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NEWS          LETTER

11月理事会報告

　第24回総会／新年会 予定が決まる
川柳同好会初の昼食会を11月4日に開く(二面に報告記事が有ります）

　11月4日（土）に開かれた11月度理事会は5名の理事が参加さ
れ、 一月に開かれる第24回ジャパンクラブ年時総会及び新年会
に付いて集中的に討議がなされ、 それぞれの詳細について検討、
決定致しました。

　柏原会計理事からの会計報告を大隅事務局長から代行して報
告が有りました。　また今月より新会員２名が加わった事が報告
されました。
次回理事会は2018年1月6日（土曜日）午後４時より予定。
場所はサンマテオ摺木マーケット２階。　　以上       事務局　大隅敏男

会場へは Grand Ave. を出て、
Grand Ave. を約５ブロック程進み、
Magnolia Ave. を左に曲がり、突き当たりです。
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　定期総会は2018年1月21日（日曜日）に開かれます、ここでは会長
の挨拶に続いて2017年度のジャパンクラブ1年間の会計報告と事
業報告がなされ、同時にこれからの2018年度の予算案並びに事業
計画案が説明されます。 
　これからジャパンクラブはどんな事をするのか、そしてしたいの
か、是非皆さんも総会に出席しご意見をお聞かせください。

2017年、ジャパンクラブはこんな事をしました
	 １月	 定期総会と新年会
	 ３月	 新年度の会員名簿及び緊急連絡網名簿配布
	 ５月	 メモリアルデー式典参列
	 ９月	 恒例	B.B.Q.	ピクニック
	 ９月	 秋の講演会
この他に
・	川柳同好会が初めての試みとして「懇親ランチ会」を１１月に開きました
・	理事会々合及びニュースレターの発行が隔月になりました
・	ジャパンクラブ・ニュースレター初の４ページ版発行（７〜８月号）
　（2012年6月号からカラー印刷になって以来の大きな出来事）
・	ニュースレター上で	「認知症についての知識」	（3〜4月）「一人暮らしの防
　災」（5〜6月）	「年金受給について」（5〜6月）等を取り上げて来ました。

		お知らせ　　　　　今月号には以下の申し込み用紙が同封されており
ます、それぞれ期日に遅れない様にお手配ください。
 ・総会及び新年会参加申し込み用紙と不参加の場合の
　委任状（1月9日まで）
 ・新年度会員継続申し込み用紙 （1月31日まで）　
さらに会計事務の煩雑さを避けるため、
同封の「ジャパンクラブ会費」

（継続会員は年会費35ドル）
と「新年会」 の参加費（会員は
50ドル）の小切手はご面倒
でも必ず別々の小切手と
してください。
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2018年度	定期総会・	新年会	のお知らせ
　定期総会と新年会を同時に開催するようになってから３回目になり
ます、参加者全員が楽しめる新年会になる様に考えております。

　日時： 2018年1月21日（日）　午前11時〜午後3時頃
　場所： Basque Cultural Center
	 599	Railroad	Ave.	South	San	Francisco
	 650-583-8091 

 センター内に駐車スペースは沢山有ります

　会費： 会員50ドル、 非会員55ドル（食事、飲み物等全てを含む）

　定評のおいしい食事と共に楽しい企画を色々考えています

申し込み用紙がこのニュースレターに同封されています、
締め切りは1月9日（金）、お急ぎ申し込みください

もし当日迷った方は事務局 （415）404-5285 大隅（携帯）迄お電話ください

ジャパンクラブ会員の皆様、一年間のサポートをありがとう
ございました、来年も新しい企画を考えていきたいと思います
ので皆様のご希望、ご意見とご協力をお願いします。　
今年もあと僅かとなりました、お元気ですばらしい	Holiday
Season	をお過ごしください。 H

H
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「老後の日本帰国」	について
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川
柳

同 好 会

懇親ランチ会に
参加された方
高橋淑子さん
モナスティエロ佐智さん
古田紘一さん
シュミットまり子さん
タローさん（ゲスト）
美代子さん（ゲスト）
尚、今回クリスティ恭子さん
からメールにて川柳の応募
を頂きました。

川柳同好会の懇親ランチ会の結果報告
　11月4日ジャパンセンター内の宝レストランで行な
われた第一回川柳同好会の懇親ランチの集まりは６
名の会員とゲストが参加して開かれました。

　食事は宝のランチの他に同好会幹事の
シュミットさんが特別に頼んでくれた刺身の盛り合わ
せと茶碗蒸しも有り、大変豪華な昼食会と
なりました。

　さらに、持ち寄った句の中から互選により３名の方
にこれまたシュミットさんの用意して
くださった素晴らしい賞品が授与されました。

　「ランチ会の趣旨は川柳を通して、美味しい食事を
しながら会話がはずみ、みんなで楽しいひと時を過ご
せることです」 との幹事の気持ち通り、初めてお会い
するゲストの方 と々も楽しい会話が出来ました。

　今回は第一回の事でもあり、すべて幹事の
シュミットさんにお世話になってしまいました、
ありがとうございました。

　この席で集った川柳は互選とくじ引きで以下
の三名の方々が賞品を受け取られました、
おめでとうございます。
1:		秋の山　枯れ葉踏みしめ　里想う	 どんぐり
　　
2:	 満月に　せわしさ詫びる　秋の夜	 恭子
	
3:	 栗たべて		ヤキイモおもう		においいい	 タロー

	 皆様に　会えてうれしい　里のかお	 美代子

	 温暖化　目に見えてきた　おそろしさ	 ケン

	 夏時間　早く終わって　眠たいの	 恭子　

	 朝早し　腹立ち紛れの　鳥の声	 恭子
	
	 月明り　影法師ふむ　人もなく	 恭子

	 しみに皺　笑ってなんと　温い顔	 まり子

　この試みは同好会の在り方に新しい方向と、
可能性を感じるものとなりました、この機会に
皆さんからの積極的なご意見、提案を期待し
ます。

　去る９月に開かれたジャパンクラブ講演会参加者の多くがこの問題に感心を
もっている事が解りました。  私どもジャパンクラブの会員の中からもこの数年の
間に、長期に渡るアメリカ滞在から永住帰国を決められた方が沢山おられます、
基本的には米国籍者か日本国籍者（グリーンカード保持者）によって大きく異な
ります。  必要な申請書類、長期滞在ビザ取得の条件、税金の問題、日米国籍選択
のそれぞれに長所短所などかなり複雑な要素を含んでおります。
　今回、この中から「アメリカ国籍保持者が日本に長期滞在する」（基本的には永住帰
国する）為に必要な手続きについて実際にこれらの手続きを お手伝いする機会があり
ましたので此れを基に考えてみました。
１）まず日本国政府法務省で出している「在留資格認定証明書交付申請書」	Applica-
tion for Certificate of Eligibility と云う書類を入手します（日本の各地にある入国管
理局から得ることができますが当地領事館にお問い合わせになる事をお勧めします）
これに必要事項を記入し、申請者の写真2枚(30mm x 40mm)を添えて申請します。
通常この審査に３ヶ月係ると云われていますが、今回のケースでは２ヶ月で許可が下
りました。（注意点は許可が下りた時点から３ヶ月以内に使用しなければなりません）
　次はこの許可書をもって日本国総領事館に行き長期滞在ビザを申請します、１年、
３年、５年と永住が有る様ですが、初めは１年ないしは３年の期間が交付される様で
す。 この申請は既に在留資格の認定を受けていますから比較的容易で本人が領事館
に出向き パスポート とパスポートと同様な写真（一枚）、それに申請書に必要事項を
記入して提出しますと、ビザ発行迄５日間（休日は除く）で発給されるようです。
このビザは本人のパスポートのビザのページに完全にラミネートされた形で掲載され
ます。 このパスポートで日本に入国する時に中長期在留者として、在留カードが交付さ
れます。 このカードは米国に於けるグリーンカードと同じ様なものと思われます。
日本に居る時は何時も携行する事（パスポートの代り）が義務付けられている、又これ
によって住民票が入手など種々のサービスを受けることが出来ます。

　皆さんも色々な疑問やご質問、あるいはご意見があると思います、もし希望者が多け
ればこのような問題を話し合う懇談会の様なものの開催も企画したいと思います、
皆様のご意見をジャパンクラブまでお寄せください。 

JAPANクラブの皆様
　この度ルーキー会員になりました三浦ケニスです。出身
地は石川県金沢市です。
　昨年は新幹線が東京から開通して郷里はなんと2時間
余りで到着と聞き時代の流れを実感しました。　学生時
代には東京まで特急で8時間、夜行急行寝台で10時間か
けていたものです。
　20代後半に好きだった英語の世界に住んでみたくサ
ンフランシスコにまず上陸、のちSeattle、WASHINGTON
に移り Community College で2年間英語で苦労してみ
ました。
　縁あってハワイはワイキキのハイアットリージェンシー
ホテルからその後の長いアメリカ生活を始めました。 後日
には不動産、タイムシェアの仕事に手を染めています。
　“好きこそものの上手なり”ということわざがありますが
私の生き甲斐でもあるゴルフには何年たっても当てはま
らないようで努力よりも才能が大きく影響するものだと最
近悟りました。
　7年前から始めたパートのツアーガイドの仕事と色んな
雑用でかなり自分では多忙な思いをしておりますが合間
をぬってハワイ時代にワイキキビーチで鍛えた水泳も並
行して実践しておりますので皆さんから今年古希になりま
したと言うとほんとですか若いですねという嬉しいコメン
トを頂くようになりました。　アメリカの政治にはかなり関
心がありましてCNN、MSNBCはよく見ております。選挙権
もクリントン大統領の頃から実践しております。
　という次第であまり今のところは会員として寄与できな
いかもしれませんがよろしくお見知りおきくだされば誠に
幸いです。 三浦 ケニス

新会員紹介	　	三浦	ケニスさん

第一回


