 竹中工務店 

クラブ施設（副） 饗庭　理理 損保ジャパン

日英交流促進（正） 上原　裕之 日本航空 

日英交流促進（副） 児玉　志朗 住友生命 

日英交流促進（副） 須長賢一郎 住友商事

広報（正） 加藤　秀央 日本経済新聞

無任所 花尻　哲郎 日本銀行 

無任所 中石　斉孝 JETRO 

無任所 加藤　節雄 KATO MEDIA

名誉会長　特命全権大使　長嶺　安政

2021年度	日本クラブ理事一覧表（案）	
（敬称略）

　2020 年度の日本クラブ総会が
2020年 12月 10日（木）オンライン	
会議で開催された。先ずクラブ名誉会
長の長嶺安政日本大使（1月に帰任決
定）による挨拶、各委員会の活動報告、
決算、予算の承認等があり、診療所閉
鎖の決議は賛成多数で可決した。続い
て 21年度の活動方針、役員選出の承
認を終え、前会長の佐崎孝教氏から新
会長の宮田裕彦氏へバトンタッチが行
われ総会は無事に終了した。

日本クラブ年次総会	
（2020年12月10日）

2020年度決算・2021年度予算
〈総会承認〉

2020 年度決算 2021 年度予算

〈経常収支〉 £ £

収入 2,076,428 650,651

支出 2,703,255 1,389,059

収支 (626,827) (738,408)

〈経常外収支〉

資産売却 ･ 受取利息等 22 0 

税引前損益 (626,805) (738,408)

納税引当金 0 0

税引後損益 (626,805) (738,408)

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

mailto:kenjitoyama787@gmail.com
mailto:yasy9395%40aol.com?subject=
mailto:londongreenchorus%40gmail.com?subject=
mailto:tanaka%40gokichi.org.uk?subject=



