
NALCとは 
 
NALC（ニッポン・アクティブ・ライフ・クラ ブ）
は、急激に高齢化する日本で“自立・奉 仕・助け合
い”をモットーにボランティア活動 を展開すること
を目的に、1994 年に設立され た日本最大の NPO

団体です。全国 133 拠点の 3 万人の会員が、自分
の資格、特技、趣味を活か し、できるときに、でき
ることを、できる方法 で ①時間預託 ②奉仕活動 ③
遠距離サポー トのボランティア活動に参加し、一時
間一ポイ ントの預託点数を獲得する画期的なシステ
ムで す。貯蓄した点数は、自分と家族が必要なとき 
に引き出して、海外 3 拠点を含むどの拠点でも サ
ポートが無料で受けられます。 
 

NALC UK 設立の目的 

 
海外に居住する日本人にとって、ご自身の老後だけ

でなく、日本に残すご両親ご家族の健康と安全の問

題は常に頭から離れない共通の悩みで し ょ う。充 
実し た NALC の 活 動 に 参加す る メリットは非
常に高いのです。英国日本人会は、 英国に暮らす皆
様に安心して老後を迎えていた だくため、また、地
域社会の福祉向上に寄与す るため、NALC UKを設
立しました。  
 
英国日本人会は、英国に居住する日本人相互の

親睦を図り、ボランティ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年に設立

されました。併せて英国日本人社会の発展に居

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。                     Nov17 

NALC活動の仕組み 
 

入会申し込み 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

申し込みに際し、下記の資格・特技の該当するもの

に○をつけてください。 
資格・特技 
１ 医師 ２１ 楽器演奏 
２ 看護師 ２２ 読書 
３ ヘルパー・ソーシャル ２３ 洋裁 
ワーカー ２４ 編み物・手芸 
４ 教師 ２５ 書道 
５ 保母 ２６ 華道 
６ 栄養士 ２７ 茶道 
７ 調理師 ２８ スポーツ 
８ 衛生管理者 ２９ ドライブ 
９ 指圧・マッサージ ３０ 釣り 
１０ 電気技術 ３１ ダンス 
１１ 自動車免許 ３２ 旅行 
１２ 大工 ３３ 映画鑑賞 
１３ 通訳 ３４ 音楽鑑賞 
１４ ガイド ３５ 囲碁・将棋 
１５ 弁護士 ３６ 麻雀 
１６ 会計士 ３７ カメラ 
１７ カラオケ ３８ 絵画 
１８ コーラス ３９ 陶芸 
１９ 園芸 ４０ 俳句・短歌 
２０ コンピューター  
 
あなたが提供できるボランティア活動に○をつけて

ください。 
１ 住宅掃除 １１ 留守番 
２ 看護師 １２ 葬祭手伝い 
３ 裁縫 １３ 話相手・お見舞い 
４ 買い物 １４ 朗読・代筆 
５ 食事作り １５ 医療機関との連絡 
６ 庭手いれ １６ 役所との連絡手続き代行 
７ ペンキ塗り １７ 金融機関等への手続き代行 
８ 家具組み立て・移動 １８ 相談・助言* 
９ 住まいの小修理 １９ 送迎・付き添い 
１０ ペットの世話 ２０ 子育て支援 
  
２１ その他できることがあればご記入こださい。 
 
*相談・助言は NALC申し込み書にご記入頂いた自身の趣味・特
技に関連する事です。 
活動可能な日時を記入してください。 
活動可能な曜日（不定/可能日：  可能日：月火水木金土） 
活動可能な時間帯（午前・午後・夕方） 
その他 

ボランテイアの出来る時

間や内容などを活動拠点

に登録する 

サービスを受けたい

時は事務局へ連絡す

る（時間預託点数で

サービスを受ける） 

事務局からの連絡によ

り、都合が付けば会員へ

のサービス提供をおこな

う 

ボランテイア（サービ

ス）した時間を申請し

NALC名簿に記録される 

JAと NALC 

*入会申込書を事務局へ郵送する 

*２０１5年度（１０月開始）より

NALC年会費 7ポンド 

 
 

JA/NALCの同

好会や催し

物、行事に参

加し、楽しい

仲間作りや奉

仕活動をする

る。 

 



    入会申込書    

 

申し込み日：   年  月  日   a 

住所：a              あ                      
あ                 あ                    
あ                 あ                                                                 

Post  Code：         あ          
 
電話番号：             あ          
携帯番号：             あ          
 

氏名(日本語) ：          あ          
(英語) ：             あ          
生年月日：   年   月   日 

 

男・女：(○印をつけてください。) 

勤務先：              あ          
住所：               あ          
air                                                           あ               

Post Code：          あ          
電話：               あ          
 
Email：               あ          
 
JA:  一般会員・E会員 
 
NALC UK 事務局 

Email: Nalclondon@gmail.com 
Nov17 

 
ナルクの年会費は￡7で入会時に10点の時間預託

が付与されます。英国日本人会（JA）は年会費

￡12（会報Eメール受信のE会員）または￡20（会

報郵送の一般会員）で、会年度は10月から翌年9

月までです。入会時期4月以降の方は半額です。

新入会の皆様はJAの年会費とナルク年会費を合わ

せた金額をお支払い頂く必要があります。E会員

の方は年会費￡19、会報郵送の会員の方は年会費

￡27になります。会費は入会申込書と一緒に小切

手(Payable to：Japan Association)とともに右

の住所へ郵送してください。＊JAの入会申込書、

ナルクの申込書は共に以下のJAのサイトからダウ

ンロードして下さい。 

 www.japanassociation.net/入会申し込み/   

入会されてボランティア利用ご希望の方は、事務

局/コーディネーターにメールか電話でボランテ
ィア利用の依頼をして下さい。折り返しボランテ

ィア利用申込案内をお送りします。詳細を確認し

たコーディネーターが、登録票のデータを元にボ

ランティア提供可能候補の会員に打診して、ボラ

ンティア利用依頼者にボランティア提供を承諾し

て頂ける会員を仲介致します。 

1時間（場合により1セッション）1点ですが、預

託点数がなくなってしまった方も、1点＝￡5のボ

ランティア運営費の寄付でボランティアをご利用

頂けます。ボランティア提供者が交通費が必要な

場合は、利用者の実費負担となります。その場合

コーディネーターが仲介の時に金額等ご連絡致し

ますので、当日利用者から提供者にお支払いいた

だくことになります。 

 

 
NALC UK 
入会のご案内 

 

    
JA 
 

Japan Association in the UK 
英国日本人会事務局 

c/o JEIB 
1st Floor 

3 London Wall Buildings 
London EC2M 5PD 

 

JAPAN 

ASSOCIATION 

英国日本人会 
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