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　　　　英国日本人会　会員の皆様へ　　　　　　　　　　　　　

佐野前会長の辞任を受け、4月の臨時理事会で理事の皆様からの賛同を受け、会長役を引き
継ぐことになりましたウィリアムズ百子です。通常の状況であれば、理事会を開催、候補を募り
投票となるのが正当なやり方ですが、ロックダウンが施行されている現時点では副会長を務め
る花岡理事か私が引き継ぐことが最善の方法と判断しました。佐野前会長の強いご希望で私が
女性会長、第一号になりましたがこの様な非常時に重なり、その責任を非常に重く感じています。又佐野前
会長の過去11年に及ぶ英国日本人会へのご貢献は一言で言えないほどの多大なもので、私には到底その

足元にも及ばないことも自覚しています。今回は条件として次期総会までという期限がついていること、又有能な花岡副会長
とウインター事務局長のサポートを頂けるということで私がケアテーカーとして暫くの間、会を運営していくことになりました。
COVID－19でJAの各会の活動も中止されている中、英国日本人会としては出来るだけ会員の皆様への精神的サポート、そ
して的確な情報提供を続けていきたい思います。幸いにウインター事務局長が中心になって定期的にその発信、福祉部の会
員の方 が々会員の相互支援の活動をして下さっており、この様な状況下の現時点で、会として精一杯出来る事の活動を続け
ていき、皆さんとの繋がりを継続していく努力をしたいと思っています。
平久保元会長が土台を築かれ、佐野前会長がそれを更に大きく成長させられた英国日本人会がこれからも発展し、英国
の邦人コミュニティーの為に活動を続ける為に理事一同が一体となり会の運営に貢献していこうと思います。色々な面で
不足な部分があるかと思いますが、常に会員の皆様のご意見を聞き、話し合い、それらを通してより良い英国日本人会を
育てていけたらと願っています。引き続き皆様のご協力、ご支援どうぞよろしくお願い致します。最後にこの全世界を襲っ
たコロナパンデミックが終結し会員の皆様とお会い出来る日を心待ちにすると同時に皆様のご健康をお祈りいたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第三代英国日本人会会長  ウィリアムズ 百子
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5月理事会だより
ロックダウンにより、5月の理事会は行われませんでしたが、事
務局からの報告をお知らせします。
日本語死亡届の代筆について
日本語のできない家族をお持ちの会員の為に英国日本人会が
日本語の死亡届を代筆できることになりました（但し、最後の段
階で家族が在英日本領事館への出頭が必要）。今後この届け出
の作業は福祉部が担当となります。 

この期間中、食材、お惣菜等のデリバリーをしてくださっていま
す方 に々は深くお礼を申し上げます。
• 夢源レストランさんの65歳以上対象の日本食デリバリー
      （５月１５日で終了しました）
• あべのお好み焼きやさんのReady to cookの素材のデリバリー
• So レストランさんのお惣菜のデリバリー

現在会員数　メール会員247名／文集郵送希望会員42名
文集・会報郵送希望会員55名（名誉会員8名を含む）計344名
会員の皆様にお伺いいたしました、福祉部との名簿共有の件に
関し、ご協力をありがとうございました。共有するかしないかは随
時受け付けており、また登録後の変更も可能です。変更を希望
の会員の方はそのご希望を下記、membershipのメールアドレス
までお送りください。また、個人情報の機密が厳しくなりました現
在、会員入会申込書、及び年会費更新の内容につき新しいフォー
ムを検討中です。尚、組織、会則をご希望の方には配信いたします
のでご連絡下さい。電話 07957548023　
メール membership@japanassociation.org.uk 
会員部　ウィンター　千津子

今月の会員の動き
会員部からのお知らせ



福祉部

福祉部の部長役を賜ってから一年が過ぎ、 何も知らなかった自分で
したが色 学々ばせて頂きました。その中でこれは皆さんにお知らせ
したら良いかな、と思うことがありますのでご参考にしてください。
1) Next of Kin、Executor,  Lasting Power of Attorneyの確認と更新
(例)
一人住まいのAさんが亡くなられました。Aさんの入院中、病院は
規定に沿ってAさんにNext of Kinを聞きました。Aさんは昔知って
いたある友人Bさんの名前を伝えました。それでAさんが亡くなっ
た時に病院は当然Next of KinのBさんに連絡してきました。とこ
ろが、Bさんは今は高齢であることと病弱のお身体であるのでとて
もAさんのお葬式の手配などお手伝いできる気力はありません。
たまたまBさんの知り合いであるCさんが代行出来たので、Aさん
の日本のご家族に連絡をとってお葬式の手配など事を進めること
が出来ました。この場合はAさんがノートに遺書のような内容のメ
モを残されていたので、遺産相続先が明確で問題はありませんで
したが、 万が一のために頼りになるExecutorやLasting Power of 
Attorneyを決めておくことが大切です。

2) 死亡届けの提出確認
(例)
Dさんが亡くなられた後、日本にお住まいの弟さん宛て遺産が送
金されてきました。弟さんは英国におけるDさんの資産処理を全
て英国在住の日本人の方(弁護士さん？)に任せました。ところが
送金の知らせを受け銀行に赴くと死亡届けの記録が日本に届い
ていないということが分かり、最終的に遺産を受領するまでにか
なり時間がかかった、ということです。弟さんは全て頼んだ先が
滞りなくやってくれていたと思っていたのでかなりびっくりされた
そうです。コミュニケーションミスだったのでしょうね。

日本人会のみならず英国に在留する日本人の高齢化が進んでいま
す。福祉部はそのような傾向にある中で、一番大切なことは今回のコ
ロナ感染で私たちが痛感した「良いコミュニティ作り」だと信じます。
お互い個人尊重、でも連帯感を感じられる程よいお付き合い、困った
人がいたら何気なく手を差し伸べることが自然と出来る、そんな暖か
い会を目指していきたいと思います。
福祉部へのご意見ご希望はwelfare@japanassociation.org.uk
または harue.t@hotmail.co.uk （田口）までご連絡ださい。

若葉の緑も日増しに清
し々く感じられる5月と

なりましたが、今月も各
支部の見守りプロジェク

トの報告はメールで交わされました。幸いにもこの1か月殆ど
の会員の方 に々大きな変化が見られず健康状態もそれなりに
良好であったとの報告は喜ばしいことでした。しかしお一人の
会員はトイレに立たれた時に眩暈がして転倒し暫くその状態
で居た為膝から下が思うように動かなくなり今は少しご不自由
されておられ、この時期なかなか病院に行って治療を受ける
ことが難しいので皆様も呉 も々転倒等にはお気を付けて行動
して下さい。
４月にCovid-19に罹り退院された会員も先日のお電話ではと
てもお元気な声でご主人共々順調にご回復の様子でした。話
が弾み子供時代に永平寺の近くに疎開されたこと、又何十年
か経過してご兄弟揃ってその地の福井を訪問された事など楽
しく語って下さいました。今はかなりの会員がご家族、近隣の
知人、友人等の支援を受けられて日常生活にも支障を来たす
ことなく暮らしていられると言うのを耳にし、私たち福祉部員
も安堵しています。しかし乍らその一方では、ケアホームで暮
らす会員には電話で安否を尋ね、少し会話も出来る時に「い
つ会いに来てくれる？」という問いには応えられず一人で過ご
す時間の長さと淋しさを痛感させられました。一日も早くお見
舞が再開する事を祈る思いです。
先月他界されたベラルディー佐和子さんのご葬儀が5月7日に
Hendon Crematorium South Chapelで9時30分より執り行
われました。ご主人、お嬢さんのクリスさん、パートナーの三
名、JAよりウィンター千津子さん、藤田さん、バンダースケイフ
日出美さん、グリーブス邦子さん、飛田の五名が参列致しました。

本来ならもっと多くの方、或いは長年の知人に見送られるはず
でしたが、交通手段規制等の問題もあり、車、徒歩で参加出
来る会員のみが代表して参列させて頂きました。斎場内は10
脚の椅子が等間隔に説置され、サービスは全て15分間隔で執
り仕切られ棺が運ばれ、棺の上にはそれまで飾られていた花
束も取り除かれ、ご主人が自宅からお持ちになった一輪の薔
薇の小枝が棺の上にそっと置かれたのが印象的でした。今の
時節柄、葬儀場が大変混雑しているのは頭では理解していて
も余りに簡略化されたサービスは悲しみの涙を誘う間もない
ほどで実に物悲しいお見送りでした。ご家族もゆっくりと時間
を掛けて最愛の人とのお別れをされたかったことでしょう。ご
家族のご心痛を思うと胸が張り裂けそうな辛い気持ちにさせら
れました。お嬢さんのクリスさんが事前にアレンジされ当日ご
葬儀の様子をZoomで配信していられたので当会員の中でも
何名かはZoomでサービスをご覧になられたと思います。今ま
で私も何度か会員の方のご葬儀に参列させて頂きましたが今
回のようなお別れの悲しさは一度も経験したことがありません
でした。参列者皆が心より佐和子さんのご冥福をお祈りしつつ
棺の前に佇み在りし日の佐和子さんを偲びながら短く語りか
けてお見送り出来たのは幸いであったのかもしれません。佐
和子さんの前にも葬儀があり、佐和子さんの後にも全て15分
間隔で葬儀が執行され、私達が出口に向かった時には既に次
の葬儀の参列者が居並んでおられました。
この数か月間で想像さえしなかった多くの方々がCovid-19、
或いは他の病状等で尊い命を落とされました。これらの方々
が安らかに永眠されますことを心よりお祈り申し上げます。
尚、ヘルプを必要とされている方がいらっしゃいましたら、福
祉部までメール、welfare@japaneseassociation.org.uk
又は携帯電話07840219028までご連絡下さい。
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▍4月俳句を学ぶ会の報告
4月の句会もロックダウンのため、メールでクーパー先生に送
付、メールにて添削で返送されました。沢山の良い句があり、
選定に迷われた様です。皆で会って句会を行う時には時間に
限りがあり、一人３句までですが、先月よりクーパー先生が何
句でも作って送って良いという事で沢山の句が送られました。

▍俳句を学ぶ会のお知らせ

俳句を学ぶ会

一人行く桜吹雪に纏われて 　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 ガフニー　タミー　 　
　　　　　　　　　　　　　　（ᐢ䛧䛥䛸⨾䛧䛥䛸䛾䝭䝑䜽䝇）

太伯（桜の種類）の吹雪散らして勅使門（キュウガーデンにて）
　　　　　　　　　　 　 岡部　道 　　　
　　　　　　　　　　　　（᪥ᮏ࡛ࡍ࡛⤮࡞࠺ࡢ࠶）
 　　             　
こんなにも寂しく桜吹雪いてる　　　　　　　　
　　�����������キング悦子
　　　     　　　　　　　　　　（ひとり言のようにうたえました）

ひとひらの花弁に託す我が想い 　　　　　 　�
������������ 松尾美和子 
　　　     　　　　　　　　　　（ロマンチックな光景です）

しんとして恐れを潜め花盛 　　　　　　　　　
������������ℭ広瀬信子
　　　     　　　　　　　　　　　（ユニークな発想です）

風に舞う桜吹雪が黒髪に 　　　　　　　　　�
�����������ℭ　バンダースケーフ 日出美
　　　     　　　　　　　　　　　（日本画のような一句です）

5月の季語は「藤の花」、また、6月の季語は「薫風」（クンプ
ウ）または「かおる風」です。
今月もまたメールにての通信句会となります。
連絡先：クーパー矩子　02078285255

皆様はつつがなくお過ごしでしょうか。
時はまさに輝かしい皐月、森に行けばもう
ブルーベルは終わりましたが、サンザシや
シャクナゲの花々咲き誇り、木々の若葉が
萌えるようで、落ち込んだ心を癒してくれ
ます。そうですね、あともう少し、元気で行きましょう。
次号、秋号の原稿を下記要項で募集いたしますので、奮ってご
投稿下さい。文集発行は、10月初旬を予定しています。

文集部 『英国春秋』2020年秋号（No.37）
タイトル　　：　フリー又は　
秋号特集　「初恋の記」または「失恋の記」そろそろ時効だから
話しても・・・
と思われる方、いやまだまだ心の痛みが消えやらぬと思われる
方は恋愛感情なしの「忘れられぬ人」でも結構です。
原稿締切　：　2020年9月15日（ただし原稿は随時受付）
字数　　：　A4　２～３枚　（出来ればワード添付）
送付先： ogawa@japanassociation.org.uk　

▍今月の豆知識
－単語の意味をすばやく調べる！iPhoneの「内蔵辞書」活用術－

▍ スマホ同好会 Online Zoom ミーティング予定
開催日は毎週火曜日の「正午から午後3時」まで。
5月26日(火)、6月2日(火)、9日(火)、16日(火)、23日(火)、30日(火) 
途中参加・途中退出も自由です。初めて参加をご希望の方は
松崎美枝子までご連絡下さい。Online Zoomミーティングの
接続方法をお知らせします。
• 連絡先: 松崎美枝子　
(miekobarraclough@hotmail.com, 07903445144)

スマホ同好会
5月12日、zoomミーティングは、日本から2名を含めて22名の参
加でした。先ず冒頭皆さんに、Lockdownが続く中、どの様に毎日
を過ごされているか、近況をお話し頂きました。その後、Micro-
soft Account、YouTubeのライブラリー・チャンネル登録、コンピ
ューターの専門用語として、OS、Internet Browser, Internet Se-

arch Engine、Microsoft OfficeのAppleデバイスへのインストー
ル・ライセンス料、パソコンの買い換えにはWindowsが良いか、
又はApple iMac MacBookが良いか、Apple iPadのSplit View
等についてQ&Aがあり、あっという間に3時間が過ぎた印象でし
た。そして又一週間後の再会を約束して散会しました。

iPhone、iPadでニュース等を読んでいて判らない単語があっ
たら、その部分をタッチすると色々な項目が表示されるのでそ
の中の調べるをタップすると内蔵辞書から意味などを教えて
くれます。iPhoneの設定で一般から辞書の項目に進むと必要
な辞書が選択できます。日本語や外国語の辞書に加えApple
用語の辞書もあります。
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♪　同好会報告とお知らせ　♪

*各種イベント参加者へのお願い： イベント参加中に起きた怪我・事故は自己責任において処理され、主催者の責任でないことをご了承ください。



地下鉄散策スケッチ 【新緑】

グリーブス邦子

ハーテイみえ

竹内みどりジョンソン妙子 ビドル恵

古沢いくこシェイラ文野 スタンディング百合子

その他同好会のお知らせ
★ コーラス(旧 カラオケ改め)
コロナ自粛の為6月もまだ無理でしょう、7月に乞うご期待！

★  地下鉄散策スケッチ
同じく集合は無理だと思うので宿題は4月のコラージュのチュ
ーリップが素晴らしかつたので、たまには違った事にも挑戦
で”紫陽花”をコラージュでやってみたいと思います。
(詳細はメールします)

田口邦子山本郁子

4月に引き続きコロナ自粛で家での宿題で描くことになる。5月は北からの気団と南からの気団が張り具合で極端に暑くなったり
寒くなったりする。桜の後にマロニエの大木に白い花が満開になる頃は桜とは又違った感動がある。一雨ごとに緑が濃くなり公園
や街路樹の緑が蘇って来る街の景色はエキサイティングで何度迎えても良いものだ。皆さんの解釈も様 で々絵も面白い。
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自宅での過ごし方や近況をご紹介します

田村陽子さん 『読書・映画鑑賞』

渡邉道英 さん 『DIY』
3月17日から今日まで私ども二人は外出を
控え、毎日ガーデニングと『シェッド』（ガー
デニング用の草刈機、農機具などを置いて
いる小屋）の改装をしています。正に「ピンチをチャンス
に」であって、DIY（Do it yourself）を楽しんでいます。
昨年の長雨で雨水が流れ込んだ箇所もあって、今回は
徹底的に屋根の改修を実行し、見事「棟上げ式」も行い
日本的な平家屋根が出来上がりました。屋根の勾配をキ
ッチリ計算し、完成した時は感動的でした。現在は小屋
の中のレイアウトと空間利用ですが、『アトリエ』『木工細

工の作業場』『映画の上映とカラオケルーム』『農機具な
どの整備コーナー』作りに邁進しています。老後の楽し
みの『お遊びランド』の完成を目指しているのです。今回
の新型コロナウイルス問題は我が生涯に初めて降って湧
いた大事件です。 沢山の亡くなられた皆様に哀悼の誠
を捧げますと同時に、NHSの行動に声援を送りつづけ、
英国民に協力を求めつづけたボリス・ジョンソン英国首
相が生死を彷徨い退院された事に涙しました。
JAの皆様各位に申上げます。どうぞ他人主義に徹して日
本人ばかりか、世界中の皆さんが１日も早く正常な世界
に戻れることを祈念しています。

1、長らくやってなかった本箱の整理に取りかかった。すると
20年程も前に、日本の友人が送ってくれた『シベリア物語』
澤地久枝著を未だに読んでいない事に気づいた。”今だ”。そ
う思って読み始めた。作者は4歳の頃から10年間、家族と満
洲に渡り終戦まで生活した体験がある。大人になってから、
再度その地に行ってみたいと思い、横浜港、ナホトカ、ウラジ
オストク、イルクーツク、と行ったわけだがそれは私が以前、
ロンドンに来る時にたどったコースにそっくりなので興味が
そそられ夢中で読み終えた。終戦後シベリアで捕虜になっ
た沢山の日本人の事が書かれていた。
2、この本がきっかけとなり、満洲国についても
っと知りたいと思い、中国、奉天生まれの中国
育ち、山口淑子(中国名李香蘭)が終戦で日本
へ引き上げるまでをミュージカルにした『李香蘭』を劇団四
季が演じているのを観た。
3、益 、々太平洋戦争の事が知りたいと思いイギリス映画
『The Railway Man』を観た。これは1942年から始まった
泰緬鉄道ータイとビルマを結ぶ鉄道路線建設の時の実話で
ある。連合軍捕虜だったイギリス人Eric Lomax(1919-2012)
はある事から日本軍からそれはそれは酷い仕打ちを受け
た。その時に通訳として働いていた永瀬隆(1918_2011)から
も酷い仕打ちを受けた。終戦になりEricは故郷のEdinburgh

に帰ったが、鉄道建設現場で受けた数 の々仕打ちがトラウマ
となっていつまでも日本軍を許す事が出来ず日常生活に支
障をきたすようになる。ある日、日本兵永瀬がまだ生きてい
る事を知り手紙を送った。一方、永瀬も自分や日本兵の行っ
た残虐行為を反省していて二人はタイの国、建設現場の一
つであるクワイ川鉄橋で再会する事になった。1976年の事
である。それから二人は和解へと導かれた。
4、次に『ビルマの竪琴』を観た。どうしてあんなに感動的
話が書けるのか、と思い作者竹山道雄
(1903_1984)について調べてみた。彼は
4~9才まで父の転勤で京城に住んでい
た。終戦で日本に帰った。大学でドイツ
語を学びドイツ語を教えた。1928年文
部省の派遣でベルリンとパリに留学。帰国後教授となった。
その時生徒であった教え児がビルマで捕虜になった経験が
あり、その時の仲間の一人があのビルマの竪琴を弾いてい
た水島上等兵のモデルとなった中村一雄氏(1916_2008)で
ある。中村さんは群馬県の出身で13才で僧となる。福井県
永平寺で修行中1938年に徴兵されビルマで終戦。1988年
私財を投じてミャンマーに小学校を寄贈。
ロックダウンでどこへも行かず時間がたっぷりあったおかげ
で日本の戦時中のことを色 調々べる事が出来、又戦争の怖
ろしさ、”コロナの比ではないっ！”戦争はしてはいけない、”と
強く思った。

鈴木ナオミ さん 『歌とお花の映像』
家籠りでストレスの多い日 か々と思います。
お花のビデオを作って癒やされてもらおうとお花の写真を
募集したところ世界中からお花の写真が届きましたので
歌でビデオにしてみました。

◆癒やされて下さいシリーズVol.1　（テーマお花）
https://www.youtube.com/watch?v=VKnwhdCX4F0
◆癒やされて下さいシリーズ Vol.2　（テーマ桜）
https://www.youtube.com/watch?v=qCjb3fPI5BQ

暇つぶしにご覧下さい！！　
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コロナ川柳コロナ川柳

古沢いくこ　

ジャスミンが　散歩にお出でと　招んでいる
コロナまで私は一人で散歩なんて嫌いでした。朝起きてすぐに散
歩なんて考えられませんでした。朝の散歩７時でしたが今は６時
です。今朝は行きたくないなーと思いながらも洋服を着てさーあ
のジャスミンの匂いを嗅いでこようとでかけます。

角曲がり　あのアカシアに　会いに行く
私の好きなあのアカシアの太い幹に手を当てて、しばらくじっとし
ていると、心が落ち着きます。

何曜日　今日も　あしたも日曜日
としてましたが、かってスペインでマニアラと繰り返すスペイン人
の工事人に腹を立ててた事を思い出しました。それでマニアラの
方が直接的でなくちょっとひねった感じかなと思ったのです。

マニアラ、　急がなくても　明日もある

体操も　散歩も止めた　うたたねす
としてました。散歩しろ、体操しろといわれても、こう長引くと意欲
も無くなる。うるさく言わないで欲しい、したくない！
でもこれもストレートすぎるかなと思いました。

静かだね　日だまりの中　うたた寝す

人け無く  工事ラッシュの  大通り

黒ずくめ  まるでギャングの  黒マスク

マスクって こんなあったか  色 形

テレビでも ズーム番組  花盛り

竹内みどり

閑古鳥が鳴くロンドン写真展閑古鳥が鳴くロンドン写真展

竹内みどりさんその他写真提供くださった方ありがとうございました。竹内みどりさんその他写真提供くださった方ありがとうございました。
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鰻蒲焼　1/2枚
アジ干物(焼き)　100-130g
牛腹身味噌漬け　200g
ヒジキ　60-80g
枝豆. 120g
甘酢蓮根　80-100g

お惣菜を真空パックにしてお届けするサ
ービス。
賞味期限は冷蔵庫保管の未開封で2
日～1週間。
各パッケージに詳細を記載してお届けし
ます。一度に開封してご家族でお分け頂
いても、お一人で順番に開け数日間に渡
ってお召し上がることもできます。お酒の
肴、または夕飯のおかずとしてお楽しみ下
さい。
なお、お酒やワインなども特価でお求め
頂けます。お惣菜と同梱してお届けします。
配送料無料

*写真はイメージです。

デリバリーは取り敢えず、ポストコードS、N、W、ご相談頂ければイ
ーストやエッジウェアの方も。お味噌も、酵素が生きた美味しい物
をお分け出来ます。ご注文のお届けの際に、ご自宅でご使用済み
のボトルに補充可能な醤油、味醂風、調理酒、生味噌もお持ちしま
す。 詳細は皆さんにお送りした一斉メールを参照ください。

*配達時の様子。

※このご案内は全てJA会員の皆様の責任においてお取り扱いをお願いいたします。
日本食デリバリーサービス情報

毎日の食事の積み重ねが、健康な体をつくり、健康な
体はウイルスから体を守る土台になります。
今だからこそ栄養バランスのとれた食事を
心がけましょう。

一斉メールでも知らせしましたが、定員の48名に達しましたので参加は締め切りとなりました。
皆様のご興味をありがとうございます。今後もこの様な機会がありましたらお知らせいたします。

日時：6月10日（水）午後8時より 
演題：「えーっ、スタンダップ・コメディ？」
生真面目そうな外見のせいでしょうか。知人にスタンダップ・コ
メディをしていると伝えると必ず返ってくるのが、この言葉で
す。博士課程履修中、元夫による家庭内いじめとその後の別居
がきっかけで、ユーモアのセンスを取り戻そうとスタンダップ・コ
メディのコースを始めたのは、もうかれこれ１０年ほど前のこ
と。あまりの面白さにいつの間にかのめり込み今ではセミプロと
して、週３、４回パフォーマンスをするまでになりました。今回
は、英国人でもかなりの勇気がないとできないといわれるこの
パフォーミングアートの魅力と英国のユーモアについて、パフォ
ーマーとして、また社会学者として、ジョークをふんだんに交え
てお話しさせていただきたいと思います。

6月二水会のお知らせ

高校２年の時に経団連の奨学生として米国のインターナショナル
スクール、ユナイテッド・ワールド・カレッジに留学。インターナショナ
ルバカロレア修了後、渡英し、英ヨーク大学で政治学を専攻する。
卒業後、一時帰国するが、１９９３年に再渡英し、日系銀行に勤
務。結婚後、学問の道を目指し、ロンドン大学東洋アフリカ学院で
政治の修士号を取得。その後、英リサーチカウンシルの奨学生とし
て、英オープン・ユニバーシティで社会学／カルチュラルスタディー
ズの博士課程を始め、２０１６年に博士号取得。現在は、日英間
の異文化理解・コミュニケーション関連のコンサルティング業務を行
うSnow Monkey and Beeを立ち上げ、コンサルティング、日英語学
トレーニングに従事する（www.snowmonkeyandbee.com)。

講師： 小林信美（PhD、☆CELTA)様
　　　　☆ケンブリッジ大学英語認定機構認定の英語教授資格

二水会
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部署名 正 副 補佐役
名誉会長 辻坂高子総領事
会長 ウィリアムズ 花岡・ウィンター
相談役 佐野
事務局 ウィンター 鈴木（ナ）
経理部 花岡
会員部 ウィンター グラアム明美
広報部 鈴木（ナ）
会報部 ナップ（執行委員）・オブレブスキー
文集部 小川

福祉部 田口 バンダースケイフ、山本（郁）

支部総括：飛田

東支部：田口・ジョンソン

西支部：山本（郁）・フィップス

南支部：川西・小野・シェイラー

北支部：スコット・グリーブス・バンダースケイフ

ナルク部 ホワイトハウス佐藤
ナップ ・ 山口・ 丸山・ 大西（敬）・ 鈴木（ナ）
アドバイザー：Dr.ケーブル・Dr.林・酒井・竹中・フリーボン

IT部 山本（学）
特別イベント部 満山 ＊英検を含む
墓地管理部 藤田 ウィリアムズ
二水会部 飯塚 広中

紅葉会部 ウイリアムズ・竹内・田村・川西・小野・ベーリー・藤田・ジ
ョンソン・ウィンター

同好会

合唱カラオケ/スケッチ： 竹内、スマホ： 松崎 
映画： 加藤（啓）、テニス： 高嶋（喜）、ゴルフ： 満山
俳句： クーパー、食べ歩き： スコット
総括 ： 竹内、スマホ： 浜口、 カラオケ： 竹内

わすれな草部 ウィリアムズ 花岡・加藤（節）・他に非会員7名

都道府県人会 満山
Team Smile
(青年部) 鈴木（ナ） 小幡

監査役 由田　聡

法務顧問 中田　浩一郎

2020年度　役割分担表2020年度　役割分担表 赤字が理事　12名

6月号に載せる記事を募集します。
これまで通り、自宅での過ごし方や川柳・短歌、綺麗な風景の写真など

会員の皆様に共有したいことなどをぜひ送って下さい。
宛先はe-mail newsletter@japanassociation.org.uk
6月17日（水）までにご送付ください。お待ちしております！
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