
Japan Association in the UK (JA) 

 

 The association was founded in November 1996 

with a view to promote friendship  within  the 

Japanese community and to expedite mutual 

help through a spirit of voluntary activities. It was 

also hoped to contribute to the future develop-

ment of the Japanese society as well as engen-

dering a better understanding by acting as a 

bridge between the two countries. 

 

 The JA’s prime aim is to provide mutual support 

to Japanese speaker in the UK  and to promote 

the Anglo-Japanese relationship. There are two 

main regular meetings (Koyokai, Nisuikai and 

etc). 

 

We send monthly newsletters and a seasonal jour-

nal “Eikoku Shunjyu - Spring & Autumn in Britain”. 

 

 We also maintain the Hendon Park Japanese 

Cemetery. Our other activities include the follow-

ing: 

 

Summer bazaar, picnics and outings, occasional 

Japanese related events, the end of the year 

and a New Year Party. 

 
Times and Venue 

Nisuikai: 2nd Wednesday of the month  

(except August, December) 

From 18:00 at [please contact us] 

 

Koyokai: 4th Thursday of the month  

(except August, December) 

From 14:15 – 17:30 at [please contact us] 

 

 

     

■英国日本人会（JA）UK  

会長 佐野圭作 
この会はボランテイアの精神に基づいた互助と福祉活動を

促進する目的で1996年11月に設立されました。併せて英国日

本人社会の発展に寄与すると同時に日英国際理解の橋渡し

の役目を目指しています。 

 

事務局 
    Japan Association in the UK 

 c/o JEIB, 3 London Wall Buildings, 

   London EC2M 5PD 

 TEL: 020-7628-5182 

   secretary@japanassociation.org.uk 

 

メンバーシップ （Ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ） 

   Ms. Mayumi Tobita 

      Japan Association in the UK 

      c/o JEIB, 3 London Wall Buildings, 

 London EC2M 5PD 

 TEL: 07931-534-166 

  membership@japanassociation.org.uk 

■申込方法 
表紙裏の申込書を切りとり、下記メンバーシップ担当住所ま

でお送り下さい。 

尚、プライバシー保護の為、この申請書は当会が責任を持っ

て管理し、御本人の了解及び理事会での議決が無い限り外

部には公表致しません。 

 

英国日本人会 
www.japanassociation.org.uk 



■JA会員登録申込書■ 
 

年会費： E会員（会報メール受信）￡12 

   一般会員（会報郵送）￡20 

 

小切手宛先：Japan Association in the UK 

       送り先： c/o JEIB, 3 London Wall Buildings, 

              London EC2M 5PD 

活字体（BLOCK LETTERS）でわかりやすくご記入ください 

申込年月日 20      年           月            日 

氏 名（英） 
Mr./Miss./Ms./

Mrs.  

First Name 

 

 

Family Name 

（漢字）  姓            

 

         

名                

生年月日 19      年           月            日 

住所  

 

 

 
POST CODE 

TEL / FAX  

E-mail  

 

 

出身地  

来英時期               年 

趣味・特技 

 

紹介者氏名  

主な活動の紹介 紅葉会 (Koyokai) 
毎月第4木曜日(8月と12月を除く）14:15開場（14:30開始）。各自持参

のお弁当での昼食から始まる、気楽で楽しい定例懇親会です。 

二水会 (Nisuikai)  
毎月第2水曜日（8月と12月を除く）18:00開場（18:30開始）。文化、経

済、医学、建築など、各界で活躍中のゲストスピーカーをお招きして、

小規模な講演会を開いています。 

ヘンドンパーク墓地管理 (Hendon Park Cemetery) 
当会はヘンドンパーク墓苑にある、戦前からの「日本人墓地」を1998

年より維持管理しており同時にこの墓地を末永く保存してゆきます。 

会報 （Kaiho） 
毎月「英国日本人会 ニュースレター」発行。 

その他の活動 
＊会員相互の福祉活動 

＊都道府県人会 

＊友好機関などが催すイベントやバザー等の行事に協力･ 

  参加 

＊JA主催の特別イベント 

  ピクニック、忘年会 ＆ 新年会、その他 

同好会 (Dokokai) 
ウォーキング、スケッチなどロンドン及び近郊を歩き大空の下でお弁

当を囲みながら楽しい一時を過ごします。その他、カラオケなど室内

での活動もあります。 

 

英 国 日 本 人 会 
Japan Association in the UK 

www.japanassociation.org.uk/ 

 

          

          

          

          

ジャパン祭り (Japan Matsuri) 
英国最大、2009年より行っています。 

年会費振込送金先： 

Japan Association in the UK 

Account No: 26027607 

Sort Code: 56-00-23 

Reference: [FEE+ご自分のお名前] 

TEAM SMILE主催 SKT88 (シニア＆キッズ Together) 
シニアとキッズの交流は今、世界的に注目されている取り組みで

す！童謡や踊り、お話、お習字、折り紙などを通じて違う世代の日本

人コミュニティーの皆さん同士が仲よくなることでコミュニティーの活

性化を目指し、世代を超えた交流から助け合いへ繋がることを目的

としています。 


